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№ 施設名 種別 紹介文 サービス内容 通常料⾦ 割引料⾦ 営業時間 休業日 営業期間 電話番号 FAX URL メールアドレス 郵便番号 住所 備考

1 史跡　尾去沢鉱山 観光 約1,300年の鉱山の歴史と採掘跡を間近に⾒学できる我が
国最大の銅鉱山史跡。 観覧料２割引 4⽉〜10⽉　9:00〜17:00

11⽉〜3⽉　9:00〜15:30
年中無休(冬期⼀部休業
あり) 通年 0186-22-0123 0186-23-3217 http://www.osarizaw

a.jp/

ml-o-
kouzan@mmc.c
o.jp

018-5202 ⿅角市尾去沢字獅⼦沢13-5

2 ⿅角観光ふるさと館
あんとらあ 観光

⿅角市の観光拠点施設。花輪ばやしの展⽰をはじめ、⿅角の
味・技を広く紹介しています。道の駅の定番ソフトクリームも充
実しています。

祭り展⽰館⼊館料無料 4⽉~11⽉　9:00~18:00
12⽉~3⽉　9:00~17:00 年中無休 通年 0186-22-0555 0186-22-0222 http://www.ink.or.jp/

~antler/ antler@ink.or.jp 018-5201 ⿅角市花輪字新⽥町11-4 ご利⽤の⽅は事務所受付までお願いします。

3 道の駅おおゆ 観光

開湯800年の歴史を誇る大湯温泉郷に構える本市２つ目の
道の駅。”癒しと健康のえんがわ空間”をテーマとしており、希少
性の⾼い地元の⾚⾝⾁「かづの⽜」の⾁カフェと、源泉かけ流し
の足湯、広々とした空間と眺めに心も体も癒されます。

大湯えんがわカフェ
「秋⽥県産生乳100％使⽤
ミルクソフトクリーム」100円引

ショップ　9:00~18:00
カフェ　11:00~16:00
(テイクアウト9:00〜18:00)

年中無休 通年 0186-22-4184 0186-22-4185 https://yunoeki-
oyu.jp/

ooyu-
engawa@ml.nor
it.jp

018-5421 ⿅角市⼗和⽥大湯字中⾕地19

4 大湯ストーンサークル館 観光

約4,000年前の縄文後期に作られたといわれる大湯環状列
石の遺跡から発掘された品々を展⽰しています。また関連図
書、情報コーナー、土器やペンダントづくりを体験できる縄文工
房も。

⼊館料30％割引 大人　300円
小人　100円

大人　210円
小人　　70円

4⽉〜10⽉　9:00〜18:00
11⽉〜3⽉　9:00〜16:00

年末年始、
11⽉〜3⽉の毎週⽉曜
日※祝日の場合は翌日

通年 0186-37-3822 0186-30-4303
http://www.city.kazu
no.akita.jp/shakyoshi
setsu/4583.html

oyusccenter@cit
y.kazuno.lg.jp 018-5421 ⿅角市⼗和⽥大湯字万座45

5 中滝ふるさと学舎 観光
平成20年に廃校になった中滝小学校。当時の雰囲気をそのま
まに体験と交流の拠点施設として生まれ変わりました。森の中
の小学校で思い思いにゆったりお過ごしください。

お食事時コーヒー⼀杯サービ
ス

4⽉~11⽉　9:00~16:00
12⽉~3⽉10:00~16:00

⽉曜日
※祝日の場合は翌日 通年 0186-30-4021 0186-25-8068 http://nakataki.kazun

o-furusato.jp/

kazuno-
furusato@ink.or.
jp

018-5334 ⿅角市⼗和⽥大湯字⽩沢45-1

6 ⿅角市先人顕彰館 観光
世界的な東洋史学者といわれる「内藤湖南」、⼗和⽥湖開発
に尽⼒した「和井内貞⾏」、両⽒をメインに「かづの」にゆかりの
深い先人に関する資料を収集保存しています。

⼊館料割引 220円 100円 9:00〜17:00 ⽉曜、祝日、⽉末、年末
年始 通年 0186-35-5250 0186-35-5250 senjin@ink.or.jp 018-5334 ⿅角市⼗和⽥⽑⾺内字柏崎3の

