
フルーツ狩り開催の観光果樹園 お食事処 営業時間／11:00～20:00（14:30～17:00準備中）
定休日／毎週水曜日

東根 中華食堂 心風亭
☎0237-43-6336

営業時間／11：00～14：00、17：00～22：00
定休日／不定休

東根 割烹 多茂登
☎0237-43-2580

4月上旬から7月上旬まで、さくらんぼの王様「佐藤錦」のさくらんぼ狩りを体験できます。
また、四季を通して旬のフルーツ狩りもお楽しみいただけます。

さくらんぼ狩り
（佐藤錦）

…６月17日㈯～７月27日㈰

もも狩り

…８月中旬～９月上旬

りんご狩り

…10月上旬～11月下旬

ぶどう狩り

…９月上旬～10 月上旬

いちご狩り

…４月３日㈪～５月中旬
　（平日のみ入園）

☎0237-42-3248
☎0237-43-5181（果樹園）

小山田○果樹園三

☎0237-44-2858

本間果樹園

☎0237-48-2222

名和観光さくらんぼ園

☎0237-43-2146

SAITO FARM

☎090-8252-6203

遠藤観光果樹園

☎0237-44-2452

みのる果樹園

☎0237-47-3064

㈲石山青果

☎0237-47-2009

○菊池農園十

☎0237-47-0507

○菊地農園千

東根市エリアマップ

※観光果樹園オープン時間は9：00～16：00となっております。

営業時間／11：00～14：30、17：30～22：00
定休日／木曜日

山下食堂
☎0237-42-0027

東根

営業時間／17：30～23：00（L.O.22：30）
定休日／水曜日、その他（宴会対応）

居食ダイニング 楽や
☎0237-42-1706

東根

営業時間／11：00～14：00（L.O.13：30）、17：30～24：00（L.O.23：30）
定休日／不定木曜日（予約対応）

酒想空間 和らじ
☎0237-43-4343

東根

営業時間／9：00～19：00
定休日／無休

佐藤錦
☎0237-42-0072

東根

営業時間／10：30～16：00（L.O.14:00）
定休日／第1・2・3水曜日

郷土料理 梅ヶ枝清水
☎0237-42-0589

東根

営業時間／10：00～15：00（L.O.15:00）、ランチ11：00～14：00
定休日／火曜日（祝日の場合は翌日）

杜のCAFE
☎0237-48-7211

東根

営業時間／17：00～22：00
定休日／水曜日（祝日は営業）

炭火処 焼肉日和
☎0237-42-6435

東根

営業時間／①11：30～、②13：00～、③14：30～
定休日／第1・3・5月曜日（祝日の場合は翌日）

文四郎麩 六田麩懐石料理処 清居
☎0237-42-0117 ※要予約

東根

営業時間／平日11：00～15：30（売り切れ次第終了）
定休日／水曜日

肉そば 舞鶴
☎0237-53-6609

東根

営業時間／17：00～24：00（L.O.23：00）
定休日／不定休

佐藤屋 やきとり茂八
☎0237-41-2408

東根

営業時間／11：00～13：30、17：00～19：30
定休日／月曜日

寿司とレストラン 大黒
☎0237-42-0446

東根

営業時間／11：00～20：00（14:30～17：00準備中）、
水曜日 11：00～13：00　定休日／不定休

中華レストラン 玉家
☎0237-43-4851

東根

営業時間／17：30～22：00
定休日／月曜日

そば酒房 じゅうご
☎0237-42-3763

東根

営業時間／17：00～24：00（L.O.23：00）
定休日／月曜日

やきとり 与次郎
☎0237-42-5255

東根

営業時間／11：00～18：00、冬期11：00～17：00
（なくなり次第終了）　定休日／不定休

手打 山形田舎板そば つるよしそば店
☎0237-43-4668

東根

営業時間／9：00～18：00（L.O.17：00）
定休日／無休

お土産・軽食喫茶 つばさ
☎0237-43-0283

東根

営業時間／11：00～18：30
定休日／火曜日

そば処 東亭
☎0237-42-8003

東根

