
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

                                                            

                                                               

 

                                                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ホテル 
ニュー水戸屋 

茶寮宗園 

粉乃音 

アキウ舎 

秋保パン食堂コッペ 

築約１６０年 
古民家レストラン 

ピザとコーヒーのお店 
（自家製天然酵母） 

雑穀焼菓子のお店 
(農薬不使用の雑穀） 

レンタサイクルあり（大人用のみ） 

県道 

磊々峡遊歩道 

 

泉明寺 

湯神社 

県道 

木の家 

ホテルクレセント 

☆ 

（公財）仙台観光国際協会（2020.7.15） 

佐 勘 

仙 
台 
万 
華 
鏡 
美 
術 
館 

◆①さいち：約１．１㎞ 約１４分  
◆③Dottore（ﾄﾞｯﾄﾚｰ）：約０．９㎞ 約１１分 
◆⑧ＧuruＧuru（ｸﾞﾙｸﾞﾙ）：約０．３㎞ 約４分 
◆⑩秋保・里センター：約０．７㎞ 約８分 
◆⑪秋保ワイナリー：約０．８ｋｍ 約１０分 

◆⑫ガラス工房元：約０．６㎞ 約８分 
◆⑯アキウ舎：約１．０㎞ 約１２分 
◆⑱～㉑秋保工芸の里：約１．４㎞ 約１９分 
◆案内①磊々峡入口：約０．５㎞ 約６分 
◆案内②仙台市電展示：約０．６㎞ 約７分 

ＫＹＯＵ 
BARLOUNGE&INN 

仙台市電展示 
（案内②） 
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木造が優しい 
癒しの珈琲館 

【蘭亭から主な目的地までの距離と時間（徒歩）の目安】 

恋人の聖地 
覗橋♡ハート 

Guru Guru【グルグル】 

佐藤屋旅館 

旅館仙秋 

遠藤豆腐店 

理容 
タチバナ 

このね 

覗橋を中心に約 1ｋｍの 
奇岩が続きます 

Dottore【ドットーレ】 

コッペパンのお店 さいち 

秋保名物と言えば 
秋保おはぎ 

ガラス工房 元 

（手しごと館・うつわ館） 

秋保・里センター 
（観光案内） 

センター内に CafeＨＡＣＨＩあります ◆秋保の名勝：磊々峡（案内①） 

鉄ちゃん 
（軽食・喫茶） 

【♨市太郎の湯・そば処市太郎】 

小屋館跡庭園 
（天守閣自然公園） 

池泉回遊式庭園 

スポーツが楽しめる 
総合公園 

柏 鮨 

古布のんの 
（古布服と雑貨） 

緑水亭 

割烹筑波 

スズメのお宿（そば処） 
フォルテシモ（喫茶） マルタコ 

（食事処） 

ぶどうの樹 
（洋菓子） 

手づくり 
ソーセージ工房 

秋保工芸の里 
【秋保工芸の里】 

⑱玩愚庵こけし屋(絵付) 

⑲仙台箪笥 熊野洞 

⑳香木舎 

㉑我妻こけし(絵付) 

◆ひらの工芸 

◆染織工房つる 

◆佐藤こけし屋(絵付) 

◆埋もれ木 

◆御独楽處廣井(休業) 

秋保温泉共同浴場 

こやたてあとていえん 

ぶどうの樹 

柏 鮨 

小松商店 
（ガソリンスタンド） 

覗 
  
橋 

湯 
の 
橋 

Contrail【コントレイル】 

森のオーブン 

森の Cafe 

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。 

※裏面に掲載店舗・工房・施設の案内を掲載しております。 
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９つの工房があります 
見学できます。販売あり。 
こけしの絵付体験、箸の 
漆塗体験もできます。 

（要予約） 

コーヒーと 
デコレーションスイーツ
とパンのお店 

(絵付) 
こけしの絵付け 
体験ができる 
工房(要予約) 

