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新庄・もがみ
そば街道
［新庄市・他］

新庄・最上地域で古くから
栽培されてきたそばの品
種「最上早生（もがみわ
せ）」は香り高く、甘みやこ
しの強さが特徴です。
問／新庄・もがみそば街道協
　　議会 
　　☎0233-23-7733

舟形
マッシュルーム
ピザ［舟形町］
小国川の水と自然に恵
まれた土地で栽培され
た、良質なマッシュルー
ム。その香りは生で食す
とより際立ちます。
問／マッシュルームスタンド舟形
　　☎0233-32-0733

四方を険しい山々に囲まれ、原生林を多く残す最上エリアは、

全国でも有数の「巨木の里」。また雄大な最上峡を舟でゆく

「最上川舟下り」では、四季折々の絶景を満喫させてくれます。

町の中心部をめぐる農業用水路「大堰」には、春から秋にかけて鯉
150匹が放流されます。絶えず聞こえてくるせせらぎは心を穏やかに
してくれます。 また、夜にはライトアップされた夜桜が楽しめます。
場所／金山町大字金山　日程／4月下旬～5月上旬
交通／ＪＲ山形新幹線新庄駅から車で約20分
問／金山町観光協会 ☎0233-52-2111

国指定名勝 本合海［新庄市］
もと   あい  かい

かつて最上川舟運の川湊として栄えた本合海。芭蕉と曾良はここか
ら舟に乗ったとされ、「おくのほそ道の風景地」の一つとして国名勝
に指定されています。
交通／JR山形新幹線新庄駅から車で約15分
問／もがみ情報案内センター ☎0233-28-8881

最上公園の桜［新庄市］ 新庄藩主・戸沢氏代々の居城跡。当時の面影を残す堀を囲むようにソメイヨシノやシダレザクラ約
300本が咲き誇ります。開花に合わせて新庄春まつりを開催。
日程／4月下旬～5月上旬　交通／JR山形新幹線新庄駅から徒歩約15分
問／もがみ情報案内センター ☎0233-28-8881

長い時間が育んだ自然の力が満ちる場所。
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肘折温泉
山菜の食まつり［大蔵村］
名人の案内で、温泉周辺のさまざまな山菜採り
を体験することができます。採った山菜は昼食で
楽しみましょう。
場所／肘折温泉の旅館・朝市会場
交通／JR山形新幹線新庄駅から車で約50分
問／肘折温泉観光案内所 ☎0233-76-2211

鮭川歌舞伎［鮭川村］
県指定無形民俗文化財。年に一度、定例で歌
舞伎公演を行っています。予約限定販売される
「花乃錦絵弁当」も好評を博しています。
場所／鮭川村中央公民館　料金／無料
交通／JR山形新幹線新庄駅から車で約20分
問／鮭川村中央公民館 ☎0233-55-3051

新庄カド焼きまつり［新庄市］
「カド」とはニシンのことで、春に産卵のため姿を
現すことから「春告魚」とも。まつり中は炭火で
焼いたカドが味わえます。
場所／最上公園内特設会場
交通／JR山形新幹線新庄駅から徒歩約15分
問／新庄観光協会 ☎0233-22-2340

5月中旬～6月中旬

6月9日（日）

4月29日(月・祝)～5月5日(日・祝)

Pick
up！

東に山岳修験の聖地・出羽三山、南にブナ原生林の地・朝日連峰、

北に“出羽富士”こと鳥海山、西は日本海に面する庄内エリア。

これらが育む山海の美味により、豊かな食文化がもたらされました。

楯山公園桜まつり［庄内町］
桜の名所・楯山公園で、グラウンド･ゴルフ大会、カラオケ大会、鰊あぶりや
豚あぶり(大人気！)等が行われます。4月上旬から5月上旬の期間中、夜10
時までぼんぼり点灯や夜を彩るイルミネーションで夜桜を鑑賞できます。
場所／庄内町狩川地内 楯山公園　日程／4月20日(土)・21日(日)　
時間／10:00～16:00　交通／JR陸羽西線狩川駅から車で5分
問／庄内町観光協会 ☎0234-42-2922

