
●入浴券1枚につき1名様が入浴できます。
●ご利用の際は、フロントへ「入浴券」をお渡しください。
●施設によっては、定休日や浴槽の清掃、混雑時など
ご利用できない時間帯もありますので、事前にご
確認ください。
●ご利用できる施設は、観光ガイドブックの16ペー
ジ・17ページ記載の施設でマークがついている施
設となります。

●お食事券は、東根市観光物産協会加盟のおすすめの
お店で800円の金券としてご利用いただけます。
●メニューとの差額が生じた場合については、現地
払いとなりますので予めお食事券記載内容をご確
認ください。
●ご利用できる施設は、観光ガイドブックの18ペー
ジ～23ページ記載の施設でマークがついている施
設となります。

泉屋旅館
いずみやりょかん

神町駅の目の前にあるなんといっても気楽
でアットホームな旅館です。短期はもちろん
長期滞在のお客様も大歓迎です。
0237-47-0055

客室総数／12　収容人数／30
1泊朝食付／4,800円（税込）～

03

0237-43-0026
客室総数／96　無料駐車場／45
1泊朝食付／5,800円（税込）～

ベストウェスタン 山形エアポート
べすとうぇすたん やまがたえあぽーと

さくらんぼ東根駅（東口）より徒歩約3分でビ
ジネスにもレジャーの拠点にも好立地です。
朝食＆VODルームシアター無料サービス。

02

0237-51-9000
客室総数／104　無料駐車場／80
1泊朝食付／6,000円（税込）～

スーパーホテル山形 さくらんぼ東根駅前
すーぱーほてるやまがた さくらんぼひがしねえきまえ

さくらんぼ東根駅より徒歩3分、山形空港か
ら車で約10分。男女別天然温泉「桜桃の湯」、
無料健康朝食をお楽しみ下さい。

01
さくらんぼ東根駅前ビジネスホテル

さくらんぼ東根駅前ビジネスホテル

神町駅前宿泊施設

取扱所／（一社）東根市観光物産協会
TEL 0237-41-1200  FAX 0237-41-1550

ひがしねおすすめのお店お食事券 ＆
さくらんぼ東根温泉入浴券セット

￥1,100（消費税込）
●お食事券は、当協会加盟のおすすめ店舗で800円
の金券としてご利用いただけます。メニューとの
差額が生じた場合については、現地払いとなりま
すので予めお食事券記載内容をご確認ください。
●温泉入浴券は、通常よりも割安でさくらんぼ東根
温泉旅館及び公衆浴場でご利用いただけます。

