
比内地鶏と地酒を堪能。「生つくね棒・濃厚
卵黄付き」は食べるべき一品。

比内や 秋田店
生ビール1杯サービス

秋田市大町4-2-2
　17:00-24:00(最終入店時間22:45)
　12/31（臨時休業）
　018-823-1718

営
休 広域

マップ

70種類以上のベルギービールをこだわり
の専用グラスでご提供。

Belgian Beer Bar ZOT
ベルギー産フライドポテトサービス

秋田市中通4-17-30 フォレストワンビル2F
　17:00-23:00（L.O.22:30）
　 [金・土]17:00-24:00（L.O.23:00）
　日曜・祝日
　018-853-1723

営

休 広域
マップ

「伊藤家の生姜焼き定食」が抜群にうまい！ 
BB秋田の選手も通うおふくろの味。

伊藤旅館 おうちごはん
温玉・納豆のいずれかサービス

秋田市山王6-18-28
　11:30-15:00（L.O.14:30）
　日曜・祝日・第１月曜
　018-864-5577

営
休 山王

マップ

和モダンな店内で地産地消の新鮮食材と
種類豊富なお酒をどうぞ。

和食処 まる
地酒又はビール1杯サービス

秋田市大町2-2-9
　11:30-14:00（月-金のみ）
　17:00-24:00（L.O.23:00）
　日曜(日・月連休の場合は月曜休み)
　018-864-8843

営

休 広域
マップ

秋田の旬の食材と美味しい日本酒を。ブラ
ウブリッツ秋田岩瀬社長オススメの店。

たうら
秋田の地酒1杯サービス

秋田市大町4-6-21
　17:00-22:00
　日曜・祝日
　018-863-3908

営
休 広域

マップ

予約

北欧風料理とクラフトビールが楽しめる。青
ビール&青ソースのベルジャンフリッツが◎。

SUMMIT
会計から5％OFF、5名様以上で10%OFF

秋田市山王1-9-15 山王セカンドビル1F
　18:00-26:00
　[土]15:00-26:00  [日・祝]15:00-23:00
　月曜・隔週火曜
　018-838-5155

営

休 山王
マップ

もっちりぷりぷりの麺と魚介スープが美味し
い、つけ麺の人気店。選手・サポーターも来店！

東池袋大勝軒 秋田
麺類100円キャッシュバック

秋田市八橋本町1-1-43
　11:00-15:00
　木曜、第1・3・5水曜
　018-824-9360

営
休 山王

マップ

新鮮な魚料理が充実した居酒屋。裏メ
ニューの人気者は「懐かしナポリタン」。

はざど
生ビール1杯サービス

秋田市大町1-2-40 あくらスクエアビル
　18:00-23:00
　[日・祝]18:00-22:30
　不定休(基本的には第1・2・３火曜)
　018-867-0133

営

休 広域
マップ

大きな窓の開放的なカフェ。千秋公園散策
の休憩はここで。

松下茶寮
ドリンク注文でコーヒークッキーサービス

秋田市千秋公園1-3 あきた文化産業施設松下1F
　9:00-18:00（冬期11/1-3/31は-17:00）
　 [土・日・祝]7:00-18:00（冬期11/1-3/31は-17:00）
　月曜（祝日の場合は翌火曜に振替）
　018-827-3241

営

休 広域
マップ

焼き鳥とおでんが美味しい、ブラウブリッ
ツ秋田サポーターも集う店。

鳥でん
ハイボール1杯サービス

秋田市山王2-7-1 ドミ山王1F
　11:00-14:00／17:30-深夜 気分次第
　不定休
　018-893-4082

営
休 山王

マップ

昭和39年創業の老舗バー。カクテル「ブラ
ウブリッツ」が飲める。

cocktail & whiskey Lady
─

秋田市大町3-1-11
　18:30-26:00（L.O.25:20）
　[祝]18:30-24:00（L.O.23:30）
　日曜
　018-863-6855

営

休 広域
マップ

日本三大うどんの一つ「稲庭うどん」。キラキラと輝く
麺はコシがあって喉越し抜群。オススメは醤油つゆ
とごま味噌つゆの二種類が味わえる「二味せいろ」。

佐藤養助商店
̶

秋田市中通2-6-1 西武秋田店B1F
　11:00-21:00（L.O.20:00）
　不定休（西武秋田店に準ずる）
　018-834-1720

営
休

秋田市大町5-2-13 石健ビル２Ｆ
　17:00～（L.O.21:00）
　日曜・祝日
　018-862-3777

営
休

佐藤養助 秋田店 稲庭懐石 大町佐藤養助

広域
マップ

広域
マップ

サクッと揚げられた柔らなとんかつは絶品！オスス
メは脂身の甘みと旨みを感じられる「米の娘ぶた
定食」。BB秋田の選手たちも通う店。クラブとのコ
ラボポスターも是非確認を！