加茂水族館［鶴岡市］
多彩なクラゲが漂う様子が魅惑的。クラゲの展示数は50種類以上に及
び世界一の規模を誇ります。他、アシカショーやウミネコの餌付けなども。
時間／9:00～17:00（最終入館16:30）
料金／高校生以上1,000円、小・中学生500円、未就学児無料
交通／JR羽越本線鶴岡駅から車で約30分
問／鶴岡市立加茂水族館（クラゲドリーム館） ☎0235-33-3036

菜の花まつり［三川町］ 町の花、菜の花が満開の畑で「菜の花娘」をモデルにした写真撮影会や、家族みんなで楽しめるイベン
ト、物産販売などが行われます。　
会場／三川町いろり火の里　日程／5月5日(日・祝)　交通／JR羽越本線鶴岡駅から車で約10分
問／三川町菜の花まつり実行委員会事務局 ☎0235-66-4656

全国的にも注目される豊かな「食」が息づく。
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大山犬まつり［鶴岡市］
椙尾（すぎお）神社の裏山に棲む化け物を退治
した、メッケ犬に由来する祭りです。華やかな「か
らぐり山車」が繰り出します。
場所／大山地内各所　時間／11:30～16:00
交通／ＪＲ羽越本線羽前大山駅から徒歩すぐ
問／大山コミュニティセンター ☎0235-33-3214

あまるめ
植木・金魚まつり［庄内町］
季節の花々や植木をはじめとする鉢物、「振袖金魚」と呼ばれる
庄内町特産の「庄内金魚」が勢ぞろいします。その他にもいろい
ろな露店が立ち並ぶ、大人から子どもまで楽しめるまつりです。
場所／ショッピングモール「アピア」南側駐車場
交通／ＪＲ羽越本線余目駅から徒歩約10分
問／庄内町観光協会 ☎0234-42-2922

鳥海山大物忌神社
吹浦口ノ宮例大祭［遊佐町］
鳥海山大物忌神社の神事をはじめとして、大名行
列、御神輿渡御行列、そして県指定重要無形民俗
文化財である「吹浦田楽」が奉納されるお祭りです。
場所／鳥海山大物忌神社吹浦口ノ宮社務所前舞台
交通／ＪＲ羽越本線吹浦駅から徒歩約５分
問／遊佐町教育委員会教育課 ☎0234-72-5892

６月５日（水）

６月８日（土）～１２日（水）

５月５日（日・祝）

おすすめイベント
Pick
up！おすすめイベント

Pick
up！

Pick
up！

金山大堰の桜［金山町］

とりもつラーメン［新庄市・他］
最上エリアの名物。鶏のモツが入ったラーメ
ンを、ぜひ一度はお試しを。
問／もがみ情報案内センター ☎0233-28-8881

つるおか食文化市場
FOODEVER
［鶴岡市］
食の複合施設で、施設内では鶴
岡市の食文化を体感できる飲
食店やおみやげが並び、観光案
内所も併設されています。
時間／店舗により異なる
交通／JR羽越本線鶴岡駅下車すぐ
問／Fu-Do ☎0235-25-0100

さかた海鮮市場
［酒田市］
庄内浜で水揚げされたばかりの
海鮮が並ぶ鮮魚店や食事処が
あります。提供メニューでは特に
海の幸いっぱいの「海鮮丼」が
人気です。
時間／8:00～18:00（菅原鮮魚）
休館日／1月1日（不定休）
交通／JR羽越本線酒田駅から車で約10分
問／さかた海鮮市場 
☎0234-23-5522
海鮮どんやとびしま 
☎0234-26-6111

酒田のラーメン［酒田市］
酒田のラーメンは自家製麺にこだわった
店の多さが特徴。透き通った醤油味の
スープで飽きの来ない味わいです。
問／酒田市交流観光課 
☎0234-26-5759

問 やまがた観光情報センター（10：00～18：00※年中無休）☎023-647-2333 やまがたへの旅 検 索 1918
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第8回 日本一さくらんぼ祭り
［山形市］

長さ30mの日本一巨大な流しさくらんぼ、おいしいさく
らんぼすこだま振る舞いや多彩なステージイベントなど
楽しいプログラムが目白押しです。
場所／文翔館・市役所前大通り（両日）、七日町大通り（22日）
日程／6月22日(土)・23日(日) ※予定
時間／22日10:00～17:00、23日10:00～16:00
交通／JR山形新幹線山形駅から徒歩約20分
問／日本一さくらんぼ祭り実行委員会 ☎023-647-2333

