
支え合い応援プロジェクト 
特設サイト

https://www.pref.akita.lg.jp/pages/sasaeai

県各地域振興局では、地域の身近なお店を応援するため、地元事業者等と
協力して、地域の特色を生かした地場産品のセット商品を販売しています。
商品購入を通じて、地域の元気につながる取り組みにご参加ください！

地域の身近なお店を応援！買って

※商品の一例です ※特典の一例です
https://www.pref.akita.lg.jp/pages/sasaeai詳しくはこちら

秋田県では新型コロナウイルス感染症で

多大な影響を受けた県内の事業者の皆さんを応援し、

秋田を「元気に！」するためのプロジェクトを展開しています。

秋田県
【県民の皆さまへ】お出掛けの際は、ソーシャルディスタンス（社会的距離）の確保、
マスクの着用、手洗いなど、感染症予防の徹底をお願いします。

秋田県からのお願い

豪華景品GETの
チャンス!

地場産品のセット販売 キャンペーン
への応募で

鹿角地域
振興局

北秋田地域
振興局

山本地域
振興局

秋田地域
振興局

由利地域
振興局

仙北地域
振興局

平鹿地域
振興局

雄勝地域
振興局



  

バラエティ豊かなキャンペーン対象商品は100種類以上!!
まずは右のQRコードをチェック!
対象商品を買って応募して景品を当てよう!

#がんばろう秋北キャンペーン

ニューノーマルあきた白神観光キャンペーン

キャンペーン
対象商品一覧ページ

北秋田地域振興局 検索

扌

★問い合わせ先　一般社団法人 秋田犬ツーリズム 
　TEL：070-2020-3085（平日：午前9時〜午後5時）　URL：https：//www.pref.akita.lg.jp/pages/archive/49720

★問い合わせ先　一般社団法人あきた白神ツーリズム
　TEL：0185-74-7115　URL：http：//bit.ly/newnormal-shirakami

「秋田内陸線ごっつお玉手箱
  列車のペアチケットプレゼント」

「5,000円相当の景品プレゼント
 （特産品or体験メニュー）」

各期間 1名に 各期間 7名に特賞 感謝賞

北秋田地域振興局

山本地域振興局

SNSで応募すると、外れた方の中から抽
選で、各期間20名にWチャンス賞とし
て、大人気枝豆スナックが当たります!

んだすけ!鹿角・小坂 んめぇもの 応援宣言!鹿角地域振興局

※内容は変更になる場合がございます。

★お得な
情報

能代山本地域（能代市・藤里町・三種町・八峰町）では、豪華景品が当たる「泊まって応援!…
スタンプラリ―」と「食べて買って応援!スタンプラリ―」を実施しています。
………………………………………………………………スタンプを集めて豪華景品をGETしよう!

※ 応募方法等の詳細情報につきましては下記のURL・QRから特設サイトをご覧ください。

★よぐきてけだ部門（毎月2名）……… 現金10万円

★まだきてけれ部門（毎月10名）……… 現金3万円

★ありがとな〜部門（毎月18名）…… 特産品詰め合わせ

応募者の中
から抽選で

泊まって応援! スタンプラリー
応
募
条
件

★はらつぇ〜賞（毎月1名）… ………… 現金5万円

★いっぺけ〜賞（毎月30名）…………… 特産品詰め合わせ

食べて買って応援!スタンプラリー

★さらに!!

★問い合わせ先　株式会社かづの観光物産公社　〒018-5201 秋田県鹿角市花輪字新田町11番地4
　TEL：0186-22-0555　FAX：0186-22-0222　URL：http：//ｗww.ink.or.jp/~antler/　

キャンペーン参加店舗で買い物をし、スタンプを集めて応募すると、
抽選で100名に「鹿角地域の特産品詰め合わせ」を、
20組に「鹿角で体験!」をプレゼント。

かみこあにグルメ
詰め合わせセット（上小阿仁村）

第1回◉6月11日（木）〜7月31日（金）　第2回◉8月1日（土）〜8月31日（月）
第3回◉9月1日（火）〜9月30日（水）

キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
の

詳
細
は

こ
ち
ら
か
ら
！

秋田犬のふるさとセット（大館市） 秋田内陸線セット（北秋田市）

曲げわっぱ製作
体験ペアチケット（大館市）

きりたんぽ作り体験
ペアチケット（大館市）

★由利高原鉄道車両貸切（往復）… ………………………（1組）

★食事付きペア宿泊券（フォレスタ鳥海ほか）………… （3組）

★由利牛サーロインステーキ1万円相当分… … …（3名）

★由利地域内の各酒蔵でおすすめの日本酒…… （5名）

★各店おすすめ地域特産品セット（4千円相当）…… （22名）

★男鹿水族館GAOバックヤードツアー…（ペア計20組）

★秋田国際ダリア園案内付見学会… （ペア計10組）

★秋田県立博物館解説付きツアー… （ペア計10組）

★秋田市大森山動物園記念撮影会… （ペア計10組）

★県産品お楽しみ袋（3,000円相当）… （計20名）

あきたを元気に!秋田地域支え合い応援プロジェクト
県産品詰め合わせセットを購入して地域の事業者を応援！

ゆりエールキャンペーン〜特産品を買って応援！〜

大仙・仙北・美郷応援キャンペーン

秋田地域振興局

由利地域振興局

仙北地域振興局

限定日本酒&おつまみセット
6,000円（消費税・送料込）

北限のとらふぐ刺身セット（138g）

8,000円（消費税・送料込）

キャンペーン実施店

★問い合わせ先　ノリット・ジャポン株式会社
　TEL：018-874-7547　URL：https：//akita-zurali.jp/html/page216.html

