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Yamaya-en Pizzaria

Yamayaen  (Cherry Farm)

Adachi Nouen

Osato Hirobiro Chokubaijo

Furusato Sakurambo-en
Osone （Office）

Osone Mochi-tsuki Hozon-kai

Furusato Sakurambo-en
Osone

Yamagata Seibu Nousan
Chokubai CenterYamagata Agri Academy

24 山形アグリアカデミー
（事務局）
Yamagata Agri Academy
(Secretariat)

JA Yamagata Oishisa Chokubaijo
Suzukawa-ten

JA Yamagata
Oishisa Chokubaijo
Minamidate-ten 

Motosawa Domeki Onsen
Chokubaijo

Motosawa-Nousan

A-Co-op Motosawa
Chokubaijo

Motosawa Budo Mura
Furuuchi Kaju-en

Kon-no Budo-en

Kisaburo
Sakurambo-gari-en

Nishi-Zao Plateau Farm

Teppo-machi Aozora Ichiba
(Murayama Branch of Yamagata Prefectural Office) 

JA Yamagata Oishisa Chokubaijo Beninokura-ten

Farmers Side
Dish Shop

Murakiｚawa Ajisai-Eino kumiai
Chokubaijo

Satoimoya Sato Nouen

Sanchi Chokubaijo
Takase

Pal Kanko
Kaju-nouen

Ogasawara Kaju-en

Yamadera Kanko Kaju-en 

野菜農家の
おかず屋さん

Soba-Dokoro
Oyamazakura 

西蔵王高原
ファーム

寿々㐂そば屋

味工房すず

十一屋（本店）

蕎麦処
ふるさわ

NDソフト
スタジアム山形

七日町御殿堰
山形まなび館

紅の蔵

山形市立病院
済生館

山形明正高
峯道校舎

山形明正高
本校舎

蔵王温泉スキー場

○MONTEDIO YAMAGATAc

楯 山
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高 
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羽
前
山
辺

百目鬼温泉

山形大花火大会
（8月14日）

※地図上の道路・施設の位置については、
　縮尺の関係で場所によって変形して
　いるところがあります。

日本一の芋煮会
フェスティバル
（9月上旬）

薬師祭植木市
（5月8・9・10日）

山形花笠まつり
（8月5・6・7日）

西蔵王そば畑

大野目温泉

飯田温泉

山形温泉

↓米沢・福島

↓蔵王エコーライン・御釜

山形上山

山辺町役場

相模小

山辺中

山形電波高

長岡小

高擶小

荒谷小

中桜田温泉

消防本部

山形二小

山形

千手堂吉祥院

面白山→

仙台→

↑新庄↑天童IC↑寒河江IC

山寺芭蕉記念館

立石寺

国立病院機構山形病院

嶋

瀬波

御釜
→
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）

最上義光が居城とした山形城の
二ノ丸東大手門前にあり、最上
家に関する多くの資料が展示さ
れています。

大正時代から昭和50年まで県庁
舎及び議事堂として使われてい
た、ルネッサンス様式の建物です。
大正の古きよき時代の薫りを今
に伝えています。

文
翔
館（
国
重
要
文
化
財
）

も
み
じ
公
園

 

（
宝
幢
寺
跡
）

二ノ丸東大手門とは、山形城の
正門にあたる門です。現在の建
物は、城絵図や明治時代の写真
を参考に、平成3年に復原され
ました。

心の文字をかたどった心字池を巡
ることができる池泉回遊式の庭園。
色濃く染まる秋の紅葉は、言葉に
尽くせないほどの美しさで、訪れ
る人を魅了します。

重要文化財「旧済生館本館」を活用し、医
療・医学資料や、山形城や郷土の歴史に関
する資料を展示しています。旧済生館本
館は、明治11年に竣工した擬洋風建築の
建物で、昭和44年に霞城公園に移築復原
しました。

昭和2年に県下初の鉄筋コンクリート造
の校舎として建設されました。平成13年
に登録文化財、21年には近代化産業遺産
として認定されております。現在は文化
財や教育資料の展示、観光情報の提供、地
場産品の紹介販売など、様々な機能を併
せ持った学び・交流の施設です。

「御殿堰」は今から400年前、当時の山形
城主鳥居忠政が整備した山形五堰の一つ
です。本市中心部を流れるせせらぎとし
て復元された親水空間で、山形の歴史と
伝統、そして最先端の情報が凝縮した、老
舗とモダンが混在する商業テナントと一
体となった新名所です。

