
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

店内には北欧のインテリア
や家具、ハンドメイド雑貨
が飾ってあり、ゆったりく
つろげるお店です。 
営業時間/10:00-17:00 
定休日:木曜日・第 2水曜 

佐勘 

ホテルクレセント ホテルきよ水 

緑水亭 

茶寮宗園 

ホテル華乃湯 
ホテル瑞鳳 

秋保グランドホテル 

ホテルニュー水戸屋 

岩沼屋 

ばんじ家 

旅館仙秋 

神ケ根温泉 

交番 

消防 小松商店 

kyou 
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市電展示 

佐藤屋旅館 

磊々峡 

覗橋 
新秋保橋 

湯の橋 

羽山橋 

覗橋♡ハート 

※奇岩が重なっている様から、その名前が 

つけられたとされる名勝です。覗橋から 

下流に全長約６５０ｍの遊歩道があります。 

恋人の聖地：覗橋♡ハートがあります。 

至：秋保大滝、林道二口線(山寺) 

至：愛子（国道４８号線） 

至：仙台市内（国道 286号線） 

（公財）仙台観光国際協会：西部観光振興課【2020.2】 注）掲載内容は予告なく変更される場合がございます。あしからずご了承ください。 

秋保温泉共同浴場 

飲食の他に秋保の工芸作家
の作品展示や販売を秋保手
しごと館で行っています。 
営業時間/平日 10:30-16:00 

土・日・祝 10:00-16:30 
定休日:1・2 月の水・木曜 

２４万㎡の自然景観を取り
入れた、池泉回遊式庭園で
す。足湯もあります。 
営業時間/10:00～16:30 
定休日:12月-2 月の第 3金
曜日,12/31,1/1 

麺は乾麺、出し汁は研究を
重ねた自家製のつゆを使用
しています。 
営業時間/11:00-15:30 
※土・日・祝は 16:30 迄 
定休日:臨時休業日あり 

テニスコートやアーチェリ
ーをはじめとするスポーツ
施設を備えた公園。 
営業時間/10:00-16:30 
定休日:第 2、4 火曜日
（8、10月除く）冬期休業 

長年愛され続けているお寿
司屋さん。ランチ限定「海
鮮丼皿」が人気です。 
営業時間/11:30-14:30 
         17:30-22:00 
定休日:木曜日 

自慢は「辛み大根のおろし
そば」このおろしそばに鴨
汁をプラスするお客様が多
いとのこと。 
営業時間/11:00～20:00 
定休日:水曜日 

一品料理が充実しているお
そば屋さん。会津から直送
の馬刺しも人気です。 
営業時間/11:30～14:30 
         17:30～21:30 
定休日:火曜日 
 

秋保温泉の名物と言えば
「秋保おはぎ」昔懐かしい
味が評判です。 
営業時間/9:00-19:30 
定休日:第 2.4水曜日 
※祝日は営業(8,12月変更有) 

自家製天然酵母を使用し手
ごねで作る新窯ピッツァが 
人気のお店です。 
営業時間/11:00-17:00 

（LO/16:00） 
定休日:水曜日 

手作りソーセージの工房で 
す。季節の食材を使用した 
ソーセージが人気です。 
 
営業時間/10:00-18:00 
定休日:水曜日 

古くから受け継がれている
伝統工芸の職人達が秋保に
９つの工房を構え活動して
います。見学もできます。 
営業時間、定休日は各工房
で異なります。 

秋保のそば粉「野尻長寿そ
ば」を使用した手打ち盛り
そば（数量限定）が人気で
す。 
営業時間/11:00-19:00 
定休日:木曜日 

秋保の新鮮な卵を使いケー
キと焼菓子を手作りしてい
る洋菓子店です。 
 
営業時間:9:30-19:00 
定休日：不定休 

古布で創る洋服や雑貨など 
を展示、販売しています。 
リメイクも承っております 
 
営業時間/10:00-16:00 
定休日:日曜日・月曜日 

雑穀焼菓子の専門店。国内
の安全な材料を使用してい
ます。 
営業時間/10:00-16:00 
定休日:火曜日～木曜日 

※祝日は営業 

作家の器で楽しめる自家焙
煎コーヒー。人気のガトー
ショコラもお薦めです。 
営業時間/9:30-17:30 

（LO/17:00） 
定休日:水曜日 

ぶどう畑に囲まれたワイナ
リー。ワインや軽食が楽し
めます。 
営業時間/9:30-17:00 

（LO/16:30） 
定休日:火曜日 

日本を代表する吹きガラス
の万華鏡作家の工房です。 
吹きガラスの体験もできま
す。（要予約） 
営業時間/10:00-17:00 
定休日:火曜日 

昔懐かしい昭和の味ナポリ
タンがお薦め。店内には旧
秋保電鉄の写真を展示。 
営業時間/11:00-15:00 
※土・日・祝は 17:00 迄 

定休日:水曜日 

自家製コッペパンと食事、
喫茶のお店です。テイクア
ウト用のサンドも好評です 
営業時間/10:00-15:00 
※土・日・祝は 16:00 迄 
定休日:木曜、第 2.4水曜 

