
店舗名 ジャンル 郵便番号 市町村名 住所・番地 電話番号 備考
唐⼟庵さくら    並⽊店 テイクアウト専⾨店 014-0359 仙北市 ⾓館町北野124-2
かたくり バー・お酒 014-0317 仙北市 ⾓館町下中町5-2中央ビル
ラーメンショップAji-Q ⾓館店 ラーメン店 014-0373 仙北市 ⾓館町岩瀬字上菅沢472-1
麺屋神楽 ラーメン店 014-0316 仙北市 ⾓館町岩瀬町4-2
林泉堂    ⾓館店 ラーメン店 014-0300 仙北市 ⾓館町上菅沢４４２−１ワンダーモールタカヤナギ
にいやま 居酒屋・ビヤホール 014-0356 仙北市 ⾓館町花場4-8
ファミリー酒蔵五⼈百姓 居酒屋・ビヤホール 014-0322 仙北市 ⾓館町七⽇町36・37番地
⾓館しち兵ゑ 居酒屋・ビヤホール 014-0323 仙北市 ⾓館町横町15
⾓館⼟間⼈ 居酒屋・ビヤホール 014-0317 仙北市 ⾓館町下中町30
居酒屋なるほど 居酒屋・ビヤホール 014-0321 仙北市 ⾓館町⻄勝楽町14
⿂⺠    ⾓館店 居酒屋・ビヤホール 014-0366 仙北市 ⾓館町下菅沢219-1１階
⼭の居酒屋    ⻘荷庵 居酒屋・ビヤホール 014-1201 仙北市 ⽥沢湖⽣保内字下⾼野73-14
暫屋 居酒屋・ビヤホール 014-0327 仙北市 ⾓舘町上新町45-13
酒豪・鮎まる会館 居酒屋・ビヤホール 014-0335 仙北市 ⾓館町細越町47
酒⾷屋    鮮粋 居酒屋・ビヤホール 014-1201 仙北市 ⽥沢湖⽣保内字男坂21
ジンギスカン⾷堂 焼⾁店 014-1201 仙北市 ⽥沢湖⽣保内字駒ヶ岳2-69
お⾷事処    ⻑四郎 ⾷堂・レストラン 014-1113 仙北市 ⽥沢湖卒⽥字柴倉378⻑四郎    森の駅店
お⾷事処ばっきゃ ⾷堂・レストラン 014-1113 仙北市 ⽥沢湖卒⽥字早稲⽥430
お⾷事処みちのく ⾷堂・レストラン 014-1201 仙北市 ⽥沢湖⽣保内字源左衛⾨野100-5
お⾷事処桜の⾥ ⾷堂・レストラン 014-0325 仙北市 ⾓館町東勝楽丁9
お⾷事処⼗兵衛 ⾷堂・レストラン 014-0323 仙北市 ⾓館横町23
ガーデンカフェ＆デリカテッセンKIMOTO ⾷堂・レストラン 014-0514 仙北市 ⻄⽊町⻄荒井字熊野⽥107−３
たざわ湖スキー場かもしかハウス ⾷堂・レストラン 014-1201 仙北市 ⽥沢湖⽣保内字下⾼野73-2
たざわ湖スキー場ぎんれいハウス ⾷堂・レストラン 014-1201 仙北市 ⽥沢湖⽣保内字下⾼野73-2
たざわ湖スキー場ラウンジ⿊森 ⾷堂・レストラン 014-1201 仙北市 ⽥沢湖⽣保内字下⾼野73-2
たざわ湖スキー場レストランしらかば ⾷堂・レストラン 014-1201 仙北市 ⽥沢湖⽣保内字下⾼野73-2
レストラン⾵雅 ⾷堂・レストラン 014-0372 仙北市 ⾓館町⼩館34-8
レストラン味彩 ⾷堂・レストラン 014-1114 仙北市 ⽥沢湖神代字街道南111-3
雲沢観光ドライブイン ⾷堂・レストラン 014-0341 仙北市 ⾓館町雲然⼭⼝66-12
駅前⾷堂 ⾷堂・レストラン 014-1201 仙北市 ⽥沢湖⽣保内字男坂125
湖畔の杜レストランORAE ⾷堂・レストラン 014-1204 仙北市 ⽥沢湖⽥沢字春⼭37-5
佐藤養助稲庭うどん専⾨店    お⾷事処ふきや ⾷堂・レストラン 014-0324 仙北市 ⾓館町⼩⼈町28
