やまがたの冬を楽しむ

「山形日和。
」冬の観光キャンペーン

2016.12.1-2017.2.28

場
やまがたのスキー

湯殿山スキー場［鶴岡市］

ガイドブック

ダイジェスト版

冬はやっぱりウインタースポーツ！
おもいっきり山形の冬を満喫しよう！

赤倉温泉スキー場［最上町］

ボードパーク常設

恵まれた雪質と豊かなコース

●日程／１２月上旬〜３月下旬
●料金／リフト券 １日券 一般（高校生以上）
3,100円、小中学生1,000円／４時間券 一般
2,700円、小中学生500円／２時間券 一般
2,060円／シニア１日券（60歳以上）2,600円
／ファミリー１日券 一般１人及び小中学生１人
3,500円、一般２人及び小中学生１人6,000円
●時間／８：４５〜１７：００
●交通／ＪＲ羽越本線鶴岡駅から車で約４０分
山形自動車道湯殿山ＩＣから車で
約10分
●問／湯殿山スキー場 ☎0235-54-6450

●日程／12月下旬〜3月下旬
●料金／1日券 大人3,000円、
子供2,000円ほか
4時間券 大人2,500円、
子供1,500円ほか
●時間／8:30〜16:30
●交通／JR陸羽東線赤倉温泉駅から車で
約10分
●問／赤倉温泉スキー場 ☎0233-45-2901

黒伏高原 スノーパーク

ジャングルジャングル［東根市］
全面スノボ可。

●日程／12月10日
（土）予定〜4月上旬
●料金／リフト券1日券：大人4,300円、
マスター3,700円、
シニア3,200円、
ジュニア
（小学6年生以下）無料
●時間／12月中旬〜4月上旬 8：30〜17：00
ナイター
12月下旬〜3月上旬 17:00〜22：00
●交通／JR山形新幹線さくらんぼ東根駅から
バスで約30分
※無料シャトルバスあり
（土日祝日運行）
●問／黒伏高原スノーパーク
ジャングルジャングル☎0237-41-5555

天元台高原スキー場［米沢市］
パウダースノー ＆
ロングシーズン

●日程／11月26日
（土）
〜5月7日
（日）
●料金／リフト・ロープウェイ
1日券 大人4,500円、
学生及びシニア3,700円、
子ども3,300円
●時間／平日 8：20〜17：00、
土日・祝日 8：00〜17：00
●交通／JR山形新幹線米沢駅からバスで
約40分
●問／天元台高原スキー場
☎0238-55-2236

やまがた

第40回
上杉雪灯篭まつり

雪灯り

［米沢市］

約300基の雪灯篭と約1000個の
雪洞に火が灯る。イベントや物産
市等も同時開催され、見どころ満
載です。
●会場／上杉神社境内・
松が岬公園一帯
●日程／2月11日（土）
・12日（日）
2月10日
（金）
プレ点灯
●料金／観覧無料
●交通／JR山形新幹線米沢駅・
米沢市役所から
有料シャトルバス運行
●問／上杉雪灯篭まつり実行委員会
☎0238-22-9607

樹氷ライトアップ鑑賞

出羽の古道六十里越街道雪まつり
月山志津温泉 雪旅籠の灯り［西川町］

●会場／肘折温泉街
●日程／1月28日
（土）、2月4日
（土）
・
11日
（土）
・18日
（土）
●料金／観覧無料
●交通／JR山形新幹線新庄駅から車で約５０分
●問／大蔵村観光協会 ☎0233-75-2111

●会場／西川町志津地区 月山志津温泉街内
●日程／2月24日（金）
・25日（土）
・26日(日）、
3月3日(金）
・4日
（土）
・5日
（日）
●料金／入場料 大人 500円、中学生以下 無料
●時間／18：00〜21：00
●交通／JR左沢線寒河江駅から車で約40分、
山形自動車道月山ICから車で約10分
●問／月山朝日観光協会 ☎0237-74-4119

