
 

２０２１年３月 10 日 

ＪＲ東日本秋田支社 

新駅開業記念！ 

泉外旭川駅をご利用のお客さまに特典クーポンをお配りします 

１ キャンペーン概要 

泉外旭川駅を発駅、着駅に含む乗車券類※1を秋田駅中央改札口にお持ちいただくと、秋田駅 

周辺の施設で使用できる特典クーポンをお渡しします。 

特典クーポンを対象店舗にお持ちいただく※2 と、店舗に応じて各種サービスをご提供します。 

※1…乗車券、定期券、回数券 

※2…クーポンによるサービスのご提供は 1 枚につき 1 店舗となります（店舗にて回収します） 

 

２ 実施日時 

  2021 年 3 月 13 日（土）～3 月 21 日（日） 

  各日とも特典クーポンのお渡しは 9 時～17 時までとなります。 

 

３ キャンペーン対象施設 

・西武秋田店 

・フォンテ AKITA 

・JR 秋田駅 構内店舗（NewDays 秋田中央口店・ぽぽろーど店、駅そばしらかみ庵 

おみやげ処こまち苑） 

・秋田駅ビル トピコ＆アルス 

※各施設における店舗詳細や提供サービスは別紙をご覧ください。 

 

４ 新型コロナウイルス感染拡大防止のためのお願い 

・鉄道をご利用の際はマスク着用をお願いいたします 

・各店舗ではマスク着用、検温、消毒液の使用などにご協力をお願いします 

ＪＲ秋田支社では、３月 13 日の泉外旭川駅開業を記念して、鉄道利用の促進と秋田駅周辺の

賑わい創出を目的とした取組みを実施します。 

期間中に泉外旭川駅を発駅、着駅いずれかに含むきっぷや定期券を秋田駅中央改札口でご提示い

ただくと、秋田駅周辺の対象店舗で使用できる特典が記載されたクーポンをお渡しします。秋田県内で

20 年ぶりに開業する泉外旭川駅をご利用いただくと共に、秋田駅周辺のお買い物や飲食をおトクにお

楽しみください。 



別紙 

特典クーポン対象店舗一覧 

 サービス内容

稲庭うどん

八代目佐藤養助

お食事の方に指定のソフトドリンク

サービス（２名様まで）

【店内飲食】対象メニューご注文でエビ・

イカ・ホタテいずれか一品追加サービス

【テイクアウト】特製天重弁当税込

1,000円（通常税込1,274円）

そば一
お食事の方に指定のソフトドリンク

サービス（２名様まで）

南秋ラーメン

お食事の方にオレンジジュースまたは

グレープフルーツジュース１杯サービス

（２名様まで）

パティスリー

パルテール
対象ランチメニュー100円割引

美容室

ラメール アヴェダ

新規ご利用のお客さま施術代金合計

（本体価格）から1,000円引

期間中、毎日先着20名様に、当日の

お買物レシート（セブンイレブンを除く）

合計2,000円以上で、フォンテAKITA

お買物券500円分１枚をプレゼント。

※引換え会場は２階特設会場。

エキナカフェカウンターコーヒー50円引

エキナカフェカウンターコーヒー50円引

トッピングサービス

（生卵・コロッケどちらか１つ）

税込1,000円以上お買上で５％オフ

鴨谷珈琲
税込1,500円以上ご利用でミニソフト

クリーム１個サービス

秋田比内地鶏や
究極の親子丼ご注文でお酒プレゼント

（数量限定）

パブロカザルス 生姜焼き定食ご注文でコーヒーサービス

稲庭干饂飩

八代目 佐藤養助
うどん大盛サービス

YA-YA

Stazione B

税込1,000円以上ご注文で「スペイン風

オムレツ」サービス

中華ダイニング

欣秋
お食事の方へソフトドリンク１杯サービス

秋田特産 さいとう 税込1,000円以上お買上で５％オフ

東北めぐり

いろといろ
税込1,000円以上お買上で５％オフ

あきたくらす 税込2,000円以上お買上で５％オフ

更紗
税込3,000円以上お買上で「お菓子」

プレゼント

青山薬局 店内商品10％オフ(処方箋調剤除く)

関根屋弁当
駅弁お買上で「緑茶パック」１個

プレゼント（数量限定）

米菓匠 鼎庵
税込1,000円以上お買上で「手焼き

煎餅」１枚サービス

お菓子のくらた
税込1,000円以上お買上で「お菓子」

１個プレゼント

ジュピター
税込2,000円以上お買上でスイスミス

(ココア)サンプルプレゼント(数量限定)

おみやげ処 こまち苑

店名

　西武秋田店

BF

天ぷら・和食

醍醐

　フォンテAKITA

全店舗

(セブンイレブンを除く)