ビジネスホテル紹介
※但し、使用できる場所が限られている場合があります。

＝ホームページ ＝Wi-Fi

I n f o rm a t i o n .
讃岐うどん 一八

0237-48-6828
営／11：00～15：00
休／毎週水曜日
席／32席
 ◉おすすめメニュー
天ぷらぶっかけうどん・肉ぶっかけうどん
冷かけうどん

中華食道 心風亭

0237-43-6336
営／11:00～20:00（14:30～17:00準備中）
休／毎週水曜日
席／56席

さぬきうどん いちや ちゅうかしょくどう しんぷうてい

割烹 多茂登

0237-43-2580
営／11：00～14：00　17：00～22：00
休／不定休
席／宴会場2部屋・個室部屋
　　3部屋・カウンター7席

やきとり いわた家

0237-42-4646
営／17：30～24：00
休／不定休
席／20席

HP HP

かっぽう たもと やきとり いわたや

おすすめのお店
ひがしね お食事券を

利用できる店舗です
東根産フルーツを使った
美味しいスイーツを販売しています

 ◉おすすめメニュー
支那そば・ソースカツ丼セット・ショリショリ豆

 ◉おすすめメニュー
会席料理・松花堂弁当・鰻重 ほか

 ◉おすすめメニュー
焼とり

HP ＝ホームページ

＝さくらんぼ東根温泉エリア

※料金は2022年4月現在のものです。

＝東根の大ケヤキエリア

＝河北町花ノ木工業団地エリア ＝神町エリア ＝市内MAP

＝さくらんぼ東根駅エリア

＝facebook ＝Instagram

お食事券

お食事券 お食事券

0101 0202 0303 0404
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山下食堂

0237-42-0027
営／11：00～14：30　17：00～23：00
休／木曜日
席／40席

居食ダイニング 楽や

0237-42-1706
営／17：30～23：00（L.O.22：30）
休／水曜日・その他（宴会対応）
席／50席

やましたしょくどう いしょくだいにんぐ らくや

酒想空間 和らじ

0237-43-4343
営／17：30～24：00
休／不定木曜日（予約対応）
席／50席

HP

HP

しゅそうくうかん わらじ

東華樓

そば処 大けやき

とうかろう

そばどころ おおけやき

たまごダイニング TRIANGLE とんかつ 山道
たまごだいにんぐ とらいあんぐる とんかつ やまみち

 ◉おすすめメニュー
天ざる・手打ち田舎もり・中華そば

 ◉おすすめメニュー
プリプリエビマヨ・メガナポリタン・ホルモンもやし鉄板焼

 ◉おすすめメニュー
新鮮日替刺身・海鮮桶ちらし（ランチ）・山形牛タタキ

0237-42-0132
営／11：00～14：00
休／月曜日（祝日は翌日） 臨時休有
席／35席

0237-43-7945
営／11：00～18：00
休／不定休
席／50席

0237-38-9052
営／11：00～15：00
休／水曜日（不定休あり）
席／30席

0237-42-0839
営／11：00～14：00　16：30～21：00
休／毎週月曜日（祝日等は翌日）
席／50席

 ◉おすすめメニュー
ヤキソバ・ワンタンメン・手作り餃子

 ◉おすすめメニュー
つめたい肉そば（半ゲソ付き）

 ◉おすすめメニュー
オムライス・パスタ

 ◉おすすめメニュー
山道かつ・かつ重・メガメニュー

料理仕出地酒 青野
りょうりしだしじざけ あおの

0237-42-0316
営／11：00～22：00（要予約）
休／不定休
席／60席　全室個室対応

 ◉おすすめメニュー
女性に大人気 彩り弁当・旬の会席料理・朝日鷹販売店

杜のCAFE

0237-48-7211
営／10：00～15：00（L.O.15:00）
　　ランチ11：00～14：00
休／火曜日（祝日の場合は翌日）・年末年始
席／20席（店内12席・テラス8席）
 ◉おすすめメニュー
鶏のピリ辛朝鮮焼き
そば粉のガレット・麩レンチトースト

HAPPY JACK DINER

090-9425-5787
営／11：30～15：00（L.O.14:30）
　　17：00～21：00（L.O.20:30）
休／火曜日・その他　席／14席

もりのかふぇ はっぴーじゃっくだいなー

ぬもりカフェ

0237-42-0173
営／10：00～16：00
休／冬期間（12月1日～2月中旬）休業
席／20席

炭火処 焼肉日和

0237-42-6435
営／17：00～22：00
休／水曜日（祝日は営業）
席／50席

HPHP HP

ぬもりかふぇ すみびどころ やきにくびより

 ◉おすすめメニュー
ハッピージャックバーガー・アボカドチーズバーガー
メキシカンチリチーズバーガー

 ◉おすすめメニュー
甘酒・りんご酢ドリンク・有機栽培コーヒー

 ◉おすすめメニュー
炭火焼肉・山形牛カルビ

ラーメン 多津味

0237-43-6535
営／11：00～14：30
　　17：00～20：30（L.O.20:00）
休／水曜日
席／40席
 ◉おすすめメニュー
ニラ玉ラーメン・つけ麺・イタリアンラーメン