Vienna２９【ヴィエンナ】 

→ 

磊々峡公園 

覗橋パーク 
（土産・お酒） 

【覗橋ペンション】 

秋保ワイナリー 

吹きガラス体験（要予約） 

(箸の漆塗体験) 

秋保森林スポーツ公園 

売店、試飲(有料)カフェがあります 

らいらいきょう 

全長約６５０ｍ 名  取  川 

６２ 

現在地 

宮城の作家が作った 
お好みのカップが 
選べるカフェ 
（自家焙煎） 

（
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ち
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く
杜
の
湖
畔
公
園
） 

手打ちそばとガレット 
 

SOBA to GALETTE 

あずみの 

蘭
亭 



① 主婦の店 さ い ち 
営業時間 ９：００～１９：３０ 

定休日  第２・第４水曜日(祝日は営業) 

電話番号 ０２２－３９８－２１０１ 

秋保温泉の名物と言えば、秋保のおはぎ。昔

懐かしい味が評判です。一見普通のスーパー

ですが、店内の一角にはおはぎがずらっと並

んでいます。多い時で１日５０００個以上も売

れます。 

② 秋保温泉共同浴場 
営業時間 ７：３０～２１：００ 

定休日   第４水曜日 

電話番号 ０２２－３９８－２７７４ 

【料 金】    

 大人：３００円 ※小人：２００円 

※小人は３才から小学生 

タオル：２２０円 シャンプー１６０円 

駐車場あり。 

③ 森のオープン Ｄｏｔｔｏｒｅ（ドットーレ） 
営業時間 １１：００～１７：００ 

       ※ラストオーダー１６：００ 

定休日   水曜日 

電話番号 ０２２－７９７－５６８１ 

オリジナルの国産小麦と自家製天然酵母を使

ったピザが人気のお店。秋保の雑木林の中で

食べる、お店自慢のマルゲリータはお勧めで

す。テイクアウトもできます。 

④ 森の Cafe Ｃontrail（コントレイル） 
営業時間 １１：００～１５：００ 

       ※土・日・祝日は１６：００まで 

定休日   水曜日 

電話番号 ０２２－３９８－５３２０ 

2020年 5 月オープン。おいしいコーヒーと目を

惹くデコレーションスイーツとパンのお店。 

当面はテイクアウトのみの営業ですが、外に

ベンチをご準備しております。 

⑤ Ｖｉｅｎｎａ２９（ヴィエンナ） 
営業時間 １０：００～１８：００ 

定休日   水曜日 

電話番号 ０５０－１０３７－０６５０ 

手づくりソーセージの工房。２０１９年１１月に

移転・リニューアルオープンしました。 

地元食材・季節の食材を練り込んだソーセー

ジや、自家製のコンビーフなどを販売していま

す。 

⑥ 古布 のんの 
営業時間 １０：００～１６：００ 

定休日   日曜日・月曜日 

電話番号 ０２２-７９７－１５８９ 

古布で創る洋服や雑貨などを展示、販売をし 

ています。リメイクも承っております。 

⑦ 雑穀焼菓子 粉乃音（このね） 
営業時間 １０：００～１６：００ 

定休日   火曜日・水曜日・木曜日 

※祝日の場合は営業 

電話番号 ０２２-７９６－９１６７ 

岩手県産の農薬不使用の雑穀と、可能な限り

国産の安全な材料を使用した雑穀焼菓子の

お店です。雑穀エキスパートが作るお菓子は、

食感とずっしり加減がクセになるお店です。 

⑧ うつわ CAFE ＧuruGuru（グルグル） 

営業時間 ９：３０～１７：３０ 

※ラストオーダー１７：００ 

定休日   水曜日 

電話番号 ０２２-７９６－９３４８ 

オリジナルの薪ストーブを備え、店舗内にディ

スプレイされている、宮城の作家さんのカップ

