
 

 

本荘地区 

象潟地区 

仁賀保地区 

Google map 

 

前売り ３，３００円 
期間中  ３，５００円 

チケット１セット・４枚綴り 

主催：由利地域観光振興会 

お問い合せ:ゆりほんじょう・にかほ酒フェスタ事務局（由利地域振興局内 電話0184-22-5432） 

チケット販売：【前売券】由利本荘市商工会、にかほ市商工会、にかほ市観光協会 

            道の駅象潟、あきたくらす(秋田駅ビルトピコ2F) 

                        イープラス(http://eplus.jp/sys/main.jsp) 

       【期間中】参加各店舗         

※ご購入頂いたチケットの返金、換金はできません。期間中にお使いください。 

参加1８店舗の限定メニューと地酒が楽しめる 



○時 11:30-21:00 

□休月曜 

□所由利本荘市大堤下4 

☎0184-23-2979 

駐車場 有 

http://www.anrakuonsen.com/ 

温泉宿に併設するレストラン

「すぎの木」では齋彌酒造醸

造の超限定酒「美酒の設計」

が味わえます。由 

利牛を使った贅沢 

な料理で、今だけ 

の特別な時間を。 

・チケット１枚につき、下記のメニュー１セットになります。 

・仕入れ状況によっては提供メニューが変更される場合があります。 

・日本酒以外のお飲物を希望される場合は各店舗にご相談ください。 

・店舗情報のQRはgoogleマップへのリンクです。 

 経路検索にご活用ください。 

・駐車場は限りがあります。詳しくは各店舗へお問い合わせください。 

○時 18:00－23:00 

□休火曜・不定（要予約） 

□所由利本荘市矢島町田中町92 

☎0184-56-2362 

駐車場 有 

https://c-village.jimdo.com/ 

オールディーズ流れる落着き

ある店内で、お酒と料理でお

腹を満たし、仲間や同僚と

カードゲームやボードゲーム

に興じる至福の時間 

を過ごしましょう。          

         ちろりん村ちろりん村ちろりん村    

○時 11:00-21:00 

□休なし 

□所由利本荘市肴町５番地 

☎0184-24-5115 

駐車場 有 

http://www.hotel-iris.jp/ 

360度の素敵なパナラマビュー

が楽しめるスカイレストラン

「天空」で、美味しい地酒と

贅沢な肴でロマンチ 

ックな夜景を楽しむ。         

         ホテルアイリスホテルアイリスホテルアイリス    

齋彌酒造   秋田誉酒造    天寿酒造    佐藤酒造店    飛良泉本舗 取扱銘柄アイコン 

            仕入れや在庫状況によって変更となる場合がありますので、取り扱い銘柄について詳しくは各店舗にお問い合わせください。 

○時 19:59－sunrise 

□休日曜 

□所由利本荘市岩渕下35-1(2F) 

☎0184-24-6018 

駐車場 有 

http://x79.peps.jp/padlock 

今日はとことんストレス発

散。飲んで歌って遊べる空

間。２次会行くならここで決

まり！気の合う仲間

と朝まで楽しく飲み

明かそう！ 

         パドルカーゴパドルカーゴパドルカーゴ    

○時 11:00-14:00・17:30-21:00 

□休日曜～木曜 

□所由利本荘市岩野目沢上長瀬

野119 

☎0184-67-2218 

駐車場 有 
由利本荘市大内地域で沖縄料

理を提供する結ま～る。営業

日は限られてますが、地酒片

手に冬の秋田で

南国気分はいか

がですか？ 

 

      沖縄カフェ結ま～る沖縄カフェ結ま～る沖縄カフェ結ま～る   
 

○時 16:00-23:00 

□休日曜 

□所由利本荘市谷地町2 

☎0184-74-4188 

駐車場 有 

落ち着いた店内と、豊富な日

本酒の銘柄を揃えるおしゃれ

なお店。地元金浦前川産の長

芋を使った料理と

地酒はもちろん、

全国各地の名酒で

心地良いひととき

を過ごそう。 

         美酔酒縁 吾愛郷美酔酒縁 吾愛郷美酔酒縁 吾愛郷    

○時 11:30-14:30・17:30-21:30 

□休火曜 

□所由利本荘市石脇字田尻野4-109 

☎0184-23-4119 

駐車場 有 

http://www.italian-kuro 

創作イタリアンのお店。ラン

チからディナーまでおしゃれ

な店内で、イタリア料理と日

本酒という魅惑の組 

み合わせを楽しもう。 

う。 

         リストランテ クロリストランテ クロリストランテ クロ    

○時 17:00－23:00 

□休水曜 

□所由利本荘市田町84 

☎0184-22-3326 

駐車場 有 

豊富なバリエーションとボ

リュームのあるメニューで人

気のお店。新鮮な魚介のお刺

身セットと、地元酒蔵の美味

しいお酒でカンパ

イしよう！混み合

う週末は早めのご

予約を！ 

         ちゃちゃちゃ 炉端ちゃちゃちゃ 炉端ちゃちゃちゃ 炉端    

○時 18:00-0:00 

□休水曜 

□所由利本荘市花畑町1丁目54 

☎0184-22-5317 

駐車場 有 

羽後本荘駅前の居酒屋で、仕

事終わりの一杯を。自慢の肴

と晩酌替わりの地酒で、電車

の時間までどうぞごゆっく

り。  

         居酒屋 とみや居酒屋 とみや居酒屋 とみや    

         安楽温泉 すぎの木安楽温泉 すぎの木安楽温泉 すぎの木    

 

