
こころのふるさと、

美しい山形の一日。

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
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美しい「山形」。 この地には、日本の人々が思いを馳せる「ふるさと」の懐かしさや温もりが、今なお息づいています。県
内各地で守りはぐくまれてきた、自然、文化、食の魅力、温泉、そして温かな人情は、「いつ訪れても」「どこを訪れても」、
山形を旅する人を、幸せ溢れる笑顔に変えてくれます。今こそ、山形を旅するとき。そう、「山形日和。」です。訪れる誰も
が、それぞれの心のふるさとに出会い、心が満たされる旅、そんな豊かな旅が今ここに始まります。

〈キャッチコピー〉「山形日和。（やまがたびより。）」

わかりやすく親しみやすい、山形県のカタチ「人の顔」をモチーフに、山形を訪れる人、山
形に住んでいる人の「ほのぼのとした姿」のきてけろくん。さくらんぼのブローチの付い
た麦わら帽子をかぶり、「ペロリン」マークの付いた「おいしい山形」がぎっしり詰まった旅
行バッグを持って、山形の旅を楽しんでいます。

〈キャラクター〉きてけろくん（山形県おもてなし課長）

スマートフォン・携帯電話はこちらから▶

【電子版ガイドブックについて】
電子版ガイドブック（電子ブック形式）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。
詳しくは、こちらから。
※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

パソコンの場合はこちらから▶ やまがたへの旅 検索

山形観光情報アプリ

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P１～P15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。

※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。 

ダウンロードはこちら! 山形日和。山形日和。で検索！
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やまがた雪遊び3 6

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

山の向こうのもうひとつの日本

ご家族で山形を旅行される方に
お得な旅行商品が販売されています。
15歳以下のお子様を含む家族旅行等が
対象となり、お子様１人１泊あたり
4,000円宿泊費がお得になります。

詳しくは、下記へお問い合わせください。

家族で山形を楽しもう！

●問／山形県観光立県推進課 ☎023-630-3362

山形县旅游信息的网站是在这里

山形縣旅遊信息的網站是在這裡

QR코드를 스캔하여 야마가타 관광 정보 홈페이지로 이동

English

中文(简化字)

中文(繁體字)

한국어

Yamagata tourist information website is here▶
▶

▶

▶

スマートフォン・携帯電話はこちらから ▶

山形県の観光情報については、
「やまがたの旅」ホームページをご覧ください！

http://zaoropeway.co.jp/zao/winter/lightup.html
http://yamagatakanko.com/eventdetail/?data_id=10664
http://yamagatakanko.com/spotdetail/?data_id=4231&yc=11
http://yamagatakanko.com/spotdetail/?data_id=8798
http://yamagatakanko.com/food/?yc=12
http://yamagatakanko.com/eventdetail/?data_id=3092
http://yamagatakanko.com/onsendetail/?data_id=2842&yc=5
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月山あさひ雪まつり2017 ［鶴岡市］6

雪遊びや雪国衣装体験、いろり
端での昔語りなど、昔の雪国文
化体験をはじめ、朝日地域の山
の幸満載の鍋などを味わえるイ
ベントです。

やまがた雪フェスティバル ［寒河江市］1

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／道の駅「月山」月山あさひ博物村　●日程／2月26日（日）　●料金／観覧無料
●交通／JR羽越本線鶴岡駅からバスで約40分・車で約35分、 
　　　　山形自動車道庄内あさひＩＣから車で約10分、月山ＩＣから車で約40分
●問／月山あさひ雪まつり実行委員会（鶴岡市朝日庁舎産業課内） ☎0235-53-2111

●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

ホワイトアスロン第1回わーるどかっぷ ［真室川町］8

かんじきヒルクライム、踏俵リレーなどオリジナル競技をチームで競うスポーツアクティビティ。
スノーモービルやかまくら体験ができるスノーパークも併設。初日は約1,000発の花火が夜空を彩
ります。
●会場／秋山スキー場　●日程／2月１８日（土）・19日（日）
●料金／競技参加 １チーム（5人）3，000円　ソロエントリー600円　観覧無料
●交通／JR真室川駅から徒歩約20分・車で5分
●問／真室川町スポーツツーリズム実行委員会事務局 ☎0233-62-2111

やまがたの冬は

家族で楽しめる

雪のイベント満載です！

やまがた
雪遊び

掲載の写真は
「山形日和。」アプリ

対応です。
詳しくは2ページを
ご覧ください。

6 八森温泉ゆりんこ ［酒田市］
●料金／大人 450円、子ども 100円
●時間／6：00～21：30
●休館日／第2・4火曜日
●交通／JR羽越本線遊佐駅から車で約20分
●問／八森温泉ゆりんこ ☎0234-64-2001

5 舟形若あゆ温泉 ［舟形町］
●料金／大人 350円、子ども 170円
●時間／8:30～20:30（冬期）
●休館日／毎月第2水曜日（1月のみ第4月火水曜日）
●交通／JR奥羽本線舟形駅から車で約１０分
●問／舟形若あゆ温泉 ☎0233-32-3655

4 加茂水族館 ［鶴岡市］
県内唯一の水族館で、クラゲの展示種類数は50
種類以上と、世界一を誇ります。最大の見どころ
は、直径5mのクラゲ大水槽です（上写真）。
●交通／JR羽越本線鶴岡駅から車で約３０分
●問／加茂水族館 ☎0235-33-3036

3 亀岡文殊 ［高畠町］
日本三文殊のひとつ。学問の神様として知られ、
合格祈願に訪れる人があとを絶ちません。

●交通／JR山形新幹線高畠駅より車15分
●問／亀岡文殊大聖寺 ☎0238-52-0444

2 新庄ふるさと歴史センター［新庄市］
260年の歴史をもつ新庄まつりの今年の優秀山
車2台や、新庄の歴史・民俗・観光・芸術文化を物
語る史料、作品を多数展示しています。
●交通／JR山形新幹線新庄駅から徒歩で約１5分
●問／新庄ふるさと歴史センター ☎0233-22-2188

1

道の駅寒河江チェリーランドに併設されている施設。2
種類の味を選べるジェラートが人気。12/31、1/1休。
●交通／寒河江ICから車で約５分。
●問／チェリーランド施設管理課 ☎0237-86-1818

さくらんぼ会館
（道の駅寒河江チェリーランド）［寒河江市］

やまがたお立ち寄りやまがたお立ち寄りやまがたお立ち寄りやまがたお立ち寄り

スポットスポットスポットスポット

お目当てのイベントの

合間に、ちょっと

立ち寄ってみませんか？

オススメオススメ

月山スノーシュートレッキング ［西川町］3

冬の月山山麓は、山も森も
空気も、雪のように白く澄
んでいます。新雪の結晶の
はっきりとした六角形の輪
郭は太陽の光でダイヤモ
ンドのような輝きを放ちま
す。動物の足跡や、春を
待っているブナたちの息
吹を感じながら、冬の神秘
的な森の中を、スノー
シュー（西洋かんじき）を履
いて歩いてみませんか？

●会場／①弓張平・志津エリア、②水沢・沼山・間沢・海味エリア、③大井沢エリア　
●日程／１２月～３月　●料金／1,500円～　●時間／２～３時間程度
●交通／エリアにより異なります。　●問／月山朝日観光協会 観光案内所 ☎0237-77-1332

天童高原スノーパークフェスタ ［天童市］2

全長100mの巨大
チューブスライダー
や、スノーローラー家
族で楽しめる催し物
が多数あります。イベ
ント開催中は小学生
までリフト無料。

●会場／天童高原スキー場　●日程／2月4日（土）・５日（日）
●時間／開催時間10:00～14:30　スキー営業時間9:00～16:30
●交通／ＪＲ山形新幹線天童駅から車で30分
●問／天童高原スノーパークフェスタ実行委員会（天童市役所産業立地室） ☎023-654-1111

地面出し競争 WorldCup in 肘折 ［大蔵村］5

いかに速く雪を掘って地
面を出せるかを競う、一
見単純そうな競技です
が、３ｍ以上の雪から地
面を掘り出すのは至難
の業。チームワークと状
況判断がものをいう、奥
が深い競技です。

●会場／肘折生涯学習センター前広場　●日程／２月26日（日）　
●料金／出場は1人５００円、見学は無料　●交通／JR山形新幹線新庄駅から車で約50分
●問／Ｏh！蔵SPORT事務局 ☎0233-75-2212

上山市民俗行事 加勢鳥 ［上山市］4

江戸時代初期から伝わる、ケンダ
イというミノをかぶった若者に手
桶から祝いの水をかけ、五穀豊穣
や商売繁盛などを祈る上山伝統の
民俗行事です。是非ご覧いただき、
勢いよく水をかけてみませんか。

●会場／上山市内各地　●日程／2月11日（土・祝）　●料金／観覧無料
●交通／祈願式が開催される上山城まで、ＪＲ山形新幹線かみのやま温泉駅から徒歩約10分
●問／（一社）上山市観光物産協会 ☎023-672-0839

第46回 新庄雪まつり ［新庄市］7

２日間にわたり、雪上かるたや運動会、ステージショーが行
われ、夜にはアイスキャンドルや雪上花火が会場を盛り上げ
ます。
●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／観覧無料
●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

か  せ

http://www.yamagata-yukifes.jp/
http://tendokogen.or.jp/winter/
http://yamagatakanko.com/spotdetail/?data_id=8792&yc=10
http://yamagatakanko.com/eventdetail/?data_id=3079
http://yamagatakanko.com/eventdetail/?data_id=9145
http://yamagatakanko.com/eventdetail/?data_id=7682&yc=4
http://yamagatakanko.com/eventdetail/?data_id=3041
http://yamagatakanko.com/spotdetail/?data_id=2587&yc=9
http://yamagatakanko.com/spotdetail/?data_id=686
http://whiteathlon.base.ec/
http://yamagatakanko.com/spotdetail/?data_id=1898&yc=8
http://yamagatakanko.com/spotdetail/?data_id=2601
http://yamagatakanko.com/onsendetail/?data_id=2763&yc=5
http://yamagatakanko.com/onsendetail/?data_id=2814&yc=5
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小松蔵王樹氷まつり2017 ［山形市］9

