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秋保ヴィレッジアグリエの森

仙台秋保醸造所
秋保ワイナリー

13 木の家秋保手しごと館

秋保工芸の里
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天守閣自然公園そば処市太郎

Kukka with Flower&Cafe

天守閣自然公園カフェ・ロシェ

雑穀焼菓子 粉乃音

秋保パン食堂 コッペ

うつわCAFE GuruGuru

古布 のんの

秋保ドリアと薪火珈琲
 cafe HACHI

pizza&cafe 森のオーブン Dottore

そば処 スズメのお宿

お食事処 マルタコ

柏鮨秋保店 

キッチンtoto

鉄ちゃん
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ホテルクレセント

秋保の郷 ばんじ家

佐藤屋旅館

秋保温泉 岩沼屋

伝承千年の宿 佐勘
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奥州秋保温泉 蘭亭

ホテル瑞鳳

ホテル華乃湯

篝火の湯 緑水亭
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ホテルニュー水戸屋

秋保グランドホテル 仙台万華鏡美術館

アキウ舎

Ｑ１． 今回、秋保に来られた目的は何ですか？
　１．宿泊　２．日帰り入浴　３．観光　４．仕事　５．おひな様展
　６．ひな巡り　７．その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　）

Ｑ２．「手づくりおひな様展」の感想をお聞かせ下さい。
　１．良い　２．ふつう　３．良くない
　（感想　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

Ｑ３．「秋保温泉　　ひな巡り」の感想をお聞かせ下さい。
　１．良い　２．ふつう　３．良くない
　（感想　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

Ｑ４．今回の展示会やひな巡りは何で知りましたか？
　１．チラシ　２．テレビ・ラジオ　３．市政だより　４．河北ウィークリー
　５．ホームページ　６．来館して知った　７．その他（　　　　　　　　　　）

その他、ご意見・ご感想がありましたらご記入ください。

平成31年「秋保温泉　　 ひな巡りスタンプラリー」アンケート

〈
　
切
　
り
　
取
　
り
　
〉

＜  切  り  取  り  ＞

●ひな巡り対象の旅館に入館される際は､フロントへお声がけください｡
●日帰り入浴昼食プランは､予約が必要な場合がありますので各旅館へお問合わせ願います｡
●臨時休業など、予告なく内容が変更になる場合があります。詳細は各施設へお問合わせ願います。

お客様への
お願い

ホテルきよ水

29

①名取川のせせらぎと、草花や土の香りに包まれた
山間にあるホテルきよ水。全てのお部屋は名取川
に面し、四季をお楽しみ頂けます。
　ロビー浮舞台に、段飾りのおひな様とつるしびなを
展示しております。
②日帰り入浴 大人200円引､小人100円引
　（通常 大人1,350円､小人600円）
③10：00～18：00 (受付17：00迄)  休浴日／不定休 
土曜・日曜・祝日10:00～19：00(受付18：00迄)

ホテルきよ水1
TEL.022-397-2555

①洋室中心で美術館、チャペルも備え、夕食はフラン
ス料理・日本食をお選び頂けます。
 館内美術館でおひな様のシルエットアート作品と手
づくりのつりびなを展示しております。
②日帰り入浴 大人200円引､小人100円引 
　（通常 大人718円､小人432円） 
③11：30～15：00  休浴日  不定休 
　（火曜⇒女性専用・木曜⇒男性専用 12：00～15：00）

ホテルクレセント2
TEL.022-397-3111

①自慢の温泉は、柔らかくとても温まります。家族的
な雰囲気が一杯で、リーズナブルな料金が魅力の
宿です。フロント脇に七段ひな飾りと手づくりのつ
りびなを展示しております。
②日帰り入浴 大人100円引､中学生のみ100円引
　（通常 大人500円､中学生400円､小学生200円）
③10：00～16：00 （月曜のみ11：30～・受付15：30迄）
 　土曜・日曜・祝日10：00～15：30（受付15:00迄）
 　定休日 不定休

