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泰山堂 
（代表 藤井 けい子） 

星雪館 
（代表 門脇 昭子） 

ファームinn緑の風 
（代表 佐々木 常安） 

民宿 彦六 
（代表 田口 久義） 

季節の郷・ふるさと 
（代表 古谷 恭子） 

ホテルまさか 
（代表 真坂 和義） 

果夢園（come in） 
（代表 舘岡 美果子） 

星場台 

〒014-0300 仙北市西木町小渕野字落合56 
TEL&FAX:0187-47-3103 

〒014-0602 仙北市西木町桧木内字大台野開404 
TEL:0187-48-2914 FAX:0187-48-2977 

〒014-0344 仙北市角館町西長野川下田368  
TEL:0187-55-2206 FAX:0187-55-2203 →ホーム
ージへ 

〒014-1201 仙北市田沢湖生保内字阿気69 
TEL&FAX:0187-43-1240 

〒014-1413 大仙市角間川町字旭森18-1 
TEL:0187-86-5515 FAX:0187-65-3494 

〒015-1512 由利本荘市鳥海町猿倉字湯の沢52 
TEL&FAX:0184-58-2188 →ホームページへ 

〒018-1401 潟上市昭和大久保字北野藤曲小道添74
TEL:090-2025-2192 FAX:018-877-5878 

 

（代表 野村 良子） 

農家民宿 輝湖 
（代表 高橋 忠） 

弁天の宿 
（代表 高橋 京子） 

山渓食堂 神室亭 
（代表 由利 隆） 

さくら・イン 
（代表 三村 敏子） 

観海荘 
（代表 日沼 幸隆） 

民宿 甚吉 
（代表 田口 昌英） 

ぺんしょん 孫兵衛 
（代表 田口 正幸） 

民宿 惣之助 
（代表 千葉 惣永） 

阿仁の森 ぶなホテル 
（代表 山田 博康） 

夕映の館 
（申込みは本館自治会 齋藤 進） 

  

〒016-0152 能代市桧山字星場台108 
TEL &FAX:0185-58-4588 

〒014-1203 仙北市田沢湖潟字蛭児堂90-2 
TEL:0187-43-0053  FAX:0187-43-1228 

〒015-0211由利本荘市東由利老方字五升畑 46-1 
TEL:0184-69-2822（または3039） 

〒019-0321 湯沢市秋ノ宮字太田8  
TEL:0183-56-2738  FAX:0183-56-2760 

〒010-0445 南秋田郡大潟村字西3-4-19 
TEL&FAX:0185-22-4177 →ホームページへ 

〒018-2635 山本郡八峰町八森字下嘉治助台４－１ 
TEL:0185-77-3038 →ホームページへ 

〒014-1201 仙北市田沢湖生保内字石神107 
TEL&FAX:0187-43-1244 

〒014-1201 仙北市田沢湖生保内字上石神29-11 
TEL&FAX:0187-43-1734 →ホームページへ 

〒014-1201 仙北市田沢湖生保内字阿気128 
TEL&FAX:0187-43- 2161 

〒018-4624 北秋田市阿仁鍵ノ滝206 
TEL:0186-82-2400 FAX:0186-82-3630  →ホーム
ージへ 

〒018-2655 山本郡八峰町八森本館51-3 
TEL:0185-77-2669 

  

  

漁火の館 
（申込みは管理者 金田商店） 

沢の子の杜わか杉 
（申込みは羽後町農林課農政担当 
  TEL:0183-62-2111 内線315） 

漁家民宿 西海岸丸 
（代表 菅原 賢吉） 

ゆう菜家 
（代表 浅野 育子） 

手打ちそばきり長助  
（代表 鈴木 秀夫） 

手打ちそば処そばせん 
（代表 雲雀 リヨ子） 

そば屋 彦三 
（代表 猪岡 専一 ） 

そば処 すが家 
（代表 菅原 照夫） 

ガーデンカフェ タイム 
（代表 佐々木 利子） 

和み庵 京かのこ 
（代表 小柳 千鶴子） 

〒018-2608 山本郡八峰町八森字岩館向台121 
TEL:0185-78-2417 

〒012-1136 羽後町飯沢字瀬後野50 
TEL:0183-68-2021 

〒010-0535 男鹿市船川港本山門前字抜川13-18 
TEL:0185-27-2818 

〒010-1344 秋田市雄和向野字前開45 
TEL:018-887-2866 FAX:018-887-2881  →ホー
ージへ 

〒014-0324 仙北市角館町小人町28-5 
TEL&FAX:0187-55-1722 

〒014-0303 仙北市角館町薗田板井村75  
TEL:0187-55-2813 FAX:0187-54-2813 →ホーム
ージへ 

〒012-1131 雄勝郡羽後町西馬音内字中町51  
TEL:0183-62-1520 FAX:0183-62-5620 

〒014-0303 仙北市角館町薗田銭神58 
TEL&FAX:0187-55-2801 

〒018-0322 にかほ市大竹字前谷地131 
TEL&FAX:0184-38-3537 

〒018-0311 にかほ市金浦字鳥長根144-10 

TEL:0184-38-3096 

  

