
店名 所在地 ジャンル

1 秋田温泉さとみ 添川字境内川原 和食

2 あわい 高陽幸町 和食

3 壹しん 土崎港中央三丁目 和食

4 回転寿司すし江戸山手台店・茨島店 山手台一丁目ほか 和食

5 割烹かめ清・遊食さい賀 大町四丁目 和食

6 寛文五年堂 中通一丁目 和食

7 國酒と料理墨流し 大町五丁目 和食

8 市民市場直営回転寿司　市場いちばん寿司 中通四丁目 和食

9 創鮓　庵河豚 保戸野桜町 和食

10 そゑ川 添川字添川沢 和食

11 そば処きちじ 将軍野南三丁目 和食

12 そば処紀文 大町六丁目 和食

13 ダイニング万葉ホテルメトロポリタン秋田店 中通七丁目 和食

14 竹嶋 大町四丁目 和食

15 太助寿司本店 下新城中野琵琶沼 和食

16 橘 南通亀の町 和食

17 津ねや 大町四丁目 和食

18 伝承の味処無限堂 大町一丁目ほか 和食

19 とんかつかつ吉　山王店・外旭川店 外旭川八幡田一丁目 和食

20 南部家敷 仁井田本町五丁目ほか 和食

21 日本料理藤の家 大町一丁目 和食

22 ぱっぷや茨島店・市民市場店・まるごと市場店 卸町二丁目ほか 和食

23 広小路我楽 中通二丁目 和食

24 Bｏｏ★（ブースター） 八橋本町三丁目 和食

25 歩摘亭 大町五丁目 和食

26 御厨光琳 中通一丁目 和食

27 弥助そば総本店 千秋久保田町 和食

28 料亭濱乃家 大町四丁目 和食

29 和彩　海Ｋａｉ 川尻総社町 和食

30 和食扇屋 中通四丁目 和食

31 和食すがわら 大町一丁目 和食

32 和食処まる 大町二丁目 和食

33 アンサナ 中通二丁目 洋食
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34 カワバタＭｅａｔＫｉｔｃｈｅｎ 大町四丁目 洋食