をお好みで選んで頂き、自家製珈琲をゆっくり

飲みたい方にはお勧めのお店です。 

⑨ 秋保パン食堂 コッペ 
営業時間 １０：００～１５：００ 

※土・日・祝日は１６：００まで 

定休日   木曜日・第２・４水曜日・年末年始 

電話番号 ０２２-３０４－９２６０ 

自家製コッペパンと食事、喫茶のお店です。国

産小麦のコッペパンは、甘みと香りがあり地元

でも評判です。甘系、総菜系のテイクアウト用

サンドも好評です。 

⑩ 秋保・里センター 
営業時間 ９：００～１８：００ 定休日 無休 

電話番号 ０２２－３９８－２３２３ 

秋保の観光情報が手に入ります。レンタサイク

ル：９：３０～１７：００（最終受付 16 時）利用期

間は 4 月から 11 月まで。無料（但し補償金と

して千円をお預かり）足湯：4月から 11月の土

日祝日のみ。11時から１６時。無料。 

◆館内に人気のCafé ＨＡＣＨＩが入っています 

⑪ 秋保ワイナリー 
営業時間 ９：３０～１７：００ 

※ラストオーダー１６：３０ 

定休日   火曜日 

電話番号 ０２２-２２６－７４７５ 

ぶどう畑に囲まれたワイナリー。ワイナリーで

はワインやリンゴを使ったシードルを醸造。ワ

インの販売、試飲（有料）や軽食など提供して

います。 

⑫ ガラス工房 元 
営業時間 １０：００～１７：００ 

定休日   火曜日 

電話番号 ０２２-３９８－４１２３ 

日本を代表する吹きガラスの万華鏡作家の工

房です。吹きガラス体験（要予約）ができ、小さ

なお子様でも体験可能です。万華鏡の他、器

やグラス、シルバーアクセサリーなどを制作、

販売しています。 

⑬ 覗橋パーク【覗橋ペンション(素泊宿)】 
営業時間 ９：００～２０：００ 

定休日   不定休 

電話番号 ０２２-３９８-２４２２ 

ＦＡＸ     ０２２-３９７-２９０２  

オリジナル日本酒「磊々」好評発売中！。お土

産も販売しています。ペンションに宿泊された

お客様に無料入浴パス有。１泊 3,500円税込。 

⑭ 軽食・珈琲 鉄ちゃん 
営業時間 １１：００～１５：００ 

土・日曜日は１７：００まで 

定休日   水曜日 

電話番号 ０９０-４３１６－７８９５ 

昔懐かしい昭和の味「ナポリタン」は如何です

か。美味しいコーヒーとご一緒にどうぞ。 

店内には旧秋保電鉄の資料がたくさんありま

す。鉄道マニアの方にはお勧めです。 

⑮ SOBA to GALETTE あずみの 
営業時間  平 日   １１：００～１５：３０ 

       土・日・祝日 １１：００～１７：００ 

定休日  火曜日、第１・３水曜日 

電話番号 ０２２-３９８－６２５３ 

信州戸隠産のそば粉を使用した手打ちそばや

フランスブルターニュ地方の郷土料理のそば

ガレットを提供しております。 

⑯アキウ舎（古民家レストラン） 
営業時間 １１：００～１７：００ 

※ラストオーダー１６：００（ランチ 15時）まで 

定休日   火曜日 

電話番号 ０２２-７２４－７７６７ 

築 160 年の古民家を再生したカフェ＆レストラ

ン。ランチメニューは地物を使用した『アキウ

舎ランチ』の他に３種類。スイーツメニューでは

地元秋保石イメージした『秋保採石ショコラ』人

気です。 

⑰秋保森林スポーツ公園 
営業時間 １０：００～１６：３０ 

※最終受付（１６時まで） 

定休日 7/1.7.8.14.15.9/1.2.8.9.11/10.11.17.18 

        24.25※１２月から３月まで冬期休業 

電話番号 ０２２-３９８－２３４５ 

レストラン 土・日・祝・休前日のみ営業 

【入園料】  大人 380 円（中学生以上）       