2 受付でパスポートをご提⽰ください。

7 旧関善酒店
（国登録有形文化財） 観光

造り酒屋特有の大空間を支える豪壮な木組みと、昔懐かしい
「こもせ」を持つ、秋⽥県を代表する明治期の伝統的商家の建
物です。

⾒学料20%割引 個人　500円 個人　400円 10:00~17:00 木曜日※花輪朝市(3と8
のつく日)は営業 通年 0186-23-7799 0186-23-7799 sekizen-

npo@ink.or.jp 018-5201 ⿅角市花輪字上花輪85

8 明治の芝居小屋　康楽館
(国重要文化財) 観光 明治43年小坂鉱山の厚生施設として誕生。およそ1世紀の歴

史が醸し出す雰囲気をご体感ください。
常打芝居・施設⾒学料
10%割引 9:00~17:00 年末年始　12/29〜1/3 通年 0186-29-3732 0186-29-3219 http://kosaka-

mco.com

kourakukan-
j1@kosaka-
mco.co

017-0202 ⿅角郡小坂町小坂鉱山字松ノ下
2

9 小坂町総合博物館郷土館 観光 小坂鉱山の歴史や文化を中心に資料を展⽰した総合博物館
です。 常設展の観覧料無料 9:00〜17:00 ⽉曜日(祝日の場合は翌

日)
3⽉11日〜
12⽉19日 0186-29-4726 0186-29-2207 http://www.town.kos

aka.akita.jp/

kyodokan1982@
town.kosaka.akit
a.jp

017-0201 ⿅角郡小坂町小坂字中前⽥48-
1

10 秋⽥八幡平スキー場 観光

標⾼1000メートルを超え、八幡平の壮大な雪景色を楽しみな
がら滑るパウダースノーは壮快の⼀⾔に尽きる。毎年ゴールデン
ウィーク頃まで滑ることができ、春スキーにはうってつけのスキー
場。

リフト1日券20％割引 9:00〜16:00 1⽉中旬〜3⽉中旬の平
日

12⽉下旬
〜5⽉上旬 0186-31-2020 0186-31-2258 http://www.akihachi.j

p ski@akihachi.jp 018-5421 ⿅角市八幡平熊沢外8国有林

11 水晶山スキー場 観光
杉木⽴に囲まれ、緩斜⾯と中斜⾯が大半を占め、ファミリー、ビ
ギナー、ボーダーまで幅広い層が利⽤する。⿅角では唯⼀、⾦・
土曜日にナイター営業を⾏っているのも特徴。

1日券500円引き 9:00〜16:00 営業期間中の水曜日 12⽉下旬
〜3⽉上旬 0186-23-2424

http://www.ink.or.jp/
~mineland/ski/newpa
ge3.htm/

mlo1＠ink.or.ip 018-5202 ⿅角市尾去沢字尾去沢山国有
林

12 感動︕⿅角パークホテル 観光
⿅角の恵みに心から感謝しながら、地産地消・地域連携で全
てのお客様と地域の⽅々に期待・想像を超える「感動」をお届
けするレストラン&ホテル。

レストランにてケーキセット半
額

朝食7:00〜9:00　昼食11:30〜14:00
カフェ14:30〜16:00
⼣食18:00〜22:00

年中無休 通年 0186-22-1189 https://www.k-
kp.co.jp info@k-kp.co.jp 018-5201 ⿅角市花輪字堰向30-1 カフェタイム(14:30〜16:00)のみ

13 八幡平後生掛温泉 温泉
〜⾺で来て足駄で帰る後生掛〜
5棟の保養館からなる湯治村には四季を通じて自然の地熱と
湯けむりに包まれ温泉療養(湯治)には最適。

日帰り⼊浴料割引 8:00〜15:00(⼊浴)
※急なメンテナンス有

10⽉20日以降の営業に
ついては要問合せ 通年 0186-31-2221 0186-31-2223 http://www.goshoug

ake.com 018-5141 ⿅角市八幡平字熊沢国有林 フロントでパスボート提⽰
※直接予約の⽅に限ります。

14 四季彩り秋⽥づくし
湯瀬ホテル 温泉 天然温泉かけ流しの湯。美人の湯と渓⾕の宿でのんびりゆっくり

思い出作りを。湯瀬渓⾕散策も。 日帰り⼊浴料割引 15:00〜19:00(⼊浴) 年中無休 通年 0186-33-2311 0186-33-2118 http://yuzehotel.jp/ yoyaku@yuzeho
tel.jp 018-5141 ⿅角市八幡平字湯瀬湯端43

15 秘湯の湯 ふけの湯 温泉 標⾼1,100メートル、秋⽥県深奥に⽴ち八幡平最古(宝永年
間開湯)の歴史を誇る名湯として知られています。 日帰り⼊浴料⾦割引 10:00~15:00(⼊浴) 不定休 通年 0186-31-2131 0186-31-2002 http://www.fukenoyu