佐藤錦

0237-42-0072
営／9：00～19：00
休／無休
席／20席

らーめん たつみ さとうにしき

郷土料理 梅ヶ枝清水

0237-42-0589
営／10：30～16：00（L.O.14:00）
休／第1・2・3水曜日
席／30席（駐車場あり）

そば処 本丸東

0237-53-6238
営／11：00～15：00
休／火曜日
席／25席

HP HP

きょうどりょうり めがすず そばどころ ほんまるひがし

 ◉おすすめメニュー
山形牛入りいも煮とおにぎりランチ
山形牛のメンチカツ・スパイシーカレー

 ◉おすすめメニュー
お姫様膳

 ◉おすすめメニュー
なす天おろしぶっかけそば・げそ天板そば

お食事券 お食事券 お食事券

お食事券 お食事券

お食事券 お食事券

0505 0606 0707 0808

0909 1010 1111 1212

1717 1818 1919 2020

1313 1414 1515 1616
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HP

文四郎麩 六田麩懐石料理処 清居

0237-42-0117
営／①11：30～ ②13：00～ ③14：30～
休／第1・3・5月曜日
　　（祝日は翌日）
席／50席

肉そば 舞鶴

0237-53-6609
営／平日11：00～16：00（売り切れ次第終了）
休／水曜日（祝日の場合翌日）
席／34席

ぶんしろうふ ろくたふかいせきりょうりどころ せいご にくそば まいづる

佐藤屋 やきとり茂八

0237-41-2408

営／17：00～24：00（L.O.23：00）
休／不定休
席／50席

HP

さとうや やきとりもはち

寿司とレストラン 大黒

中華レストラン 玉家

すしとれすとらん だいこく

ちゅうかれすとらん たまや

元祖手打 伊勢そば屋 ビックラーメン
がんそてうち いせそばや びっくらーめん

 ◉おすすめメニュー
六田麩懐石料理（3,300円税込）※要予約

 ◉おすすめメニュー
舞鶴セットパートⅡ（平日数量限定）
なっがい板そば（1ｍの板そばに天ぷら付）

 ◉おすすめメニュー
煮込・茂八丼・こだわりの焼き鳥

「東根市やきとり茂八で検索！」
0237-42-0446

営／11：00～13：30　17：00～19：30
休／月曜日
席／40席

0237-43-4851
営／11：00～14：30　17：00～20：00
　　水曜日 11：00～13：00
休／不定休　席／30席・宴会40席

0237-42-3047
営／月～金 11：00～15：00
　　　　 17：00～19：00
　　土・日・祝 11：00～14：00
休／不定休　席／50席

0237-42-4922
営／11：30～20：00
休／木曜日
席／32席

 ◉おすすめメニュー
ミニちらしセット・五目ラーメンセット・ランチ鮨

 ◉おすすめメニュー
ホイコーローセット・
マーボーラーメン・レバニラセット

 ◉おすすめメニュー
もり天・板そば・冷とりそば

 ◉おすすめメニュー
赤みそ・白みそ・黒みそ

肉そば処 いち福
にくそばどころ いちふく

0237-48-9122
営／6：00～9：00　11:00～15:00
休／木曜日
席／40席

 ◉おすすめメニュー
肉そば・肉中華・げそ天もりそば

ブログあります

HP

ゆたかや

0237-42-5430
営／13：00～21：00
注文をお受けしてから焼き上げますので、電話での注文が便利です。
休／月曜日　席／15席
 ◉おすすめメニュー
店内限定　たこパセット・ねぎマヨポン酢
お持ち帰りはソースマヨのみ

麺屋 大志

0237-43-7760
営／11：00～15：00　なくなり次第終了
休／日曜日・第1・3月曜日
席／37席

ゆたかや めんや たいし

伊藤商店 山形東根店

0237-48-9900
営／7：00～15:00
休／水曜日（祝日の場合は翌日）
席／27席

いとうしょうてん やまがたひがしねてん

 ◉おすすめメニュー
中華そば・みそラーメン・つけめん

 ◉おすすめメニュー
特製金の中華そば・白味噌ラーメン・白の中華そば

HP

焼肉家族 牛若丸

0237-42-4129
営／11：30～14：30（L.O.14:00）
　　17：00～21：00（L.O.20:30）
休／毎週水曜日・元旦・大晦日（祝日の場合営業）
席／70席

