秋田へのアクセス

東京駅から秋田駅まで／最速3時間37分
（秋田新幹線「こまち」）
大宮駅から秋田駅まで／最速3時間12分
（秋田新幹線「こまち」）

仙台駅から秋田駅まで／最速2時間5分
（秋田新幹線「こまち」）

東京

羽田空港から 秋田空港行／約１時間5分
（ANA・JAL）
羽田空港から 大館能代空港行／約１時間10分
（ANA）

仙台宮城ICから
（東北自動車道・秋田自動車道経由）
秋田中央ICまで／
約2時間58分

ドリーム秋田・東京号
（東京発→秋田行）
／約8時間30分
◎JRバス東北
☎022-256-6646

仙秋号
（仙台発→秋田行）
／約3時間50分
◎秋田中央交通 ☎018-823-4890
◎宮城交通
☎022-261-5333
◎JRバス東北
☎022-256-6646

グリーンライナー号
（仙台発→横手経由→湯沢行）
／約3時間25分
グリーンライナー号
（仙台発→横手経由→大曲行）
／約3時間35分
札幌
◎羽後交通
☎0182-32-9500
新千歳空港
苫小牧
◎JRバス東北
☎022-256-6646

エクスプレス鳥海号
（東京発→本荘行）
／約8時間55分
◎羽後交通 ☎0182-32-9500
東京都内から
（東北自動車道・秋田自動車道経由）
秋田中央ICまで／約7時間30分

大阪
愛知

鉄道

高速バス本荘線
（仙台発→鶴岡・酒田経由→本荘行）
／
約4時間15分
◎羽後交通 ☎0182-32-9500
◎宮城交通 ☎022-261-5333
◎庄内交通 ☎0235-24-7600
（予約のみ）

新大阪駅から秋田駅まで／約7時間
（東海道新幹線～秋田新幹線「こまち」／東京乗り換え）
伊丹空港から秋田空港行／約1時間30分
（ANA）
／約1時間20分
（JAL）
名古屋駅から秋田駅まで／約6時間
（東海道新幹線～秋田新幹線「こまち」／東京乗り換え）

福岡
バス

北海道

車

新千歳空港から秋田空港行／約1時間10分
（ANA）
約1時間（JAL）

中央エリア
県南エリア
■

十和田八幡平観光物産協会
鹿角市
小坂まちづくり株式会社
小坂町
大館市観光協会
大館市
北秋田市観光案内所
北秋田市
上小阿仁村 上小阿仁村観光協会
NPO法人能代観光協会
能代市
NPO法人八峰町観光協会
八峰町
藤里町商工観光課
藤里町
NPO法人三種町観光協会
三種町
秋田市観光案内所
秋田市※
男鹿市観光案内所
男鹿市
潟上市観光協会
潟上市
五城目町観光物産協会
五城目町
八郎潟町観光協会
八郎潟町
井川町産業課
井川町
大潟村干拓博物館
大潟村
由利本荘市 由利本荘市観光協会
にかほ市観光協会
にかほ市 （一社）
大仙市観光センター
「グランポール」
大仙市
観光情報センター
「角館駅前蔵」
仙北市※ 【角館】
観光情報センター
「フォレイク」
仙北市※ 【田沢湖】
あきた美郷づくり株式会社
美郷町
（一社）
横手市観光推進機構
横手市
（一社）
湯沢市観光物産協会
湯沢市
羽後町観光物産協会
羽後町
東成瀬村観光物産協会
東成瀬村 （一社）

秋田県全域についてのお問い合わせ
（一社）
秋田県観光連盟 ☎︎018-860-2267
秋田県観光振興課
☎︎018-860-2261

あきた
手ぶら便

JR秋田駅・角館駅・田沢湖駅の観光案内所へ午前中に荷物をお預け
いただくと、夕方までお宿へお届けします。お届け先のエリア等詳細は、
※印の観光案内所へお問い合わせください。
（１個あたり650円）

秋田県 観光文化スポーツ部 観光振興課
〒 010 - 8572 秋田県秋田市山王 3 - 1 - 1
TEL : 018 - 860 - 2261 FAX : 018 - 860 - 3868

E-mail:Kanko@pref.akita.lg.jp

岡山

博多
福岡空港

共通の
お問い合せ

新庄
山形

秋田自動車道
山形新幹線 福島
東北自動車道

上越新幹線

福井北陸新幹線

大宮
東京
中部国際空港
羽田空港
名古屋
東海道新幹線

京都

新大阪
大阪（伊丹）空港

山陽新幹線
九州新幹線
鹿児島中央

◎JR東日本お問い合わせセンター
◎ANA
（全日空）
◎JAL
（日本航空）
◎日本道路交通情報センター秋田センター
◎新日本海フェリー秋田支店
■

☎︎0186-23-2019
☎︎0186-29-2821
☎︎0186-42-4360
☎︎0186-62-1851
☎︎0186-77-3238
☎︎0185-88-8802
☎︎0185-76-4100
☎︎0185-79-2115
☎︎0185-88-8020
☎︎018-832-7941
☎︎0185-24-2100
☎︎018-853-5336
☎︎018-852-5222
☎︎018-875-5803
☎︎018-874-4418
☎︎0185-22-4113
☎︎0184-24-6349
☎︎0184-43-6608
☎︎0187-86-0888
☎︎0187-54-2700
☎︎0187-43-2111
☎︎0187-84-0020
☎︎0182-38-8652
☎︎0183-73-0415
☎︎0183-55-8635
☎︎0182-38-8411

新潟

盛岡

北上
秋田新幹線
東北新幹線
仙台

A K ITA

☎050-2016-1600
☎0570-029-222
☎0570-025-071
☎050-3369-6605
☎018-880-2600

秋田エアポートライナー（乗合タクシー）のご予約

❶速籠便

キングタクシー ☎︎018-867-7444

❷乳頭号

キングタクシー ☎︎018-867-7444

❸玉川号

キングタクシー ☎︎018-867-7444

男鹿水族館
GAO

大館能代空港

男鹿温泉郷
❹

❹男鹿半島号
キングタクシー・秋田中央トランスポート
☎︎018-867-7444

田沢湖
高原温泉郷

● ❶秋田市内
秋田駅
秋田空港

❺大仙・美郷号

中仙タクシー ☎︎0187-54-1051

❻栗駒号

湯沢タクシー ☎︎0183-73-2130

❼本荘・象潟号

●
●

由利本荘

❸玉川温泉

●

●

角館

●

❷乳頭温泉郷

田沢湖

大仙
❺美郷

●

仁賀保 横手●

❼金浦
象潟

羽後●

●

● 東成瀬
湯沢

象潟合同タクシー ☎︎0184-43-2030
❻小安峡温泉
10 ㎞
秋の宮温泉郷
※前日の正午までに要予約
※上記のほか、途中で乗降可能な地区があります。運行時刻など詳しくは、
パンフレット、
インターネットをご参照、
または各運行会社にお問い合せください。

◀︎ ご予約・お申し込みはこちら

さあ、秋田の絶景を

市町村についてのお問い合わせ
県北エリア

観光のお問い合せ

■

広島

新青森

大館能代空港
秋田
秋田空港

体験する旅へ。

苫小牧東港から秋田港まで／約12時間15分
（月～土 出港）

フェリー

敦賀

福岡空港から羽田空港行／約1時間40分
（ANA・JAL）
羽田空港から秋田空港行／約1時間5分
（ANA・JAL）
羽田空港から大館能代空港行／約1時間10分
（ANA）
新函館北斗駅から秋田駅まで／約4時間30分
（北海道・東北新幹線～秋田新幹線「こまち」／盛岡乗り換え）
、
（北海道新幹線～奥羽本線／新青森乗り換え）

新函館北斗
北海道新幹線

金沢

中部国際空港から秋田空港行／約1時間25分
（ANA）

飛行機

ブランニュー アキタ

高速バス大館線
（仙台発→鹿角経由→大館行）
／約4時間25分
◎秋北バス
☎0186-44-5566
◎JRバス東北
☎022-256-6646

宮城

フローラ号
（新宿発→秋田行）
／約8時間30分
◎秋田中央交通
☎018-823-4890
◎小田急バス予約センター ☎03-5438-8511
ジュピター号
（池袋発→鹿角・大館経由→能代行）
／約10時間40分
◎秋北バス ☎0185-52-4890
◎国際興業 ☎0570-048985
（ナビダイヤル）