○時 11:00-14:00・17:00-22:00 

□休月曜（祝日の場合翌日） 

□所にかほ市平沢字前谷地116-51 

☎0184-37-3844 

駐車場 有 

日本海、冬の風物詩である寒

鱈。そんな今が旬の、地元で

取れる新鮮な真鱈の白子を酒

の肴に、地元酒蔵「飛良泉」

でカンパイ！    

         すし屋の中川すし屋の中川すし屋の中川    

【にかほっこり宿泊キャンペーンのご案内】 
2018年1月27日(土)から2月25日(日)の酒フェスタ期間中、泊まって得々！ 

対象施設限定の格安宿泊プランを実施しています。 

4,000円～5,000円の素泊まりプランを用意。 

さらにタクシー割引チケット500円×２枚が付いてくる！ 

詳しくは、にかほ市観光協会まで。（☎0184-43-6608） 

 

 

【イープラスでチケットをご購入の方へ】 
イープラスで前売券をご購入いただくと、チケット『引換券』が郵送またはコ

ンビニ店頭受け取りとなります。 

『引換券』は期間中、協賛各店舗にてチケットと引き換えることができます。 

また、『スマチケ』もご利用になれますので、携帯端末を店舗でご提示くださ

い。詳しいご利用方法はイープラスのサイト内でご確認ください。 

○時 11:30-13:30・17:00-19:00 

□休無 

□所にかほ市象潟町字後田116-5 

☎0184-32-5555 

駐車場 有 

http://www.tatsumi-kanyo.jp/ 

料理自慢の宿と知られ、地元

象潟漁港で取れる新鮮な魚介

類をふんだんに使った料理が

魅力。宿泊や天然

温泉も是非ご利用

ください。         

         たつみ寛洋ホテルたつみ寛洋ホテルたつみ寛洋ホテル    

○時 11:00-15:00・17:00-20:30 

□休無 

□所にかほ市象潟町字大塩越73-1 

☎0184-32-5588 

駐車場 有 

https://www.kisakata. 

nemunooka.jp 

道の駅象潟で、齋彌酒造の限

定酒「潟の松風」

セットが登場！展

望風呂もご利用く

ださい。 

         道の駅象潟 ねむの丘道の駅象潟 ねむの丘道の駅象潟 ねむの丘    

○時 17:00-21:00 

□休 3の付く日、9日、第3月曜日 

□所にかほ市象潟町字後田57-1  

☎0184-43-7400 

駐車場 有 

象潟港で取れる新鮮な魚介類

を肴にして美味しい地酒が飲

める店。リーズナブルでハイ

クオリティーな料理を楽しめ

る。ちなみに店名

は「て ん て ん て

ん」と読む。         

         めし肴・・・めし肴・・・めし肴・・・   
 

○時 11:30-14:00・17:30-22:30 

□休月曜 

□所にかほ市平沢字上町田16-10 

☎0184-36-3030 

駐車場 有 

http://www.sercle.thyme.jp/ 

旬の食材、地産食材を一皿に

演出する、食とお酒の楽しい

洋風居酒屋。地元酒蔵のお酒

を楽しみながらシェ 

フ自慢の料理に舌鼓。          

         セルクルセルクルセルクル    

○時 11:30-14:00・17:30-22:00 

□休水曜 

□所にかほ市象潟町才の神20-31 

☎0184-44-8982 

駐車場 有 

地元の肴と地元のお酒。やっ

ぱり日本酒には和食が良く似

合う。アットホームでリーズ

ナブルな割烹。プチ贅沢を普

段着で楽しもう。 

※ランチは予約が

必要です。       

         割烹割烹割烹   淳淳淳    

○時 11:00-14:00・17:00-20:30 

□休なし 

□所にかほ市平沢字町田108-1 

☎0184-37-3333 

駐車場 有 

http://www.hotel-excel.co.jp/ 

旬の地元食材をふんだんに取

り入れた料理でお酒の席を盛

り上げます。飛良泉の限定酒

「秋田泉」を味わ

える超お得なセッ

トを提供。 

         ホテルエクセルキクスイホテルエクセルキクスイホテルエクセルキクスイ    

○時 11:30-13:30・16:30-22:00 

□休月曜 

□所にかほ市平沢字新町11-3 

☎0184-35-2331 

駐車場 有 

https://sasanoi.jimdo.com/ 

象潟の海を使った逸品のほか

親子丼などリーズナブルで幅

広いメニューを揃える。そん 

な笹乃井自慢の料理 

をワンプレートで楽 

しめるお得なセット 

を用意。 

         笹乃井笹乃井笹乃井    

○時 11:00-14:00・17:30-21:00 

□休なし 

□所由利本荘市鳥海町猿倉a字奥

山前8-45 

☎0184-58-2888 

駐車場 有 

http://foresta-chokai.com/ 

地元食材を使った多くのメ

ニューと地元酒蔵の美酒を、

自然の中で贅沢に味 

わう。温泉、宿泊に 

も是非ご利用くださ 

い。          

         ホテルフォレスタ鳥海ホテルフォレスタ鳥海ホテルフォレスタ鳥海   
 

二十歳未満の飲酒は法律で禁止されております。 

運転手の飲酒、または運転する人へ酒を勧める行為も違法です。飲酒運転は絶対にやめましょう。飲酒後の移動は公共機関またはタクシーをご利用ください。 

お酒は体調に合わせてお召し上がりください。無理な飲酒は控えて楽しい酒席にしましょう。 

お気に入りのお店が見つかったら、期間後も是非ご来店ください。 

 
 