35 キッチン一番 山王二丁目 洋食

36 クオーレ 中通七丁目 洋食

37 コジコジ秋田駅前店 中通二丁目 洋食

38 ＳＵＭＭＩＴ 山王一丁目 洋食

39 Ｄｉｎｉｎｇ想 大町一丁目 洋食

40 中通ｃｈｉｌｌｏｕｔ 中通五丁目 洋食

41 ビアカフェあくら 大町一丁目 洋食

42 ＢＥＥＲ　ＦＬＩＧＨＴ 南通亀の町 洋食

43 ＢＩＳＴＲＯ　８８バル 中通一丁目 洋食

44 ブッチャーノ 川尻大川町 洋食

45 フランス料理サンビーム 山王三丁目 洋食

46 ポンレヴェック 南通亀の町 洋食

47 ミュージクバー　ポルト 大町一丁目 洋食

48 ＹＡ－ＹＡ　Ｓｔａｚｉｏｎｅ　Ｂ 中通七丁目 洋食

49 ＹＡ－ＹＡ　Ｔｕｒａｎｄｏｔ 山王三丁目 洋食

50 レストランＡ－１ 大町五丁目 洋食

51 レストランそら 雄和椿川字山籠 洋食

52 レストラン　プラッツ 大町一丁目 洋食

53 レストランルセット 大町一丁目 洋食

54 ワインガーデン・ジャズハウス　リッシュブール 山王一丁目 洋食

55 餃子玖 中通四丁目 中華・拉麺

56 欣秋 中通七丁目 中華・拉麺

57 自家製麺５１０２ 保戸野桜町 中華・拉麺

58 中国料理雪梅 外旭川大畑 中華・拉麺

59 中国料理甜甜酒楼 保戸野千代田町 中華・拉麺

60 ドラゴン食堂 山王中園町 中華・拉麺

61 ヌードルバル　オクト 千秋明徳町 中華・拉麺

62 麺処りよう馬 保戸野桜町 中華・拉麺

63 ゆぎ屋 中通六丁目 中華・拉麺

64 らーめん処珍竹林 広面昼寝 中華・拉麺

65 レストラン　ニューパーク 山王四丁目 中華・拉麺

66 アーティチョーク 中通二丁目 各国料理

67 秋田牛玄亭・牛玄亭山王別館 中通二丁目ほか 各国料理

68 インド＆ネパールレストラン　パナス 土崎港北七丁目ほか 各国料理

69 カレーハウス華麗亭 山王三丁目 各国料理

70 川反ルーフトップ”肉広場” 大町五丁目 各国料理



71 禁煙ばー縁～ＥＮＩＳＨＩ～ 山王一丁目 各国料理

72 炭火でいろいろ焼いてくれや 外旭川八柳三丁目 各国料理

73 ひよこカレー秋田駅前店 中通六丁目 各国料理

74 焼肉コリアン 大町五丁目 各国料理

75 レストランおいしんぼ 八橋本町一丁目 各国料理

76 Ｒｔａｂｌｅ 南通みその町 カフエ

77 赤居文庫 中通四丁目 カフエ

78 秋田畑 中通一丁目 カフエ

79 ＨｅｒｂａｌＣａｆｅＰＲＡＮＡ 泉中央四丁目 カフエ

80 鴨谷珈琲店 中通七丁目 カフエ

81 ｇｒｅｅｎ　ｅｎｏｕｇｈ 中通六丁目 カフエ

82 交点　喫茶と日々を暮らすこと 保戸野通町 カフエ

83 コーヒーとパンの店美豆木 保戸野原の町 カフエ

84 コーヒールーム　ブラジル 大町二丁目 カフエ

85 コミックバスターアルヴェ秋田駅東口店 東通仲町 カフエ

86 ＳＯＵＰ　ＨＯＬＩＣ 中通六丁目 カフエ

87 ナガハマコーヒー 広面字近藤堰越ほか カフエ

88 ＢＡＩＲＯ　ＣＡＦＥ 大町五丁目 カフエ

89 パンケーキ専門店キーファーズカフェ 手形山崎町 カフエ

90 パンプルムゥス秋田 大町三丁目 カフエ

91 Ｂａｋｅｒｙ＆Ｃａｆｅ　ＧＲＩＳＳＩＮＩ 中通一丁目 カフエ

92 LOCAL　KITCHEN　RAILS　AKITA 中通七丁目 カフエ

93 秋田川反漁屋酒場 大町四丁目 居酒屋

94 秋田きりたんぽ屋秋田駅前本店・大町分店 中通二丁目ほか 居酒屋

95 秋田長屋酒場 中通四丁目 居酒屋

96 秋田の食堂やまと 大町二丁目 居酒屋

97 秋田乃瀧 大町三丁目 居酒屋

98 秋田番屋酒場 千秋久保田町 居酒屋

99 居酒や　いずみ屋 泉中央一丁目 居酒屋

100 いろり家 大町四丁目 居酒屋

101 上之三つや 中通五丁目 居酒屋

102 魚河岸 大町三丁目 居酒屋

103 旨いもの酒場オードリー 山王一丁目 居酒屋

104 えびす 大町五丁目 居酒屋

105 扇屋　郷土の味・秋田牛鉄板焼 中通七丁目 居酒屋

106 かまくら家 大町四丁目 居酒屋

107 川反軒 大町五丁目 居酒屋



108 紀伊国屋 中通二丁目 居酒屋

109 銀河館 大町二丁目 居酒屋

110 ギンホル 大町五丁目 居酒屋