［凡例］

秋田県観光ガイドブック

秋田県内のバス路線についてはGoogleMAPで検索できます。
【 必ずお読みください 】※
［2022年3月発行］
掲載情報は2022年２月現在のものです。商品内容、料
金ほか各種データが変更となったり、時期による変動や臨時休業などで利用できない場合があります。
予めご利用の際にご確認ください。※表紙および掲載写真はすべてイメージです。実物と異なる場合
があります。※天候・気象条件などにより記事・写真のような景色が見られない場合があります。※料理
などは内容が変更となる可能性があります。※掲載されている地図の位置や縮尺、所要時間はおおよ
その目安です。※掲載の各観光施設・店舗の休業日・営業時間及びイベントの開催日時などは変更と
なる場合があります。予め出発前にご確認ください。※実際の営業終了時間とは別に、最終入館時刻、
ラストオーダーの時刻が定められている場合もあります。※掲載の電話番号は、各施設の問い合わせ
用のため、現地の番号と異なる場合があります。カーナビなどでの位置検索で実際とは異なる場所を示
す場合があります。※掲載の表示金額はすべて税込です。※ガイドブックに掲載された内容により生じ
たトラブルや損害などについては、秋田県では補償いたしかねます。予めご了承ください。※施設によっ
ては犬や猫などペットの同伴ができない場所もあります。事前にお問い合わせの上、お越しください。

秋田県公式観光サイト
アキタファン

秋田県公式観光サイト

アキタファン

秋田県

検 索

P.9
大館・阿仁
森吉エリア

P.10

P.08

白神・能代・
男鹿エリア

P.14
大曲・角館
田沢湖
エリア
P.12
秋田
エリア
P.17

よこて

P.16
由利本荘・
鳥海エリア

P.18
湯沢・栗駒
エリア

※地図は略 図です
※ 2 0 21年 8月末 現在

秋田と言われてイメージするものは、ナマハゲやきりたんぽですよね。

10 ㎞

でも、秋田の魅力はそれだけではありません。
まだ皆さんが知らない絶景があります。

04

特集「秋田の絶景アクティビティ」

07

冬しかできない！ 雪を楽しむアクティビティ

08

十和田・八幡平エリア

09

大館・阿仁・森吉エリア

10

白神・能代・男鹿エリア

12

秋田エリア

14

大曲・角館・田沢湖エリア

16

由利本荘・鳥海エリア

17

横手・増田エリア

18

湯沢・栗駒エリア

各施設紹介に記載している二次

20

秋田の温泉を堪能しよう。

元バーコードは、秋田県公式観

22

秋田の酒蔵をめぐろう。

移するものです。詳しい情報は

24

秋田のお祭りに行こう。／歳時記

アキタファンをご覧ください。

26

秋田に来たらコレを食べるべし！

まるで異次元のような空間に、その身を任せる。
息を呑むほど美しい景色と、同化するような旅をあなたに。

A KITA
二次元バーコードについて

光サイト「アキタファン」へ遷

2

横手・増田
エリア
至東京

まだ見ぬ秋田を
探しにいこう

十和田・八幡平
エリア

3

まさに自然を全身で味わう
温泉が流れる川原毛大湯滝

白神山地の麓を流れる川の中で
水とたわむれるアウトドア体験

特 集

秋田の絶景
ア ク ティビ ティ

藤里町

白神リバートレッキング

山と海に囲まれ、大自然が間近にある秋田県では、

世界遺産・白神山地から流れる藤琴川で沢歩きができるア
クティビティです。川を歩くことで、普段見ることのない

ダイナミックに自然を体感できるメニューが豊富！

自然の姿を間近に見ることができます。

年々充実している「絶景アクティビティ」で、
思いっきり、秋田を遊び尽くそう！

秋田県公式観光サイト アキタファンで
体験スポットを検索できます

湯沢市

川原毛大湯滝
約 20m の高さから温泉が流れ落ちる川原毛大湯滝は、そ
の滝つぼが天然の露天風呂になっています。入浴に適した
時期は７月上旬〜９月下旬まで。水着着用がルールです。

4

HOW TO DO?
湯沢市高松大檜内山
0183-55-8180（湯沢市観光・ジオパーク推進課）
※入浴は無料。
７月上旬〜９月下旬は簡易脱衣所が設置されます。

HOW TO DO?
山本郡藤里町藤琴字里栗38-2（白神山地 森のえき）
0185-79-2518
9:00 〜 17:00
年末年始

5

WINTER ACTIVITY
小坂町

十和田湖カヤック

冬しかできない！
雪 を 楽 し む ア ク ティビ ティ

広い空の下、透明度が高い湖水の上で十和田湖のスケール
の大きさを体感できるカヤック。５月～ 11 月上旬まで体
験可能です。10 月上旬までは SUP 体験もできます。

冬になると、一面銀世界が広がる秋田。
サ ラ サ ラ の パ ウ ダ ー ス ノ ー と た わ む れ る の は 、冬 に し か で き な い ！
冬限定アクティビティをご紹介します。

