
認定番号 地域名 カード設置場所 〒 住　　所 電話番号 配布時間 休業日 備　　　考

① 小割沢 山田商店夏井店 018-5141 鹿角市八幡平字夏井73-3 0186-34-2320 6:00～19:30 不定休 簡易郵便局併設

② 茂内屋敷 ゆきさわ産直センター 017-0021 大館市雪沢楢木岱76 0186-50-2032 9:00～17:30 月曜日

③ 阿仁小様 ふれあいショップ　ひまわり 018-4613 北秋田市阿仁銀山下新町119-16 090-5840-1906 9:00～16:00 木曜日・日曜日

④ 阿仁戸鳥内 精まい家 018-4733 北秋田市阿仁戸鳥内字家ノ前6 0186-84-2832 8:00～16:00 不定休

⑤ 横倉 白神山地　森のえき 018-3201 山本郡藤里町藤琴字里栗38-2 0185-79-2518
9:00～17:00

※12月～2月は
9:30～16:30

年末年始

⑥ 安全寺 なまはげ直売所 010-0685 男鹿市北浦真山白根坂台150-1 0185-33-4188 9:00～16:00 なし

⑦ 横岡 湯の台温泉　鶴泉荘 018-0151 にかほ市象潟町横岡字目貫谷地1 0184-44-2145 10:00～19:00 なし

⑧ 余目
ｅ－かげんな父ちゃん母ちゃんの店
（余目いきいき産直）

014-0073 大仙市内小友字下余り目26-1 090-4040-8934 11:00～13:30 平日 ５月から営業

⑨ 塚須沢 嵐田酒店 013-0552 横手市大森町上溝松原59-1 0182-26-2159 5:00～19:00 不定休

⑩ 三又 三ツ矢商店 019-1105 横手市山内南郷赤渕15 0182-53-5802 5:30～20:00 不定休

手打ちそば三平 019-0705 横手市増田町狙半内上ヱノ山98-1 0182-45-9002 11:00～14:00 火曜日
冬期間（12月～３月）は土曜日、日曜日、
祝日のみ営業（冬季連絡先：0182-45-
9816)

狙半内地区交流センター 019-0705 横手市増田町狙半内字七曲下101 0182-45-9020 8:30～16:30 月曜日、年末年始

⑫ 土沢 土沢神社 012-0055 湯沢市山田北土沢73 0183-73-6441 終日 なし 冬期間（12月～３月）は観覧受け付けなし

⑬ 中ノ台 そば処かえで庵 012-0183 湯沢市皆瀬字下タ野34-1 0183-58-5700 11:00～16:00 月曜日
月曜が祝日の場合は翌日休み
冬期はTELにて確認

⑭ 岩井川 夢・なるせ直売所 019-0802 雄勝郡東成瀬村岩井川字下村91-1 0182-47-2220 8:00～16:30 月～木曜日

⑮ 別所 陽気な母さんの店 018-5603 大館市曲田字家ノ後97-1 0186-52-3800 9:00～17:00 なし（期間中） 1/1～1/3、1～2月は火曜定休

⑯ 八木沢 八木沢公民館 018-4401 北秋田郡上小阿仁村沖田面字西山下3-7 0186-77-3788 9:00～17:00 不定休 9/30までは毎日受入可能

⑰ 中台 しらかみカフェ 018-2501 山本郡八峰町峰浜水沢字家の下谷地38-4 0185-76-3715 11:00～16:00 火曜日 農作業のため臨時休業あり

⑱ 谷地田 みせっこあさみない 018-1851 南秋田郡五城目町内川浅見内字後田86-1 018-854-2211 10:00～16:00 土曜日・日曜日・祝日 ＧＷ、盆休み、冬期間の土曜日の営業は未定