世界に誇る蔵王の樹氷。
「冬のHANABI」や「1,000人の松明滑走」、「冬の
働く車大集合」、パワースポットを巡る「冬の開運
回遊」などに加え、新たなイベントも準備中！
蔵王温泉スキー場を充分にお楽しみください！

●会場／山形市蔵王温泉　●日程／12月23日（金）～3月5日（日）
●時間／各イベントにより異なります。
●交通／JR山形駅からバス約４０分、
　　　　おいしい山形空港から観光ライナーで約６０分
●問／蔵王樹氷まつり協議会（山形市観光協会内） ☎023-647-2266

徳良湖「冬のイベント」
SNOW FESTA 
IN TOKURAKO 2017 ［尾花沢市］

10

花笠踊り発祥の地「徳良湖」でSNOW FESTAが開催されます。
雪に因んだ体験型のアクティビティを多数ご用意いいたします。
自然がくれた真っ白な贈り物で、子供も大人もみんな一緒に遊びましょう！
●会場／徳良湖畔　●日程／2月26日（日）　●料金／一部有料
●交通／JR山形新幹線大石田駅から車で約15分
●問／尾花沢市役所 商工観光課 ☎0237-22-1111（代）

いいでどんでん平スノーパーク［飯豊町］15

巨大すべり台や、雪上バナナボート、スノーモービル乗車体験、雪玉製造機で作った雪玉での的あて
など、様々な雪遊びを気軽に楽しむことができます。
●会場／どんでん平スノーパーク　●日程／１月７日（土）～２月２６日（日）
●料金／入場料：大人500円、小人300円
　　　　フリーパス券：２時間券：大人２,０００円、小人１,５００円（入場料込）
●時間／10：00～16：00（最終受付15：00）　●交通／JR米坂線羽前椿駅から車で約10分
●問／飯豊町観光協会 ☎0238-86-2411　

最上川舟下り ［戸沢村］14

こたつを囲んで、暖を取りながらの舟下りを楽しむことができます。幽玄な最上峡の冬景色を臨むこ
とができます。
●会場／戸沢村　●日程／通年　
●料金／大人2,200円、小学生1,100円（15名以上団体割引あり）
●時間／4月～11月 始発9：30 1日7便、12月～3月 始発10：50 1日5便（こたつ船は1日3便）
●交通／JR山形新幹線新庄駅から車で約３０分　●問／最上峡芭蕉ライン観光 ☎0233-72-2001

月の沢龍神冬まつり ［庄内町］11

昼は巨大滑り台、スノーモービル等、豪雪地帯ならではのウィンターアクティビティを、夜は雪上花火
や巨大かまくらに映し出されるプロジェクションマッピングの幻想的な灯りをご体験いただけます。
●会場／月の沢温泉北月山荘周辺　●日程／2月18日（土）　
●料金／無料（※屋台等でのご飲食は有料となります。）
●交通／ＪＲ陸羽西線清川駅から車で約30分
●問／月の沢龍神冬まつり実行委員会（庄内町商工観光課） ☎0234-56-2213

南陽スカイパーク・スノーレジャー ［南陽市］12

十分一山の山頂までトレッキングやスノーモービルで
登り、そこからパラグライダータンデムフライトで下山
します。
●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

小野川温泉かまくら村 ［米沢市］13

温泉街に「かまくら村」が出現。かまくらの中にはテーブルといす、メニューがあり、近隣のお店に電
話をすると、かまくらまでラーメンの出前をしてくれます。
●会場／小野川温泉　●日程／1月15日（日）～3月12日（日）　●料金／観覧無料
●時間／常時観覧可。ラーメン出前要問合せ。　
●交通／JR山形新幹線米沢駅から小野川温泉行きバスで約25分
●問／小野川温泉旅館組合 ☎0238-32-2740
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対応です。
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12 いいで添川温泉しらさぎ荘
［飯豊町］

●料金／大人 400円、子ども 150円
●時間／８：００～２１：００（受付２０：３０まで）
●休館日／第４水曜日
●交通／ＪＲ山形新幹線赤湯駅から車で約２５分
●問／いいで添川温泉しらさぎ荘 ☎０２３８-７４-２１６１

11 あったまりランド深堀
［大石田町］

●料金／大人 400円、子ども 100円
●時間／8：00～22：00
●休館日／第4火曜日
●交通／JR山形新幹線大石田駅から車で約10分
●問／あったまりランド深堀 ☎0237-35-5055

10 最上広域交流センター
ゆめりあ ［新庄市］

新庄駅舎に併設する最上広域交流拠点施設。
最上地域の豊富な自然・文化資源などの情報発
信の基地。
●交通／JR山形新幹線新庄駅隣接
●問／ゆめりあ事務室 ☎0233-28-8888

9 文翔館 ［山形市］
「ネオバロック様式」の建築物。昭和50年まで県
庁舎として使用されていました。国の重要文化財
として指定されています。
●交通／JR山形新幹線山形駅から徒歩約20分
 　　　　山形交通バス市役所前下車1分
●問／山形県郷土館文翔館 ☎023-635-5500

8 本間美術館 ［酒田市］
文化10年(1813)本間家が、救済事業で完成した
別荘で、日本の代表的庭園の一つです。昭和22
年本間美術館として発足しました。
●交通／JR羽越本線酒田駅より徒歩約3分
●問／本間美術館 ☎0234-24-4311

7 熊野大社 ［南陽市］
日本三熊野の一つで、東北の伊勢とも呼ばれる
神社。1200年以上の歴史をもち、月に一度、特別
な縁結び祈願祭「月結び」を行っています。
●交通／JR山形新幹線赤湯駅から車で約１０分
　　　　山形鉄道フラワー長井線宮内駅から徒歩約15分
●問／熊野大社 ☎0238-47-7777
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http://yamagatakanko.com/eventdetail/?data_id=11320&yc=4
http://www.obane-kankou.jp/
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6 ひまわり温泉 ゆ・ら・ら
［中山町］

●料金／大人 300円、子ども 150円
●時間／[10月～3月] 6：30～22：00
●休館日／第3月曜日
●交通／JR左沢線羽前長崎駅から徒歩で約10分
●問／ひまわり温泉 ゆ・ら・ら ☎023-662-5777

5 戸沢村いきいきランド
ぽんぽ館 ［戸沢村］

●料金／大人 350円、子ども 200円
●時間／9：00～20：00
●休館日／第2・4水曜日
●交通／JR山形新幹線新庄駅から車で約30分
●問／いきいきランドぽんぽ館 ☎0233-72-3600

1 米沢織物工場 ［米沢市］
米沢織の工場を見学し、米沢織を目で見て、工場
担当者より簡単な説明も受けられます。米沢織物
工業組合に電話予約し、希望の工房に訪問してく
ださい。
●交通／ＪＲ山形新幹線米沢駅から車で１０～１５分圏内
●問／米沢織物工業組合 ☎０２３８-２３-３５２５
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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］

7

六十里越街道の宿場町
として開かれていた当時
の街並みを、高さ6mに
も及ぶ豪雪を利用して
再現。夜はろうそくのほ
のかな灯りで幻想的な
世界が作り出されます。

●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

肘折幻想雪回廊 ［大蔵村］3

全国屈指の豪雪地帯、肘折ならで
はのイベント。３ｍを超える雪壁
に、ろうそくの火がやさしく灯りま
す。冬の雪あかりの散策をお楽し
みください。

●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

2 中刈棚田プロジェクト キャンドルロード in 中刈 ［尾花沢市］

山形県と宮城県にまたがる霊山「翁山」の裾野に
位置する中刈。1,000本のろうそくが棚田を優し
く照らします。物産市も同時に開催されます。

●会場／尾花沢市大字押切1番地
●日程／2月11日（土・祝）　●時間／18:00点灯
●交通／JR山形新幹線大石田駅から車で約25分
●問／尾花沢宮沢公民館 ☎0237-22-0433

中津川雪まつり ［飯豊町］4

一面の美しい銀世界でおこなわれ
る、冬のあったかイベント。楽しい
雪上企画をはじめ、ライトアップさ
れた巨大な雪像、火柱１５ｍのさい
ぞう笑い、天空に突き抜ける炎を
囲んでのフォークダンスなど、ワ
クワクするイベントが盛りだくさ
ん。そして、空一面に浮かび上がる
スカイランタンが、幻想的な世界
へとあなたを誘います。
●会場／旧中津川小中学校
●日程／２月２５日（土）　
●料金／観覧無料
●交通／JR米坂線手ノ子駅から
　　　　車で約30分
●問／中津川むらづくり協議会
　　　☎0238-77-2020

第40回上杉雪灯篭まつり  ［米沢市］

わくわくスノーフェスタ2017！！

1

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。

「上杉雪灯篭まつり」第40回目開催の記念事業として
（仮称）わくわくスノーフェスタ2017!!を行います。当
日は巨大雪アートのほか、有機ＥＬを活用した灯りの演
出や大人から子どもまで参加できる雪上体験イベント
など盛りだくさんの内容で皆さまのお越しをお待ちし
ております。

●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・米沢市役所等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
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樹氷ライトアップ ［山形市］6

蔵王連峰の特別な気象条件と植生が織りな
す自然の芸術「樹氷」を観賞できます。夜は、
期間限定でライトアップを実施します。漆黒
にライトアップで浮かび上がる幻想的な樹
氷は必見です。

●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）
　　　　※期間中の限定52日間
●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バスで
　　　　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

まほろば冬咲きぼたんまつり ［高畠町］5

わらで作られたこもの中で、見
事なぼたんの花が咲き競いま
す。白い雪の中での【お花見】を
お楽しみください。夜はライト
アップされ、幻想的な空間が広
がります。

●会場／JR高畠駅「太陽館」　
●日程／２月９日（木）～１２日（日）
●料金／無料　
●交通／JR山形新幹線高畠駅前
●問／高畠町観光協会 
　　　☎0238-57-3844

2 最上川美術館 ［村山市］
流域の暮らしを紡ぐ最上川の景観を描き続けた
洋画家・真下慶治。静かな感動を呼び覚ます作品
をご鑑賞ください。
●交通／JR山形新幹線村山駅から車で約10分
●問／最上川美術館 ☎0237-52-3195

