水沢温泉郷

☎0187-46-2446

丸駒荘

四季彩

風の又三郎

ロッジ

☎0187-46-2026

☎0187-46-2554

☎0187-46-2807

クライマー

☎0187-46-2711

観光情報センター「駅前蔵」 田沢湖観光情報センター「フォレイク」
FAX

0187-54-1755

FAX

☎0187-54-2700

0187-43-2077

☎0187-43-2111

ヘルプマーク

聞こえが不自由なこと
を表すと同 時に、聞こ
えない人・聞こえにくい
人への配慮を表すマー
クです。

障がいや疾患などがあることが外見から
は分からない人が、支援や配慮を必要と
していることを周囲に知らせることがで
きるマークです。ヘルプマークをお持ち
の方をみかけたら見守ってください。

温泉民宿 かもしか
☎0187-46-2048

☎0187-46-2256
湯元

自然休養村センター

案内看板

田沢湖スポーツセンター

☎0187-46-2341

アルパこまくさ

秋田駒ヶ岳八合目バス
運行の発着所

聴覚障がいをお持ちの方や耳が聞こえにくい方へ、宿泊
時に光と音で緊急時にお知らせする「室内信号装置」を
当会で準備しています。必要な方はご予約いただければ
宿泊施設へお願いしますので、ご予約ください。
（対応できない施設もございます）

（冬期は通行止めになります）

ジンギスカン食堂
みどり荘

☎0187-46-2131

山のはちみつ屋
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FAX

0187-43-3855

FAX

0187-43-1540

☎0187-43-0535

田沢湖スポーツセンター
☎0187-46-2001

天然温泉

総丈35mの金色大観音がそびえ
立っています。
開山時間／9:00〜17:00（年中無休）

⬇たざわ湖スキー場・水沢温泉郷へ

田沢湖湖畔「春山地区」

ペンション

サウンズグッド ハートハーブ
☎0187-43-0127

黒森山展望台

田沢湖湖畔が一望できる
ポイント！

田沢湖レイクリゾート
☎0187-46-2016

⬆国道105号・北秋田市方面へ

御座石神社

☎0187-43-2424

山のはちみつ屋

民宿はるやま ☎0187-43-2301
民宿三之丞

☎0187-43-1244

田沢湖オート
キャンプ場
☎0187-58-0666

湖畔の杜ビール

湖畔の杜ビール

ホテル湖心亭

☎0187-58-0608

☎0187-43-0721

ペンション 孫兵衛
☎0187-43-1734

北の仲間

四季折々美しい表情を見せてくれる
神秘の湖「田沢湖」は日本一の水深。
波がおだやかな晴天の日、湖面に映 「春山地区」
る秋田駒ケ岳はかなりレアです。
右に拡大図が
あります！

FAX

0187-49-8131

川魚の茶屋
田沢湖キャンプ場

☎0187-43-1200

田沢湖（白浜）

☎0187-43-2052

☎0187-43-2990

（冬期休業）

☎0187-43-0909

かたくりの花

9 永井食品缶詰加工所

つりぼり

クニマス未来館

たつこ茶屋

民宿惣之助

☎0187-43-2161

田沢湖
ローズパークホテル
☎0187-47-2211

辰子観音

（冬期休業）

レストランやお土産品の
お店があるエリア。田沢
湖湖畔のターミナル的な
場所で、秋田県の情報も
たくさんあるので、ここ
から旅を満喫してね！

ボートイン槎湖
☎0187-43-1556

田沢湖共栄パレス
☎0187-43-0701

遊覧船発着所

グリーンガーデン
☎0187-43-2056

思い出の潟分校

黄金に輝く永遠の美女「たつこの像」

「たつこ姫伝説」
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秋田の季節の味を
手作りでおもてなし
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田沢湖が田沢潟と呼ばれていた頃、院内金ケ沢にとても美しい辰子と
いう娘がいた。辰子はその美しさと若さを永遠に保ちたいと、大蔵観音
に百日百夜の願いをかけた。満願の夜に「北に湧く泉の水を飲めば願い
がかなう」とお告げがあり、辰子は院内岳を越え、深い森を進むと岩の
間に清い泉があった。その水を飲むと何故か喉が渇き、泉が枯れるほど
飲み続けた。時が過ぎ、気がつくと辰子は大きな龍の姿になっていた。
龍になった辰子は、田沢潟の主となって湖底深く沈んでいった。
秋田には男鹿半島に八郎潟の主、八郎太郎という龍の化身がいる。毎
年秋の彼岸の頃、田沢湖に恋人の辰子を訪ね、冬を一緒に過ごすことか
ら、主のいない八郎潟は凍り、二人の龍神が住む田沢湖の冬の間は凍ら
ないとして言い伝えられている。（三湖物語より改文）
※本当に田沢湖は凍らないんですよ！