樹氷の迫力を近くで体感できるのは、
このスキー場ならでは。多くのゲレ
ンデがあり、周囲には温泉旅館やペ
ンションが立ち並びます。

里芋と牛肉を使った山形を代
表する秋の味覚

かつて紅花商人であった　長谷川
家の蔵屋敷を活用し、地元産の食材
を使った郷土料理とそば、カフェ＆
ダイニング、お土産処、農産物直売
所、観光案内所を備え、山形の魅力
の発信に取組んでいます。

谷

泉質は、含硫化水素強酸性緑ばん明
ばん泉。広々とした露天風呂は、森林
浴も同時に叶い、贅沢なひとときを
過ごせます。
※4月下旬から11月初旬まで。

蔵
王
大
露
天
風
呂

山形県と宮城県の県境に位置する火口湖。　　
天候や太陽の光の射し方により湖の色が日に
何度も変わるので、『五色沼』とも呼ばれてい
ます。

御
釜
（
五
色
沼
）
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18 さといもや　さとう農園

14 安達農園023-681-7816

13
023-644-5266

山形西部農産直売センター

23
023-632-9723

西蔵王高原ファーム

26
080-7007-2302

8293

野菜農家のおかず屋さん

パル観光果樹農園

12 023-674-7538

023-645-9040
農事組合法人あじさい営農組合直売所

松尾芭蕉の「奥の細道」行脚での来訪を記念した資
料館です。芭蕉の直筆の書や門人の句などを展示
しています。庭から宝珠山立石寺が一望できます。

山
寺
芭
蕉
記
念
館

山形いも煮

繊細でまろやかな肉質を持ち
霜降りと甘みが絶品

山形牛

しっかりした歯ごたえと風味
豊かな味わいが自慢

山形のそば

醤油で煮込み串に刺して熱々
で食べる山形名物

玉こんにゃく

山形の酒米と蔵元の技がつく
り出した逸品の数々

地酒

刻んだ野菜に納豆昆布を加え
た夏限定の料理

山形のだし

ラーメン消費日本一の山形な
らではの夏メニュー

冷やしラーメン

割り箸に巻きつけて食べる山
形版お好み焼き

どんどん焼き

芋がらとつぶした納豆を入れ
る冬には欠かせない味

納豆汁

西の京都・東の山形と称され
るふるさとの味

山形の漬物
（なす漬、おみ漬、青菜漬など）

（納豆昆布入り）

四季の彩り豊かな山形には、その気候ゆえに育まれた、んまいも
ん（美味しいもの）がたくさん！その中でも、山形市の魅力ある
“お宝”として選定した、自慢の郷土料理ベスト10をご紹介!!

西蔵王公園は蔵王山系の豊かな環境の中
に、人と自然の調和したレクリエーションの
場を創造する目的で整備された公園です。
山形市街地から車で20分の近さながら、
四季折々の自然の変化を満喫できます。F-6
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西蔵王の麓に広がる野草園は、世界に一つ
だけの桜『ミヤマカスミザクラ』があり、春
から夏にかけては新緑の中にひっそりとた
たずむ可憐な野草、秋はフジバカマに集う
渡り蝶アサギマダラと、大自然に囲まれた
空間には季節を彩るさまざまな野草や植物
があり、癒しと安らぎの時間を過ごせます。

E-7

Y
am
agata C

ity W
ild P

lants G
arden

樹
氷
を
楽
し
む

蔵
王
温
泉
ス
キ
ー
場

Enjoying Juhyo or S
now

 M
onsters 

(Snow Covered Trees) Zao Onsen Ski Resort
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Furusato Sakurambo-en Osone

Konno Budo-en

Motosawa Budo Mura Furuuchi Kaju-en

Yamagata Seibu Nousan Chokubai Center

Adachi Nouen

JA Yamagata Oishisa Chokubaijo Minamidate-ten

JA Yamagata Oishisa Chokubaijo Beninokura-ten

Osato Hirobiro Chokubaijo

Satoimoya Sato Nouen

JA Yamagata Oishisa Chokubaijo Suzukawa-ten

Sanchi Chokubaijo Takase

Teppo-machi Aozora Ichiba

Osone Mochi-tsuki Hozon-kai

Nishi-Zao Kougen Farm

Soba-Dokoro Oyamazakura

Yasai-nouka no Okazu-Yasan

Yamaya-en Pizzaria

Kisaburo Sakurambo-gari-en

Pal Kanko Kaju-nouen

Ogasawara Kaju-en

Yamadera Kanko Kaju-en

JA Agurin Yamagata A-co-op Motosawa Chokubaijo

Motosawa-Nousan

Motosawa Domeki Onsen Chokubaijo

Murakiｚawa Ajisai-Eino kumiai Chokubaijo

23
090-8251-3521

山形アグリアカデミー24 Yamagata Agri Academy
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山形西部農産直売センター