⼭のはちみつ屋 ピザ⼯房 ⾷堂・レストラン 014-1201 仙北市 ⽥沢湖⽣保内字⽯神163-3
⼩倉園 ⾷堂・レストラン 014-0347 仙北市 ⾓館町⼩勝⽥⼩倉前1
⾷処かくのだて さくら⼩路 ⾷堂・レストラン 014-0323 仙北市 ⾓館町横町27
⻄⽊温泉ふれあいプラザクリオン    レストラン「かたく ⾷堂・レストラン 014-0515 仙北市 ⻄⽊町⾨屋字屋敷⽥83-2
仙岩峠の茶屋 ⾷堂・レストラン 014-1201 仙北市 ⽥沢湖⽣保内字近藤沢13-1
町家館かくのだ亭 ⾷堂・レストラン 014-0323 仙北市 ⾓館町横町42-1⾷彩町家館2階
⽥沢湖ハーブガーデンハートハーブ ⾷堂・レストラン 014-1204 仙北市 ⽥沢湖⽥沢字潟前78
⽥沢湖レストハウス ⾷堂・レストラン 014-1204 仙北市 ⽥沢湖⽥沢字春⼭148
⼟鍋屋 ⾷堂・レストラン 014-0341 仙北市 ⾓館町雲然⼭崎42-1安藤醸造    北浦本館
藤⼋堂ぱにあ ⾷堂・レストラン 014-0323 仙北市 ⾓館町横町20
武家屋敷の茶屋 ⾷堂・レストラン 014-0331 仙北市 ⾓館町表町下丁14-1
和⾵レストランまるまつ    ⾓館店 ⾷堂・レストラン 014-0366 仙北市 ⾓館町下菅沢174-1
ガスト ⾓館 洋⾷料理 014-0337 仙北市 ⾓館町下菅沢227番地
欧⾵⾷堂KAEDE 洋⾷料理 014-1201 仙北市 ⽥沢湖⽣保内字造道29-12
cafe+inn That Sounds Good !（サウンズグッド！） 旅館・ホテル 014-1204 仙北市 ⽥沢湖⽥沢字潟前160-58
フォルクローロ⾓館レストラン「さくら⼩町」 旅館・ホテル 014-0368 仙北市 ⾓館町中菅沢14
雲沢旅館 旅館・ホテル 014-0341 仙北市 ⾓館町雲然⼭⼝66-12
温泉ゆぽぽ 旅館・ホテル 014-1192 仙北市 ⽥沢湖卒⽥字早稲⽥430
夏瀬温泉都わすれ 旅館・ホテル 014-0141 仙北市 ⽥沢湖卒⽥字夏瀬84
花⼼亭しらはま 旅館・ホテル 014-1204 仙北市 ⽥沢湖⽥沢字春⼭145-15
花葉館 旅館・ホテル 014-0344 仙北市 ⾓館町⻄⻑野古⽶沢30-19
休暇村乳頭温泉郷レストラン 旅館・ホテル 014-1201 仙北市 ⽥沢湖駒ヶ岳2-1
休暇村乳頭温泉郷喫茶 旅館・ホテル 014-1201 仙北市 ⽥沢湖駒ヶ岳2-1
湖畔浪漫の宿    かたくりの花 旅館・ホテル 014-1204 仙北市 ⽥沢湖⽥沢字春⼭197-15
⿊湯温泉 旅館・ホテル 014-1201 仙北市 ⽥沢湖⽣保内字⿊湯沢２−１
⻄⽊温泉ふれあいプラザクリオン 旅館・ホテル 014-0515 仙北市 ⻄⽊町⾨屋字屋敷⽥83-2
⻘荷⼭荘 旅館・ホテル 014-1201 仙北市 ⽥沢湖⽣保内字下⾼野73-14
乳頭温泉郷妙乃湯 旅館・ホテル 014-1201 仙北市 ⽥沢湖⽣保内字駒ケ岳2-1
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店舗名 ジャンル 郵便番号 市町村 住所・番地 電話番号 備
cafe donopan カフェ・喫茶 014-0375 仙北市 ⾓館町岩瀬下タ野162-2
あきた⾓館⻄宮家レストラン北蔵 カフェ・喫茶 014-0312 仙北市 ⾓館町⽥町上丁11-1
さかい屋 カフェ・喫茶 014-0368 仙北市 ⾓館町中菅沢92-81
