
 

 

 

 

秋田ステーションビル株式会社（本社：秋田県秋田市 代表取締役社長 髙木浩一）は、JR 秋田駅に隣接す

る秋田駅ビル「トピコ」３Fレストランフロアをリニューアルオープンします。 

2019年 3月 22日（金）に 7店舗がオープン、残りの 2店舗についても順次オープンします。 

 

 

【 概  要 】  

・改 装 箇 所  秋田駅ビル「トピコ」３階 

・オープン日  2019年 3月 22日（金） 

・シ ョップ数  7ショップ （全 9ショップ中） 

・営 業 時 間  各店舗により異なります 

・店 舗 面 積  966㎡ 

 

 

【 リニューアル概要 】 

「こだわりの地元食材をふんだんに用いた地産地消グルメストリート」をコンセプトに食材の宝庫秋田の素材

にこだわった店舗を集積。秋田駅に訪れた観光客のみならず、地元の方も日常で利用していただき、秋田

の食の魅力を体感できるフロアを目指します。 
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秋田駅ビル「トピコ」3F レストランフロア 

2019年 3月 22日(金)AM11：00 

リニューアルオープン 

 



【 レストランフロア名称 】 

    ～ AKITA DINING（アキタダイニング） ～ 

 

 

 

【 デザインコンセプト 】 

  IRORI MODERN（イロリモダン） 
「もてなす」「あつまる」「くつろぐ」「たのしむ」をキーワードに、“食”を中心とした秋田文化の情報発信基地と

して、いろり精神を都会的に表現。秋田の美しい自然や多彩な文化を洗練された表現を用いながら秋田の

魅力をより一層楽しんでいただく空間を演出いたします。 

 

  （環境テーマ） 

  テーマを設けた四つのエリアでフロア環境を構成。各エリアには秋田ならではの伝統工芸品や県産材を利

用・使用した造作や装飾を施し、フロアを回遊しながら秋田を感じ、楽しめます。 

  吹き抜けイメージは秋田駅東西連絡自由通路における待合ラウンジ等のファサードイメージやマテリアル

（素材）と連動し、駅環境と一体となった秋田の地域性を表現いたします。 

   

 

【 AKITA DININGオープン記念 フェア 】 

 

１．オープン記念先着プレゼント 

  開催期間：３月２２日（金）～３月２４日（日） 

  内   容：各日先着１００名様にオリジナルエコバッグプレゼント 

  場   所：トピコ３F特設会場 

 

２．オープン記念「特別メニュー」の提供 

  期   間：３月２２日（金）～ ※各店舗によって提供期間が異なります。 

  内   容：レストラン各店にてオープン記念特別メニューを期間限定でご提供いたします。 

 

３．オープン記念特典の提供 

  期   間：３月２２日（金）～ ※各店舗によって提供期間が異なります。 

  内   容：レストラン各店にて割引やノベルティプレゼント等の特典をご用意しております。 

 

 



４．オープニングキャンペーン 

  ①キャンペーンⅠ 

開催期間：３月２２日（金） 

   内   容：３Fレストランフロアでのお食事１，０００円（税込）以上のお客様先着１００名様に 

          ロゴ入りビアグラスプレゼント 

   場   所：トピコ３F特設会場 

 

②キャンペーンⅡ 

開催期間：３月２２日（金）～３月２４日（日） 

内   容：３Fレストランフロアでの当日のお食事１，０００円（税込）以上のお客様に 

応募ハガキを進呈。抽選でお食事券プレゼント。（レシート合算不可） 

   場   所：トピコ館内に応募 BOXを設置いたします。 

 

 ③キャンペーンⅢ 

   開催期間：３月２２日（金）～なくなり次第終了 

   内   容：アルスでの当日のお買い物１，０００円（税込）以上のお客様先着３００名様に 

５００円のお食事券プレゼント（お一人様１回限り・レシート合算不可） 

場   所：caoca広場特設カウンター 

 