農事組合法人 あじさい営農組合直売所

さといもや　さとう農園

■所 在 地／山形市替所１４‐３

■Ｔ　Ｅ　Ｌ／０２３‐６４４‐５２６６
■F A X／０２３‐６４３‐２６９４
■営業期間／通年営業

■営業時間／８：３０～１８：００（冬期間１７：００）

■定 休 日／なし

■駐 車 場／２０台

■ＵＲＬ
　http://www.kidoguti.com/ 

●ランチメニュー

　一皿バイキング（大、小）

●おかずメニュー

　惣菜パック（大、中、小）

●店内こだわり野菜直販

■所 在 地／山形市大字千手堂525-3

■Ｔ Ｅ Ｌ／023-682-9939（園地）

　　　    　　023-684-7896（自宅）

■F A X／023-682-9938
■開園期間／6月～11月（期間中無休）

■営業時間／9：00～17：00

■駐 車 場／30台分

■大玉さくらんぼもぎとり（1時間）※要予約
　大人1,500円　小学生1,000円　幼児500円
■体験農園（さつまいも掘りとり）※要予約
　小バケツ満杯詰め　紅アズマ・はるか　1,000円
　　　　　　　　　大人気安納芋　1,600円
■さくらんぼオーナー制　1本12,000円～70,000円まで
　りんごの木オーナー制　1本15,000円（保証数120玉）

■所 在 地／山形市中野目赤坂2162-8

■Ｔ Ｅ Ｌ／023-663-1234
■F A X／023-663-1235
■営業期間／通年営業　

■定 休 日／火曜日※月・水・木の夜は要予約

■営業時間／11:00～16:00(ラストオーダー15:00)

　　　　　　18:00～22:00(ラストオーダー21:00)

■駐 車 場／30台

■摘み取り料／大人1,500円　小学生1,000円
　幼児500円 （予約制　時間制限なし　食べ放題）
■URL　
　http://www.yamayaen.com/

■所 在 地／山形市大字黒沢549

■Ｔ Ｅ Ｌ／023-688-5885
■F A X／023-688-7558
■開園期間／6月～7月（期間中無休）

■営業時間／9：00～17：00

■駐 車 場／80台分

■料　　金／1,500円（40分）　食べ放題
■URL　
　http://www.kisaburo.jp/k_sakura_top.html

■所 在 地／山形市大字上反田901-1

■TEL・FAX／023-643-4377（事務所）

　　　　 　　023-644-0529（自　宅）

■開園期間／6月～7月

■営業時間／9：00～17：00

　もぎとり受付は平日9:00～11:00、土日9:00～16:00 （さくらんぼのもぎ取り）

■駐 車 場／80台分

■E -ma i l／hurusato@gaea.ocn.ne.jp
■もぎとり料／1,200円（45分）
　その他持ち帰り料金は時価
■URL
　http://www.sakuranbo-oosone.com/