スノーシュー

樹氷観賞

「キュッキュ」と鳴る

十和田湖と一体になろう。
HOW TO DO?
鹿角郡小坂町十和田湖大川岱 55-2
0176-58-5266

カヤックで大自然を体感

10:00 〜15:00

新雪を踏みしめて、

巨大な樹氷と

森の中を歩こう

一面の銀世界を堪能

乳頭温泉郷のブナ林の中、積雪がなければ歩けない冬
限定のコースをスノーシューでハイキング！

詳細はこちら

田沢湖自然体験センター

毎週月曜・火曜

北秋田市阿仁鍵ノ滝 79-5

0187-43-2990

0186-82-3311

スキー、スノーボード

スノーモビル

田沢湖を望む

スノーモビルに乗って

絶好のロケーション

雪の中を駆けめぐる

景色を堪能しよう

疾走感がたまらない

初心者から上級者まで楽しめるスキー場。田沢湖を望

詳細はこちら

たざわ湖スキー場

ファインキャンピングサービス

HOW TO DO?
男鹿市北浦北浦字平岱山地内
0185-47-7787
（男鹿市観光協会 DMO 推進室）
6

11 月〜４月末まで休業

Scelto

「なまはげオートキャンプ場」内に設置された手ぶらで楽し
めるキャンプ施設。気の合う仲間や家族と、キャンプを満
喫できます。近隣に温泉もあるので快適に過ごせます。

雪に囲まれた世界を、スノーモビルで颯爽と走り抜け
る──。一度はやってみたいモータースポーツです。

由利本荘市西沢字南由利原 385

0187-46-2011

0184-53-2126

バナナボート

冬キャンプ（雪中キャンプ）

海上ではなく、雪上！

寒くてもキャンプ！

風を受けて走る、

雪をとことん楽しむ

雪上バナナボート

究極のアウトドア

北欧の杜公園で、スピードとスリルを味わえます。

北欧の杜公園

詳細はこちら

鳥海高原南由利原スノーモビルランド

仙北市田沢湖生保内字下高野 73-2

新たなアクティビティとして登場したバナナボート。
シェルト

詳細はこちら

森吉山阿仁スキー場

む絶好のロケーションと最高の雪質を楽しめます。

男鹿市

日本三大樹氷観賞地である森吉山。ゴンドラ山頂駅舎か
ら徒歩約５分で樹氷群に。間近で体感できます。

仙北市田沢湖田沢字春山 152

満点の星空を独占しよう。
手ぶらで気軽にキャンプ体験

その大きさにびっくり！

詳細はこちら

極寒の中、テントを設営して楽しむ冬キャンプ。澄ん
だ空気の中、満天の星空が楽しめます。防寒は必須！

詳細はこちら

とことん山キャンプ場

北秋田市上杉字中山沢 128

湯沢市皆瀬字新処 106

0186-78-3300

0183-47-5241
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AREA

01

AREA

十和田・八幡平エリア

02

TOWA DA H AC H I M A N TA I A R E A

大 館・阿 仁・森 吉 エ リ ア
O DAT E A N I M O R I YO S H I A R E A

縄文時代と変わらぬ景色
古の時代に思いを馳せる場所

マタギの教えを知り、
里山での暮らしを擬似体験！
世界文化遺産となった大湯環状列石

北秋田市

2021 年に世界遺産として登録された「北海道・北

世界文化遺産登録された伊勢堂岱遺跡へ

森吉山麓ゲストハウス
ORIYAMAKE

東北の縄文遺跡群」のひとつである大湯環状列石。
発掘された２つの環状列石を見ることができます。
鹿角市

縄文時代後期前葉（約 4,000 年前）ころの、国内で唯一の４つの
環状列石が発見された遺跡です。縄文人の世界観や社会構造を復

マタギの文化を疑似体験できる施設

大湯ストーンサークル館

良さが
スタイルの
どうくん
自慢のいせ

古民家を改修したゲストハウスで宿泊は１組限定、２泊

元できる貴重な遺跡とされています。
北秋田市

３日からの利用が原則。マタギの暮らしや文化を垣間見

鹿角市十和田大湯万座 45 番地

伊勢堂岱遺跡・縄文館

ることができる体験メニューが用意されています。

0186-37-3822

北秋田市脇神字小ヶ田中田 100-1（縄文館）

9：00 ～ 18：00（11 月〜 3 月は 16：00 まで）

北秋田市根森田字仲ノ又 131

なし（11 月〜 3 月は月曜定休）

なし（問い合わせは公式 Web サイトから）

0186-84-8710
9：00 ～ 17：00

※大湯環状列石は、4 月中旬～ 11 月中旬の期間、見学可能。

月曜（祝日の場合は翌日）12 月 29 日〜 1 月３日

詳細の見学可能時間についてはお問い合わせください。

（遺跡の公開は 4 月下旬〜 10 月末）

十ノ瀬 藤の郷

自然を満喫できる木造校舎
校庭でのキャンプやケビンでの宿泊も可能な中滝ふ
るさと学舎。ピザ作りやクラフト作りなどの体験メ
ニュー、近隣の大湯川での釣り体験なども可能です。
鹿角市

中滝ふるさと学舎

小坂町

国指定重要文化財 康楽館

秋田犬の里

さまざまな色の藤の花が咲き乱れる絶景へ

国内最古級の木造芝居小屋
現在も公演が行われています
明治 43（1910）年、小坂鉱山の厚生施設として造られた康楽

鹿角市十和田大湯字白沢 45-1

館は、外観は洋館風、内観は典型的な芝居小屋。楽屋や舞台裏

0186-30-4021

など施設見学も可能です。

校舎／ 9：00 ～ 16：00（12 ～３月は

8

環境で
自然豊かな
夢中！
て
れ
忘
を
時間

大館市

大館市

ノスタルジックな雰囲気と

10：00 ～）、カフェ／ 10：00 ～ 16：

小坂町小坂鉱山字松ノ下 2

00（12 ～３月は 11：00 ～ 15：00）

0186-29-3732

月曜（祝日の場合は翌日）、

9：00 ～ 17：00

12 月 29 日～１月３日

12 月 29 日～ 1 月 3 日

秋田犬の魅力がいっぱい！ グッズも購入できます

大館市山田地区に広がる藤の

忠犬ハチ公が飼い主を待ち続け

郷。毎年５月中旬〜 5 月下旬

た、大正時代の渋谷駅をモデルに

が見頃です。田んぼに囲まれ

建てられた秋田犬の里。秋田犬に

た場所で、丁寧に長年手入れ

ついて楽しく学べるミュージアム

された藤の花は、紫や白、ピ

や、実際の秋田犬に会える展示室

ンクなどまさに色とりどり。

のほか、お土産コーナーも充実し

甘い香りが漂います。

ています。

大館市山田字茂屋屋布後 26
0186-59-6777
（いしころ合同会社）
P H OTO
S P OT

開園期間／ 5 月中旬〜 5 月末
開園時間／ 9：00 ～ 16：00

大館市御成町 1-13-1

る
待って
！
ン
ワ

0186-59-4649
9：00 ～ 17：00
12/31、1/1 ※秋田犬展示室は毎週月曜
（月曜が祝日の場合は翌営業日）が定休
※入場料無料
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白神・能代・男鹿エリア

藤里町

世界自然遺産・白神山地の雰囲気を

SHIRAKAMI NOSHIRO OGA AREA

気軽に味わえる希少な森へ出かけよう

だけだい

R ECO M M E N D S P OT
おすすめスポット

岳 岱自然観察教育林
藤里町に整備された「岳岱自然観察教育林」
は、世界自然遺産である白神山地の原生的な

輝くエメラルドの宝石
じゅんさい摘み採りを体験

ブナ林の雰囲気の中、散策用の歩道や案内
板が整備されており、気軽にスニーカーで散

強く美しいナマハゲの姿

魂がふるえる体験を

策できます。新緑と紅葉の季節がオススメ！
山本郡藤里町藤琴沢国有林内
0185-79-2518
（観光案内所 白神山地 森のえき）
11月下旬〜 5 月中旬は閉鎖

収穫期である５月〜８月上旬、摘み採
り体験ができます。小さな舟を漕いで、
水の中の宝石を探してみて！

能代市

秋田杉の素晴らしさを実感できる

旧料亭金勇

木都・能代のシンボル

三種町 じゅんさい摘み採り体験
山本郡三種町鹿渡字高石野 123-2
道の駅ことおか内
0185-88-8020

かつて「木都」として栄えた能代市にある「旧

（三種町観光情報センター）

料亭金勇（かねゆう）
」。秋田杉の良材を有
効活用した雄大かつ優雅な造りが特徴。なか
でも 110 畳の大広間や、存在感たっぷりの

世界の絶景に選ばれた
一面の青が出迎える景色

巨大な床柱は必見です。
能代市柳町 13-8
0185-55-3355

P H OTO
S P OT

9：30 ～ 16：30（見学）
年末年始
男鹿市

迫力満点！

※入館無料

五風なまはげ太鼓

ナマハゲの演舞を堪能しよう
春から秋にかけて「男鹿温泉交流会館五風」で行われる
なまはげ太鼓の公演。髪を振り乱し、太鼓を打ち鳴らす
様子に圧倒されること間違いなし。勇壮なパフォーマン

男鹿市北浦湯本字草木原 21-2
0185-33-3191
20：30 〜（開場 20：00）

幅広い体験メニューがある宿泊施設

料金／大人 600 円、小学生 300 円、幼児無料、団体割引あり。

御所の台トレッキングのほか、磯遊びやシー
カヤックなど山と海でのアウトドア体験が

男鹿市

鵜ノ崎海岸

早

豊富。食やクラフトの体験も可能です。宿

朝と夕方が

撮影の狙い

泊棟は全室オーシャンビュー、バリアフリー

目！

対応。
山本郡八峰町八森字御所の台 53-1

能代市

0185-77-4455

米代川
カヌーツーリング
雄大な米代川をゆったり下る
道の駅ふたついの裏を流れる米代川をゆっ

❻

たりとカヌーで下るカヌーツーリング。45

八峰町

❹

藤里町

分程度のプチカヌー体験のほか、5km や

日本の渚百選にも選ばれた海岸

10

❺

す。また、冬期間も楽しめるオンラインカ
ヌー体験も！

条件が揃えば映え写真が撮れるかも
男鹿市船川港台島鵜ノ崎

遠浅の海岸で、風がないときはボリビアのウユニ

0185-24-2100

塩湖のような景色が見られることも。岸辺では磯
遊びもできるので、家族で楽しめるスポットです。

能代市

❼
能代市二ツ井町小繋字泉 98-1
0185-73-5075（NPO法人 二ツ井観光協会）
8：30 ～ 17：00
6、7、9、10 月は毎週火曜・水曜、8/13、11 ～ 5 月は土日祝
※利用料金や予約については公式 Web サイトをご確認ください。