4 海老鶴温泉 ［河北町］
●料金／大人250円、小学生100円、幼児50円
●時間／6:00～21:00
●休館日／なし
●交通／JR山形新幹線さくらんぼ東根駅から
　　　　車で約20分
●問／海老鶴温泉 ☎0237-72-5151
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3 けん玉ひろば ＳＰＩＫｅ ［長井市］
長井市は競技用けん玉の生産量日本一。オリジナ
ルの絵付けをしたり、技を練習して級位・段位を
取ったりすることができます。
●交通／山形鉄道フラワー長井線長井駅から徒歩1分
●問／けん玉ひろば ＳＰＩＫｅ ☎070-2016-2509　
　　　※事前にお問い合わせをお願いします。

http://yamagatakanko.com/eventdetail/?data_id=3020
http://www.city.obanazawa.yamagata.jp/cgi-bin/calendar/obanazawa_cal_new.cgi?mode=syousai&cdat1=2016012915350216810
http://yamagatakanko.com/eventdetail/?data_id=7657&yc=4
http://yamagatakanko.com/eventdetail/?data_id=3092&yc=4
http://yamagatakanko.com/eventdetail/?data_id=3011&yc=4
http://zaoropeway.co.jp/zao/winter/lightup.html
http://yamagatakanko.com/eventdetail/?data_id=7685
http://www.yoneori.com/
http://www.city.murayama.lg.jp/kurashi/gakko/bunka/mogamigawa_artmuseum.html
http://www.nagai-kendama.com/
http://yamagatakanko.com/onsendetail/?data_id=2869&yc=5
http://yamagatakanko.com/onsendetail/?data_id=2824&yc=5
http://yamagatakanko.com/onsendetail/?data_id=2808&yc=5
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あつみ温泉

羽越本線

舟形

新庄

最上

新高湯温泉 五色温泉

湯の沢温泉

羽前椿

寒河江SA
寒河江IC

やまがたの
湯治プチ To-ji

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！

温泉王国
やまがた

蔵王連峰を望む旧上山藩
三万石の湯。ゆかたで無料
の足湯（5ヵ所）を回るのも
楽しい。
泉質／ナトリウム・カルシ
ウム-塩化物・硫酸塩泉
適応症／神経痛、筋肉痛、関節痛、五十肩、運動麻痺、
関節のこわばり、うちみなど
●交通／JR山形新幹線かみのやま温泉駅から徒歩約15分
　　　　（新湯・湯町・十日町）、車で約5分（葉山・高松・河崎）
●問／上山市観光物産協会 ☎023-672-0839

かみのやま温泉
［上山市］

将棋の駒で知られる天童。
その出湯は「日本の温泉
100選」の上位にランクさ
れています。

泉質／ナトリウム・カルシ
適応症／神経痛、筋肉痛、関節痛、五十肩、運動麻痺、関節のこ
わばり、うちみ、くじき、慢性消化器病、痔疾など
●交通／JR山形新幹線天童駅から徒歩約15分
●問／天童温泉協同組合 ☎023-653-6146

天童温泉 
［天童市］

月山と朝日岳を遠望する田
園の湯。黄褐色の湯は身体
を芯から温めてくれます。好
評の足湯は県内最大規模。
泉質／ナトリウム-塩化物・硫酸塩泉
適応症／神経痛、筋肉痛、関節痛、五十肩など
●交通／JR山形新幹線さくらんぼ東根駅から車で約10分
●問／東根温泉協同組合 ☎0237-42-7100

さくらんぼ
東根温泉 
［東根市］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。
泉質／ナトリウム-塩化物・硫酸塩泉　適応症／神経痛、筋肉
痛、関節痛、五十肩、運動麻痺、関節のこわばり、うちみ、くじき、
慢性消化器病、痔疾、冷え症、病後回復期、疲労回復など
●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

銀山温泉 
［尾花沢市］

日本一さくらんぼの里。特
産のバラを浮かべたユニー
クなお風呂でも評判を呼ん
でいます。美肌効果に期待。

泉質／ナトリウム-塩化物・
炭酸水素塩泉 単純温泉
適応症／神経痛、筋肉痛、関節痛、五十肩、運動麻痺、関節のこわ
ばりなど
●交通／JR左沢線寒河江駅から徒歩約5分
●問／寒河江温泉協同組合（割烹旅館 福よし内） ☎0237-84-2661

寒河江温泉 
［寒河江市］

月山の大パノラマ！野趣に浸
る温泉郷。山菜きのこ料理
も人気。

泉質／ナトリウム-塩化物泉
適応症／神経痛、筋肉痛、
関節痛、五十肩、運動麻痺、関節のこわばり、うちみ、くじき、慢
性消化器病、痔疾、冷え症、病後回復期、疲労回復、健康増進、
慢性皮膚病など
●交通／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

月山志津温泉 
［西川町］

慈覚大師が諸国行脚の際
に見つけたといわれる湯。
芭蕉が訪れた「封人の家」
でも知られる地です。
泉質／カルシウム・ナトリ
ウム-硫酸塩泉
適応症／神経痛、筋肉痛、関節痛、五十肩、運動麻痺、関節のこ
わばり、うちみなど
●交通／JR陸羽東線赤倉温泉駅から車で約5分
●問／赤倉温泉観光協会 ☎080-1660-4083

赤倉温泉
［最上町］

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。
泉質／含硫黄-カルシウム-硫
酸塩泉　適応症／胃腸病、慢
性呼吸器病、慢性皮膚病など

●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

白布温泉 ［米沢市］

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。
泉質／ナトリウム・カルシウム-塩化物泉
適応症／神経痛、筋肉痛、関節痛、五十肩、運動麻痺、関節のこ
わばり、うちみ、くじき、慢性消化器病など
●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

湯野浜温泉 
［鶴岡市］

「鶴岡の奥座敷」とも称さ
れ、歴々の文人が愛した温
泉地。天然かけ流しの湯
で、湯治にも最適です。
泉質／ナトリウム・カルシ
ウム-硫酸塩泉
適応症／神経痛、筋肉痛、関節痛、五十肩、運動麻痺、関節のこわ
ばり、うちみ、くじき、慢性消化器病、痔疾、冷え症、病後回復期など
●交通／JR羽越本線鶴岡駅から車で約30分
●問／湯田川温泉観光協会 ☎0235-35-4111

湯田川温泉 
［鶴岡市］

庄内地域の温泉　
斎館 精進料理

●会場／斎館（鶴岡市）
●料金／精進料理5品：1,620円、7品：2,160円、
　　　　10品：3,240円　※要予約
●交通／JR羽越本線鶴岡駅から車で約40分
●問／斎館 ☎0235-62-2357

山岳信仰の聖地・出羽三山
の参籠所で、いにしえより
参拝者に提供されている精
進料理。出羽三山で採れる
旬の山菜やきのこを素材
に、羽黒独特のしきたりを
守り続けた味わいです。

1

かみのやま温泉　 天童温泉・さくらんぼ東根温泉　温泉＋料理＋α おすすめプチ湯治プラン

麩懐石料理
古くから麩の製造が盛
んな東根市六田地区。
文久年間創業の老舗
で、この「六田麩」と地
元で採れた四季折々の
旬の素材を使った懐石
料理を味わいます。

5

●会場／文四郎麩 ふ料理処「清居（せいご）」（東根市）
●料金／3,240円　※要予約
●時間／一の席 11:30～、二の席 13:00～、三の席 14:30～
●交通／JR山形新幹線さくらんぼ東根駅から車で約5分
●問／文四郎麩 麩料理所「清居」 ☎0237-42-0117

山寺立石寺参拝
山門から奥の院
までは石段八百
余段、時間にして
約50分。中腹に
ある五大堂から
は山寺随一の眺
望が楽しめます。

6

●会場／宝珠山立石寺（山形市）　
●料金／大人：300円、中学生：200円、子供：100円
●時間／8:00～17:00
●交通／ＪＲ山形新幹線山形駅から車で約30分
●問／山寺観光協会 ☎023-695-2816

1
2

3 4

5

6

奥羽三高湯のひとつで、「美
人の湯」の異名を持つ湯量
たっぷりの硫黄泉。古くは湯
治場として栄えた温泉街は
蔵王温泉スキー場の麓にあ
り、年中賑わいを見せます。

泉質／酸性・含硫黄-ｱﾙﾐﾆｳﾑ-硫酸塩・塩化物温泉
適応症／切り傷、やけど、慢性皮膚病、虚弱児童など
●交通／JR山形新幹線山形駅から車で約40分
●問／蔵王温泉観光協会 ☎023-694-9328

蔵王温泉 
［山形市］

朝市の立つ秘境温泉地と
して全国的に有名。路地を
往く人力車、浴衣姿の湯治
客と、レトロな佇まいも人
気です。
泉質／ナトリウムー塩化
物・炭酸水素塩泉
適応症／切り傷、やけど、慢性皮膚病、神経痛、筋肉痛、関節
痛、五十肩、打ち身等
●交通／JR山形新幹線新庄駅から車で約60分
●問／肘折温泉観光案内所 ☎0233-76-2211

肘折温泉 
［大蔵村］

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。
泉質／ナトリウム・カルシウム-塩化物・硫酸塩泉　適応症／神
経痛、筋肉痛、関節痛、五十肩、運動麻痺、関節のこわばり、うちみなど
●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

瀬見温泉 
［最上町］

日本の渚100選、快水浴
場100選に選ばれた美し
い景観の由良海岸。日本
海に沈む夕陽と朱塗りの
橋が架かる白山島が織り
成すコントラストはまさに
絶景です。
泉質／ナトリウム・カルシウム-硫酸塩泉 　適応症／慢性胃腸
病、神経痛、きりきず、やけど、慢性皮膚病、動脈硬化など
●交通／JR羽越本線鶴岡駅から車で約35分
●問／由良温泉観光協会 ☎0235-73-2250

由良温泉
［鶴岡市］

弘法大師が発見したとい
う言い伝えを残す川沿い
の温泉地。春には川岸に
桜が咲き誇ります。温海か
ぶや大清水そばが名物。
泉質／ナトリウム・カルシ
ウム-塩化物・硫酸塩泉
適応症／筋肉又は関節の慢性的な痛み又はこわばり、冷え症、胃腸機
能の低下、ストレスによる諸症状、疲労回復、きりきず、皮膚乾燥症など
●交通／JR羽越本線あつみ温泉駅から車で約10分
●問／あつみ観光協会 ☎0235-43-3547