やきにくかぞく うしわかまる

 ◉おすすめメニュー
牛若丸五種盛り・弁慶盛り・カルビ定食（平日ランチタイム）

二代目 高橋商店

0237-42-7115
営／10：00～17：00（スープがなくなり次第終了）
休／火曜日
席／31席

 ◉おすすめメニュー
中華そば・油そば・ワンタン麺

そば酒房 じゅうご

0237-42-3763
営／17：30～22：00
休／月曜日
席／50席

にだいめ たかはししょうてん そばしゅぼう じゅうご

やきとり 与次郎

0237-42-5255
営／17：00～24：00（L.O.23：00）
休／月曜日
席／30席

やきとり よじろう

 ◉おすすめメニュー
あじなめろう・とろろステーキ・刺身盛合せ

 ◉おすすめメニュー
炭火焼鳥・煮込・本格焼酎

手打 山形田舎板そば つるよしそば店

0237-43-4668
営／11：00～19：00
　　冬期11：00～17：00（なくなり次第終了）
休／不定休
席／80席

HP

てうち やまがたいなかいたそば つるよしそばてん

 ◉おすすめメニュー
天ぷら板そば・杵つきもち・自家製ラーメン

お食事券
お食事券

お食事券 お食事券

お食事券

お食事券 お食事券 お食事券

2121 2222 2323 2424

2525 2626 2727 2828

2929 3030 3131 3232

3333 3434 3535 3636
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手打そばの里・次年子 七兵衛そば

0237-42-8378
営／平日11：00～16：00　土日祝11：00～18：00
　　（そばが無くなり次第終了）
休／水曜日
席／45席
 ◉おすすめメニュー
板そば・天ざる・冬季限定メニュー

ブーランジェリーカフェ オイッティ マルシャン

0237-53-1320
営／9：00～21：30 （無くなり次第終了）
休／第2・4月曜日 （祝日の場合は翌日）
席／30席

てうちそばのさと・じねご しちべえそば

ぶーらんじぇりーかふぇ おいってぃ まるしゃん

旬味漫彩 鷹月

0237-53-1350

営／昼は要予約　17：30～23：00
休／不定休
席／38席 （50名まで宴会場有）

未来食屋

080-9070-4765
営／ランチ 月～木 11：00～15：00
　　　　　金・土・日 11：00～14：00
　　夜 金・土・日のみ17:30～20:00（L.O.20:00）
休／火曜日（祝日の場合は翌日）
席／23席

HP

HP

HP

HPHP

しゅんみまんさい たかつき みらいしょくや

味屋 どん

お土産・軽食喫茶 つばさ

0237-43-0315
営／11：00～14：00　17：30～22：00
休／火曜日
席／40席

あじや どん

 ◉おすすめメニュー
定食・一品料理・地酒

 ◉おすすめメニュー
マルゲリータ・ローストビーフ丼・プレミアムタマゴサンド

 ◉おすすめメニュー
一品料理・会席料理（3,500円～前日まで要予約）

 ◉おすすめメニュー
未来カレー・ローストビーフ丼・焼きチーズカレー

コーヒー屋 おおもり

0237-43-0658
営／10：00～22：00（L.O.21：00）
休／水曜日
席／1F20席　2F6席＋予約席（和室）
 ◉おすすめメニュー
ワッフルふるもり・ベトナムコーヒー
各種定食　その他

竃煙 心月

0237-53-0444
営／ランチ11：30～14：30（L.O.14：00）
　　ディナー17：30～22：00（L.O.21：00）
休／不定休
席／68席（50名まで宴会席可）