とんかつ かつ吉 山王店
会計から5％OFF

秋田市山王1-3-16
　11:00-14:00／17:00-22:00（L.O.21:30）
　[土]11:00-22:00（L.O.21:30）
　日曜
　018-866-6544

営

休 山王
マップ

秋田の情緒が漂う店内で秋田を食べ尽す。秋田の
地酒、郷土料理、秋田近海の魚介類、秋田の老舗
料理まで堪能できる。毎日21時には、なまはげが
登場。秋田をここで感じられます。

秋田川反漁屋酒場 秋田大町本店
指定メニューからドリンク1杯サービス

秋田市大町4-2-35
　17:00-24:00
　年中無休
　018-865-8888

営
休 広域

マップ

たっぷり乗った薄切りのチャーシューに濃い色の
スープ、スープが程よく絡むストレート麺の中華
そばは一度食べたらクセになる味！

末廣ラーメン本舗
ラーメン1杯につき味玉1つサービス

秋田市中通4-15-1
　24時間営業
　年中無休
　018-825-1118

営
休 広域

マップ
山王
マップ

秋田市山王2-2-4 日興ビル1F
　10:00-26:00
　月曜（場合によって変更あり）
　018-865-7373

営
休

秋田駅前分店 秋田山王本店

※両店ともスープの状態により一時閉店する場合有り

「魚は旨い」がコンセプト！釣り好きオーナーの居
酒屋で美味しい魚料理を召し上がれ。厳選地酒や
本格焼酎と共に、気軽に郷土料理を楽しめます。

酒楽亭うみひこ
会計から5%OFF

秋田市千秋久保田町2-58 1F・2F
　17:00-24:00（L.O.23:00）
　年中無休
　018-836-3739

営
休

秋田市大町6-2-1
　17:00～24:00（L.O.23:00）
　年中無休
　018-863-6732

営
休

酒楽亭うみひこ 駅前本店 酒楽亭うみひこ 横町店

広域
マップ

広域
マップ

鶏肉も卵も比内地鶏を使用した「究極の親子丼」
は食べる人すべてをとりこにする。比内地鶏の香
ばしさと、半熟とろとろな卵がたまらない。

秋田比内地鶏や
コーヒー又はソフトドリンク1杯サービス

秋田市中通7-2-1 トピコ3F
　11:00-22:00（L.O.20:50）
　不定休（トピコに準ずる）
　018-874-7282

営
休 広域

マップ

全国の地酒、地ビールを味わえる蕎麦居酒屋。看
板メニュー「やば旨ーチキン」はビールにピッタリ！
八幡平ポークを使用した「蕎麦屋のしゃぶしゃぶ」
も外せない一品！

酒場 戸隠
会計から5％OFF、5名様以上で10%OFF

秋田市山王2-7-29 シティーパレス1号館2F
　11:00-13:30／17:00-23:00
　[土]17:00-23:00
　日曜・祝日
　018-863-8699

営

休 広域
マップ

素材を活かした季節を感じられる料理の数々。新
鮮なお刺身、炭火焼き比内地鶏、郷土料理きりた
んぽ鍋…なにを食べても裏切りません。店主のこ
だわりが光る隠れ家的名店。

秋田杉
いぶりがっこ・比内地鶏の刺身・ねぎまのいずれかサービス

秋田市大町3-2-37 藤本ビル1F
　17:00-23:00
　［金・土・祝前日］17:00-27:00
　日曜・祝日
　018-824-6566

営

休 広域
マップ

サクサク衣のジューシーで大きいお肉はブ
ラウブリッツ秋田杉山監督も通う味。

ふじや からあげ店 本店
─

秋田市東通2-1-42
　11:00-20:00（完売次第閉店）
　不定休
　018-834-0111

営
休 広域

マップ

A‐スタ裏の喫茶店。サイホンで作る美味し
いコーヒーをどうぞ。

異人館
─

秋田市八橋本町1-1-46
　9:00-21:00
　[土]11:00-21:30  [日・祝]11:00-20:00
　年中無休
　018-864-3590

営

休 山王
マップ

寛文五年堂 秋田店
秋田市中通1-4-3 エリアなかいち1F
　11:00-15:00／17:00～22:00（L.O.21:30)
　[土・日・祝]11:00-22:00（L.O.21:30)
　年中無休
　0120-1728-86
　018-874-7310