一面青色に染める景色は圧巻です。
男鹿市 雲昌寺のアジサイ
男鹿市北浦北浦字北浦 57
0185-47-7787
9：00 ～ 17：00 ※拝観料 500 円
詳細は QR コードから要確認

迫力満点の大水槽など
魅力いっぱいの水族館！

❶ 五風なまはげ太鼓
❷ 鵜ノ崎海岸
❸ 米代川カヌーツーリング

10km の本格的なコースが用意されていま
P H OTO
S P OT

月中旬〜 7 月上旬に満開となります。

白神・能代・男鹿エリア 観光マップ

人気のウォーターアクティビティ

（男鹿駅観光案内所）

あきた白神体験センター
白神山地二ツ森登山やブナ林の留山散策、

1 月〜４月下旬

スを楽しめます。

お寺の境内に植えられたアジサイが 6

八峰町

海にも山にも近い好立地！

三種町

❶❽
❾

男鹿市

❷

❸

❹ 岳岱自然観察教育林
❺ 旧料亭金勇

日本海が一望できる水族館。400 種1万
点の生きものを展示。秋田の県魚・ハタ
ハタを国内で唯一通年展示しています。

❻ あきた白神体験センター

男鹿市 男鹿水族館 GAO

❼ じゅんさい摘み採り体験

男鹿市戸賀塩浜

❽ 雲昌寺のアジサイ
❾ 男鹿水族館 GAO

0185-32-2221
9：00 ～ 17：00（最終入館 16：00）
※冬季は営業時間が異なります。詳
細は Web サイトをご確認ください。
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秋田エリア

R ECO M M E N D S P OT

五城目町

絵本の世界に迷い込んだような景色

A K I TA A R E A

おすすめスポット

ネコバリ岩

自然のたくましさを感じられます

釣り人を魅了する五城目町・馬場目川上流に
佇む巨大な奇岩「ネコバリ（根古波離）岩」。

P H OTO
S P OT

趣向を凝らした展示が魅力
動物たちを間近で観察！

高さ約 6m の巨岩の上に複数の木が根を張
る姿に圧倒されます。木々に囲まれた森の
中、
自然のたくましさを感じられる場所です。
南秋田郡五城目町馬場目北ノ又馬場目
沢国有林野内
018-852-5222
（五城目町役場 商工振興課）

「なかよしタイム」や「まんまタイム」
など趣向を凝らした催しが人気。大型
遊具や遊園地もあります。

城下町の面影を残すお堀に

秋田市

赤と黄色に色づいたもみじが立ち並ぶ

旭川ダム公園

夏を告げるハスの花が咲く

フォトジェニックな写真も撮れます！

秋田市

秋田市大森山動物園
〜あきぎんオモリンの森〜

秋田市浜田字潟端 154 番地
018-828-5508
9：00 ～ 16：30

秋田市仁別にある旭川ダムの近くに整備さ
れた公園。遊歩道に沿って、ヤマモミジが植

P H OTO
S P OT

えられています。旭川ダムの堤頂からは、太

12 月〜３月下旬
※営業期間など詳細は要確認

平山の紅葉を見ることもできます。例年 10
月末〜 11 月中旬ころまでが見頃です。

多様な花と彫刻のコラボ。
広い敷地での散策が楽しい

秋田市仁別字マンタラメ 115-6
018-860-3482
（秋田地域振興局建設部
保全・環境課 河川保全班）
秋田市

千秋公園

新緑の季節や紅葉の季節に行きたい！

さまざまな花が季節ごとに咲く

清らかな水のせせらぎに癒やされます

紅葉も美しい市民の憩いの場所

秋田市

日本各地から集められた 200 種 2,000

ふのし

伏 伸の滝

本の桜が見られる公園。敷地内にはさ

秋田市河辺鵜養地区にほど近い「伏伸の滝」。

春はソメイヨシノを中心とした桜、5 月下旬にはツ

川底まで見えるほど透明度の高い清流と、ゆ

P H OTO
S P OT

ツジや藤、夏はお堀にハスの花。季節を通じ、美し

るやかな三段の滝が望めるスポットです。新

い花々と木々の色づきを楽しめる秋田市中心部にあ

緑や紅葉の景色を、川沿いの遊歩道を散策し

る公園です。紅葉シーズンも素敵です。

ながら楽しむことができます。

秋田市千秋公園 1 - 1

秋田市河辺岩見後又

018-888-5602

018-882-5161

（秋田市観光振興課）

（秋田市河辺市民サービスセンター）

まざまな彫刻が展示されています。
井川町 日本国花苑
南秋田郡井川町浜井川二階 102-1
018-874-4418

世界に誇る「秋田のダリア」
7,000 株が咲き乱れます
P H OTO
S P OT

大潟村

秋田市

センシューテラス
秋田市文化創造館の注目スポット
カフェ・ショップ
「センシューテラス」
秋田市千秋明徳町 3-16
070-8460-3117
11：00 〜 17：00
火曜（火曜が休日の場合は

秋田エリア 観光マップ

桜・菜の花ロード
桜・菜の花・青空の絶妙なコントラスト
毎年、４月下旬〜５月中旬に見頃を迎える「桜・菜の花ロード」。
約 11km にわたり桜と菜の花が咲き乱れ、春の訪れを感じさせて

八郎潟町

大潟前に菜の花畑が出現します。
南秋田郡大潟村
（県道 298号線沿）
0185-45-3563
（大潟村産業振興課）

広がる

面に
には一
最盛期
ます
能でき
畑を堪
菜の花

❷ センシューテラス

❸
❽

くれる絶景スポットです。同時期に開催される「桜と菜の花まつ
り」では、ホテルサンルーラル

❶ 千秋公園

井川町

大潟村

五城目町

❹
潟上市

秋田市

❾

氏が育てた、7,000 株ものダリアを鑑

❸ 桜と菜の花ロード

賞できます。見頃は 9 月下旬〜 10 月。

❹ ネコバリ岩
❺ 旭川ダム公園

❺
❷❶
❼

世界に名を馳せるダリア育種家の鷲澤

❻

秋田市 秋田国際ダリア園

❻ 伏伸の滝
❼ 秋田市大森山動物園
❽ 日本国花苑
❾ 秋田国際ダリア園

秋田市雄和妙法字糠塚 21
〜あきぎんオモリンの森〜

018-886-2969
7：00 ～ 18：00
※入館料大人400円、中学生以下無料
※開園時間は時期により異なる。

その翌日）、年末年始
12
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大曲・角館・田沢湖エリア
かつて大地主として

O M A G A R I K A K U N O D AT E TA Z AWA K O A R E A

R ECO M M E N D S P OT
おすすめスポット

P H OTO
S P OT

栄華を極めた

瑠璃色のダム湖と新緑の
コントラストに癒やされる

富豪が愛した美しい庭園
大仙市

国指定名勝
旧池田氏庭園

P H OTO
S P OT

明治中期～戦前にかけて東北三大地主と言われ
た大仙市（旧高梨村）出身の池田氏によって作
られた庭園。趣のある雪見灯籠や洋館を背に、
四季折々の植物が咲き誇り、季節の移ろいによっ

雪解け水でダム湖が増水する 5 月～ 6

てさまざまな景色を楽しむことができます。

月に水没林が現れます。映画や絵画の
なかのような非日常の風景が広がる絶
景ポイントです。

大仙市高梨大嶋１

仙北市 秋扇湖（鎧畑ダム湖）

0187-62-6257（本家庭園管理棟）

仙北市田沢湖田沢字鎧畑

9：00 ～ 16：00（4 月下旬〜 11 月中旬）

0187-43-2111

月曜（祝日の場合翌日休園）

（仙北市田沢湖観光情報センター「フォレイク」）

瑠璃色の水をたたえた湖で

ふれる
情緒あ
！
を散策
み
町並

大自然を思いのままに遊び尽くそう

武家屋敷が立ち並び、

片道約 40 分の散策
コバルトブルーの渓谷

人力車が走る。
みちのくの小京都｢角館｣
仙北市

透明度抜群！

角館の武家屋敷通り

仙北市

瑠璃色の湖面を渡る、絶景 SUP

みちのくの小京都といわれる、町割り 400 年の

田沢湖 SUP

歴史を持つ角館。春はシダレザクラ、夏は瑞々

日本有数の透明度を誇る田沢湖は SUPを楽しむのに
抜群の好スポット。TAZAWAKO SUP HOUSE
では、道具のレンタルからレクチャーまで、気軽に
SUP が楽しめるさまざまなツアーを体験できます。