★問い合わせ先　由利本荘市商工会
　TEL：0184-23-8686　URL：https：//www.pref.akita.lg.jp/pages/archive/50542

セット商品を購入された方に抽選で、豪華景品が当たり
ます！

★

★

お得な
情報

お得な
情報

［由利本荘市内］
◉道の駅岩城
◉道の駅おおうち
◉道の駅東由利
◉道の駅にしめ
◉道の駅鳥海郷
◉ゆりぷらざ
◉由利高原鉄道矢島駅
◉ハーブワールドAKITA
◉天鷺ワイン城
◉天鷺村

由利本荘市、にかほ市のキャンペーン実施店で地場産品を2,000
円以上お買い上げいただくと、豪華景品が当たるチャンス！！キャ
ンペーン期間中は、期間限定地場産品オススメセットもご用意して
おります。
※抽選は、1人何度でもご応募できます

商品一例

送料込送料込

★よぐきてけだ部門
　エリア内の4市町すべてで各1泊以上＋体験コンテンツを2つ以上体験
★まだきてけれ部門
　エリア内のいずれか2市町で各1泊以上＋体験コンテンツを1つ以上体験
★ありがとな〜部門
　エリア内で1泊以上＋体験コンテンツを1つ以上体験

応
募
条
件

★はらつぇ〜賞　★いっぺけ〜賞
　どちらも税込2,000円以上のお買い物でもらえるスタンプを
　10個集める

すてきなプレゼントが
当たる抽選会も！

★キャンペーン期間：2020年6月12日（金）〜9月30日（水）

★キャンペーン期間：2020年6月30日（火）〜9月30日（水）

★キャンペーン期間：2020年7月1日（水）〜9月30日（水）

★キャンペーン期間：2020年6月22日（月）〜9月30日（水）

★「鹿角美味しいでしょう」

★「鹿角で体験しよう」

鹿角肉贅沢
おつまみセット

八幡平ポークカレー、北限の
桃カレー、花輪ハヤシ…セット

山葡萄サイダー
6本セット

金賞 銀賞 銅賞★20名 ★30名 ★50名

　北限の桃狩り

北限の桃は美味しいで賞

★10組（1組2名）
　太鼓・お囃子

花輪ばやし体験賞

★10組（1組2名）

大仙地酒飲み比べセット
4,200円（税込）

角館の工芸品樺細工セット
5,500円（税込）

★問い合わせ先　キャンペーン事務局　一般社団法人大仙市観光物産協会
　TEL：0187-88-8481（平日9：00〜18：00）　URL：http：//daisenkankou.com/cheering-akita.html

美郷旨いものセット
3,600円（税込）

◉カタログの商品を注文購入された方…カタログ注文購入金額2千円ごとに自動でエントリー
◉…キャンペーン参加店で2千円以上の地域産品を購入された方…参加店で購入金額2千円ごとにお渡しされる専用の
応募はがきでエントリー（9月30日消印有効）

★キャンペーン期間：2020年6月29日（月）〜9月30日（水）

ほか14セット商品（計17セット商品）
をカタログ販売します。
※別途送料等が必要です

★特典

当たった人もはずれた人も
第2回抽選へ権利は自動
的に持ち越し。

ⓒ大仙市

第1回抽選（7月末締め） 第2回抽選（9月末締め）

地元限定商品券、たっこちゃん湯めぐり手形など
…………… 3種（3千円相当）×10本…計30本

令和3年度 全国花火競技大会（大曲の花火）桟敷券… ………………（3万円相当）2本
地元産高級和牛ステーキ……………………………………………… （1万円相当）5本
地元限定商品券、たっこちゃん湯めぐり手形など3種………（3千円相当）×10本…計30本

キャンペーンの
詳細は

こちらから

ダブルチャ
ンス

抽選は、前半（8月）と後半（10月）の2回実施!…

など他にも多くの豪華景品が当たります！

［にかほ市内］
◉土田牧場
◉道の駅象潟ねむの丘
◉にかほ陣屋

応募期間
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横手の宝！私たちの「んめ」ものを救え！（略称：『んめ救
きゅう

』）平鹿地域振興局

地元にエール!ゆざわおがちハッピーBOX
〜食と技と体験の幸福便〜

雄勝地域振興局

ご飯のお供セット
3,500円（消費税・送料込）

一汁一菜セット
5,000円（消費税・送料込）

川連漆器・稲庭うどんセット
5,000円（消費税・送料込）

★問い合わせ先　ゆざわおがちハッピーBOX実行委員会（事務局 合同会社トマトクリエイション）
　〒012-0844 秋田県湯沢市田町2丁目4-1 TEL/FAX：0183-55-8582（月〜金 10：00〜17：00 土日祝日・8月13日は除く）  

　URL：http：//www.tomatocreation.co.jp/yuzawaogachi-happybox.htm（近日オープン）

★お得な
情報

※料金は東北・関東・信越管内に送付した場合の料金です。

★西馬音内盆踊り
　衣装着付け体験… …（1名）

★七夕絵どうろう
　絵付け体験……………（1名）
など他にも様々な体験チケットが
総勢8名の方に当たります。

Eメールでの注文はこちらから→

★キャンペーン期間：2020年6月26日（金）〜9月30日（水）

ご購入された方から抽
選で「湯沢雄勝のハッ
ピー体験チケット（昼食
チケット付）」が当たる！

商品一例

※内容は変更になる場合がございます。

★問い合わせ先　よこての「んめ」救プロジェクト実行委員会（事務局 株式会社アクアス（担当：神谷））
　〒013-0060 秋田県横手市条里一丁目14-32　TEL：0182-33-9811　URL：https：//yokote.love/　

★キャンペーン期間：2020年6月22日（月）〜9月30日（水）
福袋の購入はこちらの
ネットショップから
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