■所 在 地／山形市大字長谷堂461

■Ｔ Ｅ Ｌ／023-689-9399
■F A X／023-689-9398
■開園期間／7月上旬～10月上旬（期間中無休）

■営業時間／10：00～18：00

■駐 車 場／10台分

■入 園 料／500円～1,000円
■URL　
　http://www15.plala.or.jp/yamakon/

■所 在 地／山形市大字長谷堂4596-1

■TEL・FAX／023-688-7820（園地）

　　　　　　023-688-2958（自宅）

　　　　　　（期間外は自宅へお電話ください）
■開園期間／7月中旬～10月中旬（期間中無休）

■営業時間／9：00～18：00

■駐 車 場／１0台分

■URL　
　http://www.hyoku.com/furuuchi/

■所 在 地／山形市南館3-7-4

■Ｔ Ｅ Ｌ／023-645-5001
■F A X／023-645-5213
■営業期間／通年営業

■営業時間／4月～10月 9:30～18:00

　　　　　　11月～3月 9:30～17:00

■定 休 日／不定休

　（12月31日～1月4日は年末年始休業）

■駐 車 場／60台

■所 在 地／山形市大字村木沢7198-2

■Ｔ Ｅ Ｌ／023-674-7538
■F A X／023-674-7537
■営業期間／通年営業

■営業時間／8:30～17:00

■定 休 日／12月30日～1月4日

■駐 車 場／20台

■URL
　http：//murakisawa-ajisai.or.jp/

B-4
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■所 在 地／山形市藤治屋敷８番地

■TEL・FAX／０２３‐６８１‐７８１６
■営業期間／通年営業

■営業時間／９：００～１７：００

■定 休 日／なし

■駐 車 場／６台

■URL　
　http://www.adachi-farm.com/

■所 在 地／山形市檀野前39-4

■Ｔ Ｅ Ｌ／023-666-8982
■F A X／023-666-8983
■営業期間／通年営業

■営業時間／9：00～17：00

■定 休 日／なし

■駐 車 場／有

■URL
　http://www.yfn-net.jp/yamagata-farm/
　ネット通販や電話でのご注文も承ります。

●米、里芋、枝豆、野菜など地元の農産物

●みそ、秘伝豆菓子「秘伝そりそり」など
　オリジナル加工品

●さくらんぼのもぎとり・販売

●プラム、りんご、米、もち米等の販売

●餅つき体験（要予約）

詳しくはホームページにて紹介しております。是非、ご覧ください。

●さくらんぼ食べ放題

●直売

■所 在 地／山形市下柳157-1

■Ｔ Ｅ Ｌ／023-631-2648
■F A X／023-624-4399
■営業期間／通年営業

■営業時間／9：00～17：00

■定 休 日／日、祝祭日、水曜日(変則的) 

