
更新日：５月１日

店舗名 住所 電話番号 詳細

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
町家館かくのだ亭 角館町横町42-1 0187-49-6069 http://www.shokusai-machiyakan.jp/
お土産処　美杉 角館町下新町40 0187-53-3135

お食事処　ふきや 角館町小人町28 0187-55-1414 http://kakunodate-fukiya.com/
お土産処　城下町物産 角館町北野122-7 0187-54-3350

物産館角館の四季 角館町中町20 0187-55-4766

料亭　稲穂 角館町田町上丁4-1 0187-54-3311 http://inaho.pepper.jp/
食堂　いなほ 角館町田町上丁4-1 0187-54-3311 http://inaho.pepper.jp/
大村美術館 角館町山根町39-1 0187-55-5111 https://www.museomura.com/

武家屋敷「石黒家」 角館町表町下丁１ 0187-55-1496 https://www.facebook.com/ishiguroke
お食事処　桜の里 角館町東勝楽丁9 0187-54-2527 https://www.sakuranosato.net/
お食事処　十兵衛 角館町横町23 0187-55-1881 https://www.sakuranosato.net/

食処かくのだてさくら小路 角館町横町27 0187-53-3003 https://www.sakuranosato.net/
角館町西長野古米沢30-19 http://www.kayoukan.jp/

十月 角館町歩行町22-2 0187-55-1708

安藤醸造　本店 角館町下新町27 0187-53-2008 https://www.andojyozo.co.jp/
安藤醸造　北浦本館 角館町雲然山崎42-1 0187-53-2008 https://www.andojyozo.co.jp/
安藤醸造　花上庵 角館町表町下丁8 0187-53-2008 https://www.andojyozo.co.jp/
武家屋敷の茶屋 角館町表町下丁14-1 0187-53-2703

櫻丸珈琲 角館町歩行町24-1 0187-49-7339

県⺠割地域限定クーポン利⽤可能店舗【角館地区】

角館温泉花葉館 0187-55-5888



角館歴史村　青柳家 角館町表町下丁3 0187-54-3257 http://www.samuraiworld.com/
Kakunodate guest house Choux 角館町上菅沢258-1 0187-42-8421 Kakunodate guest house Choux facebookページ

まるかわ 角館町東勝楽丁2-5 0187-53-2804

百穂苑 角館町川原町23番-1 0187-55-5715 http://hyakusuien.com/index.html
協同組合角館町物産協会 角館町表町下丁10-1 0187-54-4440

かくのだて物産館 角館町中菅沢14 0187-55-4114

秋田内陸線角館駅 角館町中菅沢14 0187-54-3758

ワンダーモール 角館町上菅沢442-1 0187-54-1600

手打ちそば　さくらぎ 角館町川原町20-6 0187-54-2155 http://soba-sakuragi.com/
須江 角館町表町下丁9 0187-53-3532

お菓子のくらた　角館店
角館町雲然字山崎42-1
安藤醸造元北浦本館内

0187-53-3255

藤木伝四郎商店 角館町下新町45 0187-54-1151 http://fujikidenshiro.co.jp/
酒の伏見屋 角館町横町27 0187-53-2278

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/
ホテルフォルクローロ角館　売店 角館町中菅沢14 0187-53-2070 https://familio-folkloro.com/kakunodate/

角館人力社 角館町小人町34 090-2970-2324

角館桜皮細工センター 角館町中町25 0187-55-1320 http://www12.plala.or.jp/kabasen/
角館桜皮細工センター

（武家屋敷通り店）
角館町表町下丁18 0187-55-5631 http://www12.plala.or.jp/kabasen/

ﾓﾝﾏｰﾄ地酒のふじた 角館町中菅沢94 0187-53-2656

仙北市観光情報センター
「角館駅前蔵」

角館町上菅沢394-2 0187-54-2700 https://tazawako-kakunodate.com/ja/shops/320

角館さとくガーデン 角館町東勝楽丁２６－１ 0187-53-2230 http://satoku-garden.com/
くら吉 角館町小人町38-25 0187-52-0505 http://www.kurakichi.jp/