あつみ温泉
［鶴岡市］

小野小町が発見し、病を癒
したという伝説から"美人
の湯"として知られていま
す。また、夏にはほたるが
飛び交います。
泉質／含硫黄-ナトリウ
ム・カルシウム-塩化物泉
適応症／神経痛、リュウマチ性疾患、創傷、皮膚病、慢性胃腸
病、女性慢性炎症、更年期障害など
●交通／JR山形新幹線米沢駅から車で約25分
●問／小野川温泉旅館組合 ☎0238-32-2740

小野川温泉 
［米沢市］

米沢藩の温泉場でもあっ
た歴史ある湯。周辺はぶど
う産地でワインの里として
も有名。桜の名所・烏帽子
山公園も。
泉質／含硫黄-ナトリウ
ム・カルシウム-塩化物泉
適応症／神経痛、筋肉痛、関節痛、五十肩、運動麻痺、関節のこ
わばり、うちみ、くじきなど
●交通／JR山形新幹線赤湯駅から車で約10分
●問／赤湯温泉旅館協同組合 ☎0238-43-3114

赤湯温泉 
［南陽市］

出羽三山神社（三神合祭殿）参拝

●会場／羽黒山（鶴岡市）
●交通／JR羽越本線鶴岡駅から車で約40分
●問／羽黒町観光協会 ☎0235-62-4727

約2kmの杉並木の
参道を登り、羽黒
山・月山・湯殿山の
三山の神々を合祭
している三神合祭
殿を参拝します。出
羽三山は、平成28
年度「日本遺産」に
認定されました。

2 こんにゃく懐石料理

●会場／楢下宿こんにゃく番所（上山市）
●時間／8:00～17:00（食事は11:00～）
●交通／JR山形新幹線かみのやま温泉駅から車で
　　　　約20分
●問／楢下宿こんにゃく番所 ☎023-674-2351

一見、普通の懐石
料理に見えて、実
はそのほとんどが
こんにゃくででき
ている「こんにゃく
懐石料理」をご賞
味ください。

3 クアオルトウォーキング

●会場／上山市　●料金／2,000円
●時間／9:30～12:30
●交通／コースにより異なります。要問合せ。
●問／上山市クアオルト推進室 ☎023-672-1111

ドイツに学んだ「気候
性地形療法」を使った
ウォーキング。「いつ
でも・だれでも・ひと
りでも」事前申し込み
不要で参加できます。
専任ガイドがご案内
します。

4

仙山線仙山線

東根IC

さくらんぼ
東根

湯野浜温泉

鳥海温泉

湯田川温泉

由良温泉

あつみ温泉
赤倉温泉

山形上山IC
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掲載の写真は
「山形日和。」アプリ

対応です。
詳しくは2ページを
ご覧ください。

高畠ワイナリー ［高畠町］
まほろばの里、高畠町で1990年に創業しまし
た。毎年多くの見学者が訪れる美しいワイナ
リーです。
●交通／JR山形新幹線高畠駅から徒歩約１０分
●問／高畠ワイナリー ☎0238-57-4800

酒田米菓 オランダせんべい
ファクトリー ［酒田市］
本社工場に見学路を併設。おいしい山形のソウルフード
「オランダせんべい」の生地づくりから焼きあがりまでを
見学できます。また、手焼き体験・味付け体験も可能です！
●交通／ＪＲ羽越本線酒田駅から車で約１５分
●問／酒田米菓株式会社 ☎0234-25-0017

やまがたお立ち寄りやまがたお立ち寄りやまがたお立ち寄りやまがたお立ち寄り

スポットスポットスポットスポット

お目当てのイベントの
合間に、ちょっと
立ち寄ってみませんか？

オススメオススメ

●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

新庄・もがみそば街道 ［最上地域］

●会場／西川町内15店舗　●交通／JR左沢線寒河江駅から車で約３０分圏内
●問／月山朝日観光協会 ☎0237-74-4119

月山山菜そば ［西川町］

●会場／尾花沢市内11店舗　●交通／JR山形新幹線大石田駅から車で約30分圏内
●問／尾花沢市商工観光課 ☎0237-22-1111

おくのほそ道尾花沢そば街道 ［尾花沢市］

●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

最上川三難所そば街道 ［村山市］

●会場／大石田町内14店舗　
●交通／JR山形新幹線大石田駅から
　　　　車で約30分圏内
●問／大石田町産業振興課 ☎0237-35-2111

大石田そば街道 ［大石田町］

●会場／白鷹町内5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

隠れ蕎麦屋の里 ［白鷹町］

やまがた
冬の味覚

自然に育まれた

山形ならではの味。

ご堪能ください！

寒鱈

肉

いちご

ラーメン

※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。

■男山酒造（株）［山形市］ 
■寿虎屋酒造（株）［山形市］ 
■千代寿虎屋（株）［寒河江市］ 
■古澤酒造（株）［寒河江市］ 
■（株）六歌仙［東根市］
■朝日川酒造（株）［河北町］
■和田酒造（資）［河北町］ 
■月山の酒蔵資料館［西川町］ 
■酒造資料館東光の酒蔵（（株）小嶋総本店）［米沢市］
■長沼(名)［長井市］ 
■（株）鈴木酒造店 長井蔵［長井市］

 

 

☎023-641-0141
☎023-687-2626
☎0237-86-6133
☎0237-86-5322
☎0237-42-2777
☎0237-72-2022
☎0237-72-3105
☎0237-74-2020
☎0238-21-6601
☎0238-88-2007
☎0238-88-2224

■東の麓酒造（有）［南陽市］
■（株）中沖酒造店［川西町］
■樽平酒造（株）［川西町］
■野沢酒造店［小国町］ 
■加茂川酒造（株）［白鷹町］ 
■若乃井酒造（株）［飯豊町］ 
■出羽ノ雪酒造資料館（（株）渡會本店）［鶴岡市］ 
■（株）オードヴィ庄内［酒田市］
■初孫 蔵探訪館（東北銘醸（株））［酒田市］ 
■楯の川酒造（株）［酒田市］ 

☎0238-47-5111
☎0238-42-4116
☎0238-42-3101
☎0238-62-2011
☎0238-85-3151
☎0238-72-2020
☎0235-33-3262
☎0234-92-2046
☎0234-31-1515
☎0234-52-2323
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●会場／酒田市中心商店街　酒田駅前　さかた海鮮市場周辺
●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

酒田日本海寒鱈まつり ［酒田市］

●会場／鶴岡銀座通り　●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

日本海寒鱈まつり ［鶴岡市］

●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

ゆざ町鱈ふくまつり ［遊佐町］

由良寒鱈まつり ［鶴岡市］
●会場／鶴岡市由良コミセン内　●日程／1月29日(日)
●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

●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

道の駅「あつみ」しゃりん寒鱈まつり ［鶴岡市］

日本海の冬の味覚「寒鱈」を
　　　　豪快に煮た熱々の寒鱈汁！

絶品グルメで乾杯！

赤湯温泉で味わう新感覚のグルメ。ステーキかと見紛うほどの厚
さ２ｃｍの山形牛を、ワインにあう調理法で仕上げ、各旅館趣向を
凝らしたオリジナルすきやきを味わうことができます。
料理にあわせてソムリエがセレクトした赤湯産ワインとのマリ
アージュをお楽しみください。

●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

赤湯温泉ワインの饗宴 ［南陽市］

川西町が誇る３蔵元の新酒を楽しむことのできる
特別な宴。美味しい新酒の他にも川西町浴浴セ
ンターまどかオススメのオリジナル鍋や趣向を
凝らした料理の数々を堪能することが出来ます。
●会場／川西町浴浴センターまどか
●日程／2月24日（金）・25日（土）
●交通／ＪＲ米坂線羽前小松駅から車で約5分
●問／川西町浴浴センターまどか
　　　☎0238-42-4126

雪見の宴 ［川西町］
鶴岡市大山地区は江戸時代に幕府の天領地と
して栄え、現在も４軒の酒蔵が名酒を造り続け
ています。「酒蔵めぐり」では、各蔵の新酒・名
酒を試飲できます。
●会場／鶴岡市大山地区　●日程／2月中旬
●交通／JR羽越本線大山駅から車で約5分
●問／出羽商工会大山支所内
　　　新酒・酒蔵まつり実行委員会事務所
　　　☎0235-33-2117

大山新酒・酒蔵まつり ［鶴岡市］
酒と名のつく市は日本でただ一つ。清冽な水
と品質の良い酒米に、伝統的な製法と厳しい
寒暖の差が美味しい日本酒を作り上げてきま
した。
●会場／酒田市中町　
●日程／1月28日（土）・29日（日）
　　　　※酒田日本海寒鱈まつりと同時開催。
●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

酒の酒田の酒まつり ［酒田市］

そば

●会場／酒田市内　
●交通／JR羽越本線酒田駅を中心に
　　　　最寄駅から車で約30分圏内
●問／酒田市観光振興課
　　　☎0234-26-5759

酒田のラーメン ［酒田市］
●会場／米沢市内　
●交通／ＪＲ山形新幹線米沢駅を中心に
　　　　最寄駅から車で約20分圏内
●問／米沢麺業組合 ☎0238-21-0140

米沢らーめん ［米沢市］

●会場／最上地域　●交通／ＪＲ山形新幹線新庄駅を中心に最寄り駅から車で30分圏内
●問／もがみ情報案内センター ☎0233-28-8881

とりもつラーメン ［最上地域］

●会場／南陽市内　●交通／JR山形新幹線赤湯駅を中心に最寄駅から車で約30分圏内
●問／南陽市観光協会 ☎0238-43-5230

辛みそラーメン ［南陽市］

●会場／天童市内　●交通／JR山形新幹線天童駅を中心に最寄駅から車で約30分圏内
●問／天童市観光物産協会 ☎023-653-1680

鳥中華 ［天童市］

各地それぞれのこだわりの味！

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～6月
●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

いちご狩り体験 ［飯豊町］
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／１２月中旬～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