　　　　　　※8、9、10月は無休（変更有）

■駐 車 場／10台

■体験農園（要予約）
　・里芋の収穫体験1,000円
　　（9月中旬～10月下旬）
■URL
　http://www.satou-nouen.co.jp/

■所 在 地／山形市十日町2-1-28

■Ｔ Ｅ Ｌ／023-616-8001
■F A X／023-625-0313
■営業期間／通年営業

■営業時間／4月～10月　9：30～18：30

　　　　　　11月～3月　9：30～17：30

■定 休 日／不定休

（12月31日～1月4日は年末年始休業）

■駐 車 場／50台

（山形まるごと館 紅の蔵東側）

■所 在 地／山形市双月町2-3-3

■Ｔ Ｅ Ｌ／023-631-2588
■F A X／023-631-2582
■営業期間／通年営業

■営業時間／4月～10月 9:30～18:00　

　　　　　　11月～3月 9:30～17:00

■定 休 日／不定休

（12月31日～1月4日は年末年始休業）

■駐 車 場／40台

■所 在 地／山形市大字上東山212-2

■TEL・FAX／023-686-3632
■営業期間／通年営業

■営業時間／8：30～17：30

■定 休 日／1月1日～3日

■駐 車 場／20台

■所 在 地／山形市鉄砲町2-19-68

■Ｔ Ｅ Ｌ／023-621-8293
（山形県村山総合支庁産業経済部農業技術普及課）

■開催期間／5月～12月第1・3日曜日

■開催時間／8：00～9：00

　　　　　　※12月は10：00～11：00

■駐 車 場／600台

■所 在 地／山形市土坂甲２３１

■Ｔ Ｅ Ｌ／023-632-9723
■営業期間／６月～８月

■営業時間／8：00～17：00

■駐 車 場／有

■料　　金／５００円で食べ放題（お土産有）

●山形の新鮮な野菜、果物、加工品など

●地場の旬の野菜・果物、漬物、米、豆類、切り花、
　干し物、わらび・きのこ・たけのこ等の林産物、
　卵、ジュースなど

●もりそば

●山野菜てんぷら

●寒ざらしそば（季節限定品）

●家族もり（四人前以上から大きいざるに通常の
　一割増しの盛り付け）

●主にぶどうを試食販売しています。
　高級品３色ギフト詰め合わせ

●もも、すもも、野菜の販売。

10
■所 在 地／山形市大字二位田割目1529-3

■Ｔ Ｅ Ｌ／023-679-3425
■F A X／023-679-3426
■営業期間／通年営業

■営業時間／9:00～18:00

■定 休 日／水曜日

■駐 車 場／10台

7
■所 在 地／山形市大字山寺1973-516

■TEL・FAX／023-695-2246
■開園期間／6月～7月（期間中無休）

■営業時間／9：00～17：00

■駐 車 場／20台分

■さくらんぼもぎとり
　大人1,300円（小学生以上）
　子ども７００円（３歳以上）

8

9
■所 在 地／山形市大字長谷堂1109-1

■Ｔ Ｅ Ｌ／023-688-5773
■F A X／023-688-9189
■営業期間／通年営業

■営業時間／9:00～17:30（季節によって変わります）

■定 休 日／12月31日～1月3日

■駐 車 場／8台

■所 在 地／山形市大字山寺219（自宅）

　　　　　　　　　1973-1258（売店）

■TEL・FAX／023-695-2443
■開園期間／6月～7月（期間中無休）

■営業時間／8：30～17：00

■駐 車 場／30台分

■URL　
　http://www.yamadera.net/

安達農園

パル観光果樹農園

11
■所 在 地／山形市百目鬼42-1

■Ｔ Ｅ Ｌ／023-645-9040
■F A X／023-646-3060
■営業期間／通年営業

■営業時間／9:00～17:00

■定 休 日／毎月第１月曜日

■駐 車 場／100台

●温泉もあります。ぜひご利用下さい。

●施設内に地元の食材を使ったそば処をオープン
　しました。

C-2

22
■所 在 地／山形市大字古舘31

■TEL・FAX／023-643-2513（代表者）
■営業期間／通年営業

■駐 車 場／10台分

26
■所 在 地／山形市上町１－１４－１３

■Ｔ Ｅ Ｌ／080-7007-2302
■営業時間／11：00～19：00

■定 休 日／日曜日、端境期

■駐 車 場／１０台

25
■所 在 地／山形市大字土坂甲231

■TEL・FAX／023-632-9723
■営業期間／通年営業

■営業時間／11：30～15：00

■定 休 日／毎週木曜日

■駐 車 場／約30台（大型車可）

F

●新鮮野菜、果物、米、野菜苗、花苗、各種農産物、
　農産物加工品など

西蔵王高原ファーム

●トマトのもぎ取り体験

野菜農家のおかず屋さん

F 24
■所 在 地／山形市大字沼木４３３－２７（事務局）
　　　　　　山形市常明寺地区（農場）

■Ｔ Ｅ Ｌ／０９０-８２５１-３５２１
■F A X／０２３-６４５-１８０２
■営業期間／通年営業

■営業時間／10：00～12：00

■駐 車 場／10台

■URL
　http://ameblo.jp/yamagata-agriacademy

山形アグリアカデミー

●ジャガイモ植付・収穫、田植え、稲刈り
　餅つき、そば打ち、味噌づくり
　（時期に応じて実施・要予約）

●ぶどうのもぎとり（15種類位）

●体験農園対応可（要事前連絡）

●詰め合わせギフト販売　８月上旬～9月下旬

●さくらんぼ、りんご、ラズベリー、ブルーベリーのもぎとり。

●石窯で焼くピザ、パスタ、サラダ、ドリンク、アルコ
　ール、デザート。※ご予約に応じてコース料理も
　ご用意いたします。ぐるなびもご覧ください。

●さくらんぼ食べ放題

●直売

●りんご、ラ・フランスの販売

●自家製果実100％ジュース（ラ・フランス、ふじりんご）

●手作りジャム（さくらんぼ、ラ・フランス、ふじりんご）

●さくらんぼ、ぶどう、りんご、ラ・フランス等、季節の果物

●青菜漬け、おみ漬け（11月1日～翌2月末くらい
　まで）

●生鮮野菜、季節の果物、山菜、豆類、米粉、地場産
　ジュース、干物野菜

●なす、なす漬（つけもの）、きゅうり（つけもの）、
　フルーツトマト、ミニトマト、トマトジュース（すべて
　発送可）

●県内産の野菜・果物・農産加工品・他では見られな
　い珍しい野菜・果物など

●山形で栽培している旬の果物、野菜、花、農産加
　工品など

●イベントの開催（年5回位）

●洗い里芋、土付里芋（地方発送も可）

●里芋の苗（里芋、カラトリ、八ツ頭等）
　（季節限定4月末～5月中旬頃※要予約）

●さといもやのオリジナル芋煮セット
　（季節限定9月中旬～12月末頃※要予約）

●里芋栽培（芋掘り体験対応可※要事前予約）

●新鮮野菜、果実・生花、加工品など ●出張餅つき（1回3万円から）

●もちつき体験（要連絡、10人以上、価格要相談）

●地元産の新鮮野菜、季節の果物、切り花

●お肉、豆腐、乳製品などの生鮮・加工品

●野菜や魚の各種乾物、ジュース等、他

