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※横手商工会議所　飲食業・サービス業者名簿より抽出（五十音順）                     

飲食業・サービス業者名 住所 営業内容

1 ㈱アイデアル(新川栄太郎) 横手市雄物川町西野字大塚４７ 居酒屋

2 あかるいよこて㈱(コメダ珈琲) 横手市鍛冶町４番２号 飲食

3 AKITAトレーニングセンター 横手市婦気大堤字婦気前269-1 トレーニング

4 あつあつ亭 横手市田中町2-19 飲食

5
㈱アドバーンス
〔ｽﾊﾟ＆ﾌｨｯﾄﾈｽｸﾗﾌﾞｸｫｰﾄﾞ〕

横手市安田字堰端５２－１ フィットネス、スパ

6 阿部旅館 横手市田中町４－２２ 旅館

7 Anthorogy 横手市前郷一番町５-１１ 飲食業

8 安楽食堂 横手市旭川一丁目２－２９ 食堂

9 粋や　旬月 横手市前郷字上三枚橋６－３ 飲食(和食)

10 池田屋食堂 横手市駅前町３－１６ 食堂

11 居酒屋　将軍 横手市前郷一番町６－８ 居酒屋

12 居酒屋　へべれ家 横手市平城町3-35 飲食

13 ㈲いし松鮨 横手市中央町６－３４ 寿司

14 ㈱いずみ 横手市卸町７－７ 飲食

15 いちい㈱
横手市横手町字下真山２３－４ＨＯＵ
ＳＥ―Ｓ－下真山１０２号

警備

16 いち膳 横手市神明町１２－１２ 日本そば

17 ㈱出端屋 横手市田中町1-25 居酒屋

18 ㈲ｲﾍﾞﾝﾄﾌﾟﾛﾃﾞｭｰｽ・ヴォイス 仙北郡美郷町六郷字馬町96 イベント

19 ㈲インフォメーションヒラカ 横手市安田字馬場227 観光関連総合企画手配

20 ㈱インプレイス 横手市安田字向田２０２ ﾌﾞﾗｲﾀﾞﾙﾌﾟﾛﾃﾞｭｰｽ

21 ㈱羽後交通観光 横手市前郷二番町７－３１ 旅行斡旋

22 寿司　内田 横手市田中町６－１８ 飲食

23 うれし野 横手市山内土渕字小田68-3 仕出・弁当・飲食

24 エイト 横手市中央町６-４１　ビルＦ１ 飲食店

25 ㈱Ａ＆Ｉ 秋田市中通4丁目7-35 広告・イベント全般

26
㈱ｴﾌ･ｲｰ･ﾃｨｰｼｽﾃﾑ
横手セントラルホテル

横手市平和町9-10 ホテル

27 ㈲オオヒナタ 横手市横手町字六ノ口43-14 社交ダンス教室

28 オステリア　アン　ジョルノ 横手市梅の木町７－１ 飲食業

29 ㈲尾張屋旅館 横手市鍛冶町３－３３ 旅館

30 ㈲かつ垚 横手市条里1-17-5 飲食業

31 Café & Bar BONDS 横手市前郷二番町４-１７ 飲食業

32 （名）鎌田屋旅館 横手市寿町６－２３ 旅館

※この一覧に非掲載の事業所を応援したい場合は、事務局までご連絡をお願いいたします。
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33 元祖神谷焼きそば店 横手市大屋新町字中野１１７－６７ やきそば