雪中いちご狩り ［寒河江市］新酒

飯豊めざみの里 観光物産館 
［飯豊町］
お土産や新鮮な野菜・果物など販売しています。
また、レストラン、ファーストフードコーナーでは
 お食事も楽しんでいただけます。
●交通／国道１１３号線を新潟方面に進む
●問／めざみの里観光物産館 ☎0238-86-3939

●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

http://yamagatakanko.com/food/?yc=13
http://yamagatakanko.com/food/?yc=12
http://yamagatakanko.com/fooddetail/?data_id=8797
http://syokunomiyakoshounai.com/ingredient/ingre-05/001.html
http://yamagatakanko.com/spotdetail/?data_id=7303&yc=1
http://yamagatakanko.com/spotdetail/?data_id=11016&yc=10
http://yamagatakanko.com/spotdetail/?data_id=4094
http://wine.akayu-onsen.com/
http://yamagatakanko.com/log/?l=306403
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天元台高原スキー場 ［米沢市］7

パウダースノー ＆ ロングシーズン
日本百名山・西吾妻山の中腹に位置し、早い降雪と豊富な積雪
で、11月下旬から5月上旬までロングシーズン滑走できます。ま
た、圧雪を行わない「新雪バーン」を常設し、本州トップクラスの
パウダースノーの魅力を存分に楽しむことができます。
●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

掲載の写真は
「山形日和。」アプリ

対応です。
詳しくは2ページを
ご覧ください。

4 神室温泉 ホットハウスカムロ［金山町］
●料金／大人３００円、小学生２００円
●時間／6:00～22:00　●休館日／無休
リフト券１，０００円以上買うと、１００円で入浴でき
る優待券がもらえます。
●交通／ＪＲ山形新幹線新庄駅から車で約４０分
●問／ホットハウスカムロ ☎０２３３-５２-７７６１

5 庄内町ギャラリー温泉町湯［庄内町］
●料金／大人４５０円、小学生２２０円
●時間／9:00～22:00
●休館日／第２水曜日
●交通／JR羽越本線余目駅から徒歩で約7分
●問／庄内町ギャラリー温泉 町湯 ☎0234-43-2222

6 鷹野湯温泉パレス松風［白鷹町］
●料金／大人 300円、子ども 150円
●時間／10：00～21：00（受付２０：００まで）
●休館日／偶数月の第2火曜日
●交通／山形鉄道フラワー長井線荒砥駅から車で約１０分
●問／鷹野湯温泉パレス松風 ☎0238-85-1001

3 テルメ柏陵健康温泉館［大江町］
●料金／大人３００円、小学生１００円
●時間／11月～２月6:30～21:00
　　　　 3月～10月6:00～21:00
●休館日／第１木曜日
●交通／JR左沢線左沢駅から車で約10分
●問／テルメ柏陵健康温泉館 ☎0237-83-4126

1 土門拳記念館 ［酒田市］
酒田市出身の世界的写真家・土門拳の作品を展
示。庭園のアジサイライトアップやミュージアム
コンサートも開催。
●交通／JR羽越本線酒田駅から車で約10分
●問／土門拳記念館 ☎0234-31-0028
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神室スキー場 ［金山町］8

ホテルと日帰り温泉が目の前
ファミリーゲレンデから上級者向けまで幅広いコースが楽しめ
ます。月山と鳥海山が一望できる大パノラマが評判。スライディ
ングコースやボード専用コースもあり、夜はカクテル光線で、幻
想的なナイターも満喫。温泉施設であるホットハウスカムロやホ
テルも隣接していて便利です。
●日程／12月下旬～3月下旬　
●料金／１日券　大人２，５００円、シニア１，８００円ほか
　　　　※４時間券等もあり。小学生以下は無料。
●時間／休日９：００～２１：００、平日１３：００～２１：００
●交通／ＪＲ山形新幹線新庄駅から車で約４０分
●問／グリーンバレー神室 ☎０２３３-５２-２２４０

花笠高原スキー場 ［尾花沢市］6

豊富なスノーアイテム！ 初級者から楽しめるファミリーゲレンデ！
初・中・上級の３つのコースのほか、スノーボードのスノーパークが充実、家族や仲間とスノースポーツ
を満喫できます。
●日程／12月中旬～3月下旬
●料金／1日券 大人1,540円・小中学生820円・シニア1,130円
　　　　4時間券 大人1,230円・小中学生610円・シニア920円
　　　　ナイター券 大人1,330円・小中学生720円・シニア1,020円
　　　　シーズン券 大人16,450円小中学生7,710円12,340円
●時間／9：00～17：00（平日はナイターのみ営業）
　　　　ナイター17：30～21：00（全日営業）
●交通／JR山形新幹線大石田駅から車で約30分
●問／花笠高原スキー場 ☎0237-28-3939

Asahi自然観スノーパーク ［朝日町］5

コンパクトながら施設充実のスノーリゾート
朝日連峰の麓に位置するスキー場。初級者から上級者まで楽し
める５つのゲレンデ、４基のペアリフト、ホテルやコテージ村、３箇
所の飲食施設などを備え、じっくりとスキー・スノボをお楽しみ
いただけます。
●日程／１２月下旬～３月中旬
●料金／リフト券 １日券 大人3,300円、
　　　　　　　 学生・シニア2,600円、小人1,000円
　　　   ４時間券 大人2,800円、
　　　　　　　　学生・シニア2,200円、小人800円
　　　   ３時間券 大人2,400円、
　　　　　　　　学生・シニア1,900円、小人無料
●時間／8:30～16:30　※天候により変更あり
●交通／ＪＲ左沢線左沢駅から車で約２０分
　　　  山形自動車道寒河江ＳＡスマートＩＣより約４０分
●問／Asahi自然観 ☎0237-83-7111

横根スキー場 ［小国町］11

初心者からメダリストまで
国道113号、道の駅「白い森おぐに」に隣接するファミリースキー場。初心者から中級者向け、大
人から子どもまで楽しめるゲレンデとナイター設備を完備。スキー、スノーボードの両方を楽し
むことができます。
●日程／１２月下旬～３月下旬　
●料金／ペアリフト：1回券150円(90円) 、12回券1,500円(900円)、
　　　　22回券2,500円(1,500円)、1日券2,500円(1,500円) 、
　　　　ナイター券1,500円(900円) 、シーズン券20,000円(12,000円)、
　　　　簡易リフト：1日券1,800円(1,100円)、シーズン券14,400円(8,800円)、
　　　　※（ ）内は小人料金
●時間／9：00～17：00 、ナイター 17：00～21：00（日曜及び祝祭日休業）、
　　　　ハーフパイプ11：00～16：00（木曜休業・ナイター営業なし）
●交通／JR米坂線小国駅から車で約10分　●問／横根スキー場 ☎0238-62-4723

蔵王ライザワールド ［上山市］3

樹氷原に最接近！
最も高い地点の標高は1446m。
周囲には一面に樹氷原が広がります。クロスカントリー
コースやチューブスライダーなどもあり、様々な楽しみ方
ができるスキー場です。
●日程／　１２月１６日（金）～４月２日（日）
●料金／リフト券 1日券 大人３，７００円、子ども2,400円
　　　　手ぶらでスキー&スノーボード　大人６，０００円、
　　　　子ども ４，５００円 ほか
●時間／１２月１６日（金）～１月１３日（金）８：３０～１６：００　
　　　　１月１４日（土）～４月２日（日）８：３０～１６：３０
●交通／JR山形新幹線かみのやま温泉駅からバスで
　　　　約３０分
　　　　※無料シャトルバス（ホワイトエコー号）運行
●問／蔵王ライザワールド ☎023-679-2311　

蔵王温泉スキー場 ［山形市］1

東北最大級のゲレンデ
シベリアから吹いてくる季節風が日本海で水分を含み、アオモリトドマツ
に衝突し固まってできるという、特殊な気象条件の下にできる蔵王の樹
氷。この白銀の「樹氷」の間を滑走しながら蔵王連峰の山々を見渡す大パ
ノラマを体験することができます。
●日程／12月10日（土）～5月7日（日）
　　　　レディースDAY 1月12日～3月30日の毎週木曜日
●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

猿倉スキー場 ［上山市］2

「パパ楽々」「ママ安心」「ボク満足」
近くて便利、そして天候が安定しているZAO猿倉!！
スノーボードの滑走は禁止のスキー天国！毎月第３日曜日は
「猿倉スキーこどもの日」。お子様が喜ぶ企画がいっぱい！

●日程／１２月２２日（木）～３月２０日（月・祝）
●料金／１日券大人3,500円、小人2,200円　　
　　　　ナイター券大人2,500円、小人2,000円ほか
●時間／８：３０～１７：００（ナイター１７：００～２１：００）
●交通／ＪＲ山形新幹線かみのやま温泉駅から
　　　　バスで約２０分
　　　　※無料シャトルバス（ホワイトエコー号）運行
●問／猿倉スキー場 ☎０２３－６７９－２２１１

雪遊びの楽しさを家族みんなで体験でき
る「じゅっきースノーパーク」がこの冬
オープンします。そりのレンタルや「じゅっ
きーくん」などの人気キャラクターと一緒
に雪遊び等、子どもから大人まで楽しめる
イベントが満載です。

じゅっきーくん 検索詳細は検索！

黒伏高原ジャングルジャングル［東根市］4

全面スノボ可。
スノーボード全面滑走可能で、初級者から上級者まで楽しめる
多彩なコースがあるスキー場です。スキー&スノーボードスクー
ルやレンタルも充実しており、家族で楽しむのに最適です。
●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　
　　　　4時間券、6時間券、回数券、シーズン券等もあります。
●時間／〈12月10日（土）予定～４月上旬〉 ８：30～17：00
　　　　ナイター
　　　　〈12月17日（土）予定～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

赤倉温泉スキー場 ［最上町］10

恵まれた雪質と豊かなコース
バリエーション豊かなコースとスノーボードパークも楽しむこと
ができるスキー場です。ヒュッテのグルメも充実しており、帰り
には近くの温泉で日帰り入浴も楽しむことができます。
●日程／１２月１７日（土）～３月３１日（日）
●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　