伝承の味処 無限堂 大町本店
秋田市大町1-3-2
　11:00-14:00（L.O.14:00）
　17:00-22:00（L.O.21:30）
　年中無休
　018-863-0008 

和食 お多福 本店
秋田市大町4-2-25 
　11:30-14:00 17:00-22:30（L.O.21:30）
　[土・祝]17:00-22:30（L.O.21:30）
　日曜
　018-862-0802 

喰処 北洲
秋田市大町4-1-11
　17:30-23:00（L.O.22:30）
　日曜
　018-863-1316 

秋田比内地鶏生産責任者の店
本家あべや 秋田店
秋田市中通1-4-3 エリアなかいち1F
　[平日ランチ]11:00-15:00（L.O.14:30) 
　[土・日・祝ランチ]11:00-17:00（L.O.16:30） 
　[ディナー]17:00-23:00（L.O.22:00） 
　年中無休
　018-825-1180

　指定メニューからドリンク1杯サービス
とっぴんぱらりのぷ
秋田市千秋久保田町116-1 秋田駅前ビル5F
　16：45-24：00（L.O.23：00）
　年中無休
　018-801-1200

営

休

営

休

営

休

営

休

営
休

営
休

秋田名物「きりたんぽ鍋」「稲庭うどん」が食べられる店

広域
マップ

広域
マップ

広域
マップ

広域
マップ

広域
マップ

広域
マップ

秋冬

きりたんぽ鍋が食べられる店 稲庭うどんが食べられる店

左記マークのある店舗では、ブラウブリッツ秋田ホームゲームの前日・当日・翌日に観戦チケット又は本
ガイド（プリントアウト又は携帯画面）を店舗にて提示すると、サービスが受けられます。

2018シーズン（後期）使用可能日
  9月：  1日（土）、  2日（日）、  3日（月）、14日（金）、15日（土）、16日（日）、22日（土）、23日（日）、24日（月祝）
10月：  6日（土）、  7日（日）、  8日（月）
11月：  3日（土）、  4日（日）、  5日（月）、17日（土）、18日（日）、19日（月）

飲食店ガイドの使い方
ブラウブリッツ秋田サポーターもアウェイチームサポーターも、皆で秋田の街を満喫しよう！

ブラウブリッツ秋田がオススメする秋田市の「食」観光・飲食ガイド 特典付き



佐藤養助 秋田店
（西武秋田店内）

秋田比内地鶏や
（トピコ内）

酒楽亭うみひこ
駅前本店

松下茶寮

ZOT

秋田杉

大町 佐藤養助

比内や

まる

はざど

たうら

cocktail & whiskey Lady

ホテルメトロポリタン秋田

秋田ビューホテル

コンフォート
ホテル

ホテルアルファー
ワン秋田

リッチモンドホテル秋田駅前

ドーミイン秋田

ルートイングランティア秋田

秋田キャッスルホテル
ダイワロイネットホテル秋田

イーホテル秋田

ホテルパールシティ秋田川反

アルバート
ホテル秋田

ホテルパールシティ秋田竿燈大通り

アパホテル秋田千秋公園

千秋公園

秋
田
駅

▼

八橋

ねぶり流し館

エリア
なかいち

秋田県立美術館

喰処 北州

伝承の味処
無限堂 大町本店

和食 お多福 本店

とっぴんぱらりのぷ

寛文五年堂 秋田店
本家あべや 秋田店

秋田市民市場

広小路

仲小路

中央通り

南通り

竿燈大通り

トピコ
あきた県産品プラザ
（アトリオン内）

秋田漁屋酒場

秋田贔屓

末廣ラーメン

酒楽亭うみひこ
横町店

ブラウブリッツ秋田がオススメする秋田市の「観光スポット」

元は秋田藩久保田城跡。春は桜やツツジ、夏は蓮、
秋は紅葉と四季折々の花が咲き誇る。復元された
御隅櫓からは秋田市を一望できる。

千秋公園

広域
マップ

秋田市千秋公園1
　なし
　無料（御隅櫓など有料の施設あり）
　018-888-5753（秋田市建設部公園課）

休
料

観光・飲食ガイド

秋田県立美術館のほかに商業施設などがあり、芸
術や文化交流、にぎわいの拠点。8/3～6開催「竿
燈まつり」の妙技会はここで行われる。

エリアなかいち

広域
マップ

秋田市中通1-4-1
　無料（秋田県立美術館は観覧料が必要です）
　018-853-1133（秋田市にぎわい交流館AU）
※営業時間・休業日は施設によって異なります。