34 絆Ｂａｒ 横手市前郷二番町２－５０ 飲食

35 喫茶　ひらた 横手市旭川三丁目３－３９ 喫茶

36 Kitchen Bar COLOR
横手市中央町４-７ ＳＫＹパレスビル
１Ｆ

飲食業

37 クォードインyokote〔宿泊〕 横手市安田字堰端５２－１ ホテル

38 ㈲クリフサイド 横手市田中町２－２ 居酒屋

39 くりぼうず 横手市神明町２－２５花園ビル 飲食

40 ㈲グルメ　里乃や 横手市前郷一番町７－９ 日本料理

41 げんき弁当 横手市赤坂字後野１１９ 弁当・精肉

42 香味亭 横手市婦気大堤字下久保５５－１ 飲食業

43 小菊 横手市中央町３－６ 小料理

44 ㈲小松屋本店 横手市田中町９－１７ 和洋菓子・喫茶

45 （株）こめたび 横手市中央町３－８ 米穀販売、ﾂｱｰ企画、飲食店

46 さかな屋　之呑舟　日本海 横手市中央町１－５ 鮮魚・居酒屋

47 サロン　ｍｉｋａｄｏ 横手市田中町9-8 飲食

48 ㈲七兵衛 横手市駅前町３－１３ 飲食

49
ｼｬｲﾆﾝｸﾞﾜﾝｽﾀｰｽﾞ(株)
（節屋かつら）

横手市条里3-2-55 ラーメン

50 秀峰閣 横手市根岸町３－４ 旅館

51 粋場ＳｕｉＢａｒ 横手市中央町７－９丸玉ビル２階 飲食

52 寿し高嶋 横手市本郷町４－１ 寿司

53 スタジョーニ 横手市旭川一丁目６－９ 飲食

54 スナック再会 横手市大水戸町3-12 スナック

55 ㈱スフィーダ 横手市杉目字七日市７３－１ 飲食

56 スマイル
横手市赤坂字荒沼５１-２４　ﾒｿﾞﾝＲＴ
Ｂ棟

宅配弁当

57 炭火焼食堂　La　炭之助 横手市寿町９-８寿ビル２/３F 飲食店

58 そうま 横手市寿町９－８ 寿ﾋﾞﾙ１Ｆ 飲食

59 ＴＡＫＡフィジカルステーション 横手市寿町6-4石井ﾋﾞﾙ トレーニング

60
㈲田中産業
（食い道楽本店・横手駅前支店）

横手市前郷一番町７－１８ 飲食

61 (株)OGG　ラーメン男寿狼 横手市条里2丁目８－６ らーめん

62 坦々麺　廣 横手市赤坂字上後野13番地 飲食業

63 千代喜久 横手市山内土渕鶴ヶ池21-3 弁当・仕出・宴会等

64
㈲ツリービレッヂ企画
(ＴＲｅｎＴＡ)

横手市上八丁字村東７９ 飲食

65 Ｔｉｅｎａ(ティーナ) 横手市田中町6-20 飲食

66 手打ちそば一究 横手市条里1丁目９－１７ 手打ちそば

67 豊川 横手市中央町５－７ 飲食

68 ㈱ドリームワン　三昧
横手市駅南１丁目４-２６　グランデー
ル１９番館１０１

飲食業

69 鳥料理　とぶ 横手市大町5-33桧山ビル1階 飲食



70 ㈲中野食堂 横手市大水戸町４-１９ 飲食

71 二番蔵 横手市旭川３-５-９ 飲食業

72 寧お 横手市駅前町7-17-7別館さらさ１F 飲食業

73 居酒屋のんのん 横手市中央町６－３５ 居酒屋

74 ＢＡＲ　ＥＬＩＸＩＲ 横手市中央町4-6 バー

75 函館かしらや 横手市平城町５－２４ 飲食

76 ㈱八兵衛 横手市横手町字下飛瀬56-4 飲食業

77 ハッピープロデュース㈱ 横手市上八丁字村東79 外食業

78 ㈲花園企画（はせ川） 横手市旭川2丁目3-19 飲食

79 ㈱Base Line　バル・パサポルテ 横手市婦気大堤字田久保下２０４－１ 飲食

80
バンケットサービス
コンパニオン　ピア

横手市婦気大堤大堤字西野３７－３３ コンパニオン派遣

81 ピーターパン 横手市中央町6-37佐藤ﾋﾞﾙ2階 飲食

82
㈱丸江
びっくりドンキー秋田横手店

横手市婦気大提字提下211-1 飲食店業

83 ㈲日野 横手市増田町増田字上町127-3 飲食業

84 フィガロ 横手市寿町６－２２ ﾚｽﾄﾗﾝ

85
BOO　BOO　KITCHEN
～ぶうぶうきっちん～

横手市前郷字下三枚橋２０５-１ 飲食店

86
㈲フォーチュン
(ﾃﾞｨｯﾊﾟｰﾀﾞﾝ ｲｵﾝ横手店)