  

  

サフォーク白神 
（代表 細田 薫） 

食育工房 農土香 
（代表 渡辺 広子） 

農家レストラン 地張庵 
（代表 山内 みどり） 

手打ちでん吉そば 
（代表 佐藤 勝利） 

農家のそば屋 一助 
（代表 沢山 純一） 

白神ぶなっこ教室 
（代表 佐尾 和子） 

里人体験施設白神 森のかぞく 
（代表 小坂 球実） 

森の手づくり旅行社 白神山地きみまち舎 
（代表 小坂 球実） 

〒018-3205 山本郡藤里町粕毛字南鹿瀬内38-1 
TEL:0185-79-1571 →ホームページへ 

〒018-0411にかほ市院内字ヒシカタ201-2 
TEL＆FAX:0184-36-2509  →ホームページへ 

〒010-1222 秋田市雄和石田字中大部30 
TEL:018-886-4655 

〒019-0712 横手市増田町熊渕字飯舘52-1 
TEL:0182-45-4863 

〒014-0511 仙北市西木町西明寺字梨子木台84-1 
TEL＆FAX:0187-47-2148 

〒018-3201 藤里町藤琴字上坊中86（藤琴字横倉30-
TEL:0185-79-3130 
    03-3207-7727（東京連絡所 海洋工学研究所内

FAX:0185-79-3021 
    03-3207-7771（東京連絡所 海洋工学研究所内
→ホームページへ 

〒018-3201 山本郡藤里町藤琴字田中107-5 
TEL&FAX:0185-79-2282 →ホームページへ 

〒018-3201 山本郡藤里町藤琴字田中107-5 
TEL&FAX:0185-79-2282 →ホームページへ 
秋田県知事登録旅行業弟3種99号 

農家民宿・レストランの紹介

お問い合わせ・ご予約等は各農家民宿・レストランへ直接どうぞ



  

南秋田郡大潟村字西3-4-19  

0185-22-4177 ※朝は9時まで、夜は8～10時にご予約
下さい。  

素泊まり 大人1人 2,500円（自炊される場合3,000円） 
小学生以下1人 2,000円（自炊される場合2,000円） ※
洗面具・パジャマをご持参下さい ※お隣でお弁当やおに
ぎりを販売しています。  

1日1組 1人から6人まで（和室8畳2部屋）  

http://www.ogata.or.jp/~a-mimura/ 
E-MAILt-mimura@ogata.or.jp  

住所 

電話＆ＦＡＸ 

料金 

定員 

URL 

ご案内  

湖底に人工的に造られた近代的な村です。環境に優しい農業に努めています。たくさん
の野鳥がおとずれます。住宅地は道路にそって歩道と松林があり、ゆっくりと散歩でき
ます。春には桜と菜の花が、まっすぐにのびた道路に咲きそろい、大変美しい風景で
す。当館近くに温泉施設があります。どうぞご利用ください。 

体験 

野菜栽培・稲作・・・1時間500円 せっけん作り・・・固形せっけん50個分2,300円・粉せっ
けん40kg 6,500円（4～5月休み） 初級英会話クラス・・・2時間500円（お茶を飲みなが
ら英会話を楽しみます。4～5月休み） パソコン講習・・・1時間500円（大変丁寧にやさしく教えます。4～5月・9～10月休み） 炭
焼き（一ヶ月に一回）・・・無料 

我が家だけのPRポイント  

ホテル（ホテル内の温泉500円）・潟の湯温泉（300円） 夏場用プール（無料）が歩いて5分以内にあります。 英会話が楽しめま
す。 せっけん（固形・粉）が作れます。炭焼きの体験ができます。 パソコン講習が受けられます。 自転車2台ありますので、い
つでもご自由にお使い下さい。  
大潟村の情報HP http://www.ogata.or.jp/  

交通  

【車】車が便利です。秋田自動車道
琴丘森岳ICから15分です。駐車場
有ります。 

【電車】 
（1）｢ホテル サン・ルーラル大潟｣に
食事等予約の場合、ホテルのバス
が秋田駅前から利用できます。【秋
田駅駅前発 10：15頃 16：15頃】※
｢ホテル サン・ルーラル大潟｣ 
TEL0185-45-3311 （予約制ですが、
利用できない場合もあります。） 
（2）八郎潟駅から中央交通のバス
が一日4回出ています。【有料】  
7：10 
13：55（土、日、祝日運休） 
17：10 
18：25（土、日、祝日運休） 

 

秋田県山本郡八峰町八森字下嘉治助台４－１  

0185-77-3038  
素泊まり 大人1人3,500円 （体験会員
価格2,100円） 小学生以下半額 

１泊２食 大人1人6,000円 （体験会員価格3,600円） 小
学生以下半額  
お風呂は一般家庭用のものです（車で4～5分程の所に、
漁り火温泉があります。ご希望の方には無料で送迎いた
します） 
入浴料：400円  