●地元産のお米、もち米（白米、玄米）

●寿々㐂そば屋
●蕎麦処ふるさわ
●株式会社 十一屋
●味工房すず

（E-2 飲食店）
（B-6 飲食店）
（D-4 菓子製造・販売）
（D-4 飲食店）

（事務局：山形市農林部農政課）

賛助会員紹介 ～本会の趣旨に賛同する個人、団体を紹介します～

市内での観光

市内での交通

●山形市観光案内センター

●山交バス案内センター
●中心街100円循環バス

●山形県ハイヤー協会
●観光レンタサイクル
（山形市観光案内センター）

（山形商工会議所）

TEL／023-632-7272
TEL／023-622-4666

TEL／023-686-2505
TEL／023-647-2266

TEL／023-647-2266
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特典 特典
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●体験農業（予約制）9月～10月頃
　絶好評！！さつまいも掘りとり体験
　（紅アズマ、はるか、大人気安納芋（約2,000本））

車イス利用のみなさん大歓迎しています。

●さくらんぼの木・りんごの木オーナー予約受付（予約制）

●大玉さくらんぼ狩り食べ放題

※今年は売店のみ営業

山形市
グリーン・ツーリズム

振興協議会

Address: 901-1 O-aza Kamisorida, Yamagata City

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Office

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Home

Dates: June - July  

Hours: 9am～5pm

Reception for cherry picking is open from 9:00 to 11:00 on weekdays 
and from 9:00 to 16:00 on Saturdays, Sundays and national holidays.  

Parking: Space for 80 cars

Address: 461 O-aza Hasedo, Yamagata City  

  

Dates: From early July to late October(Open Daily)  

Hours: 10am～6pm  

Parking: Space for 10 cars

Address: 4596-1 O-aza Hasedo, Yamagata City  

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Farm

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Home

Dates: From middle July to middle October(Open Daily)  

Hours: 9am～6pm

Parking: Space for 10 cars

Address: 2162-8 Nakanome-Akasaka, Yamagata City  

Dates: Year Round

Closed: Tuesdays  

Hours:11am～4pm (Last Call 3pm) 

　　　　6pm～10pm (Last Call 9pm)  

Parking: Space for 30 cars 

Address: 549 O-aza Kurosawa, Yamagata City  

Dates: June and July (Open Daily) 

Hours: 9am～5pm 

Parking: Space for 80 cars  

Address: 525-3 O-aza Senjudo, Yamagata City

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 Farm

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 Home

  

Dates: From June to November (Open Daily)  

Hours: 9am～5pm  

Parking: Space for 30 cars.

Address: 1973-516 O-aza Yamadera, Yamagata City  

Dates: June and July (Open Daily)  

Hours: 8:30am～5:30pm  

Parking: Space for 20 cars

Cherry Picking: ￥1300 for adults 
　　　　　　　　(elementary school students and above)
　　　　　　　　￥700 for Children (3 years old and up)

Address: Home 219 O-aza Yamadera, Yamagata City

         　　Store 1973-1258 O-aza Yamadera, Yamagata City

Dates: June and July (Open Daily)

Hours: 8:30am～5pm  

Parking: Space for 30 cars

Address: 1109-1 O-aza Hasedo, Yamagata City

 

Dates: Year Round

Hours: 9am～5pm(Varies with the Season)

Closed: Dec 31st ‒ Jan 3rd 

Parking: Space for 8 cars

Address: 1529-3 O-aza Niida Wareme, Yamagata City

Dates: Year Round  

Hours: 9am～6pm

Closed: Wednesdays  

Parking: Space for 10 cars 

Address：42-1 Domeki Yamagata City

Dates：Year Round

Hours：9am～5pm

Closed：The first Monday of each month

Parking：Space for 100 cars

Address: 7198-2 O-aza Murakizawa, Yamagata City

Dates: Year Round  

Hours: 8:30am～5pm 

Closed: Dec 31st ‒ Jan 4th

Parking: Space for 20 cars

Address: 14-3 Kaesyo Yamagata City

Dates: Year Round

Hours: 8:30am～6pm(In winter 5pm)