信州戸隠産のそば粉を使用
した手打ちそばのお店。 
そばガレットも人気です。 
営業時間/11:00-17:00 

※11:00～15:30(冬期) 
定休日:火曜、第 1.3水曜 

築 160年の古民家を再生し
たカフェレストラン。地場
の野菜を使用したランチが
人気です。 
営業時間 11:00-17:00 
（LO ﾗﾝﾁ:15 時/ｶﾌｪ:16 時） 
定休日：火曜日 

見て、触って作れる体験型
ミュージアムです。常時
300点程展示しています。 
 
営業時間/9:30-17:00 
定休日:冬期臨時休館あり 

地域の農産物、特産品の販
売やメニューを提供してい
ます。飲食コーナーもあり
ます。 
営業時間/9:00-18:00 
定休日:無休 

市太郎の湯(日帰り温泉) 

秋保・里センター 

 秋保・里センター 
☎022-398-2323【観光案内】 

秋保観光の情報発信施設。年間
を通して各種イベント開催。 
営業時間/9:00～18:00 
☎観光案内/9:30～18:00 
定休日:年中無休 
 
Café HACHI が入っています 

注）散策マップはイラストマップの為、距離感や 

位置は実際と異なります。 

※各施設名の km表示は蘭亭からの距離（目安）です。 

泉明寺 

湯神社 

至：川崎町 

恋人の聖地 名勝 2,0㎞ 

1,5㎞ 

1,0㎞ 
0,3㎞ 

0,3㎞ 
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 ⑥柏鮨 

 ⑤秋保森林スポーツ公園 

 ⑦スズメお宿 

 ⑧筑波 

 ⑨さいち 

 ⑬マルタコ 

 ⑭ぶどうの樹 

 ⑱秋保ワイナリー 

 ⑲ガラス工房 元 

 ⑳鉄ちゃん 

 ㉒あずみの 

 ⑩Ｄottore 
 

 

 

⑯粉乃音 

⑮のんの

乃音 

⑪vienna29  ⑰GURU GURU 

 

 

㉑コッペ 

㉓アキウ舎 

 

 

⑫秋保工芸の里 

秋 保 街 道 

 ②木の家 

 ①Kukka  
秋保手しごと館 

①Kukka with Flower&Café 
☎022-398-9047【飲食店】 

 

 

②木の家（珈琲館） 
☎022-397-2714【飲食店】 

③天守閣自然公園 
☎022-398-2111【観光】 

  ⑲ガラス工房 元 
☎022-398-4123【観光】 

  

⑳軽食・珈琲 鉄ちゃん 
☎090-4316-7895【飲食店】 

㉑秋保パン食堂 コッペ 
☎022-304-9260【飲食店】 

㉒SOBAtoGALETTE あずみの 
☎022-398-6253【飲食店】 

 

 

  

 

 

 

   

 

 

   

   

秋保工芸の里（工房） 
❶玩愚庵こけし屋 ❷熊野洞 
❸我妻こけし ❹佐藤こけし屋 
❺ひらの工芸 ❻染織工房つる 
❼埋もれ木 ❽香木舎 
❾御独楽處廣井 

④そば処 市太郎 
☎022-398-2111【飲食店】 

⑤秋保森林スポーツ公園 
☎022-398-2345【観光】 

⑥柏鮨 秋保店 
☎022-398-2873【飲食店】 

⑦そば処 スズメのお宿 
☎022-397-3151【飲食店】 

⑧割烹 筑波 
☎022-398-2331【飲食店】 

⑨主婦の店 さいち 
☎022-398-2101【お店】 

⑫秋保工芸の里 
☎022-398-2673【観光】 

⑩Ｄottore(ﾄﾞｯﾄｰﾚ) 
☎022-797-5681【飲食店】 

⑪vienna29(ｳﾞｨｴﾝﾅ) 
☎050-1037-0650【お店】 

⑬お食事処 マルタコ 
☎022-397-1491【飲食店】 

⑭ぶどうの樹 
☎022-398-2157【お店】 

⑱秋保ワイナリー 
☎022-226-7475【お店】 

⑰うつわ CAFÉ GURU GURU 
☎022-796-9348【飲食店】 

⑮古布 のんの 
☎022-797-1589【お店】 

⑯雑穀焼菓子 粉乃音 
☎022-396-9167【お店】 

㉓アキウ舎 
☎022-724-7767【飲食店】 

㉔仙台万華鏡美術館 
☎022-304-8080【観光】 

㉕秋保ｳﾞｨﾚｯｼﾞアグリエの森 
☎022-302-6081【お店】 

６２ 
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④そば処市太郎 

③天守閣自然公園 

㉕アグリエの森 

㉔仙台万華鏡美術館 

0,5㎞ 

奥州秋保温泉蘭亭 
現在地 

こけしの絵付け体験など 

体験ができる工房もあり 

ます。 

羽山橋付近は 
秋保地区の 
桜の名所 

名取の御湯碑 

わたしの「したい」がきっとみつかる‼ 

体験プログラム専用 WEBサイト 
豊かな自然や街歩き、アクティビティ 
歴史・文化、食などの体験が満載の 

【情報ＷＥＢサイト】 

https://sendai-experience.com/ja/ 