さくらんぼ種飛ばし
ワールドグランプリ［東根市］
さくらんぼの種を飛ばし、その距離を競うユニークなイベ
ントです。参加者には「地理的表示（GI）保護制度」に
登録されている「東根さくらんぼ」のプレゼントも。
場所／東根市民体育館駐車場特設会場　日程／6月9日(日)
交通／JR山形新幹線さくらんぼ東根駅から車で約5分
問／さくらんぼ種飛ばし実行委員会事務局 ☎0237-41-1200

さがえさくらんぼの祭典
［寒河江市］
豪華賞品を狙える「全国さくらんぼの種吹きとばし大会」を
始め、花火打上、ご当地キャライベント、クラフトフェアや麺
まつりなど、６月の寒河江はイベント盛り沢山！
場所／最上川ふるさと総合公園　時期／6月上旬～下旬
交通／JR左沢線寒河江駅から車で約5分
問／寒河江市さくらんぼ観光課 ☎0237-86-2111

全国で収穫されるさくらんぼの内、およそ7割がここ山形産。
寒暖の差が大きい気候が、甘くてつややかな
さくらんぼを作るのに適しています。

6月

（3日） （13日）

5日 7月5日10日 15日 20日 25日 30日

収穫期
さくらんぼ品種（色／味）

※年により生育が前後する場合があります。

紅さやか （赤／甘酸っぱい）

高砂 （黄赤／甘い）

佐藤錦／ハウス （黄赤で柔らか／甘みが強い）

佐藤錦／露地 （黄赤で柔らか／甘みが強い）

ナポレオン （黄赤／甘酸っぱい）

大将錦 （赤く大粒／硬く甘い）

紅秀峰 （赤く大粒／硬く甘い）

仲野観光果樹園
フルーツカフェ Rulave（ルレーヴ）［天童市］
お花見が楽しめる果樹はさくらんぼ、
桃、りんごなど。併設のカフェでは季
節のジェラートが楽しめるほかフード
メニューの提供も。
※さくらんぼシーズンはフードは休み
時間／果樹園8：30～16：30
　　　（最終受付16：00まで）
　　　カフェ9：30～16：00（L.O 15：30）
営業日／3月上旬～11月下旬（予定）
交通／JR山形新幹線天童駅から車で約15分
問／仲野観光果樹園 ☎023-656-2775

髙橋フルーツランド
［上山市］
100％有機栽培で四季の果物を作る観
光果樹園。春にはさくらんぼや桃、ラ・フラ
ンス、りんごが可憐な花を咲かせます。
時間／8:30～17:00　
交通／JR山形新幹線かみのやま温泉駅から
　　　車で約15分
問／髙橋フルーツランド ☎023-673-4706

まっすぐ農園ハイヤー
［庄内エリア］

さくらんぼ収穫・食べ放題とハイヤー送迎がセットに
なったお得なプラン。地元に詳しいドライバーの話を
聞きながら楽しい旅のひと時をお過ごしください。
日程(さくらんぼ)／6月8日(土)～7月7日(日)　時間／9:00～17:00
乗降車場所／JR鶴岡駅、庄内空港、湯野浜温泉、湯田川温泉、鶴岡市街地ホテル 等
料金／お一人様3,800円(往復ハイヤー運賃、収穫体験料含む。)　予約／要(2名様以上 2日前まで)
問／庄交ハイヤー ☎0235-22-0055
■旅行企画実施・申込
庄交ハイヤー 山形県知事登録旅行業　第　地域‐277号
国内旅行業務取扱管理者　佐藤 政行　鶴岡市日和田町20-37  ☎0235-22-0055
※詳しい旅行内容・条件等を記載したパンフレット及び旅行条件書を準備しております。パンフレット等を請求し、事前に内
　容をご確認のうえお申し込みください。

HATAKE Cafe
果樹園に併設された自然派カフェ。特製
のフルーツパフェをはじめ、季節のデザート
やランチメニューなどを用意しています。
時間／9:00～17:00 ※ランチは11:30～14:00
定休日／木曜日 王将果樹園 oh! show! cafe ［天童市］