　ＪＲ秋田駅構内

NewDays

秋田中央口店

NewDays

秋田ぽぽろーど店

駅そば しらかみ庵

２F

　秋田駅ビル トピコ

３F

※詳しいサービス内容については、各店舗にお問い合わせください。 

サービス内容

日本一
税込1,000円以上お買上で「ちびまる

ポテト」３個プレゼント（数量限定）

とんかつ

新宿さぼてん
さぼてんスタンプカード２倍

一文字
税込1,000円以上お買上で５％オフ

（予約商品・割引商品を除く）

菓子舗 榮太楼
税込1,000円以上お買上で「あんぱん

焼」１個プレゼント

光月堂
税込1,000円以上お買上で「カトール

スティック」１本プレゼント

お菓子のゴンタロー
税込1,000円以上お買上で「お菓子」

１個プレゼント

高砂堂
税込1,000円以上お買上で「お菓子」

１個プレゼント（各日先着10名様）

三松堂
税込1,000円以上お買上で「お煎餅」

１袋プレゼント

秋田郷土菓子司

勝月

税込1,000円以上お買上で「お菓子」

１個プレゼント

ラグノオささき
税込1,000円以上お買上で「お菓子」

１個プレゼント

かおる堂
税込1,000円以上お買上で「お菓子」

１個プレゼント

杉山壽山堂
税込1,000円以上お買上で「どらやき」

１個プレゼント

フロ・プレステージュ
税込1,000円以上お買上で「タルトレット

～アーモンドキャラメル～」１枚プレゼント

らぽっぽ
税込1,000円以上お買上で「木の実

パイ」２個プレゼント

アントステラ
税込1,000円以上お買上で「季節の

クッキー」１枚サービス

ＨＡＢＡ
税込1,000円以上お買上で「スキンケア

ラミサンプル」プレゼント

竹谷本店 曲げわっぱ５％オフ

あきた鮨
税込1,000円以上お買上で10％オフ

（割引商品対象外）

スターバックス

コーヒー秋田駅店

コーヒー豆250g以上お買上で「STAR

BUCKS ORIGAMI®」１袋プレゼント

みんなのやさい畑
税込1,000円以上お買上で「もっちり

まんじゅう」プレゼント

ドトールコーヒー

ショップ
ドリンク無料サイズアップ

ディッパーダン バナナチョコ 税込400円 ➡税込330円

　秋田駅ビル アルス

エルティーブ

施術料金10％オフ

初めてヘアサロンご利用の方はさらに

10％オフ（計20％オフ）

※トリートメントメニューや商品は対象外

ファブリックジャム
税込5,000円以上お買上で500円引

（一部除外品あり）

ＥＭＳ＆ＲＥＴ

ＲＯＧＩＲＬ

お買上金額から10％オフ

（990円以下除外）

ハニーズ お買上金額から10％オフ

インフィニティ バッグ、財布が全品20％オフ

ＯＦＵＯＮ ２点以上お買上で10％オフ

イーザッカマニア

ストアーズ
お買上金額から10％オフ

ブティックヒラトク 店内商品10％オフ（一部除外品あり）

ＪＩＮＳ 累進レンズ料金10％オフ

スターバックス

コーヒーアルス店

コーヒー豆250g以上お買上で「バリスタ

おすすめのコーヒー豆20g」プレゼント

　秋田駅ビル トピコ

店名

２F

２F

１F

１F



ｚ

泉外旭川駅⇔秋田駅

“小さな旅と街歩き”を楽しみませんか？

あきお

対象店舗でのお買い物や飲食がちょっとおトクに！

キャンペーン期間は

３月13日(土)～21日(日)
だよ～🐾

① 秋田駅中央改札口で泉外旭川駅が含まれる
きっぷ（回数券や乗車駅証明書を含みます）や定期券の
ご提示で、特典クーポンをプレゼント！

② 対象店舗で特典クーポンを渡していただくと
ちょっとおトクなサービスをご提供！
※ サービスの内容はクーポンをご覧ください
※ サービスのご提供は期間中クーポン１枚につき１回です

（クーポンは各店舗にて回収いたします）

泉外旭川～秋田駅間のご乗車を

@Akita_Rail_Trip @akita_rail_trip

参加方法

（配布時間は９時～１７時です）

秋田駅中央改札口にて

泉外旭川駅を含むきっぷや定期券などを

ご提示いただくと

特典クーポンをお渡しします

※ 鉄道の運行状況によりクーポンの配布を中止する場合があります。また、サービスの内容は予告なく変更・終了する場合があります。
※ 記載の情報は2021年3月10日現在の情報です。また、画像、イラストはイメージです。
※ 「Twitter」は、Twitter,Inc.の商標または登録商標です。「Instagram」は、Facebook,Inc.の登録商標です。
※ インターネット接続にかかる費用はお客さま負担です。
※ 鉄道のご利用や店舗へのご来店の際には、マスク着用等新型コロナウイルス感染拡大防止へのご協力をお願いいたします。

秋田の魅力を紹介している
公式Twitter＆Instagramのアカウントをフォローしてね🐾
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