秋保の郷 ばんじ家3
TEL.022-397-3156

観光
施設

①秋保在住のこけし工人が作るこけし雛や手づくりの
つりびな、七段ひな飾りなどの展示のほか、ガラス
のひな飾りやお子様用の器などを展示販売してい
ます。
②木の家「珈琲館」でご飲食の方10%引
③10：30～16：00 土曜・日曜・祝日10：00～16：30
　定休日 2月水曜・木曜、3月無休

木の家 秋保手しごと館13
TEL.022-397-2714

飲食
施設

①麺は乾麺、出し汁は研究を重ねた自家製つゆを使用
しています｡揚げたての天ぷらも格別です。「市太郎
の湯」の湯あがり亭としてご利用いただけます。

②ご飲食のお客様はお会計から10%引
③11：00～16：00 土日祝日16：30迄
　休業日 2/15 ・3/15

21 TEL.022-398-2111

①世界でも珍しい万華鏡の美術館です。
　おひな様をモチーフにしたかわいらしい万華鏡が
並びます。
②一般・大学生の入館料20%引 （通常 大人900円）
③9：30～17：00
定休日 2月木曜・3月無休

①ぶどう畑に囲まれたワイナリーでワインの試飲や
コーヒー、軽食などをお楽しみ頂けます。
　カウンターにおひな様を飾っております。
②ボトル購入のお客様にワイン小グラス1杯サービス
(自社農園ぶどうワインを除く)
③9:30～17:00　定休日 火曜

仙台万華鏡美術館17
TEL.022-304-8080

仙台秋保醸造所 秋保ワイナリー14

14

15

30

TEL.022-226-7475

①古布で創る洋服や雑貨などを展示・販売するお店
です。内裏雛を飾っています。
②洋服のみ10％引
③10：00～17：00　定休日 日曜・月曜

古布 のんの15
TEL.022-797-1589

①地元野菜を中心とした食事が楽しめるカフェレスト
ラン。さらに、秋保の町や田園、里山の風景を巡るサ
イクリングツアーなどを行う観光拠点にもなってい
ます。こけし職人が作ったひな人形を展示します。
②お食事の方に乾杯用赤ぶどうジュースサービス
③11：00～17：00（LO16:00）　定休日 火曜

アキウ舎16
TEL.022-724-7767

①㈱Piece Craft秋保モデルハウス内にある雑穀焼菓
子の専門店です。岩手県産農薬不使用の雑穀と、国
内の安全な材料（一部海外オーガニック）を使った
焼菓子です。店内・モデルハウス内に、組木のひな
人形他を数か所展示しております。
②雑穀焼菓子1,000円以上お買い上げで5%引
③10：00～16：00 定休日 火曜・水曜・木曜（ 祝日の場
合は営業）

雑穀焼菓子 粉乃音３０
TEL.022-796-9167

①秋保地区を中心とした新鮮な地場野菜、地元食材を
使用したお食事やお土産品をお買い求め頂けます。

　七段飾りのおひな様を展示しています。
②物販コーナーで販売中の甘酒「花ばれん（大・小）」を
お買い上げ時に5％OFF
③9：00～18：00  定休日 無休

18
TEL.022-302-6081

①千年の伝統を受け継ぎながら、多彩な浴場と施設
で皆様をお迎えしております。貴重な古今雛や段
飾り、つるしびななど、様々なひな人形を展示して
おります。
②日帰り入浴 大人200円引､小人100円引
　（通常 大人飲食券付2,160円､小人648円）
③10：00～14：00

伝承千年の宿 佐勘5
TEL.022-398-2233

①お部屋食と豊富な温泉。静かにくつろげる宿です。
　素朴であたたかい、仙台・堤焼のひな人形と手づく
りのつりびなを展示しております。
②日帰り入浴 大人100円引､小人100円引　
　（通常 大人720円､小人325円）
③10：00～15：00(受付14：00迄)
　休浴日 火曜

佐藤屋旅館6
TEL.022-398-2711

旅館
施設

旅館
施設

①四季折々の素材を活かしたお料理と、三つの
大浴場が自慢の宿でございます。
　ロビーに七段ひな飾りと、手づくりのつりびな
等を展示しております。
②日帰り入浴 大人200円引､小人100円引
　（通常 大人1,080円､小人540円）
③11：00～15：00
　臨時休館日 2/27～ 3/１