しい緑、秋は紅葉、冬は雪化粧と四季の移ろい

仙北市西木町西明寺潟尻 78

と通りの黒板塀とのコントラストが毎年多くの

080-5531-3669

人々の目を楽しませています。

（TAZAWAKO SUP HOUSE）
10 月中旬〜 6 月末

新緑や紅葉に合わせて行きたいのが抱
返り渓谷。雄大な渓谷を流れるコバル
トブルーの川の水面と、四季折々の山
の表情は見応え抜群です。
仙北市 抱返り渓谷
仙北市田沢湖卒田〜角館町広久内
0187-43-2111
（仙北市田沢湖観光情報センター「フォレイク」）

眺めがいい

ね！

童心に返って秘密基地気分！
田沢湖の景色を独り占めしよう
ハンモックのように木と木の間に設置
し、まるで宙に浮いているかのような
浮遊感が楽しめる「テントサイル」。
田沢湖キャンプ場ではテントサイルに
宿泊することが可能です。

仙北市角館町表町〜東勝楽丁
0187-54-2700

仙北市

（仙北市観光情報センター「角館駅前蔵」
）

シャワークライミング

※散策道は飯村少年弔魂碑まで通行可。

地元の魅力満載！
開放感のある道の駅

仙北市田沢湖田沢字春山 152
0187-43-2990

大曲・角館・田沢湖エリア 観光マップ

（田沢湖自然体験センター）
7 月～ 9 月

❶ 田沢湖 SUP
❷ テントサイル
仙北市

テントサイル
仙北市田沢湖田沢字春山 152
0187-43-2990
（田沢湖自然体験センター）
4 月～ 11 月

大自然を全身で体感する、
夏限定のアクティビティ

❺ ❼

山林を流れる川を身体ひとつで駆け巡る、
本格アウトドアツアー。正真正銘のロック
クライミングや天然のウォータースライ
ダーなど、自然の雄大さをとことん味わえ
ること間違いなし！
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❻ 仙北市
❷
❶ ❸

❸ シャワークライミング

❹

な野菜や加工品がずらり。羽釜炊きの

❺ 角館の武家屋敷

お米が味わえるレストランも人気！

❻ 秋扇湖（鎧畑ダム湖）
❽ 道の駅 美郷

❽

道の駅です。直売所には地元産の新鮮

❹ 国指定名勝 旧池田氏庭園

❼ 抱返り渓谷

大仙市

地元の食や文化をぎゅっと詰め込んだ

美郷町 道の駅 美郷
仙北郡美郷町金沢字下舘 124
0182-37-3000
9：00～18：00（冬期～17：00）
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AREA

06

AREA

由利本荘・鳥海エリア

横 手・増 田 エ リ ア

07

YURIHONJO CHOUKAI AREA

YOKOTE MASUDA AREA

商業地として栄えた象徴

今も人々の生活に寄り添う内蔵

悠久の時を超えて

聞

かいが
商人の息づ
ですね。
う
そ
き
て
こえ

自然が作り出した芸術
にかほ市

元滝伏流水

鳥海山の恵みがもたらす

を
豊かな時間
過ごそう

水と緑のコントラスト

増田に残る伝統的な町並み
当時の繁栄を今に伝える

鳥海山麓から流れ出る湧き水でできた滝が元滝伏流水です。今から約 10 万年前

江戸時代から、県内有数の商業地として人と物資が行

に鳥海山から流れ出した溶岩からなる巨大な岩の壁が緑鮮やかな苔をまとい、長

き交っていた横手市増田町。主屋で覆われた豪華な内

い年月と自然の雄大さを今に伝えています。

蔵を構えた商家が、400m ほどの通りに 40 以上も軒

増田の内蔵
横手市増田町増田字上町 53
0182-45-5541
（増田町観光協会）

を連ねていて、見ごたえは抜群です。

にかほ市象潟町関字元滝
お待ちして

横手市

にかほ市

天然記念物
「象潟」九十九島
松尾芭蕉が訪れた景勝地
かつては日本三景の松島と並び、
「東の
松島、西の象潟」と称された景勝地。水
田の中に島々が点在する珍しい風景は国
の天然記念物に指定されています。
秋田県にかほ市象潟町塩焼島
※道の駅象潟「ねむの丘」展望塔から
一望できます。

壮大な景色のなかで自分を見つめ直す
鳥海山を望む豊かな自然のなかで、座禅などの本格的な
禅修業が体験できます。
由利本荘市

鳥海山国際禅堂（高建寺）
由利本荘市矢島町立石字上野 120
0184-56-2193（高建寺）
3 月～ 11 月
冬季休業
※座禅体験は 1 週間前まで、宿泊参禅は１か月前まで要予約

夜は満点の星空に息を呑む！
鳥海高原の観光拠点
ゴーカートや木製遊具など子どもが遊
べるエリアはもちろん、宿泊もできる

由利本荘市

花立牧場公園
由利本荘市矢島町城内字花立 60
0184-55-3400（観光案内所）5 月〜 10 月下旬

コテージを完備！ 澄み渡る高原の夜

0184-55-4953（矢島総合支所産業課）11 月〜 4 月

空には、満点の星が輝きます。

10：00 ～ 16：00（ 4 月下旬～ 11月上旬）
冬季休業
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横手市

います

ージを
青春の 1 ペ
も！？
か
思い出す

横手市

旬菜みそ茶屋くらを

横手市
増田まんが美術館

増田の内蔵でいただく
発酵食料理でほっと一息

日本で初めての「マンガ原画」をテーマと

横手市増田町の「羽場こうじ店」が手掛ける食堂と

した美術館。原画の展示や保存に力を入れ

ショップ。造り酒屋だった建物で、旬の食材と麹をふ

ています。本物ならではの迫力や作家の熱

んだんに使った発酵食料理を提供しています。

量を感じてみて。

横手市増田町増田字中町 64

横手市増田町増田字新町 285

0182-45-3710
10：00 ～ 16：00

ランチ 11：30 ～ 15：00

水曜・木曜

横手市

黒川のイチョウ並木

9：00 ～ 17：00

0182-45-5569
10：00 ～ 18：00（最終入館 17：30）
第三火曜日（祝日の場合は翌日）

P H OTO
S P OT

横手市黒川字福柳 350
（秋田県流域下水道横手処理センター前）
0187-63-8299
（株式会社県南環境保全センター大曲事業所）

黄金色に輝くイチョウ並木
近年注目を集める映えスポット
300mのまっすぐな一本道の両脇に、約
70 本のイチョウが立ち並んでいます。黄
金色に輝く紅葉シーズンは必見です。見ご
ろは例年 11 月上旬。
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AREA

08

湯沢・栗駒エリア

東成瀬村

栗駒山中腹にある須川湖

YUZAWA KURIKOMA AREA

須川湖・須川高原

湖面に映る色鮮やかな紅葉

栗駒山の中腹にある須川高原。標高 1,100

川の水と温泉を混ぜて完成！

メートルの場所にあり、毎年 10 月上旬に紅

R ECO M M E N D S P OT
おすすめスポット

創業 160 年を超える醸造元
蔵見学や体験メニューも充実

葉の見ごろを迎えます。須川湖では、黄色や

自分で作る「マイ足湯」でひと息

赤色に色づいた木々が湖面に映し出され、絵
はがきのような美しさ。
雄勝郡東成瀬村椿川字仁郷山国有林
0182-38-8411
（東成瀬村観光物産協会）
秋田県産の原材料と蔵付酵母菌を使用
し伝統製法で味噌醤油を製造。春から
秋の土曜に限定ラーメンを提供。
湯沢市

