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1 とまとピューレ
2 比内地鶏トマトだれ
3 完熟トマト桃太郎
   手づくりケチャップソース
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三大極上美味厳選

特産品

Special Product

牛･米･トマト

幻の短角牛なるせ赤べご
安全・安心・ヘルシーなお肉

　大自然の広大な放牧場

でストレスなく育ち肥育に

は村産の飼料用米と乾草

を与えています。脂肪分が

少ない短角牛の肉質は、

しっかりした歯ごたえで爽

やかな旨味です。

あきたこまち仙人米
食味と大きさにこだわった

　栗駒山からの恵みの清流

と肥沃な土壌、昼夜の寒暖

差が粘りのある旨い米を育み

ます。食味値75以上､2.0mm

以上の大粒で抜群の旨さ

です。ここだけで穫れる幻

の「あきたこまち」です。

完熟トマト桃太郎
素材の旨さが生きた抜群の加工品

　村の冷涼な気候と朝晩

の寒暖差が糖度の高いト

マトを育みます。「なるせ

加工研究会」では着色料・

化学調味料を使用せず、安

全・安心にこだわった加工

品を手作りしています。

◆おもてなしの宿◆
後藤旅館 ◆家庭的な雰囲気で山の幸を味わう

●田子内字田子内64  ●定員／5室15名  ☎0182−47−2337

mapA-1

なるせ温泉 東仙歩 ◆一枚岩をくりぬいた岩風呂や岩盤浴を楽しめる宿

●椿川字真戸30−1  ●定員／7室30名  ☎0182−47−3181

◆焼石岳登山、スキー、パークゴルフを楽しむ拠点やまゆり温泉 ホテルブラン
●椿川字柳沢39−7  ●定員／16室70名  ☎0182−47−3104

ペンション お山の大将 ◆山の幸、川の幸を様々なアレンジで堪能

●岩井川字沼又59−40  ●定員／9室25名  ☎0182−47−3715

ペンション きのこ小舎 ◆登山や自然観察の拠点宿。主人は「森の案内人」 

●岩井川字川通28−8  ●定員／4室10名  ☎0182−47−2255

◆家族で皆さまをお迎え。アットホームな宿民宿 山野荘
●岩井川字合居3−9  ●定員／3室7名  ☎0182−47−2368

栗駒山荘
栗駒国定公園内・須川温泉にある温泉宿で雲海に浮かぶ出羽富士・鳥海山を望む絶景

を楽しめます。日本でも稀な強酸性のみょうばん緑ばん泉です。（pH値2.3）mapE-3

やまゆり温泉　ホテルブラン
国内第3位の数値を誇る強アルカリ性温泉（pH値9.8）、ツルツル肌になる「美肌の湯」。冬は

スキー宿として、春から秋はパークゴルフ場や焼石岳登山拠点として賑わいます。mapB-2

絶景広がる雲上のいで湯

山懐の名湯・美肌の湯

強酸性 VS. 強アルカリ性
Hot
spring温泉

酸性

アル
カリ
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秋田県東成瀬村

◆絶景を眺める雲上のいで湯、栗駒山登山拠点

mapB-2

mapB-2

mapA-2

mapB-2

mapA-2

mapE-3栗駒山荘
●椿川字仁郷山国有林内  ●定員／24室85名  ☎0182−47−5111

ジュネス栗駒パークゴルフ場
日本パークゴルフ協会認定の36ホール・4コースのゴルフ場。ちびっ子からお年寄まで楽し

めます。間近に「やまゆり温泉」があり森林浴と温泉浴をお楽しみいただけます。mapB-3

多彩なコースとゲレンデに直結する温泉ホテルや各種レストランなど、施設も充実した

大人気のスキー場。ゲレンデからは出羽富士・鳥海山を望むことができます。mapB-3

絶景のゲレンデを滑走

ほたるの里公園
栗駒に源を発する清流・成瀬川。村内には川が目前で大きくうねる迫力ある景観など川景色の見

所が随所にあります。その一つ「ほたるの里公園」は、散策コースとしておすすめです。 mapA-1

心潤う、せせらぎの景観

パークゴルフ VS. スキー
Leisure

レジャー 栗駒山 VS. 成瀬川

ゴルフ

スキー

Mountain
     River

山河神社 VS. お寺
Shrine
Temples

社寺

必見！！見事な神社彫刻

１ 天神社･力士像 mapA-1

２ 水神社･力士像 mapA-1

３ 平良山神社･力士像 mapB-1

４ 肴沢神社 mapA-2

５ 八坂神社 mapB-2

屋根の四隅を支える力士像や

龍神など各神社の彫刻は見応

えある芸術品です。

了翁は龍泉寺に奉公

に出て12歳で出家。

全国各地で修行を重

ね、万病に効くとさ

れる薬の開発や、経

典の百科事典といわ

れる「大蔵経」を収集。

学問所の開設や社会

福祉事業も行いまし

た。mapB-2

高僧･了翁禅師が剃髪得度した寺

寛永4年(1792年)の百

姓一揆で犠牲となった

百姓の供養碑や境内

入口には機密和尚手彫

の地蔵尊があります。

また不動滝が程近くに

あり、滝打たれや座禅

修行を行うイベント

「仙人修行」も、この寺

を拠点として毎年夏に

開催されます。mapA-1

由緒ある寺で座禅修行

永伝寺龍泉寺

了翁禅師･剃髪の�石碑 座禅修行

手彫りの地蔵尊

子抱き観音像

寺

神社 春から秋は大自然でリフレッシュ

ジュネス栗駒スキー場

栗駒国定公園・焼石岳／栗駒山
焼石連峰の主峰・焼石岳は花の名山。健脚者向きの縦走登山路です。栗駒火山群の主峰・

栗駒山は湿原や火山地獄など多彩な景観。登山口の温泉や山裾のドライブも楽しめます。

ドライブ､トレッキング､登山｡多彩な楽しみ方 山

mapB-4／E-3

川

山野荘

秋田県雄勝郡東成瀬村田子内字仙人下30−1
TEL 0182-38-8411  FAX 0182-38-8412
E-mai l : senn in .kyo@yel low.p la la .or.j p

（一社）東成瀬村観光物産協会
≪観光案内所≫

秋田県雄勝郡東成瀬村田子内字仙人下30−1
TEL 0182-47-3402  FAX 0182-47-3260
http://www.higashinaruse.com

秋田県東成瀬村役場 企画課
≪お問い合せ先≫
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