こども 190 円（4 才以上）ｼﾆｱ 190 円（65 才以

上）その他、体験により利用料金がかかります 

⑱玩愚庵こけし屋（仙台こけし） 
営業時間 ９：００～１７：００ 

定休日   火曜日 

電話番号 ０２２-３９８－２６７３ 

仙台こけしは、くびれのある木地に赤と黒の２ 

色だけで描彩した、シンプルでモダンなデザイ

ンが特徴です。オリジナルのこけしも作成して

います。こけしの絵付け体験もおこなっていま

す。（要予約） 

⑲仙台箪笥 熊野洞 
営業時間 ８：００～１７：００ 

定休日   不定休 

電話番号 ０２２-３９８－２６６１ 

仙台箪笥は欅の木目を生かした仙台木地蝋

塗りが特徴の、杜の都に伝わる伝統工芸品で

す。木地、うるし塗り、錺金具まで一貫した手

作りの本物に拘っています。箸の漆塗り体験

も行っています。（要予約） 

⑳煎茶用道具 香木舎 
営業時間 ９：００～１７：００ 

定休日   不定休 

電話番号 ０２２-３９８－２９５４ 

指物師として六十余年。指物は素材によって

その良さが大きく左右される為、銘木を吟味し

木の表情を活かし、長く地道な作業工程を経

て作品に命がふきこまれます。見学ご希望の

場合は前日までに要予約。 

㉑我妻こけし（遠刈田系こけし） 
営業時間 ９：００～１７：００ 

定休日   不定休 

電話番号 ０２２-３９８－２３２７ 

親子三代で受け継ぐ伝統こけし。伝統の技を

使って作られるロクロの器や、木地玩具も本

来の木のやさしさや、ぬくもりが伝わってくるも

のばかりです。長年の経験と寸分くるわぬ匠

の技で丁寧に仕上げます。 

㉒小屋館跡庭園（天守閣自然公園） 

営業時間 １０：００～１６：３０ 

       ※季節により変動あり 

定休日  12月～2月の第 3金曜日 12/31.1/1 

電話番号 ０２２-３９８－２１１１ 

大人 400 円・こども 100 円（4 才から小学生※

オフ料金あり）２４万㎡の自然景観を取り入れ

た池泉回遊式庭園です。別に日帰り入浴施設

やそば処、カフェなどがあります（営業時間は 

利用施設により異なります） 

㉓木の家（珈琲館） 

営業時間 平  日 １０：３０～１６：００ 

       土日祝 １０：００～１６：３０ 

定休日   12/31.1/1 1・2月の水・木曜日 

電話番号 ０２２-３９７－２７１４ 

珈琲館以外に宿泊施設（ロッジ）や秋保の工

芸家たちの作品を展示・販売している手しごと

館・うつわ館があります（営業時間は異なりま

す） 

案内① 磊々峡（らいらいきょう） 
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。覗橋（のぞきばし）

を中心に約 1 キロ続きます。 

覗橋の下流側には約 650m の遊歩道が整

備され、四季折々の風景を楽しめます。里

センターの裏手にある散策路からは、磊々

峡を流れる名取川の流れを間近で鑑賞す

ることができます。恋人の聖地認定「覗橋

♡ハート」があります。 

案内② 仙台市市電（展示） 
展示されている電車（元仙台市電 119 号）は、

市電が廃止された昭和５１年まで仙台市内を

走っていた車両です。廃止後、長崎市へ譲渡

され平成 14年まで長崎市内を走っていたもの

を、再度、仙台市へ返還され、かつて秋保電

鉄の終着駅であった秋保温泉駅跡に保存展

示しているものです。 

 注）掲載内容につきまして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。臨時休業、営業時間変更等もございますので予め電話での営業確認をお勧めいたします。  

【2020.7】 