インテリアショップ＆カフェ
momotose（ももとせ）

伝統の蔵をリノベーション

湯沢市 石孫本店

癒やしの空間で一息

湯沢市岩崎字岩崎 162
0183-73-2901
月曜〜金曜 10：00 ～ 16：30、

100 年以上の歴史がある黒漆喰の蔵をリノ

土日祝

ベーションしたインテリアショップとカ

10：00 ～ 16：00

第二土曜

フェ。こだわりの空間で、地元の野菜と味噌
醤油を味わえる月替り膳や皆瀬牛を使用し
たカレーなどをいただけます。

伝統工芸品「川連漆器」の
800 年の歴史に触れる

湯沢市岩崎字岩崎 160
0183-55-8839
10：30 ～ 17：00
ランチ 11：30 ～ 15：00 土曜 10：30 ～ 21：00
土曜のみディナータイムあり

温泉が湧き出る川原で
自分だけの足湯をつくって入ろう
秋の宮温泉郷の役内川にある、温泉が湧き出る川原。近
くの小屋にはスコップが用意されており、自由に掘って
自分だけの足湯を楽しめます。近隣の「まこ食堂」にラー
メンの出前を頼み、川原で食べることもできます！

湯沢市

火曜・水曜

川原の湯っこ

羽後町

美しく妖艶な西馬音内盆踊り

湯沢市秋ノ宮湯ノ岱
遊歩道から

0183-55-8180
（湯沢市観光・ジオパーク推進課）
※５月～ 11 月上旬まで利用可能。積雪時は

大噴湯の迫

西馬音内盆踊り会館

その歴史と物語に触れよう

力を体感

羽後町で毎年８月 16 日～ 18 日に開催され
る国の重要無形民俗文化財「西馬音内盆踊

利用できません。

り」に関する古い踊り衣装やキルト、藍染の
大型壁掛けなどを展示しています。毎月第２
土曜の 14 時から定期公演（有料）を開催し
ています。
P H OTO
S P OT

展示販売会場と、川連漆器の 800 年
におよぶ歴史を学べる施設。有料で製
作体験もできます。
湯沢市 川連漆器伝統工芸館
湯沢市川連町大舘中野 142-1
0183-42-2410
9：00 ～ 17：00
木曜、年末年始（12 月 31日～ 1 月 5 日）

雄勝郡羽後町西馬音内字本町 108-1
0183-78-4187
9:00 ～ 17:00
月曜（祝日の場合は翌日）
、12/29 〜1/3
湯沢市

湯沢・栗駒エリア 観光マップ

小安峡
深い谷の両脇を彩る紅葉
湯気が沸き立つダイナミックな景色
皆瀬川の急流が両岸を深く V 字に侵食してできた

❶ 川原の湯っこ

❽ ❺

羽後町

❷ 小安峡

い湯けむりが立ち上る様子を見ることができます。
湯沢市皆瀬小安峡温泉
0183-47-5080（湯沢市観光物産協会皆瀬事務所）
※冬季は大噴湯につながる遊歩道が閉鎖します。

東成瀬村

❹
❻
湯沢市

❶

❸ 須川湖・須川高原
❹ インテリアショップ＆カフェ

❼

小安峡。大噴湯や大小の滝があり、紅葉の季節に
は黄色や赤に彩られた渓谷と、ごう音とともに白

特徴ある外観や内部は
一見の価値あり

momotose（ももとせ）

❷

❸

❺ 西馬音内盆踊り会館
❻ 石孫本店
❼ 川連漆器伝統工芸館
❽ 総合交流促進施設（旧長谷山邸）

明治 15 年に建築された地主屋敷の風格を
持つ旧長谷山邸。併設の土蔵は「鎌鼬
（かま
いたち）美術館」として活用されています。
羽後町 総合交流促進施設（旧長谷山邸）
雄勝郡羽後町田代字梺 67-3（田代郵便局となり）
0183-62-2111
9：00 ～ 17：00
4 月～ 11月の月～金、12月～ 3 月
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ONSEN AKITA