角館そば 角館町岩瀬町17 0187-53-2054 http://www.kakunodatesoba.com/
薬王堂　角館下菅沢店 角館町下菅沢98番地 0187-49-6525

セブンイレブン角館小館 角館町小館49-1 0187-54-3620

唐土庵工場店 角館町小勝田下村２１ 0187-54-3226 https://www.morokosian.jp/store01.html
アート＆クラフト香月 角館町東勝楽丁2-2 0187-54-1565 https://ac-kazuki.jp/

唐土庵　駅前店 角館町上菅沢402-3 0187-54-1158 https://www.morokosian.jp/store02.html
唐土庵　武家屋敷店 角館町表町下丁17 0187-52-8170 https://www.morokosian.jp/store04.html
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
薬王堂　秋田角館店 角館町小勝田中川原132 0187-42-8521

いしばし民芸 角館町表町下丁7 0187-53-3853

大山堂 角館町歩行町24-8 0187-55-1138

ツルハドラッグ　角館店 角館町上菅沢449-1 0187-49-8390

後藤福進堂 角館町東勝楽丁12-2 0187-53-2310

居酒屋なるほど 角館町西勝楽町14 0187-54-1577 http://www12.plala.or.jp/tokiwa_naruhodo/
駅レンタカー  角館営業所 角館町中菅沢94-85 0187-52-2188

ニッポンレンタカー
角館駅前営業所

角館町中菅沢９４－８５ 0187-55-1101

さかい屋 角館町中菅沢92-81 0187-54-2367 https://www.facebook.com/sakaiya.kakunodate
旬菜料理月の栞 角館町横町21 0187-53-2880 http://tukinoshiori.com/index2.html

トヨタレンタカー角館店 角館町岩瀬下タ野84-1 0187-55-2100

魚民角館店 角館町下菅沢219-1 0187-54-2488

洋菓子＆喫茶プチフレーズ 角館町大風呂2 0187-54-1997 http://kakunodate-puti.com/
わいわい酒造　土間人 角館町下中町30 0187-52-1703 http://oogiri.co.jp/domanin/index.html

角館こだわり蔵 角館横町42-1 0187-52-1246 https://localplace.jp/t100305410/



佐藤養助　角館店 角館町東勝楽丁22-2 0187-52-1720 https://www.sato-yoske.co.jp/shop/kakunodate/
角館町小勝田中川原111-1

角館しち兵ゑ 角館町横町15 0187-42-8518

オリックスレンタカー角館駅前店 角館町上菅沢402-9 0187-52-3811

しまむら 角館店 角館町下菅沢113-1 0187-52-1085

和風レストランまるまつ角館店 角館町下菅沢174-1 0187-54-1777

古泉洞 角館町東勝楽丁9 0187-53-2902

おみやげと地酒処 君ちゃん 角館町北野124-2 0187-49-7166

NewDays ⾓館 角館町中菅沢14 0187-53-2052

羽後交通　角館自動車営業所 ⾓館町⽔ノ⽬沢48-9 0187-54-2202

林泉堂⾓館店 ⾓館町上菅沢442-1 0187-55-5055

（株）サンデー ⾓館町下菅沢150の1 0187-54-1530

あきた角館⻄宮家 角館町田町上丁11-1 0187-52-2438 http://nishinomiyake.jp/
ローソン   角館武家屋敷店 角館町横町42-1 0187-53-3707

ローソン   角館岩瀬店 角館町下菅沢220-3 0187-55-1107

樹の下やよしなり 角館町表町下丁13-1 0187-55-4133 https://www.kinoshitaya.com/
みちのく懐かしの味

あきたプリン亭
角館町横町16 0187-49-6233 https://akita-pudding.com/

テックランド⾓館店 ⾓館町上菅沢463-1 0187-42-8211

おばこライフサービス ⾓館SS ⾓館町⼩勝⽥下村15 0187-54-3150

よねや角館店 0187-55-2141