山の向こうの
もうひとつの日本

肘折幻想雪回廊［大蔵村］

「山形日和。
」冬の観光キャンペーン
2016.12.1-2017.2.28

［山形市］

●会場／蔵王ロープウェイ地蔵山頂駅周辺
●日程／12月23日
（金）
〜3月5日
（日）
●料金／往復ロープウェイ代：
大人2,600円、子ども1,300円
●時間／17:00〜21:00
●交通／JR山形新幹線山形駅から車で
約40分、
ロープウェイで地蔵山頂駅
●問／蔵王ロープウェイ株式会社
☎023-694-9518

やまがたの

温泉王国
プチ湯治 やまがた
種類多く、
湯量豊かで、
質が良い。
三拍子そろったお湯をご堪能あれ！

やまがた雪フェスティバル［寒河江市］
山形県内雪祭りのオープニングイベント。
シンボル雪像の展
示や県内各地のラーメン、
ご当地グルメを楽しめる屋台村。
イ
ルミネーションやチューブ滑り、雪上宝探しなど、山形の冬を
満喫できるイベントです。
●会場／最上川ふるさと総合公園
●日程／2月3日
（金）
・4日
（土）
・5日
（日）
●料金／観覧無料
●交通／ＪＲ左沢線寒河江駅から車で約５分、
山形自動車道寒河江ＳＡスマートＩＣおりてすぐ
●問／雪祭り実行委員会事務局（山形県観光立県推進課内）
☎023-630-2371

やまがた

第46回 新庄雪まつり［新庄市］

雪祭り・雪遊び
じゅっきースノーパーク［山形市］

【電子版ガイドブックについて】

湯野浜温泉［鶴岡市］

波穏やかな砂浜が続く風光
明媚な温泉地。露天風呂か
ら望む水平線に沈む夕陽の
美しさは格別です。

瀬見温泉［最上町］

●交通／ＪＲ羽越本線
鶴岡駅から車で
約２５分
●問／湯野浜温泉観光協会
☎0235-75-2258

白布温泉［米沢市］
奥州３高湯の一つとして知られ、開湯
約７００年の歴史と伝統ある温泉。標高
９００ｍの最上川源流・大樽川沿いに湧
き、秘湯の雰囲気が漂います。
●交通／ＪＲ山形新幹線米沢駅から
車で約４０分
●問／白布温泉観光協会
☎0238-55-2205

銀山温泉［尾花沢市］

義経一行が発見したという
説があり、義経弁慶伝説が
色濃く残る温泉。小国川の
清流からの恵みにあふれ、
どこか懐かしさを感じさせ
る風情と温もりが溢れてい
ます。
●交通／ＪＲ陸羽東線
瀬見温泉駅から
徒歩約１０分
●問／瀬見温泉旅館組合
☎0233-42-2123

大正ロマン漂うレトロな温
泉街が魅力です。銀山川の
両岸に木造三層四層の旅
館 が 軒を連ねるさまは壮
観。夜にはガス灯が暖かな
光を放ち、幻想的な風景を
演出しています。
●交通／ＪＲ山形新幹線
大石田駅から車で
約30分
●問／銀山温泉観光案内所
☎0237-28-3933

電子版ガイドブックもご利用ください。電子版ガ
イドブックからは、関連するホームページへリン
クすることで、より詳しい情報をご覧いただけま
す。また、本ダイジェスト版の総合版も全てご覧
いただけます。 詳しくは、こちらから。

●会場／新庄ふるさと歴史センター脇広場
●日程／2月11日
（土）
・12日
（日） ●料金／無料
●交通／JR山形新幹線新庄駅から徒歩で約15分
※シャトルバス有（駅から会場付近）
●問／新庄雪まつり実行委員会（新庄商工会議所内）☎0233-22-6855

※通信料はご利用者負担となりますのでご注意ください。

パソコンの場合はこちらから▶ やまがたへの旅

検索

スマートフォン・携帯電話はこちらから▶

山形観光情報アプリ
「山形日和。」で
情報をさらに詳しく！
スマートフォン専用アプリの「山形日和。」をダウ
ンロードして、ガイドブックのイベントの写真を撮
影すると、詳細情報をチェックできます。一度取得
した情報は、いつでもスマートフォンで確認すること
ができるのでとっても便利！ぜひご活用ください。

ダウンロードはこちら!