.jp/
fukenoyu@ink.o
r.jp 018-5141 ⿅角市八幡平熊沢国有林

16 大湯温泉 ホテル⿅角 温泉
⼗和⽥湖の南⽞関⼝、大湯温泉は開湯約800年の歴史があ
り、古くからその豊かな効能で保養、湯治場として知られていま
す。

日帰り⼊浴料⾦割引 チェックイン　　15:00
チェックアウト　10:00 年中無休 通年 0186-30-4111 0186-37-4000 http://www.h-

kazuno.co.jp
hk-yoyaku@h-
kazuno.co.jp 018-5421 ⿅角市⼗和⽥大湯字中⾕地5-1

17 御宿　花彩 温泉
緑豊かな自然に囲まれた癒しのひと時を提供。日常の喧騒から
離れ、心⾝ともにゆったりとリラックスできます。季節によって異な
る美酒・地酒を味わうダイニングもあり。

①日帰り⼊浴料100円引
②宿泊時⼣食にてソフトドリ
ンク⼀杯サービス

チェックイン　　15:00
チェックアウト　10:00 不定休 通年 0186-22-3374 0186-22-3378 https://www.oyado-

kasai.jp/
info@oyado-
kasai.jp 018-5421 ⿅角市⼗和⽥大湯字川原の湯

29-1

18 八幡平⾼原ホテル 温泉
八幡平アスピーテライン沿い、八幡平国⽴公園の代表的景勝
地大沼に近いブナの林の中にあるホテル。「故郷づくり」と「健康
づくり」を運営テーマに掲げている、アットホームなくつろぎの場。

日帰り⼊浴料割引 10:00~16:00(⼊浴) 1/11〜3/31まで冬季休
業

4⽉1日〜
1⽉10日 0186-31-2011 0186-31-2647 http://hachimantai-

kougen.net/

hachimantai_ko
ugen@r8.dion.n
e.jp

018-5421 ⿅角市八幡平字熊沢国有林 受付でパスポートを提⽰してください。

19 八幡平ふれあいやすらぎ温
泉センター　ゆらら 温泉

日帰り⼊浴が楽しめる浴場は、寝湯、打たせ湯、気泡湯、サウ
ナ、露天風呂等と多彩。お湯は肌への刺激が少ない、無色透
明、無味無臭で体にやさしいのが特徴。

⼊浴料割引 10:00〜18:00 ⽉曜日
※祝日の場合は翌日

4⽉4日〜
10⽉31日 0186-31-2288 0186-25-8085 http://www.akihachi.j

p/yurara/
yurara@akihachi
.jp 018-5421 ⿅角市八幡平熊沢外8国有林

20 宿　花海館 宿泊 檜岩風呂、大岩風呂、家族風呂、全てのお風呂で加温・加
水⼀切なしの天然温泉をお楽しみいただけます。

①宿泊料5%割引
②宿泊時マスコット型こけしプ
レゼント

チェックイン　　15:30
チェックアウト　10:00 年中無休 通年 0186-37-3221 0186-37-2001 http://www.hanami-

kan.com/
hanasendaiya@c
ircus.ocn.ne.jp 018-5421 ⿅角市⼗和⽥大湯字上ノ湯34-

1

現⾦払いの場合に限ります。
パスポートをお持ちの⽅は事前にご連絡くださ
い。

21 ホテル茅茹荘 宿泊 JR⿅角花輪駅から徒歩1分。全室無線LAN対応 24時間⼊
浴OKです。

きりたんぽ膳・比内地鶏膳プ
ランでのご宿泊で⼣食時、地
酒銚⼦1本サービス

チェックイン　　15:00
チェックアウト　10:00 年中無休 通年 0186-23-3126 0186-22-1044 http://www.boujosou

.co.jp
boujosouyoyaku
@ink.or.jp 018-5201 ⿅角市花輪字下中島112

22 ホテルガーデンかわむら 宿泊 ⿅角市の中心市街地にありながら、閑静な環境に包まれてい
ます。ビジネスはもちろん、観光にも非常に便利です。 宿泊料⾦10%割引 チェックイン　　15:00

チェックアウト　10:00
年末年始(12/31〜
1/3) 通年 0186-22-2600 0186-22-1120 http://www.garden-

kawamura.co.jp/
garden@hyper.o
cn.ne.jp 018-5201 ⿅角市花輪字下花輪24 直接予約の⽅に限ります。


