近 隣 市 町 村 の 提 携 施 設（秋田県全部の冊子は各支店に備え付けています。）
提携施設名

優待・特典内容

住

所

電話番号

横
手
市

おおもり温泉休養センターさくら荘

レストランご利用の方にコーヒーサービス

横手市大森町持向 165

0182-26-2301

あいのの温泉鶴ケ池荘

日帰り入浴 100 円引き（500 円⇒ 400 円）

横手市山内土渕字鶴ヶ池 24-2

0182-53-2131

上畑温泉ゆ～らく

大広間利用料

横手市増田町狙半内字古家沢口 15

0182-45-9001

上畑温泉さわらび

日帰り入浴 100 円引き（500 円⇒ 400 円）

横手市増田町狙半内字古家沢口 15

0182-55-5050

ゆとりおん大雄

レストラン飲食

横手市大雄字三村東 21-4

0182-52-2188

ホテルウェルネス横手路

①日帰り入浴料 200 円引き（600 円⇒ 400 円）②平日宿泊料
10% 割引（1 泊 2 食付）（繁忙期を除く）③平日日帰り宴会 5%
割引（飲み物除く、10 名以上、4,000 円コースより）

横手市婦気大堤字田久保 1-294

0182-33-0600

ときめき交流センターゆっぷる

入館料（入浴料含）100 円引き

横手市平鹿町醍醐字沢口 166

0182-25-3801

ホテルクォードインｙｏｋｏｔｅ

①特別優待宿泊料金例：シングル B（7,300 円⇒ 5,200 円）他
②レストラン「ダイニングクォード ボンディーヌ」5% 割引
横手市安田字堰端 52-1
③チムジルバン「リフレッシュスパクォード」50 円引き
（低温サウナ）

0182-36-5211

横手駅前温泉ゆうゆうプラザ

①ゆうゆうプラザ宿泊料 10% 割引
②夕食時 1 ドリンクサービス（宿泊者）

横手市駅前町 7-7

0182-32-7777

南郷（夢）温泉共林荘

年金会員限定：宿泊料 5% 割引 メンバーズ会員限定：一泊２食
8,500 円以上の基本プランの 5% 割引（ＧＷ・盆・正月除く）要電
話予約。本人と同行者２名まで

横手市山内南郷字大払川 139-1

0182-53-2800

おものがわ温泉

雄川荘

無料
5% 割引

①宿泊料（1 泊 2 食付）500 円引き

横手市雄物川町今宿字郷 72-1

0182-38-6530

道の駅清水の里鳥海郷レストランほっといん

お食事代

5% 割引

由利本荘市鳥海町上笹子字堺台100番地

0184-59-2022

お食事・麺処美徳

全商品

50 円引き

由利本荘市西目町海士剥字海士剥下30-1

0184-33-2363

比内地鶏と郷土料理の店 『鶏次楼』

宴会、会食のお客さま 10％割引 どなたか１名でも会員に該当す
れば優待サービスを適用します ※ただし、１グループ 10 名様まで

由利本荘市西目町沼田字新屋下 2-15

0184-33-3944

レストランはまなす（道の駅 岩城内）

レストラン

由利本荘市岩城内道川字新鶴潟 192-43

0184-73-3789

由利本荘市西目町沼田字新道下 1112-1

0184-33-4422

由

レストラン「たんたん」
（にしめ湯っ娘ランド内）

お食事代

5% 割引
5% 割引

利

ハーブワールド AKITA

①お食事代5%割引②お買い物5%割引 ※冬期間（11月～3月）は休園

由利本荘市西目町沼田字新道下 490-5

0184-33-4150

岩盤温浴

ご利用料金から 10% 割引

由利本荘市西目町沼田字新道下 490-5

0184-32-1414

さ・らら

コテージ 1 泊通常料金の 10% 割引

由利本荘市岩城内道川字新鶴潟 192-43

0184-73-3789

はーとぽーと大内

宿泊料（1 泊 2 食）通常料金
員証１枚につき２名まで）

由利本荘市岩谷町字西越 36

0184-62-1126

由利本荘市岩渕下 254

0184-23-4511

本

岩城アイランドパーク（道の駅 岩城）
ぽぽろっこ

10% 割引（湯治プランは対象外）
（会

荘

本荘グランドホテル

宿泊のお客さまへ①ＱＵＯカード 1,000 円券プレゼント②お部
屋のアップグレード※事前にお電話にて予約下さい。ネット販売
価格には適用なりません。②は当日空室がある場合のみ、より広
いお部屋にてご案内致します。