111 串揚げＵＯ－ＺＡ 大町四丁目 居酒屋

112 くしやもつや 大町六丁目 居酒屋

113 ぐらん炭 中通四丁目 居酒屋

114 げんき屋秋田駅前店 中通二丁目 居酒屋

115 心づくし　ことり 山王二丁目 居酒屋

116 酒蔵　熊親爺 大町四丁目 居酒屋

117 肴やしち 手形山崎町 居酒屋

118 酒場戸隠 山王二丁目 居酒屋

119 さけ富 大町五丁目 居酒屋

120 酒庵田なか 泉中央二丁目 居酒屋

121 酒季亭比内や 大町四丁目 居酒屋

122 焼酎屋 中通四丁目 居酒屋

123 食の館香味 土崎港中央三丁目 居酒屋

124 寿ゞ 大町六丁目 居酒屋

125 炭火焼志庵 大町五丁目 居酒屋

126 炭火やきとり一㐂 南通築地 居酒屋

127 炭火焼鳥夢 広面近藤堰添 居酒屋

128 然 中通五丁目 居酒屋

129 膳菜や 大町六丁目 居酒屋

130 大安ラーメン 大町五丁目 居酒屋

131 だいこんや 山王二丁目 居酒屋

132 Ｄｉｎｉｎｇ集 中通二丁目 居酒屋

133 大漁丸　ダイワロイネットホテル秋田店 大町二丁目 居酒屋

134 武蔵 仁井田新田二丁目 居酒屋

135 とっぴんぱらりのぷ 千秋久保田町 居酒屋

136 どでん舌 中通二丁目 居酒屋

137 トリス軒 中通四丁目 居酒屋

138 とりっこ新屋店・御所野店・追分店 新屋大川町ほか 居酒屋

139 なかいち桟敷 中通一丁目 居酒屋

140 肉バルNORICHANG 大町五丁目 居酒屋

141 西丸 南通築地 居酒屋

142 二代目秋田杉　政 大町三丁目 居酒屋

143 飲み食い処　海の幸 泉中央二丁目 居酒屋

144 半兵ヱ秋田駅前店・川反店 千秋久保田町 居酒屋



145 ビアレストラン楽市 中通六丁目 居酒屋

146 火乃座 大町五丁目 居酒屋

147 ひょうたん広面 広面字堤敷 居酒屋

148 福ト屋 大町五丁目 居酒屋

149 福ノ助 大町四丁目 居酒屋

150 ノ貫 中通四丁目 居酒屋

151 紅がら屋 大町四丁目 居酒屋

152 ほるもん酒場サモエド秋田駅前店 中通四丁目 居酒屋

153 やきとりてる吉 金足追分字海老穴 居酒屋

154 やきとり馬勘亭 中通六丁目 居酒屋

155 焼きとん大国秋田山王店 山王一丁目 居酒屋

156 ユーランドホテル八橋 八橋イサノ二丁目 居酒屋

157 １９９７ＪＡＮＩＳ 大町四丁目 クラブ、バー、スナック

158 ＣＯＣＫＴＡＩＬ＆ＷＨＩＳＫＹ　Ｌａｄｙ 大町三丁目 クラブ、バー、スナック

159 Ｃａｆｅ＆Ｂａｒポップコーン 中通二丁目 クラブ、バー、スナック

160 きゃろんマイルド（ＡＫビル２Ｆ） 大町四丁目 クラブ、バー、スナック

161 コンカドール（栄憲ビル） 山王一丁目 クラブ、バー、スナック

162 THE　CATWALK 大町三丁目 クラブ、バー、スナック

163 四季彩はなれ 大町五丁目 クラブ、バー、スナック

164 スナック喫茶黒真珠（十番街ビル２Ｆ） 山王一丁目 クラブ、バー、スナック

165 スナック志乃（横町ビル２Ｆ） 大町六丁目 クラブ、バー、スナック

166 スナックとれびあん（ＫＳビル６Ｆ） 中通四丁目 クラブ、バー、スナック

167 スナック魅惑（川反ウィングビル１Ｆ） 大町五丁目 クラブ、バー、スナック

168 ゼロクラブ（アイパレスビル６Ｆ） 大町五丁目 クラブ、バー、スナック

169 NAGAOKA 大町四丁目 クラブ、バー、スナック

170 ＢＯＬＳ 大町六丁目 クラブ、バー、スナック

171 ＭｉｘＢａｒ　ＢｉｇＴｒｅｅ（八番館ビル３Ｆ） 大町五丁目 クラブ、バー、スナック

172 深雪（第３ドリームビル６Ｆ） 大町五丁目 クラブ、バー、スナック

173 ゆびきり（大町ＡＫビル１Ｆ） 大町四丁目 クラブ、バー、スナック

174 ラウンジきゃら（ナカミ川反第一ビル２Ｆ） 大町五丁目 クラブ、バー、スナック

175 ラジオズバー 大町五丁目 クラブ、バー、スナック

176 ラストショー（Ｒ１０３ビル１Ｆ） 山王一丁目 クラブ、バー、スナック

177 ラララ（アイパレスビル１０５） 大町五丁目 クラブ、バー、スナック

178 Ｌｉｂｅｒｔａ（エルブランコビル４Ｆ） 大町五丁目 クラブ、バー、スナック