秋田 の温 泉を
堪能 しよ う。

秋田駒ヶ岳の麓

源泉の異なる温泉と

田沢湖高原の

江戸情緒溢れる雰囲気

天然温泉を掛け流しで

乳頭温泉郷の中でも最も古くからある温泉宿といわ
れ、異なる４つの源泉が楽しめます。また、江戸時

個性豊かな温泉が目白押しの秋田県。

代の宿屋を思わせるロケーションも人気の理由です。

リラックスして効能豊かな湯に浸かれば、

収容人数 500 名の大規模な温泉宿泊施設。内湯・露
詳細はこちら

鶴の湯温泉

内側から輝く「秋田美人」の誕生です。

天とも男女各１つずつあり、田沢湖高原温泉郷の天
然温泉を、源泉 100％掛け流しで堪能できます。

プラザホテル

山麓荘

仙北市田沢湖田沢字先達沢国有林 50

仙北市田沢湖生保内字駒ケ岳 2-32

0187-46-2139

0187-46-2131

昔ながらの

白濁した硫黄泉

日本全国から

温泉情緒に包まれた

湯治場風情が残る

体の芯から温まる

大勢の湯治客が訪れる

鹿角の名湯

一軒宿の温泉

お湯の良さが自慢

岩盤浴の「聖地」

十和田湖の玄関口、美しい自然に囲まれた温泉。開

標高 1,000m の一軒宿。八幡平温泉郷にある「馬で

水沢温泉郷に位置する温泉宿。ダイニングルームか

焼山山麓にあり、効能が豊かなことで知られていま

湯 800 年の歴史があり、古より旅人の疲れを癒して

来て 足駄で帰る 後生掛」と謳われているほど、癒し

らは秋田駒ケ岳と田沢湖が望め、季節の移ろいを感

す。珍しい強酸性のお湯で、豊富な温泉の効果が引

詳細はこちら

縄文のふる里 大湯温泉 ホテル鹿角

の効果がある日本屈指の湯治温泉です。

詳細はこちら

八幡平後生掛温泉

じられます。深さ１ｍの露天風呂が人気です。

詳細はこちら

元湯水沢山荘

き出されるよう、浴槽も工夫されています。

詳細はこちら

新玉川温泉

鹿角市十和田大湯字中谷地 5-1

鹿角市八幡平字熊沢国有林内

仙北市田沢湖生保内字下高野 73-10

仙北市田沢湖玉川字渋黒沢 2 番地先

0186-30-4111

0186-31-2221

0187-46-2341

0187-58-3000

源泉掛け流し

高い効能と

湯量が豊富で知られる

透明度が高く、

宿自慢の四季の景色も

肌への優しさで知られる

小安峡温泉のお宿

鏡湯と言われる

必見です！

知る人ぞ知る大館の秘湯

新鮮な温泉を堪能

さっぱりした温泉

「川の瀬からお湯が湧き出した」ところから「湯瀬」

日本の秘湯として、全国からファンが訪れる硫黄泉。

こんこんと湧くお湯が体をじんわりと温めてくれま

湯沢市の秋の宮温泉郷にある秋の宮山荘。無色無臭

の名称がつけられたように、湯量が豊富で肌にも優

皮膚の外傷やアトピーへの高い効能があることで知

す。料理にも定評があり、皆瀬牛の朴葉焼きや古代

のお湯は、さっぱりとした肌触り。７種類のお風呂

しい温泉として知られています。

詳細はこちら

四季彩り秋田づくし 湯瀬ホテル

られ「三日一廻りの霊泉」と言われています。

詳細はこちら

白神矢立 湯源郷の宿 日景温泉

米のちらし寿司が人気です。

詳細はこちら

小安峡温泉 湯の宿 元湯くらぶ

が楽しめる大浴場が人気の宿です。

詳細はこちら

秋の宮山荘

鹿角市八幡平字湯瀬湯端 43 番地

大館市長走 37

湯沢市皆瀬字湯元 100-1

湯沢市秋ノ宮字殿上 1-1

0186-33-2311

0186-51-2011

0183-47-5151

0183-56-2400

なまはげの口から

ブナ林に囲まれた温泉

これぞ秘湯！

標高 1,100m からの

お湯が吹き出る

露天風呂から見える

山奥の開けた場所で

絶景を眺めながら

お風呂は必見です！

鳥海山は圧巻です

手つかずの自然を体感

贅沢に温泉を楽しむ

男鹿温泉郷にある温泉。なまはげのモチーフが特徴

自然豊かなブナ林に囲まれた鳥海山麓にたたずむ温

明治時代から続く伝統ある温泉。白濁した硫黄泉で

的な 大 浴 場と、露 天 風 呂が 楽しめる温 泉。源 泉

泉、露天風呂から見える鳥海山は圧巻の迫力です。

晴れた日の夜は露天風呂から満点の星空が楽しめる、

100% で、湯の花が豊富でとろりとした肌ざわり。

元湯 雄山閣

詳細はこちら

美しい自然と

きた名湯・大湯温泉郷にあります。
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全国でも人気！

詳細はこちら

とろりとしたお湯質で美肌効果も期待できます。

ホテル フォレスタ鳥海

詳細はこちら

標高 1,100m の展望露天風呂は、須川高原の山岳庭
詳細はこちら

園を大パノラマで堪能できます。遮るものがなく開

自然の中に佇む秘湯です。

放感に満ち溢れ、夜は満天の星が降り注ぎます。

泥湯温泉

須川温泉 栗駒山荘

奥山旅館

男鹿市北浦湯本字草木原 52

由利本荘市鳥海町猿倉字奥山前 8-45

湯沢市高松字泥湯沢 25

東成瀬村椿川字仁郷山国有林（栗駒国定公園内）

0185-33-3121

0184-58-2888

0183-79-3021

0182-47-5111

詳細はこちら

21

秋 田の 酒蔵 をめぐろう。
昔から酒造りが盛んに行われている秋田。
それぞれが個性際立つ酒造りをしています。

株式会社佐藤酒造店
由利本荘市矢島町七日町 26

酒蔵見学
受入施設
各施設の所在地と問い合わせ先、

0184-55-3010
8:00 ～ 17:00
土日祝
（土曜営業の場合あり）
見学／要予約

福乃友酒造株式会社
大仙市神宮寺字本郷野 82-6

営業時間、定休日を記載しています。
4
3
5

喜久水酒造合資会社

合名会社鈴木酒造店

10
24

A K I TA

7

19

日の丸醸造株式会社

S A K E

土日祝

T R I P

34
32

小玉醸造株式会社
潟上市飯田川飯塚字飯塚 34-1

株式会社齋彌酒造店（雪の茅舎）

25

株式会社飛良泉本舗（飛良泉）

26 阿櫻酒造株式会社（阿櫻）

3 喜久水酒造合資会社（喜久水）

15

天寿酒造株式会社（天壽）

27

4 株式会社山本酒造店（山本）

16

株式会社佐藤酒造店（出羽の冨士）

28 舞鶴酒造株式会社（朝乃舞）

日の丸醸造株式会社（まんさくの花）

19

刈穂酒造株式会社（刈穂）

31

秋田県醗酵工業株式会社（一滴千両）

8 新政酒造株式会社（新政）

20 福乃友酒造株式会社（福乃友）

32

株式会社木村酒造（福小町）

33

秋田銘醸株式会社（爛漫）

22

11 秋田酒類製造株式会社（高清水） 23
12 秋田誉酒造株式会社（秋田譽）

株式会社高橋酒造店（奥清水）
合名会社栗林酒造店（春霞）
合名会社鈴木酒造店（秀よし）

24 有限会社奥田酒造店（千代緑）

34 両関酒造株式会社（両関）

10：00 ～ 16：00
（12：00 〜13：00を除く）
土日祝

見学／要予約

秋田酒類製造株式会社

見学／ 3 営業日前まで要予約

秋田銘醸株式会社
秋田市川元むつみ町 4-12

湯沢市大工町 4-23

018-864-7331

0183-73-3161

9：00 ～ 17：00

9:00 ～ 16:00

土日祝

30 株式会社大納川（大納川）

7 秋田酒造株式会社（秋田晴）

0183-73-3155

8：00 ～ 16：45
12 月 31 日～ 1 月 3 日

合名会社秋田富士酒造店（秋田富士） 29 浅舞酒造株式会社（天の戸）
八重寿銘醸株式会社（八重壽）

湯沢市田町 2-1-11

018-877-2100
8 月 13 ～ 15 日、

出羽鶴酒造株式会社（出羽鶴）

14

10 株式会社那波商店（銀鱗）

見学／ 10名様より要予約

株式会社木村酒造

33

2 株式会社北鹿（北鹿）

9 秋田醸造株式会社（ゆきの美人） 21

不定休

見学／要予約

10 ㎞

18

10：00 ～ 16：00

27

31

6 小玉醸造株式会社（太平山）

0182-45-2005

8：00 ～ 17：00

17

26

横手市増田町増田字七日町 114-2

018-852-4130

22

16

5 福禄寿酒造株式会社（一白水成） 17

（webサイト要確認）

南秋田郡五城目町字下タ町 48

21

15

13

月に１回、日曜

福禄寿酒造株式会社

18

28

1 千歳盛酒造株式会社（千歳盛）

9：00 ～ 17：00

土日祝

23

30

29

0187-56-2121

9：00 ～ 15：00

見学／電話にて要予約

13

14

大仙市長野字二日町 9

0185-52-2271

見学／お問い合わせください。

20

25

12

能代市万町 6-37

T R I P

8
9

見学／要予約

１

6

11

土日祝（土曜営業の場合あり）

詳細は各蔵にお問い合わせください。

2

S A K E

酒蔵
MAP

10：00 ～ 16：00

A K I TA

全 3 4 蔵！

22

0187-72-4141

酒蔵見学の実施について、

（12:00 ～ 13:00 を除く）
土日祝

見学／要予約

見学／要予約

天寿酒造株式会社

両関酒造株式会社
由利本荘市矢島町城内字八森下 117
0184-55-3165

湯沢市前森 4-3-18
0183-73-3143

8：00 ～ 17：00

9：30 ～ 11：30、

土日祝

13：30 ～ 16：00

（会社カレンダーによる）

土日祝

見学／ 1 週間前までに要予約

見学／要予約

※受入を休止している場合あり。詳しくはお問合せください。

23

唯一 無二 の魅 力に触れる。
秋田 のお祭 りに行こう。
国の重要無形民俗文化財の数が日本一を誇る秋田。
先人たちから伝統を大切に受け継いできた、世界に誇れるお祭りを生でお楽しみください。