ホテル

由利本荘市肴町 5

0184-24-5115

宿泊料

5% 割引

由利本荘市西目町沼田字新道下 1112-1

0184-33-4422

安楽温泉

宿泊料

5% 割引（他の割引との併用は不可）

由利本荘市大堤下４

0184-22-0637

ホテルフォレスタ鳥海

通常のルームチャージ

株式会社かおる堂

店内商品 10% 割引（一部除外品有、他のサービス企画と併用で 〈由利本荘店〉由利本荘市美倉町 41
きません）
〈大町店〉秋田市大町４丁目赤れんが郷土館通り

0184-23-3731
018-823-8377

元祖

ご来店の上、「きりたんぽセット」をご注文の場合

由利本荘市西目町沼田字新道下 490-5

0184-33-4150

はまなすファミリーボウル

1 プレイ 50 円引き 特別料金帯（シニア・レディース・親子ふ
れあい DAY 等格安パック）は対象外繁忙期（年末年始・お盆、 由利本荘市西目町沼田字新道下 1112-1
GW 等）は対象外

0184-33-4710

道の駅象潟ねむの丘

展望温泉入浴料 50 円引き（会員含め 5 名まで）物産館・レスト
ラン 5% 割引（会員のみ）年金会員限定：日帰り宴会利用時には
①焼酎 1 本サービス②グラウンドゴルフプレー代 無料（年金友
の会の会合のみ、他団体は不可）

0184-32-5588

にかほ市温泉保養センターはまなす

宿泊料（1 泊 2 食付）500 円引き（但し２名様まで）
にかほ市金浦字中谷地 20-1
※プラン、他の割引との併用は優待サービスの対象外となります。

0184-38-2246

旅館

会員様のみ宿泊料（1 泊 2 食付）10% 割引（特別プラン、他の割
引との併用はできません）

にかほ市三森字大苗代 190

0184-37-2000

ほ

象潟夕日の宿さんねむ温泉

①宿泊料（1 泊 2 食付）5% 割引（10 名様以上のご利用にて）
②日帰りお食事代 5% 割引（10 名様以上のご利用にて）

にかほ市象潟町字才ノ神 31-1

0184-43-4960

金浦温泉学校の栖

①宿泊料（1 泊 2 食）1 室 3 名様より 5 名様まで（1 泊のみ）全
員 10% 割引②日帰り会食、宴会 10 名様より、お料理お１人 3,000
円以上につき、会員本人のみ 5% 割引

にかほ市前川字菱潟１

0184-38-3883

たつみ寛洋ホテル

会員本人のみ宿泊料 5% 割引（他の割引との併用はできません）

にかほ市象潟町字後田 116-5

0184-32-5555

ホテルエクセルキクスイ

宿泊料 10% 割引レストラン万葉 お食事代 5% 割引※グループの
場合、全員に適用します。他の割引との併用はできません。

にかほ市平沢字町田 108-1

0184-37-3333

松永菓子店

全商品 5% 割引

にかほ市平沢字清水 127

0184-35-3341

市

通常の宿泊料より 10% 割引

にしめ湯っ娘ランド

か

アイリス

宿泊部

秋田屋

に

いちゑ

10% 割引（会員証１枚につき２名様まで） 由利本荘市鳥海町猿倉字奥山前 8-45

5% 割引

にかほ市象潟町字大塩越 73-1

0184-58-2888

市