直営のショップ&カフェでは、園内産のさくらんぼをふん
だんに使ったフルーツパフェも楽しみ。カフェの2階から
の果樹園の眺めはお薦めです。
※さくらんぼパフェはさくらんぼシーズンのみの提供となります。
時間／果樹園8:30～16:00、ショップ8:30～17:00、
　　　カフェ9:00～16:00
営業日／5月18日（土）～7月15日（月・祝）及び8月上旬～
　　　  11月末（期間中無休）
交通／JR山形新幹線天童駅から車で約15分
問／王将果樹園 ☎0120-15-0440

今日は一日中、
さくらんぼづくし

さくらんぼが一日で最も甘くなるのが朝。一番糖分を蓄えた瞬間にもぎとった
果実は、これまでに食べたことのないような甘さをたたえています。そんなさくら
んぼの朝摘みは、山形県内に宿泊してこその楽しみです。
問／東根市観光物産協会 ☎0237-41-1200、天童市観光物産協会 ☎023-653-1680
上山市観光物産協会 ☎023-672-0839、櫛引観光協会（鶴岡市）☎0235-57-3921

朝摘みさくらんぼ（東根市は6月中旬～７月上旬）　

6月中旬

～

７月中旬

4
月

5
月

6
月

6
月

7
月

［中山町］

［天童市］

［庄内町］

［鶴岡市］

［米沢市］

［新庄市］

［最上町］

［白鷹町］

［真室川町］

［高畠町］

［尾花沢市］

［高畠町］

［川西町］

［三川町］

［遊佐町］

［長井市］

［尾花沢市］

［鶴岡市］

［寒河江市］

［長井市・南陽市・白鷹町・川西町］

［長井市］

［酒田市］

［大蔵村］

［戸沢村］

［鶴岡市］

［南陽市］

［戸沢村］

［大江町］

［東根市］

［鶴岡市］

●お達磨の桜まつり
●天童桜まつり 人間将棋
●楯山公園桜まつり
●温海さくらマラソン大会
●米沢上杉まつり
●新庄カド焼きまつり
●もがみ桜まつり
●ヤナ開きまつり
●真室川梅まつり
●安久津八幡神社春まつり
●全国花笠マラソン大会
●高畠ワイナリースプリングフェスタ
●まどかカップマウンテンバイク大会
●菜の花まつり
●鳥海山大物忌神社吹浦口ノ宮例大祭
●白つつじまつり
●徳良湖まつり
●ふじの花まつり
●寒河江つつじまつり
●ワイン列車
●ながい黒獅子まつり
●酒田まつり
●肘折温泉山菜の食まつり
●わらび採り体験
●鶴岡天神祭
●ワインフェスティバルin南陽
●とざわ旬の市
●大山自然公園ユリまつり
●果樹王国ひがしねさくらんぼマラソン大会
●大山犬まつり

4月上旬～中下旬
4月20日（土）・21日（日）
4月20日（土）・21日（日）
4月21日（日）
4月29日（月・祝）～5月3日（金・祝）
4月29日（月・祝）～5月5日（日・祝）
4月下旬
4月下旬～5月上旬
4月下旬～5月上旬
5月3日（金・祝）
5月3日（金・祝）
5月3日（金・祝）～5日（日・祝）※予定

5月4日（土・祝）
5月5日（日・祝）
5月5日（日・祝）
5月10日（金）～31日（金）
5月上旬
5月上旬～中旬
5月上旬～下旬
5月18日（土）
5月18日（土）・19日（日）
5月19日（日）～21日（火）
5月中旬～6月中旬
5月中旬～6月下旬
5月25日（土）
5月25日（土）
5月下旬
5月下旬～6月上旬
6月2日（日）
6月5日（水）