山形日和。 で 検索！

※スマートフォン、
タブレット端末のみとなります。
ア
プリのご利用は無料ですが、通信料は利用者負担に
なりますので、パケット定額サービスでのご利用をお
勧めします。※Google Play ロゴは Google inc.
の商標です。※APP Store ロゴは Apple inc. の
商標です。

【 必ずお読みください。】※当観光ガイドブックに掲載されている情報は2016年11月1日現在の
ものです。料金ほか各種データが変更となったり、時期による変動や臨時休業などでご利用できな
い場合がございます。予めご利用の際にご確認ください。※写真は全てイメージです。実物とは異
なる場合があります。また、掲載されている所要時間はおおよその目安となるものです。※掲載の
各観光施設・店舗等の休業日・営業時間及びイベントの開催日時等は変更になる場合がございま
す。予め出発前にご確認ください。※掲載の電話番号は、各施設の問合せ用のため、現地の番号と
異なる場合があります。
カーナビ等での位置検索で実際とは異なる場所を示す場合があります。ま
た、ガイドブックで掲載された内容により生じたトラブルや損害等については、やまがた観光キャン
ペーン推進協議会では補償いたしかねますので、予めご了承願います。

問

やまがた観光情報センター
（10:00〜18:00 ※年中無休）
TEL.023-647-2333

●会場／蔵王温泉スキー場大森ゲレンデ ●日程／12月下旬〜3月末日
●料金／ソリ・遊具レンタル600円 ●時間／10:00〜16:00
●交通／ＪＲ山形新幹線山形駅から車で約40分
●問／蔵王ロープウェイ ☎023-694-9518

南陽スカイパーク［南陽市］

蔵王温泉スキー場
●日程／12月10日
（土）
〜5月5日
（金・祝）
（予定）
レディースDAY 1月12日〜3月30日、毎週木曜日
●料金／リフト券１日券：大人５，
０００円、子ども２，
５００円、
中高生４，
４００円／ナイター券：大人2,000円、
子ども1,000円／レディースＤＡＹ券
（１日券）
：女性3,500円
※他にも時間券、2日・3日・4日券、
シーズン券等もあります
ので、
お問合せください。
●時間／8:30〜17:00、ナイター営業 17：00〜21：00
●交通／JR山形新幹線山形駅からバスで約40分
おいしい山形空港から観光ライナーで約６０分
●問／蔵王温泉観光協会 ☎023-694-9328

●会場／南陽スカイパーク ●日程／通年
●料金／１フライト
（傷害保険料込み）
８，
６４０円 ※要予約
●交通／ＪＲ山形新幹線赤湯駅から車で約20分
●問／南陽スカイレンジャー振興協議会 ☎0238-40-2149

寒鱈

そば

日本海寒鱈まつり［鶴岡市］

酒田日本海寒鱈まつり［酒田市］
●会場／酒田市 中心商店街 酒田駅前 海鮮市場
●日程／1月28日
（土）
・29日
（日）
●交通／JR羽越本線酒田駅から車で約5分
●問／酒田市観光振興課 ☎0234-26-5759

ゆざ町鱈ふくまつり［遊佐町］
●会場／遊佐町吹浦西浜 マルチドーム
「ふれんどりぃ」
●日程／1月15日
（日）
●交通／JR羽越本線吹浦駅から車で約5分
●問／遊佐鳥海観光協会 ☎0234-72-5666

由良寒鱈まつり［鶴岡市］
●会場／鶴岡市由良コミセン内 ●日程／2月上旬（予定）
●交通／JR羽越本線鶴岡駅から車で約30分
●問／由良自治会内・寒鱈まつり実行委員会 ☎0235-73-4141