営業時間／8：00～18：00（店頭販売のみ）
定休日／／毎週火曜日

ド・リーテ・マルシャン
☎0237-42-2560

東根

営業時間／10：00～21：00（L.O.20：00）
定休日／水曜日

コーヒー屋 おおもり
☎0237-43-0658

東根

営業時間／ランチ11：30～14：30（L.O.14：00）、
ディナー17：30～22：00（L.O.21：00）　定休日／不定休

竃煙 心月
☎0237-53-0444

東根

営業時間／11：00～14：30、17：30～22：00
定休日／火曜日（他不定休あり）

そばと酒 まるよし
☎0237-42-8060

東根

営業時間／平日11：00～16：00、土日祝11：00～18：00
（そばが無くなり次第終了）　定休日／水曜日

手打そばの里・次年子 七兵衛そば
☎0237-42-8378

東根

営業時間／9：00～21：30（無くなり次第終了）
定休日／第2・4月曜日（祝日の場合は翌日）

ブーランジェリーカフェ オイッティ マルシャン
☎0237-53-1320

東根

営業時間／昼は要予約、17：30～23：00
定休日／不定休

旬味漫彩 鷹月
☎0237-53-1350

東根

営業時間／11：00～14：00、17：30～22：00
定休日／火曜日

味屋 どん
☎0237-43-0315

東根

営業時間／11：00～15：00
定休日／月曜日（祝日の場合は翌日）

らーめん ちゃあみい東根店
☎0237-42-8282

東根

営業時間／11：00～15：00、17:00～21:00
定休日／なし

東北スターラ
☎0237-48-9200

東根

営業時間／9：00～18：00
定休日／木曜日（変更あり）

大滝ドライブイン 泉や
☎0237-44-2354

高崎

営業時間／11：00～20：00
定休日／不定休

関山そば処 紅留満
☎0237-41-4578

高崎

営業時間／11：00～15：00
定休日／土・日曜日のみ営業

自然・食 淨心庵
☎0237-44-3238

高崎

営業時間／11：00～15：00、土・日・祝日11：00～19：00 ※閉店時
間が早まる場合があります　定休日／月曜日（祝日の場合は翌日）

肉そば はくよう
☎0237-53-1654

高崎

営業時間／11：00～14：30、17：00～19：30
定休日／不定休

蕎麦処 明烏
☎0237-47-0378

神町

営業時間／11：00～14：00、17：00～21：00
定休日／火曜日

つんつるてん
☎0237-48-6600

大富

営業時間／11：00～14：30、17：30～20：30、日11：00～14：30
定休日／月曜日

らーめん 喜の人
☎0237-53-1550

大富

営業時間／17：30～25：00
定休日／火曜日

ビアパブ 市民快館
☎0237-47-0023

神町

営業時間／11：00～14：00、17:00～19:00
定休日／月曜日

味わい処 もと木
☎0237-48-1516

神町

営業時間／11：30～14：30、17：00～22：00
定休日／水曜日（祝日の場合は翌日）

とんこつらーめん こう路
☎0237-47-4566

神町

　080-1800-4021

山口さくらんぼ園

営業時間／7：00～9：00、11：00～14：00
定休日／火曜日

麺’sきっちん
　090-5929-0550

東根

　090-7522-2185

トもぎとり園

☎0237-47-2997
　090-2971-8807

○阿部果樹園一

☎0237-43-2810
　090-4042-0912

サクランボ園MAETA
☎0237-44-2062
　090-4310-3335

笑ちゃんの果樹園

　090-8787-3636

チェリーフォレスト

☎0237-44-1957

たきぐち果樹園

☎0237-48-1888

神町観光果樹園

☎0237-47-1357

○広果園八

☎0237-44-2881

滝口観光果樹園

☎0237-53-1915
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