料

竿燈、土崎神明社曳山行事の山車・梵天などを常
設展示。竿燈演技が体験できるチャレンジコー
ナーあり。

秋田市民芸能伝承館（ねぶり流し館）

広域
マップ

秋田市大町1-3-30
　9:30-16:30
　年末年始（12/29-1/3）
　一般100円／高校生以下無料
　018-866-7091
料

営
休

旬の野菜や果物、鮮魚などのほか、土産品も揃う
「秋田の台所」。好きな食材を買い回って作る自分
だけの「市場丼」が人気。秋田の食文化や市場の
雰囲気が感じられる。

秋田市民市場

広域
マップ

秋田市中通4-7-35
　5:00-18:00（店舗によって営業時間が異なります）
　日曜
　018-833-1855

営
休

トピコ
秋田駅直結。秋田の名産品、銘菓、地
酒、工芸品が揃う。
秋田市中通7-2-1
　[1F]7:00-22:00
　[2F]8:00-20:00
　[3F]8:00-22:00
　年中無休
　018-834-1911

あきた県産品プラザ
「アトリオン」地下1階、秋田の特産品約
4000点の品揃え。
秋田市中通2-3-8アトリオンB1F
　9:30-18:30
　元日（他、臨時休館あり）
　018-836-7830

秋田贔屓
秋田で活動する作家の伝統工芸、ガラ
ス工芸などを展示販売。
秋田市大町1-2-40
　10:00-18:30
　水曜、年末年始
　（詳細はHPでご確認ください）
　018-853-7470

秋田まるごと市場
生鮮物、銘菓、地酒など何でも揃う。飲
食店も並び駐車場も広々。
秋田市卸町2-2-7
　9:30-19:30
　年中無休
　018-866-8001

炭酸泉でリフレッシュ！24時間年中無休の
健康ランド。宿泊2,300円～。

ユーランドホテル八橋

秋田市八橋イサノ2-16-29
　24時間
　（清掃 男湯9:30-10:30／女湯8:30-9:30）
　年中無休
　3時間 大人650円／子ども(4才-小学生)450円
　018-863-7811

営

休
料

営

休

営
休

営
休

営
休

100年の歴史ある「美肌の湯」が自慢。
日帰り入浴可能。

秋田温泉さとみ

秋田市添川字境内川原142-1
　11:00-17:00（日帰り入浴）
　不定休
　大人1,000円／子ども(6才-小学生)650円
　フェイスタオル付
　018-833-7171

営
休
料

「秋田温泉さとみ」別館の日帰り入浴施
設。６種の浴槽とサウナを完備。

温泉センター りらっくす

秋田市添川字境内川原142-1
　8:30-10:15／12:00-22:00(最終受付21:00)
　[日・祝]8:30-22:00(最終受付21:00)
　年中無休
　大人540円／子ども(6才-小学生)440円
　018-837-4126

営

休
料

お土産を買う 温泉に入る

広域マップ

広域
マップ

広域
マップ

広域
マップ

秋田
市役所

秋田県庁 秋田県
第二庁舎

東池袋大勝軒 秋田

秋田漁屋酒場

異人館

末廣ラーメン
秋田山王本店

鳥でん 酒場 戸隠

SUMMIT

とんかつ かつ吉 山王店

伊藤旅館 おうちごはん

八橋運動公園
陸上競技場 あきぎん

スタジアム

山王マップ

秋田自動車道・秋田中央ICより約20分
駐車場はスタジアム近隣駐車場をご利用ください。
土・日・祝日は、秋田市役所駐車場・秋田県庁駐車場が一般開放されます。

秋田駅から車で10分
タクシー（秋田駅西口） 1,500円程度
バス（秋田駅西口→八橋市民広場・裁判所前） 大人210円／子ども110円

秋田空港から車で40分
リムジンバス（県庁市役所前下車） 930円

スタジアムへのアクセス