湯殿山スキー場 ［鶴岡市］9

ボードパーク常設
最長滑走距離２０００ｍの雄大なゲレンデを備えた山形県庄内地
方最大のスキー場。スノーボーダー待望のボードパークや、お
子様が無料で遊べるキッズコーナー・キッズルームもあります。
●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40分
　　　　山形自動車道湯殿山ＩＣから車で約3分
●問／湯殿山スキー場 ☎0235-54-6450
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2 日本三大古代織り しな織 
［鶴岡市］

しなの木の皮の繊維を糸にして織る「しな織」は、
すべての工程が手作業で行われ、糸作りから織る
作業まで1年かけて作られます。
●交通／JR羽越本線あつみ温泉駅から車で約30分
●問／関川しな織センター ☎0235-47-2502

ＦＩＳスキージャンプワールドカップレディース2017
蔵王大会が開催されます！
●会場／クラレ蔵王シャンツェ（山形市蔵王ジャンプ台）
●日程／１月20日（金）･21日（土）

蔵王はスキーだけじゃない！

http://www.zao-spa.or.jp/
http://www.jxj.co.jp/
http://www.tengendai.jp/
http://yamagatakanko.com/spotdetail/?data_id=4231&yc=11
http://yamagatakanko.com/spotdetail/?data_id=2498&yc=9
http://yamagatakanko.com/spotdetail/?data_id=5288&yc=10
http://yamagatakanko.com/onsendetail/?data_id=8461
http://yamagatakanko.com/onsendetail/?data_id=2806&yc=5
http://yamagatakanko.com/onsendetail/?data_id=10310&yc=5
http://www.shirataka.or.jp/
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米沢市上杉博物館 ［米沢市］
米沢藩の歴史や文化が中心テーマの博物館。国宝「上杉本洛
中洛外図屏風」を体感するバーチャルウォークや大画面で上
杉鷹山の実績を紹介する「鷹山シアター」などがあります。
●日程／通年、
　　　　休：第4水曜日（4～11月）、毎週月曜日（12月～3月）
●時間／9:00～17:00（入館は16:30まで）
●料金／常設展大人410円、大学・高校生200円、
　　　　小・中学生100円
●交通／JR山形新幹線米沢駅からバスで約8分
●問／米沢市上杉博物館 ☎0238-26-8001

山形の美術館巡り ［山形市・天童市］
吉野石膏コレクションをはじめとした世界的な名画
を収蔵した美術館を巡り、山形でしか鑑賞できない
名画をお楽しみください。今年の冬は、普段公開して
いない絵画を一斉に公開する、「ＹＡＭＡコレ」を開催
中です。
■山形美術館（山形市） ☎023-622-3090
■山寺後藤美術館（山形市） ☎023-695-2010
■天童市美術館（天童市） ☎023-654-6300
■広重美術館（天童市） ☎023-654-6555
《ＹＡＭＡコレの問合せ》
村山総合支庁観光振興室 ☎023-621-8446

掲載の写真は「山形日和。」アプリ対応です。
詳しくは2ページをご覧ください。

致道博物館 ［鶴岡市］
国指定重要文化財の旧西田川郡役所や、江戸から移築した御隠
殿、田麦俣から移築した多層民家など、貴重な建築物を公開。
国の名勝でもある酒井家庭園も見どころ。
●日程／通年、休：毎週水曜日　●時間／９：００～１６：３０
●料金／入館料：大人700円、高・大学生380円、小中学生280円
　　　　　※20名以上団体割引有
●交通／JR羽越本線鶴岡駅から車で約10分
●問／致道博物館 ☎0235-22-1199

山形県立博物館 ［山形市］ 
やまがたを知るスタートラインの博物館。日本最大級の国宝
土偶「縄文の女神」を展示しています。
●日程／通年、休：月曜（祝日の場合はその翌日）
●時間／9:00～16:30（入館は16：00まで）
●料金／300円（高校生以下及び障がい者無料）
●交通／JR山形新幹線山形駅から徒歩約10分
●問／山形県立博物館 ☎023-645-1111

山形美術館 ▼

やまがたの雛まつりひと足先に春を感じて
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●場所／千眼寺保呂羽堂
●問／千眼寺 ☎0238-37-3708

千眼寺の境内において裸の餅つきが行な
われます。病害虫、凶作を退散させるという
意味を込めて餅をつきます。つき上がった
餅を天井高く突き上げ、天井のススがつい
た餅ほどご利益があると言われています。

保呂羽堂の年越し祭
米沢市 12月4日（日）

●場所／山形市ほっとなる大通り
　　　　（十日町角～文翔館前）
●問／七日町商店街振興組合 ☎023-631-6368

山形の冬の風物詩。年末年始恒例の
イルミネーション。今年も暖かい光
が街を包み込みます。
※ 点灯時間帯：16時～23時

光のプロムナード
山形市 11月18日（金）～1月10日（火）

●場所／山寺山門前鐘楼
●問／山寺観光協会 ☎023-695-2816

山寺境内にある除夜の鐘を打つこと
ができます。また、境内までライトアッ
プで光のロードを実施。玉こんにゃく
の振る舞いもあり、先着108名に干支
の記念品のプレゼントがあります。

山寺大晦日除夜の鐘・光のロード
山形市 12月31日（土） 23：30～

●場所／寒河江市慈恩寺活性化センター付近
●問／醍醐地区慈恩寺花火実行委員会
　　  （西部地区公民館） ☎0237-87-1302

冬にも“花”を楽しんでもらおうと、大晦日花
火大会を開催します。当日は約600発の打ち
上げ花火に加え、本堂に続く仁王堂坂の参道
に灯篭を灯しライトアップも行います。一年
の終わりを告げる除夜の鐘を聴きながら、冬
の夜空に広がる花火をお楽しみください。

慈恩寺大晦日花火大会「雪月華」
寒河江市 12月31日（土） 23：40～

●場所／出羽三山神社
●問／出羽三山神社 ☎0235-62-2355

大みそかから元旦にかけて行われる
五穀豊穣を祈る羽黒山の代表的な
祭りであり、羽黒山頂において大松
明引き、烏跳び、国分神事など、様々
な神事が行われます。

松例祭
鶴岡市 12月31日（土）～1月1日(日)

●場所／公益財団法人上山城郷土資料館
●問／公益財団法人上山城郷土資料館 
　　　☎023-673-3660

上山城天守閣より、三吉山から昇る初
日の出を眺めませんか。三吉山からの
日の出は例年７時３０分頃です。
先着３００名の入館者に記念品があり
ます。

元旦登城
上山市 1月1日(日) 7:00～

●場所／遊佐町内各地
●問／遊佐町教育委員会教育課文化係 
　　　☎0234-72-5892

国重要無形民俗文化財に指定されて
いる「遊佐の小正月行事」のひとつ「ア
マハゲ」は怠けを戒め、勤労を奨励す
るとともに、新年にあたって災厄を取
り除き、幸福を、招く神々の使いであ
るといわれています。

国指定重要無形民俗文化財「アマハゲ」
遊佐町 1月1日(日)滝ノ浦地区 

1月3日(火)女鹿地区 1月6日(金)鳥崎地区

●場所／肘折温泉街
●問／肘折温泉観光案内所 ☎0233-76-2211

出羽三山に古くから伝わる山伏たちの
年越行事で、白装束に身を包んだ村の
男たちが、五穀豊穣、無病息災を祈願
し、法螺貝の合図で温泉街を練り歩き
ます。つきたて餅の振舞いもあります。

肘折さんげさんげ
大蔵村 1月7日(土)

●場所／高畠町中心商店街
●問／（一社）高畠町観光協会 ☎0238-57-3822

無病息災、家内安全を祈願して、長
さ４メートルを超える大わらじが町
内を練り歩きます。

たかはた冬まつり「わらじみこしまつり」
高畠町 １月８日（日）

●場所／十日町・本町・七日町の
　　　　国道112号線及び沿線
●問／山形商工会議所 ☎023-622-4666

江戸時代初期、最上義光公の時代か
ら続く伝統行事で、商業の株を象徴し
ての「かぶ」、長寿を表す「白ひげ」など
の野菜、初あめ、団子木の縁起物や、
臼、杵、まな板などの木工品、家庭用
品などの露店が立ち並びます。 

山形市初市
山形市 1月10日(火)

●場所／グリーンバレー神室スキー場
●問／グリーンバレー神室 ☎０２３３-５２-２２４０

純白のパウダースノーに覆われた神
室スキー場で音楽イベントや大抽選
会を行います。餅のふるまい、夜には
打ち上げ花火が雪面を彩り、幻想的
な美しさです。

神室雪まつり
金山町 1月15日(日)

●場所／赤倉温泉
●問／赤倉温泉観光協会 ☎080-1660-4083

青年が下帯ひとつで松明を持ち、町
内を駆け巡る「烏追い」や、ピラミッド
型の「お柴灯」に無病息災を祈願して
点火します。

赤倉温泉お柴灯（さいとう）まつり
最上町 2月4日（土）

●場所／千河原八幡神社
●問／庄内町観光協会 ☎0234-42-2922

少年たちが手桶の冷水を浴び、無病
息災を願います。
東北の奇祭として全国的にも知られ
ている小正月の風物詩です。

ややまつり
庄内町 1月15日(日)

●場所／JR赤湯駅、赤湯駅前商店街、しんまち
　　　　商店街、赤湯温泉街、結城豊太郎記念館
●問／南陽市観光協会 ☎0238-40-2002

赤湯温泉街や駅周辺など市内各所
でミニかまくらに手作りろうそくを
灯します。
ゴスペルグループDimpleDimple
による歌も披露されます。

なんよう雪灯かりまつり
南陽市 2月4日（土）

●場所／長井駅前、市内中心部等
●問／ながい雪灯り回廊まつり実行委員会
　　　☎0238-88-5279

手作りのスノーランタンや雪像でま
ちを飾り、街中をほのかな灯りで包
むイベントです。昭和初期の木造校
舎である長井小学校第一校舎のラ
イトアップも必見の価値ありです。

ながい雪灯り回廊まつり
長井市 2月4日（土）

●場所／白井新田地内
●問／鳥海温泉遊楽里 ☎0234-77-3711

片道約2時間のトレッキングで、凍りつい
た二ノ滝を見に行く毎年人気のイベン
ト。普段、冬場は個人で行くことは困難で
すが、ガイド付きのイベントなので安心。
一面銀世界の鳥海山麓は幻想的な雰囲
気で日々の喧騒を忘れさせてくれます。