こーひーや おおもり

そうえん しんげつ

みそでんらぁめん

0237-42-8202
営／11：00～21：00
休／木曜日
席／32席

そばと酒 まるよし

0237-42-8060
営／11：00～14：30　17：30～22：00
休／火曜日（他不定休あり）
席／45席

みそでんらぁめん そばとさけ まるよし

 ◉おすすめメニュー
三段の宝箱（ランチ）・舟形産マッシュルーム料理

 ◉おすすめメニュー
黒みそらぁめん・赤みそらぁめん・手作りぎょうざ

 ◉おすすめメニュー
冷たい肉そば・板そば
野菜天ぷら食べ放題（昼のみ）

HP

ひがしねの洋食屋さん パパ＆ママ

0237-43-6977
営／11：30～14：30（L.O.13:45）
　　17：30～22：00（L.O.21:00）
休／月曜日
席／23席

ひがしねのようしょくやさん ぱぱあんどまま

そば処 東亭
おみやげ・けいしょくきっさ つばさ そばどころ ひがしてい

やきとり大吉 東根店 ペコリーノ superiore
やきとりだいきち ひがしねてん ぺこりーの すぺりおーれ

 ◉おすすめメニュー
オムライス・ハンバーグ・ピザ

0237-43-0283
営／8：30～20：00（L.O.19：30）
休／無休
席／24席

0237-42-8003
営／11：00～18：30
休／火曜日
席／50席

0237-42-6030
営／17：00～23：00（L.O.22：30）
休／火曜日
席／38席

0237-42-1588
営／11：30～14：30（L.O.14：00）
　　17：30～21：00（L.O.20：30）
休／水曜日　席／50席

 ◉おすすめメニュー
さくらんぼカレー・いも煮カレー

 ◉おすすめメニュー
冷たい肉そば・下足天もりそば

soba._.higasitei

 ◉おすすめメニュー
創作焼鳥・煮込・ピザ

 ◉おすすめメニュー
コース料理・オムライス

ド・リーテ・マルシャン
ど・りーて・まるしゃん

0237-42-2560
営／8：00～18：00
休／毎週火曜日

 ◉おすすめメニュー
和みロール・バゲット

さくらんぼ東根駅内

店頭販売のみ

麺’sきっちん

090-5929-0550
営／7：00～9：00　11：00～14：00
休／火曜日
席／23席

めんずきっちん

 ◉おすすめメニュー
麺’sらーめん（ピリ辛たんたんめん）
気まぐれらーめん（蛤らーめん）

「東根 鷹月で検索」

お食事券
お食事券 お食事券

お食事券お食事券

お食事券 お食事券 お食事券

お食事券
お食事券

4848

4949 5050 5151

4444

4545 4646 4747

5252

3737 3838 3939 4040

4141 4242 4343
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HP

らーめん ちゃあみい東根店

0237-42-8282
営／11：00～15：00
休／月曜日（祝日の場合は翌日）
席／30席

らーめん ちゃあみいひがしねてん

居酒屋 のんべ

0237-43-5762
営／17：00～24：00
休／日曜日
席／30席

いざかや のんべ

KEYAKI SWEETS & BAKERY 手打ちらーめん 紅花
けやき すいーつあんどべーかりー てうちらーめん べにばな

大滝ドライブイン 泉や 原宿ラーメン
おおたきどらいぶいん いずみや はらじゅくらーめん

 ◉おすすめメニュー
しょうゆラーメン・みそラーメン

 ◉おすすめメニュー
牛すじ煮込み（正油）・もつ煮込み（みそ）
アキレス煮込み（塩）

0237-48-8663
営／8：30～18：00
休／火曜日
席／10席（イートイン席）

0237-44-1122
営／11：00～20：00
　　終了時間変動の可能性がある為、要連絡
休／火曜日
席／40席

0237-44-2354
営／9：00～18：00
休／木曜日（変更あり）
席／70席

0237-44-2535
営／11：00～15：00
休／木曜日（不定休）
席／24席

 ◉おすすめメニュー
ショコラトースト・アニマルマカロン
高級生食パン「欅」

 ◉おすすめメニュー
ラーメン・定食・餃子

 ◉おすすめメニュー
味噌焼おにぎり・玉こん・味噌ラーメン

 ◉おすすめメニュー
つけメン・みそラーメン・ラーメンセット

関山そば処 紅留満
せきやまそばどころ くるま

0237-41-4578
営／11：00～20：00
休／不定休
席／34席

 ◉おすすめメニュー
もりそば・肉そば

HP

自然・食 淨心庵

0237-44-3238
営／11：00～15：00
休／土・日曜日のみ営業
席／18席

 ◉おすすめメニュー
淨心庵膳（要予約）

しぜん・しょく じょうしんあん

営／10：30～21：00
休／不定休　席／50席

 ◉おすすめメニュー
かつ丼と肉そば（ミニ）セット
えびロースかつ定食

肉そば はくよう

0237-53-1654
営／11：00～15：00
　　土・日・祝日11：00～19：00
　　※閉店時間が早まる場合があります
休／月曜日（祝日の場合は翌日）
席／32席