ホテルニュー水戸屋4
TEL.022-398-2301

秋保温泉 岩沼屋

①ふんわり、あったかな足触りの「畳風呂」が大好評 ！
　エステやほぐし処のメニューも充実しています。
　七段ひな飾りや手づくりのつりびな、ケース雛を展
示しています。
②日帰り入浴 大人200円引､小人100円引
　（通常大人900円､小人500円）
③11：00～17：00(受付16：00迄)
　休浴日 毎週火曜日（変動有）

奥州秋保温泉 蘭亭8
TEL.022-397-1515

①創業約400年、穏やかな時の流れを感じることがで
きる湯宿。低刺激で優しい温泉と、四季折々の旬を
味わえる和食会席料理が自慢です。代々伝わる江
戸時代に流行した享保雛をはじめ、館内各所に段飾
りやケース雛､つりびなを展示しております。
②日帰り入浴 大人200円引､小人100円引
　（通常 大人1,270円､小人600円）
③11：00～15：00 　毎週火・木曜は女性限定利用日
　休浴日 不定休

7 TEL.022-398-2011

①平成30年7月にリニュアールした本館大浴場は､
解放感いっぱいです。情景を楽しみながら入浴を
味わって下さい。ロビーにひな人形と手づくりの
つりびなを展示。
②日帰り入浴 大人200円引､小人100円引
　（平日大人1,200円,小人600円・土・日・祝日・特定
日大人1,500円,小人750円)
③平日 10：00～20：00(受付19：00迄)※一部浴場利
用不可（要問合せ）　土曜・日曜・祝日・特定日10：00
～15：00（受付14:00迄）
　休浴日 無休

秋保グランドホテル

篝火の湯 緑水亭

10
TEL.022-397-3131

①日本の伝統美を甦らせた純数寄屋造りの和室と、
洗練された空間の洋室の2タイプからお選び頂け
ます。
　売店「花籠」隣りの飾り棚に七段ひな飾りと手づくり
のつりびなを展示しております。

②日帰り入浴 大人200円引､小人100円引
　（通常 大人1,330円､小人630円）
③10：00～15：00(受付14：00迄)　休浴日 不定休

ホテル瑞鳳11
TEL.022-397-1111

①湯めぐりと、創作「和・イタリアン」バイキングが人気
の宿でございます。昔ながらの品のあるお顔の七段
ひな飾りと手づくりのつりびなを展示しております。
②日帰り入浴 大人200円引､小人100円引
　（通常 大人900円､小人600円）
　但し、7・8の付く「ハナの日」は、割引対象外
③10：30～15：00(受付14：00迄)　休浴日 無休

ホテル華乃湯１２
TEL.022-397-3141

①秋保温泉の中で高台に位置し、大自然に囲まれた和
風旅館。四季折々に風情のある日本庭園もお楽し
み下さい。能舞台に本格的なひな飾り２組、それを
囲うように手づくりのつりびなを展示しております。
②日帰り入浴 大人200円引､小人100円引
　（通常 大人1,200円､小人600円）
③11：00～18：00(受付17：00迄)
　定休日 月曜日（祝日の場合は翌日）
　土曜・日曜、祝日11：00～15：00(受付14：00迄)

9
TEL.022-397-3333

天守閣自然公園 そば処 市太郎

①緑豊かな小屋館跡庭園の一角にあるピザ、パスタ
中心のイタリアンカフェ。シェフ手作りのケーキも
自慢です。
②ご飲食のお客様はお会計から10%引
③11:00～15:30 土曜・日曜・祝日16:00迄
　定休日 2月は月曜・火曜､3月は火曜

22
TEL.022-397-2724
天守閣自然公園 カフェ・ロシェ

お食事処 マルタコ
秋保ヴィレッジ アグリエの森

①秋保大滝にあった「スズメのお宿」が秋保温泉中
心街にあります。洋館の佇まいと、二種類の異な
るだしつゆで食する冷たいおそばが好評です。
②「おそば」＋「ステーキ丼orかも葱汁」を御注文のお
客様には、コーヒーゼリーのデザートをサービス
③11：00～20：00（LO19：30・中休み無）定休日 水曜