日本海の冬の味覚
﹁寒鱈﹂
を
豪快に煮た熱々の寒鱈汁

●会場／鶴岡銀座商店街特設会場
●日程／1月15日
（日） ●交通／JR羽越本線鶴岡駅から車で約10分
●問／日本海寒鱈まつり実行委員会 ☎0235-22-2202

新庄・もがみそば街道 ［最上地域］
●会場／最上地域16店舗
●交通／JR山形新幹線新庄駅を中心に最寄り駅から車で約30分圏内
●問／新庄・もがみそば街道協議会 ☎0233-23-7733

最上川三難所そば街道 ［村山市］
●会場／村山市内13店舗
●交通／JR山形新幹線村山駅から車で約3０分圏内
●問／村山市商工観光課 ☎0237-55-2111

隠れ蕎麦屋の里 ［白鷹町］
●会場／白鷹町内4店舗 ●交通／山形鉄道フラワー長井線荒砥駅から車で約10分
●問／白鷹町観光協会 ☎0238-86-0086

ーメン
ラ
各地それぞれの

酒田ラーメン［酒田市］

●会場／酒田市内
●交通／JR羽越本線酒田駅から車で
約30分圏内

こだわりの味！

米沢らーめん ［米沢市］

●会場／米沢市内
●交通／JR山形新幹線米沢駅から車で
約30分圏内

やまがた

道の駅「あつみ」しゃりん寒鱈まつり［鶴岡市］

とりもつラーメン［新庄市］

●会場／新庄市内
●交通／JR山形新幹線新庄駅から車で
約30分圏内

冬の味覚

●会場／道の駅「あつみ」
しゃりん ●日程／1月22日
（日）
●交通／JR羽越本線あつみ温泉駅から車で約10分
●問／道の駅「あつみ」
しゃりん ☎0235-44-3211

問／山形県麺類飲食生活衛生同業組合 ☎023-632-5246

自然に育まれた
山形ならではの味。
ご堪能ください！

肉

※見学可能な酒蔵を紹介しています。対応可能な人数や繁忙期で対応できない場合がありますので、
詳しくは各酒蔵へお問い合わせください。

絶品
グルメで乾杯！
赤湯温泉ワインの饗宴

［南陽市］

雪中いちご狩り［寒河江市］

甘さをほおばる、
至福の時間。
いちご狩り体験 ［飯豊町］
めざみの里観光物産館の冬の風物詩。広〜い園内で真っ赤ない
ちごを思いっきり食べてみませんか？
●会場／めざみの里観光物産館 ●日程／3月中旬〜６月（要予約）
●料金／30分食べ放題：中学生以上1400円〜、
小学生1200円〜、幼児700円、3歳未満150円〜
●時間／10：00〜15：00
●交通／JR山形新幹線米沢駅から車で約３５分
●問／めざみの里観光物産館 ☎0238-86-3939

甘くておいしいいちごが30分食べ放題。
至福のひとときをお過ごしください。
●会場／いちごガーデン
（寒河江市八鍬）
ストロベリーファーム
（寒河江市高屋）
●日程／1月下旬〜3月中旬
●料金／30分食べ放題：大人1,600円、
小学生1,300円、幼児900円
●時間／10：00〜15：00
●交通／案内所：道の駅「寒河江」
チェリーランド さくらんぼ会館内
JR左沢線寒河江駅から車で約10分
●問／チェリーランドさくらんぼ会館内
JAさがえ西村山周年観光農業案内所
☎0237-86-1811

［山形市］
■男山酒造（株）

☎023-641-0141

［山形市］
■寿虎屋酒造（株）

☎023-687-2626

［寒河江市］
■千代寿虎屋（株）

☎0237-86-6133

［寒河江市］
■古澤酒造（株）

☎0237-86-5322

■（株）六歌仙［東根市］

☎0237-42-2777

［河北町］
■朝日川酒造（株）

☎0237-72-2022

［河北町］
■和田酒造（資）

☎0237-72-3105

■月山の酒蔵資料館［西川町］

☎0237-74-2020

名水が生んだ︑
名酒の蔵へ
〜やまがたの酒蔵めぐり〜

●会場／赤湯温泉各旅館
●日程／要問合せ ●時間／夕食時
●料金／各旅館により異なります。
●交通／JR山形新幹線赤湯駅から車で約5分
●問／赤湯温泉旅館協同組合 ☎0238-43-3114