にくそば はくよう

石臼十割そば 森久

0237-41-0327
営／10：00～15：00
休／1月1日のみ
席／120席

カツ丼 肉そば かつMI

0237-48-6880

いしうすじゅうわりそば もりきゅう かつどんにくそば かつみ さくらんぼひがしねじんまちてん

 ◉おすすめメニュー
肉そば・ラーメン・もつ煮込み

 ◉おすすめメニュー
十割そば・げそ天・野菜天（1回盛り放題）

さくらんぼ東根
神町店 支那そば屋

0237-48-3540
営／11：00～15：00　17：30～20：45
休／金曜日
席／38席

 ◉おすすめメニュー
こってり中華・塩ラーメン・つけめん

しなそばや

蕎麦処 明烏

0237-47-0378
営／11：00～14：30
　　17：00～19：30
休／不定休
席／90席

そばどころ あけがらす

N’S BAKERY

0237-47-2958
営／8：00～18：00
休／月・火曜日

赤ひげ さくら家

0237-47-4741
営／11：00～14：00　17：30～22：00
休／不定休
席／宴会場70席　イス12席

HP

えぬず べーかりー あかひげ さくらや

akegarasu96

 ◉おすすめメニュー
巨大えび天ざる・ゲソ天ざる・穴子天ざる

 ◉おすすめメニュー
神町あんぱん・デニッシュブレッド
あんこ食パン

 ◉おすすめメニュー
冷たい肉そばセット・下足天もりそば
冷たいトリ中華

店頭販売のみ

HP

0237-47-2111
営／8：15～19：00 
　　（ダイヤ改正により変更あり）
休／無休

さくらんぼ
さくらんぼ

 ◉おすすめメニュー
お土産品販売

おいしい山形空港内

お食事券

お食事券

お食事券
お食事券 お食事券

お食事券
お食事券

5353 5454 5555 5656

5757 5858 5959 6060

6161 6262 6363 6464

6565 6666 6767 6868
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そば処 神楽

0237-48-3776
営／11：00～15：00（但し売り切れ次第終了）
休／毎週火曜日
席／58席
 ◉おすすめメニュー
冷たい肉そばとかつ丼セット
板そば・らーめん