客室は定員2名 2室  

http://www.kankaisou.com/ 
MAIL：hinuma＠kankaisou.com  

住所 

電話＆ＦＡＸ 

営業時間 

定員 

URL 

ご案内 

秋田白神の緑豊かな自然や美しい景観、人情味溢れる日常生活など、都会にはな
いゆとりや安らぎを求めて、農村にゆっくりと滞在することを目的とした余暇活動を目
的にする新しい観光の考え方です。 
たとえば、地元で採れた農産物を食べたり、農作物の収穫や郷土料理を実際に作っ
てみたりなど農村に触れ合え、地域独自の自然が持っているすばらしさを実際に体
験できることを目指しています。 

体験 

◆農業体験…体験出来る野菜は全部で47種類！16枚の広い畑に様々な野菜が植
えられています。無農薬栽培に興味がある方はぜひお問い合わせ下さい。 
◆自然体験…ブナ林の散策 （別途ガイド料が必要）・清流「真瀬川」の散策、又は渓
流釣り（別途遊魚料が必要）・磯遊び、又は磯釣り（別途道具・餌代が必要）・里山で
の山菜取り（会員は無料）など 
◆味覚体験…そば打ち体験（一人1,000円）・きりたんぽ鍋作り（会員無料） 

我が家だけのPRポイント 

会員制度を設けております。 
◆日帰り体験会員  1回 2,000円（一人）…日帰りにて、無農薬栽培の農業体験が
出来ます。事前予約が必要・美味しい昼食付き。 
◆産直会員 30,000円/年…年7回無農薬栽培の野菜や、新鮮な魚介類を 始め、地
域の特産品などをお宅まで直送致します（きりたんぽ鍋やハタハタも含まれます）。  
◆体験会員 50,000円/年…上記直送サービス＋無料で農業体験が受講できる他、
民宿が4割引きでご利用になれます。安心して長期滞在も出来ます。 

 
 

 

 

横手市増田町熊渕字飯舘52-1  

0182-45-4863  

午前１１時～午後２時（予約も受付ます） 
午後５時～午後７時（予約制） 

１日３０食限定。  

年中無休 
   

住所 

電話＆ＦＡＸ 

営業時間 

定休日 

ご案内  

主なメニューは、十割手打ちそば、でん吉御膳(季節の旬の農林産物使用)、なめこ
そば(原木なめこ使用)、狸ぶっかけそば(特選) などです。 

我が家だけのPRポイント 

当店は、栗駒山麓からの地下水と自家製そばを製粉した｢そば粉100％｣を使用した
農家のそば屋です。 
 当地域は、中山間地域で、農地としては条件不利益地帯です。昭和20年以前は開
墾地では焼畑農業も一部で行われ、そばやかぶ等を栽培した地域でもあります。山
間部においては、いまだに石臼でそば粉や豆の粉等を挽いております。また、漫画
家・矢口高雄氏の生まれた地域であり、四季を通じ、野山には山菜、川には山女やイ
ワナ、カジカ等生息しており、自然に恵まれた地域でもあります。近くには小安峡や
須川高原、焼石岳もあり、夏場は観光客でにぎわいます。町部では、朝市(2、5、9の
付く日)や旧商業地主の内蔵｢くらしっくロード｣等も見学できます。  

 

 

 

仙北市西木町西明寺字梨子木台84-1  

0187-47-2148  
11:00～15:00  

毎週水曜日  

住所 

電話＆ＦＡＸ 

営業時間 

定休日 

ご案内 

田沢湖畔近くに農家のそば屋がオープンしました！ 
「中山間の荒れ地をどうにかしなければいけない！」という強い想いからそばを植え、
その後、平成14年から趣味でそば打ちを始めました。 
田沢湖畔にある「むらっこ物産館」に粉を供給していましたが、そばの耕作面積を増
やしたことや、食の安全性が求められる中で、農家が自ら生産し、製造しているそば
を安心してお客様に食べていただきたいと願い、今年の4月20日にこのそば屋を開
業。 
食事スペースは、皆さんにゆったりを過ごしていただけるように、そのままの農家の
居間を開放しました。オーナー手づくりのウッドデッキもあり外での食事も楽しめま
す。春には、山菜の天ぷらも味わえます。 
「105 そば組合」（7町歩）で生産したそばで、そば粉は6割挽きにこだわり、そばのう
まみを残したものを使用。 
年間を通してそば屋を開き、そばを食べていただきたいと考えています！ 

メニュー 

ざるそば  ６００円 
ぶっかけ  ７００円 
海老天ざる ８００円 
（大盛り各種 １００円増し） 

 

 
 

 

車で 

田沢湖畔「たつこ像」前より 車で7分 
※そば屋付近の、のぼり旗が目印。 

農家民宿・農家レストランの紹介（他にもたくさん！詳しくはＨＰへ）