二ノ滝氷柱トレッキング
遊佐町 2月12日(日)

●場所／米沢スキー場
●問／米沢スキー場 ☎0238-28-2514

下駄の裏に薄い割り竹を並べた「滑り
下駄」は昔、置賜地域で良く使われた
子供の遊び道具です。斜面から滑り降
りて、どこまで伸びるか距離を競いま
す。優勝賞品から参加賞までご用意し
ております。

滑り下駄の世界大会
米沢市 2月12日(日)

●場所／紅花資料館
●問／河北町観光協会 ☎0237-72-3787

子供たちのそりすべりエリアや、カラー
スプレーを使ってのオリジナル雪だる
まの作成など、楽しめる雪遊びがたく
さんあります。17時からは灯篭に火を
灯し、幻想的な世界を作り上げます。

紅花資料館 雪まつり
河北町 2月中旬

●場所／黒森日枝神社境内
●問／黒森歌舞伎保存会事務局
　　 　（酒田市教育委員会社会教育課内） 
　　　☎0234-24-2994

江戸時代中期の享保年間から黒森日
枝神社に奉納されたといわれる農民
歌舞伎で、280年以上もの間、伝承さ
れてきました。雪の中で演じられるこ
とから、「雪中芝居」とも呼ばれ、観客
は厳寒の境内で舞台を楽しみます。

黒森歌舞伎正月公演
酒田市 2月15日（水）・17日（金）

地域住民が作成した100近い絵灯
篭を雪壁にはめ込み、ろうそく灯りで
灯します。雪の中に絵灯篭が浮かび
上がり幻想的な世界が広がります。

第3回角川雪回廊物語
戸沢村 2月26日(日) （予定）

●場所／戸沢村農村環境改善センター周辺
●問／田舎体験塾つのかわの里 
　　　☎0233-73-8051

●場所／平塩熊野神社
●問／平塩熊野神社宮司 ☎0237-86-0165

平塩地区の除災招福の伝統行事です。
松の木で男根を型どった御神体を彫
り、入魂後塞の神(神社参道の東はずれ
にある石)に供え、集まった人々にまか
れます。拾った人には福が訪れると伝
えられ、激しく奪い合う姿は圧巻です。

御塞神祭（おさいじんさい）
寒河江市 2月11日（土・祝）

御神体争奪20：30～

●場所／春日神社 黒川能の里・
　　　　王祇会館 黒川能伝習館
●問／黒川・蝋燭能実行委員会 
　　　☎0235-57-5310

春日神社内の能舞台で蝋燭の灯り
が揺らめく中、幽玄の能が舞われま
す。第２部の交流会は、凍み豆腐煮な
どの郷土料理や樽酒を囲みながら、
お客様と能役者や地元ボランティア
スタッフとの交流で盛り上がります。

黒川・蝋燭能
鶴岡市 2月25日(土）

●場所／秋山スキー場
●問／真室川町観光物産協会 
　　　☎0233-62-2111

全国有数の豪雪地帯である真室川
町の新たなイベントで、約1000発
の花火が真冬の夜空を彩ります。
キャンドルライトアップやかまくら、
温かい郷土料理などもお楽しみい
ただけます。

真室川冬花火
真室川町 2月18日(土) 17：00～

●場所／白い森交流センターりふれ周辺
●問／雪の学校実行委員会事務局
　　  （小国町観光協会） ☎0238-62-2416

地元マタギの案内で残雪の森の中
でフィールドワークをします。森に生
きる動物たちの足跡を見つけたり、
ブナ林の探検などワクワク・ドキドキ
の楽しい学校です。

第22回 雪の学校
小国町 3月4日(土)～3月5日(日)

●場所／肘折いでゆ館前広場
●問／肘折いでゆ館 ☎0233-34-6106

大蔵村冬の風物詩。冬の花火大会や
幻想雪回廊、巨大雪だるま【おおくら
くん23世】のお目見えなど、盛りだく
さん。甘酒や玉こんにゃくのサービ
スもあります。

おおくら雪ものがたり
大蔵村 3月18日(土)

●場所／松山城址館
●問／酒田市松山総合支所建設産業課 
　　　☎0234-62-2611

松山能は、松山藩主酒井忠恒の時
代、江戸勤番の松山藩士が能楽を修
得したことに始まります。（県指定無
形民俗文化財）。上演後には「雪見の
宴」が催され、役者とお客さんが納
豆汁を囲んで交流を深めます。

まつやま大寒能
酒田市 1月28日（土） 

●場所／JR新庄駅東口「かむてん公園」内特設会場
●問／新庄市商工観光課 ☎0233-22-2111

雪国でしか味わえない体験が満載！
専用コースでのバナナボート、
スノーモービルの乗車体験を楽しん
でください！

雪国ワンダーランド
新庄市 1・2月の土・日・祝日

（降雪の状況により変更あり）

●場所／いろり火の里「なの花ホール」
●問／三川町観光協会 ☎0235-66-4656

町内外の多彩なジャンルの自慢の味
を一堂に屋台村形式で紹介するイベ
ント。今年はカレーの食べくらべを
バージョンアップ！！ お得な前売券も
発売します。

あったか冬まつり
三川町 1月29日（日）

●場所／さくらんぼ東根温泉成田不動尊周辺
●問／東根温泉協同組合 ☎0237-42-7100

さくらんぼ東根温泉を会場に、様々
な催し物が開催されます。　お祭り
に参加して温泉で疲れを癒し、新年
の幸福を呼び込みましょう。是非ご
家族でいらしてください。

第41回ひがしね雪まつり
東根市 2月5日(日)

冬
の
や
ま
が
た
12月

3月

イ
ベ
ン
ト
カ
レ
ン
ダ
ー

やまがた雛のみち
最上川舟運と北前舟により紅花商人
が活躍した時代には、紅花を運んだ
戻り船によって上方の華やかな文化
が持ち込まれました。雛人形もその
ひとつで、今でも県内各地の旧家な
どで大切に保存されています。
●会場／村山地域14市町の展示施設　
●日程／1月中旬～5月下旬
　　　　（施設により異なります。）
●料金・時間・交通／
　各施設にお問い合わせください。
●問／やまがた広域観光協議会 ☎023-621-8444

もがみ雛めぐり
最上地域の旅館、温泉などで江戸時
代、最上川舟運によりもたらされた享
保雛や、新庄藩ゆかりの雛人形・道具
類などを展示します。
●会場／最上地域内の旅館、旧家、温泉など
●日程／2月中旬～4月上旬
　　　　（施設により異なります。）
●料金／大人：300円、高校生：100円、
　　　　小･中学生50円（新庄ふるさと歴史センター）
●時間／9:00～16:30（新庄ふるさと歴史センター）
●交通／JR山形新幹線新庄駅から徒歩で約15分（新庄ふるさと歴史センター）
●問／最上地域観光協議会 ☎0233-29-1311

山形おきたま雛回廊
米沢藩の藩士が江戸勤務を終えて
戻ってくる際、家族へのお土産として
買い求めてきたという美しい逸品に
出会うことができます。
●会場／米沢市、長井市、南陽市、
　　　　川西町、白鷹町内の展示施設
●日程／2月上旬～4月上旬
　　　　（施設により異なります。）
●料金／大人：300円、高校生：210円、小･中学生150円（酒造資料館　東光の酒蔵）
●時間／9:00～16:30（酒造資料館 東光の酒蔵）
●交通／JR山形新幹線米沢駅から車で約10分（酒造資料館 東光の酒蔵）
●問／山形おきたま観光協議会 ☎0238-26-6046

庄内ひな街道
大名家に伝わる「酒井家」のおひな様、日本
一の大地主「本間家」のおひな様、日本三大
つるし飾りの一つ「傘福」をはじめ、様々な
年代のおひな様等を各施設を巡ってご覧
いただくことができます。
●会場／鶴岡市、酒田市、遊佐町の展示施設
●日程／2月下旬～5月上旬
　　　　（施設により異なります。）
●料金・時間・交通／
　各施設にお問い合わせください。
●問／庄内観光コンベンション協会 
　　　☎0235-68-2511

●場所／作谷沢ふれあい自然館
●問／作谷沢ふれあい自然館 
　　　☎023-666-2121

まんだらの里に浮かぶ光と炎が、幻想的
な世界へと導く多彩な雪の祭典です。一
般参加による制作が可能な『雪の造形コ
ンテスト』や真冬の打ち上げ花火、奉納
舞踏、地元に伝わる民話の語りなど、防
寒対策を万全にしてお楽しみください。

まんだらの里 雪の芸術祭 2017
山辺町 2月4日（土）
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http://yamagatakanko.com/spotdetail/?data_id=2506
http://yamagatakanko.com/spotdetail/?data_id=7147&yc=9
http://yamagatakanko.com/spotdetail/?data_id=2559
http://yamagatakanko.com/spotdetail/?data_id=2483
http://www.medeta.info/
http://kanko-mogami.jp/?page_id=192
http://winter.oki-tama.jp/
http://www.mokkedano.net/event/search?category=33&keyword=%E3%81%B2%E3%81%AA
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大内宿雪まつり ［下郷町］福島
日本一の団子さし、そ
ば食い競争、時代風俗
仮装大会などのイベン
トも目白押しです。雪に
包まれた大内宿が灯籠
の灯りで照らされ、幻想
的な雰囲気をかもしだ
します。
●会場／大内宿　
●日程／２月１１日（土）・１２日（日）
●交通／会津鉄道湯野上温泉駅からタクシーで約20分
　　　　（周遊バスも運行予定）
●問／大内宿観光案内所 ☎0241-68-3611

会津絵ろうそくまつり ［会津若松市］福島
鶴ヶ城や御薬園をはじめ市内
各所にて「約15,000本の蝋
燭のあかりに照らされて雪景
色に浮かぶ会津幻影」をお楽
しみください。
●会場／鶴ヶ城、御薬園、
　　　　市内各所　
●日程／２月１０日（金）・１１日（土）
●交通／ＪＲ会津若松駅からまちなか周遊バスで
　鶴ヶ城：ハイカラさん・あかべぇ「鶴ヶ城入口」下車、徒歩７分
　御薬園：ハイカラさん・あかべぇ「御薬園入口」下車すぐ
●問／会津絵ろうそくまつり実行委員会（会津まつり協会内） 
　　　☎0242-23-4141