とんこつらーめん こう路

0237-47-4566
営／11：30～14：30　17：00～22：00
休／水曜日（祝日は翌日）
席／32席

そばどころ かぐら とんこつらーめん こうじ

味わい処 もと木

0237-48-1516
営／11：00～20：00
休／月曜日　席／33席

拉麺 ひなた

0237-48-3010
営／11：00～14：30、17：30～20：30
　　（時間変更あり）
休／木曜日
席／30席

HP

HP HP

HPHP

あじわいどころ もとき らーめん ひなた

らーめん 喜の人

 ◉おすすめメニュー
らーめん・餃子・杏仁豆腐

 ◉おすすめメニュー
牡蠣味噌・スタミナラーメン
台湾ラーメン

 ◉おすすめメニュー
みそラーメン

エアポートキッチン欅

0237-47-3260
営／11：30～14：00
　　15：30～18：45（L.O.18:15）
休／無休
席／30席

えあぽーときっちんけやき

 ◉おすすめメニュー
牛重・冷たい肉そば・和麩パフェ

居酒家 大漁船

0237-48-1976
営／17：30～24：00
休／日曜日（宴会予約は日曜日も可）
席／60席

 ◉おすすめメニュー
いかワタホイル焼・ブリカブト焼・もつ煮込み

やきとり 鳥豚

0237-53-6544
営／17：30～23：00（L.O.22:30）
休／月曜日
席／30席

いざかや たいりょうぶね やきとり とりとん

焼肉 萬福

0237-47-1682
営／17：00～21：00
　　（ラストオーダー、状況により変更あり）
休／木曜日　席／24席

御料理・仕出し 松浦鮮魚店

0237-47-0677
営／10：00～19：00
休／毎週火曜日
席／40席

やきにく まんぷく おりょうり・しだし まつうらせんぎょてん

 ◉おすすめメニュー
各種やきとり・スープ豚足・煮込

 ◉おすすめメニュー
山形牛サガリ・熊鍋（要予約）

 ◉おすすめメニュー
海鮮いろいろ 他お惣菜
テイクアウト承っています

四季の味 海鮮丼家

0237-48-3083
営／11：00～14：30
　　17：00～21：00（L.O.21:00）
休／不定休　席／40席　宴会場30席

しきのあじ かいせんどんや

つんつるてん

0237-48-6600
営／11：00～14：00、17：00～21：00
休／火曜日
席／28席

つんつるてん

ラーメン三昧 勘鳥居

らーめん きのひと

らーめんざんまい かんとりい

海鮮居酒屋 磯 ビアパブ 市民快館
かいせんいざかや いそ びあぱぶ しみんかいかん

 ◉おすすめメニュー
ブリカマの塩焼き
たべくらべ・平日限定600円ランチ

 ◉おすすめメニュー
つんつるてんセット・肉うどん
すき焼きセット

0237-53-1550
営／日　11：00～14：30
　　火～土　11：00～14：30　17：30～20：30
休／月曜日　席／30席

0237-47-0308
営／11：00～14：00　17：00～20：30
休／火曜日 （祝日営業）
席／60席

0237-47-0067
営／11：30～14：00　17：30～22：00
　　（ただし日曜祭日はランチタイムはお休み）
休／月曜日
席／40席

0237-47-0023
営／17：30～25：00
休／火曜日　席／60席

 ◉おすすめメニュー
背脂醤油・あご豚骨
麻婆ラーメン

 ◉おすすめメニュー
ワイン会・お洒落な塩ラーメン
やきそばレモン

 ◉おすすめメニュー
刺身定食・天ぷら定食・刺身盛合せ

 ◉おすすめメニュー
溶岩焼き
ただいまイチオシ ラムと野菜の盛り合わせ（1人前1,300円）
【パーティ】カジュアルコース（飲み放題付き）3, 500円より

木村ストア ひろしの餃子
きむらすとあ ひろしのぎょうざ

0237-47-2612
営／11：00～14：00
休／水曜日
席／30席

 ◉おすすめメニュー
焼き餃子定食・水餃子・本日のお惣菜

他のチケットとの併用不可

お食事券
お食事券 お食事券

お食事券

お食事券 お食事券 お食事券

HP

おいしい山形空港内

8080

8181 8282 8383 8484

7676

7777 7878 7979

6969 7070 7171 7272

7373 7474 7575
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東根を

持ち帰
るなら！

ひがしね
名店リスト

物産振興部会員
（一社）東根市観光物産協会

営／8：30～18：00
休／1～5月／土曜・日曜・祝日
　　6・7月／不定休
　　8～12月／日曜日・祝日

後藤青果くだものえき

産地直送さくらんぼ　りんご
ラ・フランス　その他

ごとうせいかくだものえき

0237-42-0167
0237-43-3363FAX

営／9：30～18：30
休／日曜日
（祝日の場合は翌日）

古瀬商店

温泉たまご　地酒
リラクゼーション始めました

ふるせしょうてん

0237-43-5407
0237-43-5407FAX

営／9：00～19：00
休／不定休

吉田屋

各種お祝いケーキ　べに花舟
古都の葉

よしだや

0237-42-0348
0237-42-0348FAX

102

営／9：00～19：00
休／無休

佐藤錦

佐藤錦100％ジュース
佐藤錦プチタルト「エイスケ」
喫茶・お食事

さとうにしき

0237-42-0072
0237-42-0500FAX

105103 104

営／9：00～18:30
休／無休

文四郎麩

やきふ　ふかりんとう
麩まんじゅう

ぶんしろうふ

0237-42-0117
0237-42-0186FAX

106

営／8：00～19：00
休／無休

奥山製麩所

やきふ　麩まんじゅう
ふ・らすく

おくやませいふじょ

0237-42-0157
0237-43-7577FAX

107

営／9：00～18：00 （冬季は17:00まで）