No Holidays

Parking: Space for 20 cars

Address: 8 Tojiyashiki Yamagata City

Dates: Year Round

Hours: 9am～5pm

No Holidays

Parking: Space for 6 cars

Address: 3-7-4 Minamidate Yamagata City

Dates: Year Round

Hours: April to October 9:30am～6pm

　　　 November to March 9:30am～5pm

irregular holidays

Closed: New Year holidays…December 31st to January 4th

Parking: Space for 60 cars

Address: 2-1-28 Thokamachi Yamagata City

Dates: Year Round

Hours: April-October 9:30am～6:30pm

           November-March 9:30am～5:30pm

irregular holidays

Closed: New Year holidays…December 31st to January 4th

Parking: Space for 50 cars

　　　　 (On the East Side)

Address: 39-4 Dannomae Yamagata City

Dates: Year Round

Hours: 9am～5pm

Closed: Every Tuesday in January ‒ March
April ‒ December: No Holidays

Parking: Available

We Also Have Mail Order Services.

Address: 157-1 Shimoyanagi Yamagata City

Dates: Year Round

Hours: 9am～5pm

Closed: Sundays, National Holidays, Wednesdays (subject to change)

　August, September, October: No Holidays（Contents are subject to change） 

Parking: Space for 10 cars 

Address: 2-3-3 Sotsuki machi Yamayata City

Dates: Year Round

Open hours: April - October 9:30am～6pm

             November ‒ March 9:30am～5pm

irregular holidays

Closed: New Year holidays: December 31st ‒ January 4th

Parking: Space for 40 cars

Address: 212-2 Kamihigashiyama O-aza Yamagata City

Dates: Year Round

Hours: 8:30am～5:30pm

Closed: New Year January 1st - January 7th

Parking: Space for 20 cars

Address: 2-19-68 Teppo-machi Yamagata City

Murayama Brunch of Yamagata Prefecturural Office 
Industry Economy Department
Agricultural Technique Popularization Division

Dates: May‒December: 1st & 3rd Sundays

Hours: 8am～9am

           　　　　　＊December 10am～11am

Parking: Space for 600 cars

Address: 1-14-13 Uwamachi Yamagata City

Hours: 11am～7pm

Closed on Sundays and during the off-crops season

Parking: Space for 10 cars

Address: 31 Furudate O-aza Yamagata City

Dates: Year Round

Parking: Space for 10 cars

Address: Yamagata City, Tsuchizakakou 231

Open Season: June-August

Hours: 8am～5pm

Parking: Available

Cost: ¥500 ‒ All you can eat (Take out possible)

Address: 231 Kou Tsuchizaka O-aza Yamagata City

Dates: Year Round

Hours: 11:30am～3pm

Closed: Every Thursday

Parking: Space for 30 cars, including large vehicles

Furusato Sakuranbo-en Osone Konno Budo-en Motosawa Budo Mura Furuuchi Kaju-en Yamaya-en Pizzaria

Kisaburo Sakurambo-gari-en Pal Kanko Kaju-nouen Ogasawara Kaju-en Yamadera Kanko Kaju-en

JA Agurin Yamagata
A-co-op Motosawa Chokubaijo

Motosawa-Nousan Motosawa Domeki Onsen Chokubaijo Murakizawa Ajisai-Eino kumiai Chokubaijo

Yamagata Seibu Nousan Chokubai Center Adachi Nouen JA Yamagata Oishisa Chokubaijo Minamidate-ten JA Yamagata Oishisa Chokubaijo Beninokura-ten

Osato Hirobiro Chokubaijo Satoimoya Sato Nouen JA Yamagata Oishisa Chokubaijo Suzukawa-ten Sanchi Chokubaijo Takase

Teppo-machi Aozora Ichiba Osone Mochi-tsuki Hozon-kai Nishi-Zao Kougen Farm

Soba-Dokoro Oyamazakura Yasai-Nouka no Okazu-Yasan

・Picking and selling cherries  

・Selling plums, apples, rice, mochi rice, etc.  

・Experience making mochi (Reservation needed.) 

Visit our Website for more

・Fruits in season such as cherries, grapes, apples, La  
 France pears, etc.

・Fresh vegetables, fruits, rice, vegetable seedlings, 
 processed farm products, etc for sale

・Seisaizuke and Omizuke pickled vegetables (November 
 1st to around the end of February.)