［上山市］

［庄内町］

［東根市］

［鮭川村］

［舟形町］

［鮭川村］

［酒田市］

［寒河江市］

［鶴岡市］

［村山市］

［南陽市］

［飯豊町］

［長井市・南陽市・白鷹町・川西町］

［長井市］

［南陽市］

［戸沢村］

［米沢市］

［山辺町］

［山形市］

［川西町］

［酒田市］

［山形市］

［天童市］

［鶴岡市］

［中山町］

［河北町］

［山形市］

［白鷹町］

［中山町］

●やまがたワインバル2019 inかみのやま温泉
●あまるめ植木・金魚まつり
●さくらんぼ種飛ばしワールドグランプリ
●鮭川歌舞伎
●第8回ヒストリックカーミーティングin舟形
●まぼろしの滝・与蔵の森トレッキング
●いか釣り船団出航式
●さがえさくらんぼの祭典
●あつみ温泉ばら園まつり
●東沢バラ公園バラまつり
●南陽のバラまつり
●いいでどんでん平ゆり園 ゆりまつり
●ワイン列車
●長井あやめまつり
●スカイフェスティバルin南陽
●浄の滝トレッキング
●小野川温泉ほたるまつり
●ラベンダーまつり
●日本一さくらんぼまつり
●置賜公園ハーブガーデンフェア
●みなと酒田トライアスロンおしんレース
●むらきざわあじさい祭り
●おくのほそ道天童紅花まつり
●国際ノルディック・ウォークin鶴岡
●旧柏倉家住宅紅花まつり
●河北町紅花資料館紅花まつり
●山形紅花まつり
●白鷹紅花まつり
●第29回全国かぶと虫相撲大会

6月8日（土）
6月8日（土）～12日（水）
6月9日（日）
6月9日（日）
6月9日（日）
6月上旬※予定

6月上旬※予定

6月上旬～下旬
6月上旬～下旬※予定

6月上旬～7月上旬
6月上旬～7月上旬
6月上旬～7月下旬
6月15日（土）
6月15日（土）～7月7日（日）
6月中旬
6月中旬
6月中旬～7月中旬
6月中旬～7月下旬
6月22日（土）・23日（日）※予定

6月22日（土）～7月15日（月・祝）
6月30日（日）
6月下旬～7月中旬
7月6日（土）～14日（日）※予定

7月7日（日）※予定
7月上旬
7月上旬～中旬
7月13日（土）・14日（日）
7月13日（土）・14日（日）
7月15日（月・祝）

イベントカレンダー

問 やまがた観光情報センター（10：00～18：00※年中無休）☎023-647-2333 やまがたへの旅 検 索 2120



東北・新潟から 山形県へ。

日中線記念
自転車歩行者道
しだれ桜並木
旧国鉄日中線の跡地に南北約３kmにわたり
道の両側から約1,000本のしだれ桜が咲き
誇ります。日本最大のしだれ桜並木にぜひお
越しください。
場所／福島県喜多方市
日程／（桜の見頃）4月中旬～下旬
料金／無料
交通／JR磐越西線喜多方駅から徒歩約5分、磐越
自動車道会津若松駅ICより車で約25分
問／喜多方観光物産協会  ☎0241-24-5200

高田城百万人観桜会
日本三大夜桜のひとつと称される高田公園の桜。
公園をめぐる広大な内堀と外堀をはじめ、その周
辺には約4,000本の桜が咲き競い、約3,000個
のぼんぼりに照らされて映える美しさは、国内有数
のものとして知られています。期間中は約300の
露天が立ち並び、多くの人でにぎわう越後の春の
風物詩となっています。
場所／新潟県上越市
日程／4月１日（月）～15日（月）　料金／観覧無料
交通／えちごトキめき鉄道妙高はねうまライン　
　　　高田駅から徒歩15分
問／上越観光コンベンション協会　
　　☎025-543-2777

桑ノ木台湿原
秋田・山形両県にまたがる鳥海山と周辺エリアからなる
鳥海国定公園。その北側にある「桑ノ木台湿原」は、ワタ
スゲやミズバショウ、レンゲツツジなど、様々な植物が咲き
乱れます。また、周辺には、「獅子ヶ鼻湿原」や「元滝伏
流水」、「法体の滝」や「鳥海高原南由利原」などの観光
スポットがあり、見どころ満載です。
場所／秋田県由利本荘市
日程／（春の見頃）５月下旬～６月下旬　料金／無料
交通／由利高原鉄道矢島駅から桑ノ木台湿原駐車場まで車で
　　　約３０分、花立クリーンハイツから桑ノ木台湿原入口まで
　　　有料シャトルバスで約３０分
問／由利本荘市観光文化振興課
　　☎0184-24-6349

福島県

宮城県

秋田県

弘前さくらまつり 花筏
満開の時期を過ぎても見る価値あり！濠（ほり）のあちらこちらで
は、散る花びらが徐々に水面を埋めていき、まるでピンクの絨
毯のようになっていく光景は「花筏（はないかだ）」と言われ、な
んとも美しく、訪れる人を感動させます。
場所／青森県弘前市　日程／４月下旬～５月上旬 ※予定
料金／大人（高校生以上）310円、子供（小・中学生）100円他
交通／JR奥羽本線弘前駅からバスと徒歩で約20分
問／弘前観光コンベンション協会 ☎0172-35-3131