1 年を通じて魅力的なお祭りがたくさん。要チェックです！

にかほ市

掛魚まつり

2月4 日

北秋田市 綴子神社例大祭

大仙市

刈和野の大綱引き

2 月 10 日

横手市

よこての全国線香花火大会 7 月中旬

仙北市

火振りかまくら

２月 14 日

湯沢市

七夕絵どうろうまつり

8 月 5 日～ 7 日

３月 21 日

横手市

横手の送り盆まつり

8 月 15 日～ 16 日

上小阿仁村 万灯火

7 月 14 日～ 15 日

秋田市

星辻神社だるま祭り 4 月 12 日～13日

鹿角市

毛馬内の盆踊り

8 月 21 日～ 23 日

八郎潟町

願人踊

男鹿市

男鹿のナマハゲ ★

12 月 31 日

5月 5 日

2 5

8 10

3 6

11

4 7

9 12

厳しい寒さ乗り切る

さまざまな小正月行事

五穀豊穣への祈りが

まつり

秋田の短い夏をいろどる

夏

まつり歳時記

冬
まつり

1. 全国花火競技大会「大曲の花火」
「大曲の花火」公園（大仙市大曲雄物川河畔）
毎年 8 月最終土曜日
JR 大曲駅から徒歩約 30 分

1

13

2. 秋田竿燈まつり

4. 西馬音内盆踊り

6. 土崎港曳山まつり ★

8. 上桧木内の紙風船上げ

10. 大日堂舞楽 ★

12. 大館アメッコ市

差し手たちが巨大な竿燈を自由自在に操る見

笠や頭巾で顔を隠した踊り手が、しなやかで

土崎神明社の例大祭。武者人形を飾った曳山

武者絵や美人画の描かれた巨大な紙風船が、

鹿角市の大日霊貴（おおひるめむち）神社で奉

約 400 年続くと言われる民俗行事。アメ売り

事な妙技を披露します。東北三大祭り。

優雅に舞い踊ります。約 700 年続く行事。

を、港ばやしにのせて練り歩きます。

真冬の夜空に舞い上がります。

納される新年の舞。約 1,300 年の歴史を誇る。

屋台が軒を並べ、大勢の買い物客でにぎわう。

秋田市竿燈大通り・秋田市中通
「エリアなかいち」にぎわい広場
毎年 8 月 3 日～ 6 日

羽後町西馬音内字本町地内（本町通り）

秋田市土崎港

仙北市西木町上桧木内字大地田（紙風船広場）

鹿角市八幡平字堂の上 16

毎年 8 月 16 日～ 18 日

毎年 7 月 20 ～ 21 日

毎年 2 月 10 日

毎年 1 月 2 日

JR 奥羽本線湯沢駅から車で約 15 分

JR 奥羽本線土崎駅から徒歩約 5 分

秋田内陸線上桧木内駅から徒歩約 7 分

JR 花輪線八幡平駅から徒歩約 1 分

土崎神明社周辺

JR 秋田新幹線秋田駅から徒歩約 15 分

JR 奥羽本線大館駅からバスで約 15 分

3. 花輪ばやし ★

5. 角館祭りのやま行事 ★

日本三大ばやしのひとつ。豪華絢爛な屋台が

曳山を引いて町内を練り歩き、曳山同士をぶ

2013 年、約 100 年ぶりに復活。2 基の巨大

積み上げた雪室の中に、穴をあけて水神様をま

米粉で作った犬の像を家々に飾る民俗行事。

男鹿のナマハゲの観光行事。勇壮で迫力ある

お囃子にのって町内を練り歩きます。

つけ合う「やまぶっつけ」が見どころ。

な城郭七夕灯篭が街を練り歩きます。

つり、商売繁盛や五穀豊穣を祈る小正月行事。

メイン会場には犬の雪像などが並びます。

ナマハゲの乱舞が繰り広げられます。

7. 能代七夕「天空の不夜城」

9. かまくら

11. 犬っこまつり

13. なまはげ柴灯まつり

鹿角市花輪

仙北市角館町内

能代市 国道 101 号能代市役所交差点

横手市役所本庁舎前など

湯沢市沖鶴 140（メイン会場）

男鹿市北浦

毎年 8 月 19 ～ 20 日

毎年 9 月 7 日～ 9 日

～通町交差点

毎年 2 月 15 日～ 16 日

毎年 2 月第二土曜とその翌日

毎年 2 月第二土曜を含む金～日の 3 日間

JR 花輪線鹿角花輪駅から徒歩すぐ

JR 秋田新幹線角館駅から徒歩すぐ

毎年 8 月 3 日～ 4 日

JR 奥羽本線横手駅から徒歩約 10 分

JR 奥羽本線湯沢駅より臨時無料バス
約 10 分

JR 五能線能代駅から徒歩約 15 分
24

大館市おおまちハチ公通り
毎年 2 月第二土曜日とその翌日

真山神社

JR 男鹿線男鹿駅から臨時有料バス約 20 分

★「ユネスコ無形文化遺産」登録

25

実り豊かな秋田県には、県内各所においしい食べ物が
たくさんあります。これを食べたら間違いなしといえる、

ずと知れた秋田の郷土料理。秋田の旨
さがぎゅっと詰まっています。

横手やきそば
秋田県横手市発祥のご当地グルメ。もっ
ちりした真っ直ぐ太麺に、甘めのウス
ターソースと各店オリジナルの出汁が絡

献上品として作られていたとも言われて
います。麺は平たく、つるっとした舌触

ほとんど同じですが、たんぽの代
わりに、潰したお米をコロコロと
お団子状に丸めた「だまこもち」
が入っています。
26

漬けた漬物。ナラや桜などの木を燃やし
た煙で燻すことで、独特の風味に仕上げ
ています。ご飯のお供はもちろんお酒の
おつまみにもぴったり！

ババヘラ

ぷるぷるのゼリーに包まれ、ぷちんとした

春から夏にかけて、道路沿いや、お祭りなどのイ

鹿角市民のソウルフード「鹿角ホルモ

食感と、つるんとした喉越しを楽しめる高

ベントなどで路上販売されるアイス。売り子のお

ン」。味噌ベースにニンニクがたっぷ

級食材。その収穫風景は三種町の夏の風物

母さんがシャーベット状のアイスをヘラですくっ

り入った、みんなが大好きなホルモン

詩の一つとなっています。

て、バラの花のように盛り付けてくれます。

鍋は、ジンギスカン鍋で食べるのが流
儀。一緒に入れるキャベツと豆腐がし

お み や げ オ ス ス メ TOP5

みしみで、癖になる味です。

もちもちの食感を楽しんで

郷土料理。きりたんぽ鍋と具材は

燻された大根を、ぬかや塩、砂糖などで

鹿角ホルモン

秋田の家庭の味

秋田県五城目町に古くから伝わる

じゅんさい

いぶりがっこ

昔懐かしい味わい

絶大な人気を誇るホルモン鍋

だまこ鍋

ビールにも合うし、ご飯も進む！

コクが際立ちます。

秋田が誇るブランド地鶏

れています。噛むほどに旨味と、

独特の食感をご賞味あれ

味しさから年貢として納められて
いたという比内鶏がルーツと言わ

潟は多くの人で賑わいます。

秋田の夏の風物詩

りとコシの強さが特徴です。

秋田県のブランド地鶏。江戸時代

る天然の岩ガキ。夏に最盛期
を迎える岩ガキを食しに、象

独特の香りと歯ごたえ

その歴史は古く、江戸時代からお殿様の

から秋田県北部で飼われ、その美

鳥海山の伏流水が流れ込む、
にかほ市象潟近辺の海で採れ

うつくしい見た目と

独特の食感が特徴

日本三大うどんのひとつ、稲庭うどん。

比内地鶏

岩ガキ

玉焼きを麺に絡めて召し上がれ！

稲庭うどん

に漁獲されます。塩焼きや醤油煮
はもちろん、
「はたはた寿司」や、
「しょっつる」などの加工品も。

香ばしい味わい

まります。麺の上にトッピングされた目

た」。11 月後半から 12 月の期間

夏にしか食べられない海のミルク

た「たんぽ」を一緒に煮て食べる言わ

秋田県の沿岸、男鹿半島や八峰町
が名産地として知られる「はたは

その大きさと味の濃さが自慢です

などの野菜と、比内地鶏、白米を潰し

目玉焼きを絡めて召し上がれ

比内地鶏のガラでとったスープにゴボ
ウ、きのこ、ネギ、せり（根っこまで！）

日本三大うどんのひとつ

秋田を代表するソウルフード

秋田の旨みを凝縮

言わずと知れた郷土料理

きりたんぽ鍋

ご当地グルメの秋田代表

秋田県の定番の郷土料理をご紹介します！

冬の訪れを告げる風物詩

加工品も豊富です

秋田に来たらコレを食べるべし！

ハタハタ

株式会社金萬

みうら庵

お菓子のにこり

金萬

もちもち三角バター餅

なまはげのおくりもの

もふどら（粒あんマーガリン）

有限会社蕗月堂

米菓匠鼎庵

秋田銘菓として馴染み深い

バターと卵、砂糖を餅に練

なまはげの面の最中の皮に

秋田犬の毛のもふもふ感を

県産あきたこまちを使った
生地を、手焼きでこんがり

金の鼎庵

饅頭。カステラ生地の皮と

りこんだ北秋田市に伝わる

大潟村産米粉を使ったお米

イメージした蒸しどら焼き。

白餡のバランスが絶妙で

バター餅。柔らかくて伸び

のサブレ。サクッと軽い食

軽い食感とほどける粒あん

焼き上げた煎餅。県内醸造

す。昨年末から新たに個包

る食感と素朴な甘さが人気

感とゴマの香ばしい香りが

が口のなかに絶妙なバラン

元の味噌醤油を使った秘伝

装商品も登場しました。

のスイーツです。

クセになるおいしさ。

スでひろがります。

ダレで味付しています。
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