定期預⾦で少⼦化を克服！

○ 少⼦化対策応援ファンド協賛定期に預⾦すると、預⾦額の⼀定割合に当たる額が
少⼦化対策応援ファンド協賛定期に預⾦すると 預⾦額の⼀定割合に当たる額が、⾦融機関のご負担で秋田県少⼦化対策
預⾦額の⼀定割合に当たる額が ⾦融機関のご負担で秋田県少⼦化対策
応援ファンドに寄附されます。このファンドを活用して
応援ファンドに寄附されます。このファンドを活用して、県内の団体・企業が⾏う少⼦化克服の取組に対して助成が⾏われ
、県内の団体・企業が⾏う少⼦化克服の取組に対して助成が⾏われ
ており、預⾦した皆様には実質の負担なく、少⼦化対策に協⼒
⾦した皆様には実質の負担なく、少⼦化対策に協⼒
⾦した皆様には実質の負担なく、少⼦化対策に協⼒することができます
することができます。
することができます
○ 預⾦された
預⾦された方には、特典として、県内の
方には、特典として、県内の観光施設等でサービスが受けられる「
方には、特典として、県内の
施設等でサービスが受けられる「サポーターパスポート
施設等でサービスが受けられる「サポーターパスポート」を差し上げます
」を差し上げます
」を差し上げます。

⼦どもの笑顔あふれる秋⽥を目指して、少⼦化対策応援ファンド協賛定期預⾦に、
⼦どもの笑顔あふれる秋⽥を目指して、少⼦化対策応援ファンド協賛定期預⾦に 、ぜひご協⼒ください
協⼒ください。
。

預⾦

⾦融機関

預⾦者の皆様

預⾦額の⼀定割合を寄附
（⾦融機関の負担）

預⾦された
された方にはサポーターパスポート
サポーターパスポートをプレゼント
サポーターパスポートをプレゼント。
県内の様々な優待利⽤施設でサービスが受けられます！

秋⽥県
少⼦化対策基⾦
⺠間団体が⾏う様々な
⺠間団体
少⼦化克服の取組に助成

男⿅⽔族館ＧＡＯ

クアドーム ザ・ブーン

秋⽥ノーザンハピネッツ

秋⽥ふるさと村

⼦ども・⼦育て⽀援
若者の定着⽀援 などの
少⼦化対策事業

ブラウブリッツ秋⽥

©AKITA
AKITA NORTHERN HAPPINETS / bj
bj-league

（
（サポーターパスポート優待利用施設⼀覧は
サポーターパスポート優待利用施設⼀覧は、
サポーターパスポート優待利用施設⼀覧は、裏⾯に掲載しています
裏⾯に掲載しています）

取扱⾦融機関
■
■
■
■
■
■

秋⽥銀⾏
北都銀⾏
⽻後信⽤⾦庫
秋⽥信⽤⾦庫
秋⽥県信⽤組合
岩⼿銀⾏秋⽥⽀店

■ 県内ＪＡバンク
かづの、あきた北、鷹巣町、あきた北央
あきた白神、秋⽥やまもと、あきた湖東
秋⽥みなみ、新あきた、大潟村、秋⽥しんせい
秋⽥おばこ、秋⽥ふるさと、こまち、うご

※ ⾦融機関によって協賛定期の取扱期間や商品内容等が異なります。詳細については各⾦融機関へお問い合わせください。

お問い合わせ

秋田県あきた未来創造
秋田県あきた未来創造部
部
次世代・女性活躍支援
次世代・女性活躍支援課
課
☎ 018（860
860）1５５３
５５３

秋田県少⼦化対策総合ウェブサイト「ベビーウェーブ・アクション」
協賛定期預⾦やサポーターパスポート優待利
用施設の詳細・最新情報
用施設の
・最新情報については、ウェブ
については、ウェブ
サイトでご覧いただけます。
サイトでご覧いただけます。

ベビーウェーブ

検索

サポーターパスポート優待利用施設一覧
十和田ホテル

電話番号

優待サービス内容

１泊２食付き宿泊料金 基本料金の３０％割引
0176-75-1122
（１回限り、同伴者３名まで対象） ※企画商品・エージェント経由申込は除外

鹿角 市

四季彩り 秋田づくし
湯瀬ホテル

0186-33-2311 日帰り入浴料５０％割引（何度でも利用可能、同伴者も対象）

北部シルバーエリア

0186-47-7070 入浴・休憩料金５０％割引（１回限り）

大太鼓の館

0186-63-0111

あきた白神体験センター

0185-77-4455 コーヒー１杯無料（１回限り）

砂丘温泉 ゆめろん

0185-85-4126

男鹿水族館ＧＡＯ

0185-32-2221 入館料２００円引き（何度でも利用可能、同伴者 4 名まで対象）

１泊２食付き（土・日・祝日の前日を除く）宿泊料金１０,５００円以上の利用者
１０％割引（１回限り、同伴者も対象）

0185-22-5050 入館料５０円引き（何度でも利用可能）
0185-22-5030 レンタル用品２０％割引（何度でも利用可能）
0185-22-8222 レンタル用品２０％割引（何度でも利用可能）