・All-you-can-eat cherries  

・Farmers’ Market

＊Fresh vegetables, seasonable fruits, and flowers for sale

＊Meat, Tofu, and dairy products for sale

＊Juices, dried vegetables and fish, etc for sale

＊Rice, and mochi rice for sale. Both are available in polished
　and unpolished forms and were produced in the area.

Lunch Menu

    One plate all you can eat (Large, Small)

Side dish Menu

   Side Dish To-Go-Box (Large, Medium, Small)

Local Vegetables for Sale in store

Information

Certified by Yamagata City Public Cherry Farm Promotion Council.

Information

・Picking grapes (About 15 kinds)    

・Farming Experience (reservation needed.)

・Assorted gift shop　From August to September

・We mainly do tasting and sales of grapes. Also we 
 have an assortment of three kinds of high-grade 
 grapes and many new breeds of grapes.

・Picking cherries, apples, raspberries and blueberries.

・We serve pizza baked in a stone oven, pasta, soft drinks, 
 alcohol, and dessert. *A full-course meal of Italian cuisine 
 can be served with reservation. Please search for GURUNAVI.

 ・Selling peaches, plums, and vegetables.

Information Information

Certified by Yamagata City Public Cherry Farm Promotion Council.

<Certified by Yamagata Selection Committee＞

※We are only opened as a souvenir shop this year.

Certified by Yamagata City Public Cherry Farm Promotion Council.
Information

・Farming experience of sweet potatoes

・We warmly welcome wheelchair users!

Information

・Picking cherries and apples.  (Co-ownership)

・All-you-can-eat cherry picking

・Fresh vegetables, seasonal fruit, mountain vegetables, 
 beans, rice flour, local fruit juices, and dried vegetables 
 for sale

・Eggplants, pickled eggplant, tomatoes, mini-tomatoes, 
 and tomato juice for sale

＊Cleaned Satoimo and freshly harvested Satoimo for sale. Delivery services Available.

＊Satoimo Seedlings, Satoimo, Karatori, Yatsugashira, etc for sale
  Limited availability: the end of April to the middle of May. Reservations necessary.

＊Original Imoni set
  Limited availability: the middle of September to the end of December. Reservations necessary.

＊Experience growing satoimo for yourself. Reservation not necessary but is appreciated.

・All-you-can-eat Picking cherries  

・Selling and tasting.

Information

・Selling apples and La France pears.

・Homemade 100% juices (La France pears and Fuji apples) for sale

・Homemade jams (Cherries, La France pears and Fuji apples) for sale

Rice, taro potatoes, edamame , vegetables, and other 
local foods.

Original miso, and roasted bean snack called “Hiden 
Sorisori”

We opened a noodle shop that uses local ingredients.

・Fresh vegetables, fruits, processed foods from Yamagata 
are for sale

・Fresh local vegetables and fruits in season, pickled 
vegetables, rice, beans, cut flowers, dried vegetables, 
forest products such as warabi (bracken), mushrooms, 
takenoko (bamboo shoots), eggs and juice

＊Mori soba, soba served on a flat tray

＊Sansai Tempura; Fried mountain vegetables

＊Kanzarashi-soba; soba made from the soba-berry
　soaked in cold water that is only served in the winter

＊A family serving; minimum four people. The soba is served on 
　a large flat tray for all, and the soba’s size is increase by 10%

Information

Information Information Information

 There is also a hot spring at this facility. Please visit it, 
too.

Information

Information Information Information

・Vegetables, fruits, and processed foods that have all 
 been produced in Yamagata are for sale. Some of them 
 are hard to find local products.

Seasonal fruits, vegetables, flowers, and processed 
foods from Yamagata for sale

There are five special events through out the year.

Information

Information

Information Information Information

Menu and Services 

Information

InformationInformation

＊Fresh vegetables, fruits, flowers, processed foods, etc 
　for sale

＊Catering mochi services, from ¥30,000 per time

＊Experience mochi making
　Please call in advance, minimum 10 people. 

Tomato Picking Experience

Address: 433-27 O-aza Numagi, Yamagata City(Secretariat)
               Jyomyoji-Area, Yamagata City(Farm)

Dates: Year Round

Hours: 10am～12pm

Parking: Space for 10 cars

Yamagata Agri Academy 

Information

・Planting and harvesting potatoes or rice & making rice 
cakes, soba noodles or miso
（Activities depend on the season, and some might 
require reservations.）

Menu and Services 
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