
※ご利用前に(割引の場合は精算前に)必ずパス（チケット）をご提示下さい。※定休日や営業時間などはお問合せくださいませ。

 お土産店  飲食店

店 舗 名 サ ー ビ ス 内 容
マップ
番号 店 舗 名 サ ー ビ ス 内 容

マップ
番号

かくのだて
物産館

お買上げ5,000円以上絵葉書２枚、
10,000円以上で絵葉書１セットプレゼント 25 さくら小町

（ホテルフォルクローロ角館内）
飲食代「１０％割引」 8

地酒のふじた
2,200円（税込）以上お買上げの方へ

「樺細工の茶さじ」プレゼント 101 食堂いなほ
ご注文前、パス提示でお食事の方へ

「一品サービス」 44

唐土庵　駅前店
1,080円（税込）以上お買上げで
「もろこし ちょっぴりプレゼント」 81 料亭 稲穂

ご来店の際、玄関口にてパス提示で

お食事の方へ「一品サービス」 40

ゆかり堂　駅通り
店

「Ware（徳用かりんとう）」
をサービス

休業 レストラン北蔵
（西宮家）

1,000円以上ご飲食した方に

「５％割引」 134

さかい屋
1,000円以上お買い上げの方に

「粗品進呈」 92 わいわい酒蔵
土間人

コーヒーorアイスコーヒー

「１杯サービス」※お食事の方へ
66

西宮家
1,000円以上お買上げの方に

「５％割引」 134 居酒屋　なるほど
（料亭登喜和） 「お漬物をサービス」します！ 41

藤木伝四郎商店
2,000円以上お買上げの方へ

「桜皮製品プレゼント」 28 町家館
かくのだ亭

ご飲食された方へ、秋田のお菓子

「ちょっぴりプレゼント」
掲載無

安藤醸造 本店
3,240円（税込）以上お買上げの方へ万
能調味料「寒こうじ200ｇプレゼント」 76 お食事処 十兵衛

お食事の方、

お土産品「５％引き」 53

樺細工 八柳商店
下中町店

2,000円（税込）以上お買上げで

「粗品進呈」 29 食処かくのだて
さくら小路

お食事の方、

お土産品「５％引き」 74

角館物産館　四季
（美杉） お買上金額より「８％値引」 掲載無 お食事処 桜の里

お食事の方、

お土産品「５％引き」 49

角館桜皮細工ｾﾝﾀｰ
本店

お買上げ2,000円以上で「５％OFF」
※精算前にパス提示・割引商品除く

22 お食事処 ふきや
（美杉）

お食事の方へオレンジジュースor

ウーロン茶「１杯サービス」 56

食彩 町家館
1,000円以上お買上げで
「ちょこっとお菓子詰合せ」プレゼント 38 ハイカラ館＆茶寮

あおやぎ（青柳家内）

ご飲食された方へ、

「ポストカード1枚」プレゼント
武家屋敷青
柳家

角館こだわり蔵
お買上げの方へ、心に残る

「粗品をプレゼント」
掲載無 百穂苑 料金より「１０％OFF」 42

藤むら
2,000円以上お買上げの方へ

「西陣織帯地タンブラー」進呈
掲載無

レストランかたくり
（西木温泉クリオン内）

ソフトドリンクまたはコーヒー

「１杯サービス」※お食事の方へ

地図１

14

佐藤養助 角館店
お買上のお客様へ
「80ｇ入りうどん1個」サービス 35 café+inn（田沢湖地区）

That Sounds Good!
カフェご利用で「オリジナル
コースター（5枚ｾｯﾄ）」プレゼント

地図１

17

角館さとくガーデン
2,000円以上お買い上げで（1回のみ）
秋田犬ポストカード１枚プレゼント 27  観光・宿泊など

アート＆クラフト
香月

11,000円以上お買い上げの方に

「送料サービス」 26 施　設　名 サ ー ビ ス 内 容
マップ
番号

角館町物産協会
お買上げ5,000円以上絵葉書２枚、
10,000円以上で絵葉書１セットプレゼント 24 大村美術館 入館料「１００円割引」 135

安藤醸造 花上庵
1/16～臨時休業

3,240円（税込）以上お買上げの方へ万
能調味料「寒こうじ200ｇプレゼント」 77 角館歴史村 青柳家 入館料「５０円引き」※入館前提示

武家屋敷

青柳家

樹の下やよしなり
お買上げの方へ

「ちょっぴりプレゼント」 102 武家屋敷 「石黒家」 入館料「５０円割引」※購入前に提示
武家屋敷

石黒家

唐土庵
武家屋敷店

1,080円（税込）以上お買上げで
「もろこし ちょっぴりプレゼント」 82 角館人力社 30分コース「１０％引き」

※12月～要予約。積雪時は運行不可

冬期休
業

角館桜皮細工ｾﾝﾀｰ
武家屋敷通店

お買上げ2,000円以上で「５％OFF」
※精算前にパス提示・割引商品除く

23 人力車 角館絆屋 人力車の「乗車時間のサービス」
※12月～要予約。積雪時は運行不可。

冬期休
業

城下町物産
（美杉） お買上金額より「８％値引」 掲載無 ﾎﾃﾙフォルクローロ　　角館

売店 お買上げ金額から
「１０％割引」 8

民芸イタヤ工房
（松本家）

5,000円以上お買上げの方に

「500円のストラップ」プレゼント
冬期休

業
田町武家屋敷ﾎﾃﾙ

宿泊ご利用の方提示で

「ちょっぴり」プレゼント 2

唐土庵　桜並木店
1,080円（税込）以上お買上げで
「もろこし ちょっぴりプレゼント」 83 町家ホテル角館

宿泊ご利用の方提示で、「ミネラル
ウォーター１人１本」サービス

7

さくら工房
（アルク）

あつみのかりんとう

「580円⇒540円」※お一人様１個
掲載無

トヨタレンタリース
秋田 角館店

一般料金より「２０％割引」
※C1クラス１０％割引

133

地酒とワインの店
スガワラショップ

角館のお菓子の

「お土産プレゼント」 105 西木温泉 クリオン
（西木地区）

日帰り温泉

入浴料大人「１００円引」（\500⇒\400）

地図１

14

安藤醸造 北浦本館
3,240円（税込）以上お買上げの方へ万
能調味料「寒こうじ200ｇプレゼント」 78 café+inn（田沢湖地区）

That Sounds Good!

宿泊ご利用の方へ

地酒「秀よし」グラスサービス

地図１

17
お菓子のくらた
角館店

元祖しょうゆソフトクリーム

「５０円引き」（税込350円⇒300円）
78 山のはちみつ屋

（田沢湖地区）

購入金額1,080円以上ﾚｼｰﾄ提示「ソフト
クリーム１ケ」ｻｰﾋﾞｽ※他サービスと併用不可

地図１

97

鈴木酒造店
（大仙市）

売店で1,500円以上お買い上げで
「ミニおちょこプレゼント」※送料除く

地図3

98

※税込、税抜き、適用人数・内容等詳細につきましては各店舗でご確認ください。（サービス内容が変更の場合もあります）

発行：観光情報ｾﾝﾀｰ「角館駅前蔵」0187-54-2700

※角館ガイドマップ（2019年4月発行）裏面
”名店ガイド”のナンバーに対応しています。

大人の休日パス東日本・北海道

スペシャルサービス提供参加店 1月13日（木）～1月25日（火）
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