休／月曜日

大山麩屋

やきふ　なまふ
ふかりんとう

おおやまふや

0237-42-0810
0237-42-0910FAX

108

営／9：30～18：30
休／1月1日のみ

壽屋寿香蔵

茜姫　漬物　地酒

ことぶきやじゅこうぐら

0120-42-0173
0120-60-0174FAX

109

営／９：00～18：30
休／不定休

まめとうや

シャモジで造る伝統の豆菓子
“元祖”東根豆糖

まめとうや

0237-42-0147
0237-42-0733FAX

110

営／８：00～18：00
休／不定休

松扇堂

寿松（じゅしょう）　家紋（丸に剣片喰）
春まつ最中

しょうせんどう

0237-42-0166
0237-48-7051FAX

111

営／8:00～17:00
休／日曜日の午後

丸屋本店

特別栽培米つや姫　雪若丸
はえぬき

まるやほんてん

0237-41-0838
0237-41-0756FAX

112

営／8：00～18：30
休／水曜日

和洋菓子あめや

與次郎ゆべし　さくらんぼの木
ひがしねフルーツパフェ

わようがしあめや

0237-42-0428
0237-42-0428FAX

113

営／朝から晩まで
休／6～12月 ほぼ無休
　　1～5月 日曜・祝日休み

○久伊藤青果

季節の果物　その他

いとうせいか

0237-42-1280
0237-42-1289FAX

114

営／10:00～16:00
休／年中無休
（都合によりお休みをいただく
　　場合がございます）

六歌仙

手間暇　山法師　蔵の隠し酒

ろっかせん

0237-42-2777
0237-43-6074FAX

101

HP

HP

HP

HP

HP

HP
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自社生産した梅だけを使用し、
着色料・保存料無添加に
こだわった梅菓子にしています。

営／9：00～17：00
休／不定休

戸田商店

秘伝豆　煎り豆

とだしょうてん

0237-42-3115
0237-42-3116FAX

115

営／6～11月 9：00～17：30
　  12～5月 9：30～17：30
休／12月31日～1月3日

よってけポポラ

「安全・安心・新鮮」な野菜と
果物と旬な手作りジェラート

よってけぽぽら

0237-41-0288
0237-43-6360FAX

116

営／8：00～17：00（冬季は9:00～）
休／1～4月／日曜日
　　12月30日～1月10日

安達農園

さくらんぼ　もも　りんご
その他

あだちのうえん

0237-44-1231
0237-44-1855FAX

117

営／9：00～18：00
休／元日

松野屋
まつのや

0237-53-9888
0237-53-9889FAX

118

石山青果
いしやませいか

0237-47-3064
0237-47-2365FAX

119 120 太陽のおくりもの斉藤果樹園

贈答用さくらんぼ
蜜入りりんご　ラ・フランス

営／9：00～16：00
休／不定休

産地直送のさくらんぼ
ラ・フランス　りんご

たいようのおくりものさいとうかじゅえん

営／電話受付 9：00～17：00
休／日曜日

0237-47-1775
0237-48-2487FAX

121

営／8：30～19：00
休／不定休

よねや菓子店

さくらんぼクッキー
りんごの華

よねやかしてん

0237-47-1521
0237-47-1521FAX

122

営／8：30～17：00
休／日曜日

味の梅ばち 大丸商店

米沢牛弁当　味付卵スグ卵
米沢牛弁当の素

あじのうめばち だいまるしょうてん

0237-48-1001
0237-48-1002FAX

123

営／8：00～17：00
休／さくらんぼシーズン火曜日定休

名和観光さくらんぼ園

さくらんぼ　りんごジュース
ラ・フランスジュース

なわかんこうさくらんぼえん

0237-48-2222
0237-48-3535FAX

124

営／8：30～17：30
休／土曜・日曜・祝日

みうら食品

蔵王そば　そば屋の中華
肉そば

みうらしょくひん

0237-41-4100
0237-41-4105FAX

125

営／8：00～17：00
休／無休

奥羽乳業協同組合

奥羽そだち牛乳
のむヨーグルト

おううにゅうぎょうきょうどうくみあい

0237-72-2255
0237-72-3784FAX

126

営／8：00～18：00
休／無休

川魚の平澤養鱒場

にじます刺身　いわな塩焼き
スモーク焼き 等　（要電話予約）

かわざかなのひらさわようそんじょう

0237-47-0256
0237-47-0256FAX

127

営／9：30～20：00
休／第1・3火曜日（祝日営業）

肉の工藤

山形牛　米沢牛　味噌漬

にくのくどう

0237-41-1232
0237-41-1233FAX

128

営／夏期9：00～16：00
　　冬期9：00～15：00
休／月曜日

本わさび大富農産

本わさび　あらぎり本わさび
葉（花）わさび

ほんわさびおおとみのうさん

0237-47-1003
0237-48-8630FAX

営／9：00～17：00（要連絡）
休／不定休

北村果樹園おによめ.com

焼肉のたれ　ジャム

きたむらかじゅえんおによめどっとこむ

0237-47-1284
0237-47-1284FAX

130

営／9：00～18：00
休／不定休

東根フルーツワイン

山ぶどうワイン　ラ・フランスワイン
佐藤錦ワイン

ひがしねふるーつわいん

0237-38-9014
0237-38-9014FAX

129

HP

HP

HP HP

HP HP

HP

HP

HP

HP

HP
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