【 リニューアルオープン当日について 】 

  3月 22日（金）、トピコ 3Fレストランフロアは 11：00に開店いたします。 

  1階・2階フロアは通常営業いたします。23日以降は各店舗ごとの営業時間となります。 

 

 

<施設概要> 

施設名：秋田駅ビル「トピコ」 

所在地：秋田県秋田市中通 7-1-2 

営業時間：１Ｆフロア／7:00～22:00 ２Ｆフロア／8:00～20:00 ３Ｆフロア／10:00～22:00 

       ＜スターバックスコーヒー秋田駅店／7:00～22:00＞ 

 

施設名：秋田駅ビル「アルス」 

所在地：秋田県秋田市中通 7-2-1 

営業時間：Ｂ１Ｆ～２Ｆ/10:00～20:00 ＜スターバックスコーヒー秋田アルス店／7:00～22:00＞ 

  

※トピコ・アルスともに一部営業時間の異なる店舗がございます。 

 

<会社概要> 

会社名 ： 秋田ステーションビル株式会社 

所在地 ： 秋田県秋田市中通七丁目 2番 1号  

代表者名 ： 代表取締役社長 髙木 浩一 

駅ビル名 ： 秋田駅ビル 「トピコ」 ＆ 「アルス」  

 

 

 



■「稲庭干饂飩 八代目 佐藤養助」 業種：稲庭うどん専門店（新規） 

会社名：有限会社 佐藤養助商店 

創業 1860年稲庭うどんの老舗「佐藤養助」の直営店舗です。本場の味をご賞

味ください。 

カウンターで一人一人のお客さまを大切にもてなし「お料理を一番おいしい状

態で召し上がっていただきたい」 

一子相伝の技を継承する八代目佐藤養助が一本一本手綯いした厳選のうど

んを使用し、茹でたてをご提供いたします。 

営業時間／ １１：００～２２：００ 

 

 

  

 

 

 

 

■「麺屋 十郎兵衛」 業種：らーめん（新規） 

会社名：株式会社 十郎兵衛 

日本最大級のラーメンイベント「東京ラーメンショー」へも出展している「十郎兵

衛」が秋田市へ初出店。比内地鶏をふんだんに使用したあっさり系のラーメン

と秋田港でその日水揚げされた鮮魚と豚骨を掛け合わせたこってり系のラーメ

ンを主とし、季節折々の食材を使用した限定ラーメンで秋田の食をラーメンとし

ておもてなしいたします。 

営業時間／ ８：００～２２：００ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■「郷土料理・鉄板焼 扇屋」 業種：郷土料理   

合名会社 扇屋 

創業昭和５年の扇屋は「きりたんぽ」や「横手やきそば」など秋田県内

の郷土料理や B 級グルメが堪能できます。秋田県内３４蔵の地酒を

季節ごとに厳選して取り揃えます。希少な秋田牛「三梨牛」と「由利

牛」をカットステーキで提供するほか、比内地鶏や鹿角ポークなどの

肉類も楽しめるお店です。 

営業時間／ １１：００～２２：００  

 