⑲ 黒土 R285ショップハラキュウ 018-1854 南秋田郡五城目町内川黒土字下河原37 018-854-2538 7:00～20:00 毎月18日

⑳ 帝釈寺 馬場目ふれあいセンター 018-1713 南秋田郡五城目町馬場目字蓬内台117-1 018-853-2121 8:30～17:00 月曜日

㉑ 須郷
東由利ショッピングプラザ　ぷれっそ
（東由利道の駅）

015-0211 由利本荘市東由利老方字畑田38-1 0184-69-3266 9:00～19:00 不定休

㉒ 七滝 藤原商店 019-1403 仙北郡美郷町六郷東根字下荒川42 0187-84-3089 6:30～19:00 不定休

㉓ 落合 田代農村総合センター 012-1241 雄勝郡羽後町田代字天王141 0183-67-2001 8:30～17:15 土・日曜日・祝日

㉔ 手倉 酒のすがわら 019-0803 雄勝郡東成瀬村椿川字菅沼瀬32 0182-47-2190 6:00～19:30 なし

㉕ 水沢 青沢商店 018-5141 鹿角市八幡平字平584-1 0186-31-2121 6:30～19:00 不定休 8/21のみ休み

㉖ 大地 北栄エージェンシー 017-0205 鹿角郡小坂町大地字上村19-2 0186-29-5683 9:00～17:00 祝日

㉗ 萱ヶ沢 Ａコープ大正寺店 010-1341 秋田市雄和新波字本屋敷1-1 018-887-2236 9:30～19:00 なし

㉘ 長坂 伊藤肇商店 018-0853 由利本荘市長坂字上長坂144-1 0184-66-2421 7:00～19:00 不定休

㉙ 滝 東海林商店 018-0904 由利本荘市岩野目沢字上長瀬野119 0184-67-2218 6:00～19:00 不定休 沖縄カフェは予約制

㉚ 釜坂 桜橋商店 019-1948 大仙市南外字外上釜坂81 0187-74-3165 6:30～19:30 なし

㉛ 白岩 ENEOS 白岩SS／木元商店 014-0302 仙北市角館町白岩前郷111 0187-54-3083 8:00～18:00
日曜日
1/1～1/2

㉜ 中飯沢 鈴木家住宅 012-1136 雄勝郡羽後町飯沢字先達沢52 0183-68-2913 9:00～17:00 不定休 見学する際は要事前連絡

※設置施設毎に休日が異なります。また、各施設の事情により予定休日を変更することもありますので、ご出発前に各施設に電話確認するなどの対応をお願いします。

⑪ 狙半内



認定番号 地域名 カード設置場所 〒 住　　所 電話番号 配布時間 休業日 備　　　考

㉝ 大里 齊藤酒店 018-5141 鹿角市八幡平字小山61-9 0186-32-2026 7:00～21:00 なし

㉞ 大葛 大葛温泉町民浴場 018-5851 大館市比内町大葛字牛ケ岱30-2 0186-57-2206 6:00～20:00 なし

㉟ 坂之下 矢島町農林水産物直売施設　やさい王国 015-0411 由利本荘市矢島町城内字築舘451 0184-55-2560
9:00～17:00
※冬期は16:30

閉店
なし

㊱ 小沼 鈴木酒店 014-0712 大仙市豊岡字東八日市84-3 0187-57-2746 7:00～19:00 なし

㊲ 大沢 大沢公民館 013-0218 横手市雄物川町大沢字大沢182 0182-22-2082 9:00～17:00 土曜日・日曜日・祝日

㊳ 前山 くまがい卵油研究所 018-3342 北秋田市前山堤岱61-2 090-3129-6711 9:00～17:00 不定休

㊴ 檜山 能代市 檜山地域センター 檜山崇徳館 016-0151 能代市檜山字霧山下104 0185-58-3101 8:30～17:15 なし

㊵ 宮ノ目 山本郡三種町下岩川土地改良区 018-2302 山本郡三種町下岩川長面谷地38-1 0185-84-2003 8:30～17:15 土曜日・日曜日・祝日

㊶ 金山 三浦酒店 018-1503 潟上市飯田川和田妹川字柳田15-1 018-877-2408 6:30～20:00 なし

㊷ 中村 馬場目ふれあいセンター 018-1713 南秋田郡五城目町馬場目字蓬内台117-1 018-853-2121 8:30～17:00 月曜日

㊸ 綱木沢 井川町老人福祉センター ゆうゆう 018-1526 南秋田郡井川町寺沢綱木沢145-1 018-874-4161
9:00～20:00
※12月～3月は
19:00まで

水曜日

石綿商店 015-0241 由利本荘市東由利宿字大琴62-2 0184-69-3234 6:00～20:00 なし

畑愛商店　 015-0241 由利本荘市東由利宿字上川原49-5 0184-69-3228 6:00～20:00 なし

㊺ 関 にかほ市役所 都市農村交流センター 018-0136 にかほ市象潟町大砂川字下橋20-6 0184-46-2865 9:00～18:00 水曜日

㊻ 椒沢 大沢郷地区公民館 019-2202 大仙市大沢郷宿字横山59-2 0187-78-1100 9:00～17:00 土曜日・日曜日・祝日

㊼ 京政 川連漆器伝統工芸館 012-0105 湯沢市川連町大舘中野142-1 0183-42-2410 9:00～17:00 木曜日

㊽ 板戸

㊾ 貝沼

㊿ 上羽立 森のテラス 018-4516 北秋田市桂瀬字楢岱22 0186-67-6295 8:00～17:00 月曜日
イベント（蛍の観賞会及びダリアの花観賞
会）会期中は、基本的に休業なし。

51 上田沢 石井商店 014-1204 仙北市田沢湖田沢字田沢々口126-1 0187-42-2051 8:00～17:00 不定休

潟上市郷土文化保存伝習館
（石川翁資料館）

018-1416 潟上市昭和豊川山田家の上64 018-877-6919
9:00～16:30
※11月～3月は
16:00まで

月曜日
12/29～1/3
国民の祝日の翌日

月曜日が祝日と重なった場合は翌日が休館日

潟上市市民センター昭和館 018-1401 潟上市昭和大久保堤の上1-3 018-855-5130 9:00～21:30
毎月第2月曜
12/29～1/3

道の駅しょうわ 018-1415 潟上市昭和豊川竜毛字山ノ下1-1 018-855-5041 9:00～18:00 12/31～1/2

㊹ 東由利宿

みなせミートセンター 012-0183 湯沢市皆瀬沢梨台61-4 0183-46-2797 9:00～17:00 日曜日

52 草木谷