三陸鉄道リアス線
これまで北リアス線（宮古～久慈）と南リアス線（盛～釜石）に
分かれていた路線がつながり、2019年３月23日にリアス線と
して一貫運行が開始されます。三陸鉄道リアス線に乗って、春
の岩手・三陸の旅をお楽しみください。
場所／岩手県大船渡市～久慈市（盛駅～久慈駅）　
日程／3月23日（土）～
料金／三陸鉄道のホームページ（https://www.sanrikutetsudou.com/）を
　　　ご確認ください　
問／三陸鉄道 ☎0193-62-8900

岩手県青森県

一目千本桜
一目千本桜と呼ばれ、さくらの名所100選の地に選ばれてい
る白石川堤の桜並木。約1,200本のソメイヨシノが春風に揺
れ、４月の見頃の時期には桜並木と雪を頂く蔵王連峰の色彩
が見ものです。
場所／宮城県柴田郡大河原町・柴田町
日程／４月上旬～中旬　料金／無料
交通／JR東北本線大河原駅から徒歩約３分又は船岡駅から徒歩約３分
問／大河原町商工観光課 ☎0224-53-2659
　　柴田町商工観光課 ☎0224-55-2123

新潟県

東北から新潟までの広いエリアも、新幹線を使えばひとっとび。交通手段を上手に

活用しながら、気になるあの場所のあんな体験も全部楽しんでしまいましょう。

福島県

岩手県

青森県

秋田県

山形県

新潟県

宮城県

さくらんぼさくらんぼ

●運転日：4/6（土）～6/30（日）までの土・日 ※除外日：4/27・28、5/4・5
●区　間：福島～新庄
●時　刻：1号 福島（10：02）→新庄（12：16）

2号 新庄（15：00）→福島（17：41）
※全車指定席
※6両編成

とれいゆ つばさ

※このデータは2019年2月現在の情報を基に主なイベント列車の情報を掲載しております。 ご利用の際はJR時刻表等でご確認ください。

車両イメージ

●運転日：4/5（金）～6/30（日）までの金・土・日・祝日
●区　間：新潟～酒田
●時　刻：新潟（10：11）→酒田（12：51）
　　　　 酒田（16：10）→新潟（18：31）

※全車指定席
※4両編成

きらきらうえつ

車両イメージ

●運転日：4/6（土）～6/30（日）までの土・日・祝日 ※除外日：4/30
●区　間：仙台～新庄
●時　刻：仙台（9：13）→新庄（12：26）／新庄（15：01）→仙台（17：39）
※全車指定席
※3両編成

リゾートみのり

びゅうばす共通のご案内

※2名様よりお申し込みください。
※バスの乗車場所には出発時刻の10分前までにご集合ください。
※出発時刻を10分過ぎますと、お客様がご乗車されない場合でも、出発させていただくことがございます。あらかじめご了承ください。
　交通状況により駅への到着が遅れることもございますので、お帰りの列車については余裕を持ったお時間をご指定ください。
※道路状況・天候等によりコースの変更や、予定通りの運行ができない場合がございますのであらかじめご了承ください。
※基本発着時間を記載しておりますが、交通渋滞等により予定よりも見学時間が短くなる場合もございます。
※添乗員の同行はございません。

運行：ジェイアールバス東北／山交バス

コース内の文字：■＝下車観光　■＝入場観光

※掲載のコースは、この広告でのお申し込みを受け付けておりません。JR東日本の主な駅にある「びゅうプラザ」へお問い合わせください。 

白川湖水没林白川湖水没林

名木・古典桜・日本さくら名所百選の桜が続く「置賜さくら回廊」と
この季節でしか見ることができない白川湖水没林の絶景を巡ります。 
●出発日：4月12日（金）～26日（金）　●食事：なし（自由昼食）　●乗車場所：小野川温泉、米沢駅　●料金（1名様）：おとな・こども同額 4,800円