県立博物館

018-873-4121 特別展入場料割引 団体料金適用（１回限り）

県立美術館

018-853-8686

県立体育館

018-862-3782 「スポーツを楽しむ日」に限り利用料無料（２回限り）

県立スケート場

018-874-9777

秋田市大森山動物園

入園料（大人７２０円）の１００円割引クーポン券１枚を贈呈（１回限り）
018-828-5508 ※当日から使用可能、他の割引の併用不可、年間パスポート・回数券の購入への使用不可、クーポン券の期限あり

総合射撃場

0184-73-3900 ビームライフル１射座１時間利用料無料（１回限り、保険料〔３５円〕は有料）

はーとぽーと大内
「ぽぽろっこ」

１泊２食付き宿泊料金の１０％割引
0184-62-1126 （何度でも利用可能、同伴者も対象） ※申込みは電話にて

白瀬南極探検隊記念館

0184-38-3765 入館料 大人１００円引き（何度でも利用可能、同伴者も対象）

にかほ市温泉保養センター
「はまなす」

0184-38-2246 入浴料半額（１回限り、同伴者１名も対象）

象潟夕日の宿 さんねむ温泉

0184-43-4960 宿泊料５％割引（何度でも利用可能、同伴者も対象）

Ｊ３リーグ ホーム公式戦 試合会場当日券窓口にて、当日券を前売料金で販売
（何度でも利用可能、同伴者５名まで対象）

川口温泉 奥羽山荘

宿泊料金１０％割引、または入浴料 大人１００円引き、子供５０円引き（何度でも利用可能）
0187-88-1717 ※他のサービスクーポンとの併用はできません。宿泊料金割引は電話か施設ホームページでのご予約に限ります

中里温泉

通常１泊２食付き宿泊料金より１,０００円引き（何度でも利用可能、同伴者２名まで対象）
0187-88-1471 ※特別期間（５月連休・お盆・正月期間）は利用不可、他の割引商品との併用はできません

仙北市

宮沢海岸オートキャンプ場
「キャンパルわかみ」

優待サービス内容

ブラウブリッツ秋田

大仙市

男 なまはげ館
鹿
市
なまはげオートキャンプ場

入館料割引 大人４２０円→３７０円
（何度でも利用可能、本人の家族も対象）

電話番号

018-884-2111 入浴料または全館利用料金 半額（何度でも利用可能）

にかほ市

0186-22-0123 入場料１０％割引（何度でも利用可能、同伴者も対象）

由利本荘市

大館市 北秋 田市 八峰 町 三種 町

史跡尾去沢鉱山
石切沢通洞坑

施設等名称
秋田県健康増進交流センター
「ユフォーレ」

秋 田市

小坂 町

施設等名称

あきた芸術村 温泉ゆぽぽ

宿泊料金１０％割引、または入浴料 一般１００円引き、小学生５０円引き
0187-44-3333 （何度でも利用可能） ※他のサービスクーポンとの併用はできません

千畑温泉サン・アール

0187-84-3983 日帰り入浴料半額（１回限り、同伴者１名も対象）

六郷温泉あったか山

0187-84-2641 日帰り入浴料半額（１回限り、同伴者１名も対象）

018-863-1241 １日滑走料無料（利用当日１日に限り、貸靴料は有料）

湯とぴあ 雁の里温泉

0187-83-3210 日帰り入浴料半額（１回限り、同伴者１名も対象）

向浜運動広場

018-863-4439 テニスコート１面２時間無料（１回限り、照明料は有料）

県立近代美術館

特別展（有料展）入場料割引 団体料金適用
0182-33-8855 （１回限り、同伴者４名まで対象）

県立総合プール

018-895-5056 利用料無料（１回限り）

県立武道館

018-862-6651 個人利用可能日に利用料無料（いずれかの道場、１回限り）

中央地区シルバーエリア

美術展示室入場料割引 団体料金適用（何度でも利用可能）
特別企画展開催時の入場割引については、受付で確認してください。

美郷 町

有料利用者がいない場合に施設無料開放、または温泉入浴料５０％割引
0187-46-2001 （いずれか１回限り）

横 手市

秋 田市

田沢湖スポーツセンター

秋田ふるさと村

有料施設の利用料金割引（何度でも利用可能、同伴者も対象）
・ワンダーキャッスル及び星空探険館スペーシア
0182-33-8800 一般５２０円→４７０円、学生４１０円→３７０円、小中学生３００円→２７０円
・チューチュートレインセット券
一般１,０４０円→９４０円、学生８２０円→７４０円、小中学生６００円→５４０円

018-829-2151 入浴・休憩、プール料金５０％割引（１回限り）

南部シルバーエリア

0182-26-3880 入浴・休憩、プール料金５０％割引（１回限り）

クアドーム ザ・ブーン

ザ・ブーンの飲食（レストラン・カフェテリア商品）10％割引
018-827-2306 （何度でも利用可能、同伴者も対象）

秋田ノーザンハピネッツ

秋田ノーザンハピネッツ ホームゲーム公式戦（プレシーズン・プレイオフは除く）
018-865-0521 試合会場当日券窓口にて、当日券を前売料金で販売（何度でも利用可能、本人の家族も対象）

総合型地域スポーツクラブ
「スポルティフ秋田」

サッカースクール受講料 ６か月間半額
080-1651-1973 （２,５００円/月→１,２５０円/月、保険料は別途、幼稚園児～小学生男女、家族可）

※ 平成２９年４月１日現在
※ 優待施設及び優待サービス内容は変更になる場合があります。
※ 特に記載がない場合はご本人のみ対象となりますが、ご利用の際は施設にご確認ください。