みやぎ蔵王の樹氷めぐり ［蔵王町］宮城
暖房付きの雪上車「ワイ
ルドモンスター号」に乗っ
て、世界的にも希少な自
然現象の芸術品「樹氷」を
目の前で見学することが
できるイベントです。
●会場／みやぎ蔵王スキー場すみかわスノーパーク
●日程／12月10日（土）～3月12日（日）
●料金／おとな 5,300円、こども 4,400円
●交通／東北自動車道村田ICから車で約40分、山形自動車
　道川崎ICから車で約45分 ※遠刈田温泉から無料送迎バス
　有り ※JR仙台駅・長町駅から有料送迎バス有り
●問／みやぎ蔵王スキー場すみかわスノーパーク
　　　☎0224-87-2610 ☎0224-85-3055（予約専用ダイヤル）

松島かき祭り ［松島町］宮城
松島の冬の味覚
「かき」を堪能で
きるお祭りです。
かきの販売や松
島の海の幸・山
の幸が味わえる
飲食コーナーを
設けています。

●会場／松島海岸駅前 グリーン広場（予定）
●日程／２月５日（日）
●交通／JR仙石線松島海岸駅から徒歩1分
●問／（一社）松島観光協会 ☎022-354-2618

かまくら ［横手市］秋田
毎年２月１５日・１６日の小正月
にあわせ、市内に作られる100
基ほどのかまくらでは、子ども
たちが「はいってたんせ(かま
くらに入ってください)」「おが
んでたんせ(水神様をおがん
でください)」といいながら、甘
酒やおもちをふるまいます。
●会場／横手市役所本庁舎前道路公園、二葉街かまくら通り、
　　　　羽黒町武家屋敷通り、横手公園ほか　
●日程／２月１５日(月)・１６日(火)
●交通／JR奥羽本線横手駅から徒歩約10分
●問／横手市観光協会 ☎0182-33-7111

なまはげ柴灯まつり ［男鹿市］秋田
神事”柴灯祭”と民俗行
事”なまはげ”を組み合わ
せた冬の観光行事。男鹿
市北浦の真山神社境内の
柴灯火の下でなまはげが
乱舞する姿は勇壮で迫力
満点。ラストのなまはげの
下山は必見です。
●会場／男鹿市北浦真山神社　
●日程／２月10日（金）・11日（土）・12日（日）
●交通／JR男鹿線男鹿駅から車で約40分
　　　　(当日は臨時有料バスの運行あり)
●問／男鹿市観光商工課観光班 ☎0185-24-9220

八戸えんぶり ［八戸市］青森
えんぶりはその年の豊作を
祈願する冬の伝統行事です。
太夫と呼ばれる華やかな烏
帽子をかぶった舞手による勇
壮な舞、子どもたちの愛らし
い祝福芸が八戸市中心街の
至るところで披露され、観る
人を楽しませます。
●会場／八戸市中心街、市庁前市民広場、更上閣等
●日程／2月17日（金）～20日（月）
●交通／ＪＲ八戸線本八戸駅から徒歩約10分
●問／（公社）八戸観光コンベンション協会
　　　☎0178-41-1661

十和田湖冬物語 ［十和田市］青森
雪と氷に覆われる神秘
的な冬の十和田湖で行
われる冬のイベントで、
イルミネーションや雪
明かりの光で彩られた
会場は幻想的です。郷
土芸能や郷土料理など
も楽しめます。 
●会場／十和田湖畔休屋 特設イベント会場　
●日程／2月3日(金)～26日(日)　
●交通／JR東北新幹線七戸十和田駅から車で約90分
●問／十和田湖冬物語実行委員会（十和田湖国立公園協会） 
　　　☎0176-75-2425

宮古毛ガニまつり ［宮古市］岩手
15回目の開催と
なり、毛ガニ汁の
お振舞いや毛ガ
ニの一本釣り、
体験せり市も行
われるなどイベ
ントが盛りだくさ
んです。
●会場／宮古市魚市場（宮古市臨港通）　●日程／２月下旬
●交通／JR宮古駅から車で約６分
　　　　宮古駅からシャトルバス運行予定
●問／宮古観光文化交流協会 ☎0193-62-3534

第50回いわて雪まつり ［雫石町］岩手
2017年で第50回目の開催と
なるいわて雪まつりでは、巨
大な雪像やステージショー、
かまくらで食べるジンギスカ
ンなど多彩なイベントが催さ
れます。また、夜には雪像がラ
イトアップされるともに、幻想
的な冬の花火が楽しめます。
●会場／小岩井農場まきば園　
●日程／2月４日（土）～2月12日（日）
●交通／JR盛岡駅よりバスで約35分
　　　　（小岩井農場まきば園行き・網張温泉行き）
●問／いわて雪まつり実行委員会事務局 ☎019-692-4321

東北の冬まつり！
冬も東北！足を延ばして東北周遊の旅を楽しんでみませんか？

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

羽田空港 おいしい庄内空港 鶴岡市内
酒田市内

庄内交通/約25分
庄内交通/約35分

ANA
約１時間

羽田空港 おいしい山形空港 山形市内山形空港シャトル
約35分

JAL
約１時間

小牧空港 おいしい山形空港 山形市内山形空港シャトル
約35分

FDA
約１時間15分

浦和本線（川口JCT） 山形蔵王I.C東北・山形自動車道/約4時間20分

飛行機JR 車バス

山形高速バス/約5時間30分東京

新庄高速バス/約8時間東京

鶴岡
酒田

高速バス/約7時間35分
高速バス/約8時間35分東京

仙台駅 山形駅仙山線/約１時間5分

福島駅 山形駅山形新幹線「つばさ」/約1時間5分

仙台宮城I.C 村田JCT 山形蔵王I.C山形自動車道
約30分

東北自動車道
約10分

福島飯坂I.C 村田JCT 山形蔵王I.C山形自動車道
約30分

東北自動車道
約35分

仙台空港 仙台駅 山形仙山線/約１時間5分
高速バス/約１時間10分

アクセス鉄道
約20分

山形高速バス/約１時間10分仙台

新庄高速バス/約2時間25分仙台

米沢高速バス/約2時間10分仙台
鶴岡
酒田

高速バス/約2時間35分
高速バス/約3時間

仙台
山形高速バス/約3時間４０分新潟

仙台から

福島から

東京から

山形へのアクセス

上越新幹線
約1時間40分

羽越本線特急「いなほ」

約20分東京駅 酒田駅鶴岡駅新潟駅 約1時間50分 白新線
約40分

羽越本線
約25分

米坂線
約2時間

山形新幹線
「つばさ」新潟駅 米沢駅坂町駅新発田駅 山形駅約30分

約１時間5０分 鶴岡駅 酒田駅新潟駅 約20分

羽越本線特急「いなほ」

新潟から

名古屋から

伊丹空港 おいしい山形空港 山形市内山形空港シャトル
約35分

JAL
約１時間15分

大阪から

山形新幹線「つばさ」

約30分 約10分 約35分東京駅 天童駅 新庄駅山形駅米沢駅約2時間

山形県の南部に位置する置賜地方は、吾妻、飯豊、
朝日、奥羽の山脈に囲まれた盆地。辺り一面白銀の世
界に様変わりする冬の置賜は美しく輝きます。
うっとり、ほっこり、ゆったりと、おきたまの美を探しに
出かけてみませんか。
●日程／11月20日（日）～3月31日（金）
●問／山形おきたま観光協議会
　　　（山形県置賜総合支庁観光振興室内）
　　　☎0238-26-6046（平日8:30～17:15、土日祝休）

▲啓翁桜
▲米沢牛のすき焼き（上杉伯爵邸）

せ   ど

おきたまの美に
　  出会う冬の旅。

おきたま あづま いいで

http://winter.oki-tama.jp/ ●上杉伯爵邸 ☎0238-21-5121



かみのやま温泉

赤湯温泉

湯の沢温泉

五色温泉

姥湯温泉

飯豊温泉

白川温泉

滑川温泉
大平温泉

白布温泉

新高湯温泉

小野川温泉

鷹野湯温泉
蔵王温泉

天童温泉

さくらんぼ東根温泉

月山志津温泉

月の沢温泉

あつみ温泉

銀山温泉

寒河江温泉

りんご温泉

山辺温泉

奥おおえ柳川温泉

肘折温泉

草なぎ温泉

なの花温泉田田

鳥海温泉

湯ノ田温泉

飯森山温泉

湯野浜温泉

由良温泉

湯田川温泉

湯の台温泉

羽根沢温泉

まむろ川温泉

大堀温泉

神室温泉

野口温泉

松山温泉
観音湯

瀬見温泉

瀬見温泉

赤倉温泉駅

寒河江SA
スマートIC

至 

古
川赤倉温泉

べに花温泉

碁点温泉

舟形若あゆ温泉

ギャラリー温泉
町湯

定期船とびしま
酒田⇔飛島（勝浦港）
航海時間約75分
問・予約／酒田市定期航路事業所
☎0234-22-3911

至 秋田

庄内エリア庄内エリア

最上エリア最上エリア

村山エリア村山エリア

置賜エリア置賜エリア
青森

新青森

至 函館

八戸

盛岡

大曲

秋田新幹線

2016年3月26日
北海道新幹線
新青森～新函館北斗間 開業

秋田

酒田

鶴岡おいしい庄内空港
新庄

仙台

古川

山形

おいしい山形空港

仙台空港

山形
自動車道

日本海東北
自動車道

日本海東北
自動車道

東北中央
自動車道米沢新潟

福
島

郡山

東京

東
北
新
幹
線

東
北
新
幹
線

山形新幹線

磐越自動車道

東
北
自
動
車
道

東
北
自
動
車
道

関
越
自
動
車
道

上
越
新
幹
線

飛島

新千歳
空港

大阪空港
（伊丹）

羽田空港

名古屋空港
（小牧）

東北エリア
MAP

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 やまがたへの旅 検索H28.11 やまがた観光キャンペーン推進協議会

やまがた
MAP

［ 凡 例 ］

新幹線停車駅
JR山形新幹線

JR在来線
私鉄
高速道路
国道