コ
ー
ス

びゅうばす 烏帽子山千本桜とおきたま新緑の絶景号

山形名物から地元で愛されるグルメまで、旨さたっぷり味わい深い旅路を満喫
●出発日：6月15日（土）～7月7日（日）※除外日：6/17～19・25、7/3～5　●食事：昼食付（鳥中華）
●乗車場所：仙台駅（東口）、山形駅（東口）　●料金（1名様）：おとな 7,100円、こども 6,800円

コ
ー
ス

びゅうばす さくらんぼ狩りと山形んめぇーもの 満腹食べばす号

仙台駅（東口）
9：20発

若松寺〈天童〉（参拝）
じゃくしょうじ

（約30分）※恋おみくじ付き10:40発
山形駅（東口） 仲野観光果樹園さくらんぼ狩り

（約60分）
水車生そば（昼食・鳥中華）

（約60分）

※料金には各地での食の
　お楽しみが含まれます。16：20頃着

天童温泉（ホテル王将前）
16：10頃着
天童駅Ice café 弘水 かき氷〈天童〉

（約30分）
道の駅 天童温泉（散策・お買い物）

（約30分）

羽黒山三神合祭殿羽黒山三神合祭殿

山岳信仰の聖地・羽黒山や「花の寺」とも呼ばれる名刹で安らぎつつ、
山形を代表する大人のグルメ・そばと酒もしっかり楽しむ「大人」におすすめのコース
●出発日：6月20日（木）～7月2日（火）の全日、7月6日（土）～9月1日（日）の土・日曜日・祝日　●食事：昼食付
●乗車場所：仙台駅（東口）、山形駅　●料金（1名様）：おとな 6,300円、こども 6,100円

コ
ー
ス

びゅうばす 山形“大人の”夏休み号

観光周遊バス
びゅうばすで快適旅

訪ねてみたい観光スポットを
気軽に巡れるオススメコース

イベント列車で
爽快旅

9:30発
米沢駅 白川ダム

（白川湖水没林／車窓）

※桜の見頃は例年の目安となり、時期が変更となる場合が
ございますのであらかじめお客さまご自身でご確認くださ
い。なお、桜が咲いていない場合は各地の景観をお楽しみ
ください。また、コースの一部を変更する場合もございます。 

小野川温泉
※山交バス

小野川温泉バス停
9：00発

白川荘（散策・お買い物）
※白川荘セット（コーヒー・ソフトクリーム）付

（約40分）

道の駅 川のみなと長井・最上川堤防千本桜
（自由昼食・散策）

（約60分）

15:55頃着
赤湯温泉

16:25頃着
米沢駅

16:55頃着
小野川温泉烏帽子山千本桜

え   ぼ     し   やませんぼんざくら

（約20分）

高畠ワイナリー
（見学・お買い物）

（約40分）

釜の越農村公園の桜群
※紅花茶・お漬物付
（約20分）

古澤酒造（見学・試飲・お買い物）
（約40分）

仙台駅（東口）
9：20発

山形駅
10：30発

出羽屋（昼食）
（約45分）

羽黒山三神合祭殿
は   ぐろさんさんじん ごう さい でん

（約20分）

※料金には昼食代、玉川寺拝観料・
　お菓子・抹茶代が含まれています。

玉川寺（和菓子・抹茶）
（約35分） 16：00頃着

鶴岡駅
16：30頃着
湯野浜温泉

16：50頃着
由良温泉

17：20頃着
あつみ温泉

各列車共通のご案内
■指定席列車をご利用の際は事前に指定席券をお買い求めください。
■発売期間／ご利用日の1ヶ月前の10時より発売開始

 乗車券、指定席券のお求めは、JRの主な駅のみどりの　
　　　  　　窓口・びゅうプラザ、および主な旅行会社へ。
■列車時刻、運賃・料金、空席情報案内 ☎050-2016-1600

車両イメージ

●運転日：6/15（土）・16（日）・22（土）・23（日）
●区　間：山形～寒河江
●時　刻：1号 山形（11：10）→寒河江（11：44）

2号 寒河江（14：16）→山形（14：53）
※全車指定席
※2両編成

さくらんぼ風っこ

車両イメージ

足湯（イメージ）足湯（イメージ） （イメージ）（イメージ）

★4/6（土）運行よりリニューアル！ ※詳しくは「JR東日本 仙台支社」ホームページをご覧ください。

問 やまがた観光情報センター（10：00～18：00※年中無休）☎023-647-2333 やまがたへの旅 検 索 2322