２４
TEL.022-397-3151
そば処 スズメのお宿 

①秋保のそば粉「野尻長寿そば」を使用した石臼挽き
手打ち盛りそば（数量限定）が名物。その他定食や
丼物などメニューが豊富です。
②ご飲食でお一人お会計から50円引
③11:00～19:00
　定休日 木曜

２５
TEL.022-397-1491

①自家製天然酵母を使用し、手ごねで作る薪窯ピッ
ツァをお楽しみ下さい。
②1,000円以上の店内利用でカフェサイズのマルゲ
リータをプレゼント
③11：00～17：00 （LO 16：00）　定休日 水曜

26
TEL.022-797-5681
pizza&cafe 森のオーブン Dottore

①揚げたいやき、ピザたいやき、おやつたいやきとコー
ヒーの店。手作りの小さな店には手作り雑貨も並びま
す。ゆっくりとコーヒータイムを楽しんで下さい。手作
りのオリジナルおひな様を展示してます。
②揚げたいやき、ピザたいやき、おやつたいやきのいず
れか1個とコーヒーのセットを380円で提供

③9：00～16：30　定休日 水曜

２７
TEL.022-398-2908
キッチンtoto

飲食
施設

飲食
施設

①市場直接仕入れのネタを使ったランチ（海鮮丼
皿700円、おまかせ10貫にぎり1080円）は限定
各10食。自家製漬け込みタレもお楽しみ下さい！
②お食事の方に小鉢1品サービス
③11：30～14：30・17：30～21：30
　定休日 木曜

23 TEL.022-398-2873
柏鮨 秋保店 飲食

施設

20
TEL.022-398-9047
Kukka with Flower & Cafe

伝統こけし 玩愚庵こけし屋

１９ 秋保工芸の里

①「仙台こけし」を中心に、伝統から小さなこけしまで製作・販売しています。こけしの絵
付け体験も出来ます。数量限定で「こけしびな」を製作・販売致します。

②3,000円以上お買い上げの方に
　粗品をプレゼント

江戸独楽 御独楽処 広井 ①江戸を中心に人気を博した江戸独楽「曲独楽」から家族みんなで遊べる「お座敷ごま」
まで多種な廻る木地玩具を創作。いろいろな「ひなごま」作品を展示しています｡

②コマの絵付け体験 おひとり通常 1,000 円を
100円引（要予約）

伝統仙台箪笥 熊野洞 ①仙台箪笥や多種な漆器を中心に手掛け、この技術を生かしアイデアをプラス
した小物類商品も制作しております。

②お箸の漆塗り体験 おひとり通常 1,300 円を
200円引 ( 要予約／送料別途 )

染織工房 つる ①「自然を染め、風土を織り上げる」染織工房。椿の花びらで染めたマフラー、ショールの
染織作品を展示しております。また店内には「堤焼の雛人形セット」も飾っております。 ②お買上げ商品 (作品 )を 5%引

伝統秋保こけし 佐藤こけし屋 ①伝統工芸の「秋保こけし」を守り続けながら、常に新しい創作活動に挑む。店内
には「おひな様こけし」も展示しております。

②こけしの絵付け体験 おひとり通常 1,000 円を
100円引 ( 要予約 )

③9:00～ 17:00
　※体験受付は15:30 迄
　定休日 火曜

③9:00～ 17:00
　※体験受付は15:30 迄
　不定休

③9:00～ 17:00
　※体験受付は15:30 迄
　定休日 日曜、第 3月曜

自然木加工 ひらの工芸 ①自然の素材にこだわり、50種類以上の様々な銘木に命を吹き込む確かな技。「一木造り」を
基本とし、その木と対話しながらひとつの作品を彫りあげています。