「秋田新幹線こまち」
で東京と秋田（田沢湖）
を最短2時間50分で
移動できます。

秋田市
角館方面⬇

田沢湖
消防分署
田沢湖観光情報センター

フォレイク

市民会館 生保内小
生保内中

（田沢湖駅内）

思い出工房

田沢湖駅

仙北市田沢湖庁舎

川魚の茶屋
ラーメンめん丸
☎0187-43-2052
☎0187-43-1977

◎

川魚の茶屋
峠の茶屋

☎0187-43-2052
☎0187-43-1803

沢湖

幹

田新

JR秋

田
線（

仙岩情報ステーション

仙岩トンネルについて学ぶことができる施設。
交通情報もわかります。9:00〜16:00

「仙岩トンネル」
があるおかげで、
岩手県と秋田県を楽に
移動できるように
なりました。

50

分）

電 話 0187（43）0031
FAX 0187（49）6030

線）

☎0187-43-0274

➡盛岡方面へ（車で約

御食事処
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7 田沢湖レストハウス
遊覧船みどり丸

☎0187-43-0766
なつかしい木造校舎を見学できます。
昭和の時代へタイムスリップ。

➡国道３４１号に出て、田沢湖駅方面
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国道１０５号・角館方面へ⬅

電話 0187-46-2256
FAX 0187-46-2725

☎0187-43-1258

OREA（オラエ）

6 OREA（オラエ）

田沢湖 水深423.4m

秋田駒ヶ岳の情報と火山防災
センターになっており、温泉
も楽しめる複合施設。露天風
呂からの眺めは格別です！

田沢湖金色大観音
☎0187-46-2016

⬇田沢湖駅へ

国道46号へ⬇

4

☎0187-46-2101

この先、玉川温泉方面や乳頭温泉郷方面には
ガソリンスタンドがありませんので、予めご準備を！

2

☎0187-46-2211

アルパこまくさ

この辺からは、ずっと勾配が続くので走行は「上り」
「下り」ともご注意ください。安全運転で！

北の仲間
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駒ヶ岳グランドホテル

☎0187-46-2311

この辺から眺める「秋田・駒ケ岳」はとても美しい。
青空の時は特に雪山とのコントラストが最高です！
インスタ映え間違いなし！

製作団体：聴覚障がい者の観光マップを作ろう会

2020年4月
リニューアルOPEN!

山麓荘

旬樹庵山荘

サボーカルチャーパーク

御座石
真っ赤な鳥居が美しい

7

プラザホテル

ハイランドホテル

3 民宿甚吉

6

田沢プラトーホテル

ログハウスの宿 仙人
☎0187-46-2619

玉川温泉方面へ⬆

あさり商店

5

ロッジ アイリス
☎0187-58-1101

☎0187-46-2004

玉川温泉・乳頭温泉郷方面➡

3

ホテルグランド天空

田沢高原ホテル

本マップは仙北市協働による、まちづくり提案型補助金と協力施設のご協賛により作られました。
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田沢湖高原温泉郷

☎0187-46-2121

このマップについての「お問い合わせ」
・
「室内信号装置」のご予約は、事務局：旅企画 思い出工房 FAX:0187-43-1194 Eメール：odarb333@gmail.com TEL:0187-42-8399

1

☎0187-46-2214

☎0187-46-2615

水沢温泉郷

三盛石油SS

製作協力：仙北市・
（一社）田沢湖角館観光協会・
（社福）仙北市社会福祉協議会

黒湯温泉

☎0187-46-2331

0187-42-8480

室内信号装置貸出

☎0187-46-2224

日帰り入浴が可能な温泉宿もあるので
詳しくはお問い合わせください！

水沢温泉

☎0187-46-2688

西木観光案内所
☎0187-42-8480

乳頭温泉郷

大きなホテル群がある温泉郷。
日帰り入浴も楽しめる宿も
たくさんあります！

お問い合わせ

FAX

☎0187-46-2244

田沢湖高原温泉郷

☎0187-46-2111

孫六温泉
休暇村乳頭温泉郷

0187-46-2800

（露天風呂）

駒ケ岳温泉

☎0187-46-2438

☎0187-46-2740

（鶴の湯別館）

田沢湖スポーツセンター
陸上競技場

水沢山荘

友情苑

☎0187-46-2047

田沢湖湖畔

耳マーク

☎0187-46-2006

1 青荷山荘

FAX

妙乃湯

⬆乳頭温泉郷へ

お問い合わせ

国道３４１号・田沢湖駅へ⬇

秋田県仙北市

お問い合わせ

ニュースカイ

大釜温泉

山の宿

スキーセンター「レラ」

リゾートホテル

☎0187-46-2021

0187-46-2139

☎0187-46-2653

ペンション白い星
ロッジ 山の詩
☎0187-46-2525
☎0187-46-2226

フォレスト倶楽部 田園
☎0187-46-2631
旅館

FAX

たざわ 湖 スキー場

ヨーデル

ペンション

蟹場温泉

鶴の湯温泉

☎0187-46-2855

プラザホテル山麓荘別館

山荘

田沢湖・西木 観 光 マップ

ヒュッテ 旅人木
☎0187-46-2555

ヒュッテ ビルケ
☎0187-46-2833

どんぐり山荘

たざわ湖スキー場に隣接している温泉宿です！

聴覚障がいのある方にも、みんながお使いいただける

⬆田沢湖高原温泉郷・乳頭温泉郷へ

貸し別荘山荘イーグル
☎0187-46-2284