〔オープン記念特典〕  ３月２２日（金）～３月３１日（日） 

・お食事のお客さま、先着５０名様に稲庭うどん粗品をプレゼント。 

〔オープン記念メニュー〕 ３月２２日（金）～３月３１日（日） 

・春の山菜うどん １，２９６円 

〔トピコ限定メニュー〕   比内地鶏うどん   １，１８８円 

〔オープン記念特典〕  ３月２２日（金）～４月２２日（月） 

・２，１６０円以上ご利用のお客さまに次回から使用できる「ひと口餃子」

無料券プレゼント。 

〔オープン記念メニュー〕 ３月２２日（金）～４月３０日（火） 

・オマール海老豚骨そば ９５０円 

〔トピコ限定メニュー〕 

・比内地鶏わんたん麺  １，０５８円 ・あら焚き豚骨らーめん  ８４２円 

・朝 豚骨らーめん      ５４０円  ・朝の魚介中華そば   ５４０円 

〔オープン記念特典〕  ３月２２日（金）～３月２５日（月） 

・２，１６０円（お一人様）以上ご利用のお客さまに先着プレゼントまたは創作料理一品プレゼント。 

〔オープン記念メニュー〕 ３月２２日（金）～３月３１日（日） 

・男鹿の活たこ丼セット １，５００円（税込） 

〔トピコ限定メニュー〕  鹿角ポークかつ丼 １，０００円 

別紙 



■「欣秋」 業種：中華料理   

合名会社 扇屋 

ピリッとした辛さと旨味が口に広がる、本格派の四川麻婆豆腐が味わ

えるお店。一品料理、ラーメン、チャーハン、セットメニューの他、宴会メ

ニューやお得なランチセットも充実。酒類に合うメニューも多数ご用意し

ております。 

営業時間／ １１：００～２２：００ 

●●●円以上のご飲食で●●プレゼント（なくなり次第終了） 

●●●円以上のご飲食で●％OFF 

 

 

 

 

 

 

■「秋田比内地鶏や」 業種：比内地鶏専門店   

コスモ＆アソシエイツ株式会社 

日本三大地鶏として有名な比内地鶏。「究極の親子丼」は肉はもちろん、

卵も比内地鶏を使用。旨味のあるしまった肉とふわふわの卵が絶妙にか

らみあい絶品です。器には秋田の伝統工芸品「曲げわっぱ」を使用し、秋

田ならではの雰囲気を味わえます。 

営業時間／ １０：００～２２：００ 

 

 

 

 

 

 

 

■「鴨谷珈琲」 業種：カフェ（新規） 

会社名：株式会社ドリームリンク 

アンティーク調な家具と様々な本に囲まれた、落ち着いた雰囲気で珈琲、紅

茶、時間によってはお酒も楽しめるお店です。 

紅茶にはお客さまの気持ちをイメージした種類を取りそろえ、名前も一風変わ

ったものになっております。その日の気分にあわせた紅茶をお楽しみください。 

営業時間／ １０：００～２２：００（予定） 

 

 

 

 

 

 

〔オープン記念特典〕  ３月２２日（金）～３月２５日（月） 

・２，１６０円以上のご利用でアンケートにお答えいただ

いたお客さまに抽選でお食事券プレゼント。 

〔オープン限定メニュー〕 ３月２２日（金）～４月２１日（日） 

・３種のフルーツ入り杏仁豆腐 ５８０円（税込） 

〔トピコ限定メニュー〕 麻婆豆腐半ラーメンセット ８５０円 

〔オープン記念特典〕 

・期間限定でオープン記念特典や記念メニューをご用意いたし

ます。 

〔オープン記念特典〕   ３月２２日（金）～３月３１日（日） 

・比内地鶏親子丼とそばのセット １，２００円→１，０００円 

・究極の親子丼           １，５８０円→１，３８０円 

〔オープン記念メニュー〕  

・期間限定でオープン記念メニューをご用意いたします。 



■「パブロカザルス」 業種：軽食・喫茶   

株式会社 田畑産業 

盛岡が本部のレストランチェーン 

「トピコ」オ－プン以来の老舗レストランがリニューアル！ 

メニューも一新、モーニングからディナーまで、最上級のホ

スピタリティでおもてなしいたします 

営業時間／ ９：００～２２：００ 

 

 

 

 

 

●●●円以上のご飲食で●●プレゼント（なくなり次第終了） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔オープン記念特典〕   ３月２２日（金）～３月２５日（月） 

 ・懐かしのナポリタン各種を昭和プライスでご提供いたします 

〔オープン限定メニュー〕 ３月２２日（金）～３月３１日（火） 

・海老フライ＆サイコロステーキ！ 

  オープン記念価格でご提供いたします 

【プレスリリースに関するお問合せ先】 

秋田ステーションビル株式会社 ＳＣ営業部 開発Ｇ 小林・永井 

TEL.018-834-1911 URL http://www.caoca.net/ 

※本プレスリリースは 2019年 3月 1日（金）時点となります。今後変更する場合もございますので、あらかじめご了承ください。 

※掲載金額は全て税込です 

http://www.caoca.net/