いちご

新酒・名酒

［米沢市］☎0238-21-6601
■酒造資料館東光の酒蔵（（株）小嶋総本店）

■（株）鈴木酒造店 長井蔵［長井市］

☎0238-88-2224

［南陽市］
■東の麓酒造（有）

☎0238-47-5111

■（株）中沖酒造店［川西町］

☎0238-42-4116

［川西町］
■樽平酒造（株）

☎0238-42-3101

■野沢酒造店［小国町］

☎0238-62-2011

［白鷹町］
■加茂川酒造（株）

☎0238-85-3151

［飯豊町］
■若乃井酒造（株）

☎0238-72-2020

［鶴岡市］ ☎0235-33-3262
■出羽ノ雪酒造資料館（（株）渡會本店）

■（株）
オードヴィ庄内［酒田市］

☎0234-92-2046

［酒田市］☎0234-31-1515
■初孫 蔵探訪館（東北銘醸（株））

山形へのアクセス
東京 から

山形新幹線
「つばさ」

東京駅
東京駅

米沢駅

約2時間
上越新幹線
約1時間40分

約30分

新潟駅

仙台から
山形駅

約10分

天童駅

約1時間50分

鶴岡駅

約20分

羽田空港

JAL
約１時間

山形空港シャトル
おいしい山形空港
約35分

羽田空港

ANA
約１時間

庄内交通/約25分
おいしい庄内空港
庄内交通/約35分

東京
東京
東京
浦和本線（川口JCT）

約35分

羽越本線特急
「いなほ」

高速バス/約5時間30分
高速バス/約8時間
高速バス/約7時間35分
高速バス/約8時間35分
東北・山形自動車道/約4時間20分

東北・山形自動車道/約5時間35分
約15分
鶴岡I.C
浦和本線（川口JCT）
（月山I.C〜湯殿山I.Cは国道112号経由）

仙台駅

新庄駅

仙台空港

酒田駅

山形市内
鶴岡市内
酒田市内

仙台
仙台
仙台

山形

仙台

新庄

仙台宮城I.C

鶴岡
酒田

アクセス鉄道
仙山線/約１時間5分
仙台駅
約20分
高速バス/約１時間10分
高速バス/約１時間10分
高速バス/約2時間25分
高速バス/約2時間10分
高速バス/約2時間35分
高速バス/約3時間
東北自動車道
約10分

村田JCT

山形自動車道
約30分

福島駅

山形新幹線
「つばさ」
/約1時間5分

東北自動車道
福島飯坂I.C
約35分

酒田I.C
問

村田JCT

山形自動車道
約30分

飛行機

JR

車

バス

山形駅
山形
山形
新庄
米沢
鶴岡
酒田
山形蔵王I.C

新潟から
新潟駅

山形駅
山形蔵王I.C

山形新幹線

白新線
羽越本線
米坂線
「つばさ」
新発田駅
坂町駅
米沢駅
山形駅
約40分
約25分
約2時間
約30分

新潟駅
新潟

名古屋から
小牧空港

福島から

山形蔵王I.C

H2 8 .1 1 やまがた観光キャンペーン推進協議会

仙山線/約１時間5分

羽越本線特急
「いなほ」

鶴岡駅

約20分
約１時間5０分
高速バス/約3時間４０分

FDA

約１時間15分

おいしい山形空港

山形空港シャトル
約35分

酒田駅
山形

山形市内

大阪から
伊丹空港

JAL

約１時間15分

おいしい山形空港

やまがた観光情報センター
（10:00〜18:00 ※年中無休）TEL.023-647-2333 やまがたへの旅

山形空港シャトル
約35分

検索

山形市内