ちば珈琲店 カフェ・喫茶 014-0328 仙北市 ⾓館町⽵原町28-2
軽⾷喫茶    ピープル カフェ・喫茶 014-1201 仙北市 ⽥沢湖⽣保内字男坂129
⼭のはちみつ屋 カフェ・喫茶 014-1201 仙北市 ⽥沢湖⽣保内字⽯神163-3
⼭のはちみつ屋    ハニーブーケ カフェ・喫茶 014-1201 仙北市 ⽥沢湖⽣保内字⽯神163-3
うまい⼀丸鮨    ⾓館店 すし店 014-0369 仙北市 ⾓館町上菅沢181-1
ことぶき寿司 すし店 014-0328 仙北市 ⾓館町⽵原町７
だるま寿し すし店 014-1201 仙北市 ⽥沢湖⽣保内字男坂61-3
錦寿し すし店 014-0512 仙北市 ⻄⽊町上荒井字新屋11-4
寿し処    くまがい すし店 014-0357 仙北市 ⾓館町花場下3
そばきり⻑助 そば・うどん店 014-0324 仙北市 ⾓館町⼩⼈町28-5
そば五郎 そば・うどん店 014-1201 仙北市 ⽥沢湖⽣保内字下⾼野80-68
そば五郎    ⽥沢湖駅前店 そば・うどん店 014-1201 仙北市 ⽥沢湖⽣保内字⽔尻59-40⽥沢湖いち
そば処すが家 そば・うどん店 014-0303 仙北市 ⾓館町薗⽥銭神58
まるかわ そば・うどん店 014-0325 仙北市 ⾓館町東勝楽丁2ー5
みずうみ そば・うどん店 014-1201 仙北市 ⽥沢湖⽣保内字源左エ⾨野96
⾓館そば そば・うどん店 014-0316 仙北市 ⾓館町岩瀬町17
古泉洞 そば・うどん店 014-0392 仙北市 ⾓館町東勝楽丁9
⼿打ちそば    さくらぎ そば・うどん店 014-0346 仙北市 ⾓館町川原町20-6
⼿打ちそば    野の花庵 そば・うどん店 014-0374 仙北市 ⾓館町上野139-4
ひなたエキス ⽥沢湖店 テイクアウト専⾨店 014-1201 仙北市 ⽥沢湖⽣保内字下⾼野61-33
唐⼟庵    駅前店 テイクアウト専⾨店 014-0369 仙北市 ⾓館町上菅沢402-3
唐⼟庵    武家屋敷店 テイクアウト専⾨店 014-0331 仙北市 ⾓館町表町下丁17
お⾷事処    源⼋ 和⾷料理 014-0321 仙北市 ⾓館町⻄勝楽町105
グランデールガーデン 和⾷料理 014-0351 仙北市 ⾓館町古城⼭18番地12
割烹あたりや 和⾷料理 014-0312 仙北市 ⾓館町⽥町上丁85-2
割烹桃屋 和⾷料理 014-1201 仙北市 ⽥沢湖⽣保内字⽔尻79
旬菜料理    ⽉の栞 和⾷料理 014-0323 仙北市 ⾓館町横町21
松⽉ 和⾷料理 014-1201 仙北市 ⽥沢湖⽣保内字街道の上3-2
⾷堂    いなほ 和⾷料理 014-0311 仙北市 ⾓館町⽥町上丁4-1
川⽵ 和⾷料理 014-0321 仙北市 ⾓館町⻄勝楽町106
⽥沢湖共栄パレス 和⾷料理 014-1204 仙北市 ⽥沢湖⽥沢字春⼭148
⽇本料理まる松 和⾷料理 014-0368 仙北市 ⾓館町中菅沢92-14
百穂苑 和⾷料理 014-0333 仙北市 ⾓館町川原町23
料亭 登喜和 和⾷料理 014-0321 仙北市 ⾓館町⻄勝楽町14
料亭稲穂 和⾷料理 014-0311 仙北市 ⾓館町⽥町上丁4-1
和⾷処季流 和⾷料理 014-1201 仙北市 ⽥沢湖⽣保内字男坂22-17
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