②糸ノコ木工造り体験 おひとり通常1,000円を
200円引（日曜限定／都合によりできない場合

　あり･要予約）

③9:00～ 17:00
　※体験受付は15:30 迄
　不定休

③10:00～ 17:00
　※体験受付は15:30 迄
　不定休（来訪時は要電話確認）

③9:00～ 17:00
　※体験受付は15:30 迄
　不定休

秋保温泉街の高台にあるこの里で暮らす工芸作家たちが、それぞれの「手しごと」に打ち込み本物を創り続けている。
静かだけれど、内に秘めた情熱がふつふつと感じられる「手しごと」の競演が、この里で繰り返されている。

「秋保工芸の里」のスタンプ押印場所は、玩愚庵こけし屋と熊野洞の２ケ所となります。

TEL.022-398-2673

TEL.022-398-2770

TEL.022-398-2661

TEL.022-398-2958

TEL.022-397-3181

TEL.022-398-2627

秋保・里センター（秋保温泉郷観光案内所）
①秋保の観光情報発信施設｡秋保の観光や宿泊等を紹介す
る観光案内所を併設し､館内では工芸作品､秋保電鉄ジオ
ラマ等の常設展示のほか､年間を通して各種イベントを開
催しています｡
②「第18回手づくりおひな様展」の鑑賞で押印
③展示会場時間 9:00～17:00(最終日は15:00迄)

里

里

至秋保大滝

至仙台南I.C.
（国道286号線）

県道62号線

至川崎町

至愛子（国道48号線）

覗橋

湯の橋

新秋保橋

羽山橋

秋保ドリアと薪火珈琲 cafe HACHI

①名物「秋保ドリア」や、日本一に輝いたナポリタンが
人気です。薪火珈琲とケーキセットなどもあるの
で、喫茶スペースとしてのご利用もお待ちしており
ます。たまごで作ったミニおひな様を展示。また、季
節限定メニューもございます。

②お食事のお客様には､次回来店時利用できるソフト
クリーム無料券を進呈
③10：00～17：00（LO 16:30）定休日 無休
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TEL.022-397-1548

ドットーレ

ト　　ト

①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、チーズケーキもご一緒にどうぞ。宮城の作
家が作る陶器の小さなひな人形を展示してます。
②セット割引（ドリンク+フードorケーキ）通常150円引
を250円引
③9：30～17：30　定休日 水曜

３１
TEL.022-796-9348

ドットーレ

おんこまや ひろい

①北欧のインテリアを基調とした店内では、自家焙
煎豆で淹れた珈琲やスイーツ、お食事をお召し上
がり頂けます。ゆったりとくつろげるお店です。
　ひな人形やつるし飾りを展示しています。
②カフェメニューをご注文いただいた方限定でお会計
から100円引
③10:00～17:00　定休日 木曜･第２水曜

秋保温泉
ひな巡りスタンプラリー

凡例：①施設の特徴やひな飾り展示内容など
         ②開催期間中のスタンプ押印特典やお薦めメニューなど
         ③営業又は利用時間と定休日など

施設MAP

うつわCAFE GuruGuru

旅館
施設

飲食
施設

旅館
施設

旅館
施設

旅館
施設

旅館
施設

①牛すじ肉の煮込み料理やドライカレー等と自家製コッ
ペパンのランチセットが人気です。甘系・惣菜系のテ
イクアウト用コッペパンサンドもございます。

　手作りのひな人形と、店主出身地に伝わる“流しびな”
を展示しています。

②ランチセットご注文の方に自家製米糀甘酒をサービス
③10：00～15：00　土曜、日曜、祝日10：00～16：00
　定休日 木曜、第2・4水曜
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TEL.022-304-9260
秋保パン食堂 コッペ 飲食

施設

飲食
施設

飲食
施設

飲食
施設

飲食
施設

飲食
施設

①秋保電鉄の秋保温泉駅跡に建つ覗橋パーク内のお食
事処。昔懐かしい昭和の味ナポリタンがお薦め。

　店内には秋保電鉄の当時の写真を飾っています。
②お食事のお客様にはコーヒーサービス
③11：00～15：00 土曜・日曜・祝日17：00迄
　定休日 水曜
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TEL.090-4316-7895
鉄ちゃん 飲食

施設

飲食
施設

観光
施設

観光
施設

観光
施設

観光
施設

観光
施設

旅館
施設

旅館
施設

旅館
施設

旅館
施設

旅館
施設


