
店舗名 住所 TEL 詳細

1 お食事処　ふきや 角館町小人町28 0187-55-1414 http://kakunodate-fukiya.com/

2 町家館かくのだ亭 角館町横町42-1 0187-49-6069 http://www.shokusai-machiyakan.jp/

3 お食事処やまや 角館町中菅沢77-41 0187-53-2626

4 レストラン風雅 角館町小館34-8 0187-54-2784 http://la-fuga.com

5 藤八堂・ぱにあ 角館町横町20 0187-53-2610 http://www.tohachido.jp/

6 ちば珈琲店 角館町竹原町28-2 0187-53-3558 ちば珈琲店Facebook

7 日本料理まる松 角館町中菅沢92-14 0187-49-7114

8 角館旬菜料理　月の栞 角館町横町21 0187-53-2880 http://tukinoshiori.com/index2.html

9 レストラン花ごよみ 角館町西長野古米沢30-19 0187-55-5888 http://www.kayoukan.jp/04_ryouri.html

10 武家屋敷の茶屋 角館町表町下丁14-1 0187-53-2703

11 料亭　登喜和・居酒屋なるほど 角館町西勝楽町14 0187-53-2038 http://www12.plala.or.jp/tokiwa_naruhodo/

12 甘味茶房　くら吉 角館町小人町38-25 0187-52-0505 http://www.kurakichi.jp/

13 そばきり長助 角館町小人町28-5 0187-55-1722

14 暫屋 角館町上新町45-13 0187-54-3256 http://shibarakuya.com/

15 北浦本館　土鍋屋 角館町雲然山崎42-1 https://www.andojyozo.co.jp/shoplist/#kitaura

16 東東 角館町田町上丁5ｰ15 0187ｰ54ｰ1952

17 お食事処 十兵衛 角館町横町23 0187-55-1881 https://www.sakuranosato.net/

18 お食事処桜の里 角館町東勝楽丁9 0187ｰ54ｰ2527 https://www.sakuranosato.net/

19 さかい屋 角館町中菅沢92ｰ81 0187ｰ54ｰ2367 https://www.facebook.com/sakaiya.kakunodate

20 食処かくのだてさくら小路 角館町横町27 0187ｰ53ｰ3003 https://www.sakuranosato.net/

21 フォルクローロ角館レストラン「さくら小町」 角館町中菅沢14 0187-53-2070 https://familio-folkloro.com/kakunodate/restaurant/

22 酒豪　鮎まる会館 角館町細越町47 0187-55-5867

23 ことぶき寿司 角館町竹原町7 0187-54-3386
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24 あきた角館西宮家　レストラン北蔵 角館町田町上丁11-1 0187-52-2438 http://nishinomiyake.jp/kitagura.html

25 角館そば 角館町岩瀬町17 0187-53-2054 http://www.kakunodatesoba.com/

26 わいわい酒蔵　土間人 角館町下中町30 0187-52-1703 http://oogiri.co.jp/domanin/index.html

27 グランデールガーデン 角館町古城山18-12 0187-55-2600 http://grandeaile-g.jp/convention/index.html

28 百穂苑 角館町川原町23-1 0187-55-5715 http://hyakusuien.com/index.html

29 和台所　小絆纏 角館町横町7 0187-54-1115

30 プチフレーズ 角館町大風呂2 0187-54-1997 http://kakunodate-puti.com/

31 雲沢観光ドライブイン 角館町雲然山口66-12 0187-55-1510

32 料亭　稲穂 角館町田町上丁4-1 0187-54-3311 http://inaho.pepper.jp/

33 食堂　いなほ 角館町田町上丁4-1 0187-54-3311 http://inaho.pepper.jp/

34 やじろ兵衛 角館町竹原町4-3 0187-54-3206

35 川竹 角館町西勝楽町106 0187-53-2220

36 寿し処 くまがい 角館町花場下3 0187-53-3024 http://caa.daa.jp/

37 そば処すが家 角館町薗田銭神58 0187-55-2801

38 和食　しぶや 角館町上新町3 0187-53-2600

39 唐土庵　武家屋敷店 角館町表町下丁17 0187-52-8170 https://www.morokosian.jp/

40 唐土庵　駅前店 角館町上菅沢402-3 0187-54-1158 https://www.morokosian.jp/index.html

41 cafe donopan 角館町岩瀬下タ野162-2 090-6256-4812

42 ラーメンショップＡｊｉ－Ｑ角館店 角館町上菅沢472-1 0187-55-5802

43 林泉堂　角館店 角館町上菅沢ﾜﾝﾀﾞｰﾓｰﾙﾀｶﾔﾅｷﾞ内 0187-55-5055

44 祐楼 角館町下中町21 0187-53-3425

45 居酒屋　ぐるぐる 角館町上新町37-4 0187-55-2816

46 割烹　あたりや 角館町田町上丁85-2 0187-53-2016

47 櫻樂屋 角館町岩瀬町10
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48 古泉洞 角館町東勝楽丁9 0187-53-2902

49 かたくり 角館町下中町5-2中央ビル 0187-54-4050

50 手打ちそば　さくらぎ 角館町川原町20-6 0187-54-2155 http://soba-sakuragi.com/

51 小倉園 角館町小勝田小倉前1 0187-55-4332 http://jcom-shop.com/oguraen/

52 唐土庵　工場店 角館町小勝田下村21 0187-54-3226 https://www.morokosian.jp/store01.html

53 唐土庵　さくら並木店 角館町北野124-2 0187-54-1157 https://www.morokosian.jp/store03.html

54 ファミリー酒蔵　五人百姓 角館町七日町36 0187-54-3932

55 和食　三吉 角館町小勝田字下村113-1 0187-55-1311 https://ameblo.jp/atattekudakero0511/

56 角館　しち兵ゑ 角館町横町15 0187-54-3295

57 お食事処　源八 角館町西勝楽町105 0187-54-2462 http://www17.plala.or.jp/genpachi/index.html

58 にいやま 角館町花場4-8

59 手打ちそば　野の花庵 角館町上野139-4 0187-54-3787
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