横手市平城町３－２ 飲食

87 コジコジ十文字本店 横手市十文字町西上45-3 飲食

88 福龍 横手市旭川一丁目４－１７ 食堂

89 ラーメン味美　藤田屋 横手市婦気大堤字婦気前２２７-１ 飲食店

90 ブルームーン 横手市中央町6-40MSTビル2階201号室 飲食

91 ポイズン 横手市外目字三ツ塚山21-1 飲食

92 ポットスチル 横手市大町5-33檜山ﾋﾞﾙ 飲食

93 ほっともっと横手条里店 横手市条里1-17-14 弁当販売

94 酒悦食楽　ほていや 横手市前郷一番町５－１４ 居酒屋

95
ﾎﾃﾙﾏﾈｰｼﾞﾒﾝﾄｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ㈱
ホテルウェルネス横手路

横手市婦気大堤字田久保下1-294 ホテル

96 ㈱誠　すし誠横手店 横手市安田字向田202 飲食

97 マルキュウ
横手市前郷字上三枚橋２５　横手市民
市場内

飲食業

98 麺家　秀吉 横手市朝日が丘三丁目６－１ 飲食(らーめん)

99 麺彩ふみのや 横手市前郷字上三枚橋６３ ラーメン

100 ＭＯＣＫ 横手市鍛治町９－１９押切ビル１階 飲食店

101 杜のｃａｆｅ　ＳＹＡＮＡ 横手市山内土渕字小目倉沢４３-２ 喫茶店

102 焼肉じゃんじゃん 横手市杉沢字谷地中４４０－６ 飲食

103 ユーシー㈱ 横手市平鹿町醍醐字槐ケ沢１３－１ 旅館

104 ㈱羽後食品　優勝軒横手店 横手市前郷字紙三枚橋25 飲食

105 夕月 横手市駅前町７-２石川ビル１F 飲食店

106 ゆったり処きまぐれ 横手市中央町３-２ 飲食店



107 (株)横手プラザホテル 横手市駅前町７－７ 温泉ホテル

108 ㈱横手開発興業　ゆうゆうプラザ 横手市駅前町７－７ ホテル

109 ㈲横手観光　レストハウス 横手市城山町1‐35 食堂

110 お食事処　じいじ亭 横手市寿町９－４ 飲食

111 横手番長 横手市鍛冶町２－４５ 飲食

112 魯句彩亭 横手市婦気大堤字西野11-1 飲食

113 より処　みなせ 横手市前郷一番町１３-４ 飲食業

114 ㈱兆　ラーメン神蔵 横手市横手町字四ノ口４０－１ ラーメン

115 ラーメン　幸 横手市田中町９－１９ 飲食業　ラーメン

116 ラーメン味の大公 横手市前郷一番町１２－４５ 飲食

117 らーめん　がれ 横手市田中町４-２８ ラーメン店

118 ㈱芹澤 横手市田中町２－２ ラーメン

119 ラーメンへのかっぱ 横手市駅前町３－１２ ラーメン

120 ㈲ライテック　ミュー 横手市大屋新町字法竜322－2 ホール運営管理

121 Ｌｏｕｎｇｅ鶫 横手市田中町4-27 飲食

122 旅館　平利 横手市大町６－２２ 飲食

123 ルージュ 横手市田中町２－１ 飲食

124 ルーム(同) 　厨(くりや) 横手市四日町３－１１ 飲食

125 Ｌｕｃｅｎｔｅ 横手市前郷一番町８-１２ 飲食業

126 ㈲渡勝総合企画　北海屋 横手市前郷二番町１－２０ 飲食

127 和風レストラン　割烹すずや 横手市朝日が丘三丁目19－3 寿司


