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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、
このガイドブックP4〜P17のイベ
ントの写真を撮影すると、詳細情報やアクセスマップ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。】
※当ガイドブックに掲載されている情報は2019年11月現在のものです。商品内容、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、掲載されている地図の位置や縮尺、所要時間など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。※掲載の表示金額は全て税込みです。
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「山形日和。
」冬の観光キャンペーン

SPECIAL WEBSITE

冬の山形観光PR映像も
ご覧いただけます。

http://yamagata-winter.jp

Instagram
＃ 山形日和
＃ 美食美酒やまがた
＃ yamagata
「 山 形日和 。」冬 の 観 光キャンペ ーン
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温 泉

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

スノーツーリズム

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

︵ 雪 祭り
・雪 灯り︶

冬 こそ
行 きたい

蔵王温泉［山形市］

樹氷ライトアップ［ 山 形 市 ］
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。漆黒の闇の中にカラー照明

で浮かび上がる幻想的な樹氷は必見

会場／蔵王ロープウェイ地蔵山頂駅周辺
日程／１２月２８日
（土）
〜２月２９日
（土）※期間中の限定４７日間
料金／往復ロープウェイ代：大人3,000円、子ども1,500円
時間／17:00〜21:00（上りは最終19:50まで）
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

です。

蔵王樹氷まつり2020［山形市］
世界に誇る蔵王の樹氷。
「冬のHANABI」
や
「1,000人の松明滑走」
に加え、
「蔵王に来
てます!!フォトテーリング」
・
「冬の蔵王開運回
遊」
といった周遊イベント、
お子様も楽しめる
「スキー場の働く車大集合」
・
「じゅっきース
ノーパーク」
を行います！
また、
１月１７日（金）～１９日（日）の間は、
スキージャンプ競技のワールドカップ女子も
蔵王で開催されます。

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／（一社）上山市観光物産協会
☎023-672-0839

お湯
に浸
かり
雪景
なが
色を
ら
眺め
られ
る
なん
とっ
て
ても
贅沢
︒

かみのやま温泉［上山市］

会場／山形市蔵王温泉
日程／１２月２８日
（土）
〜３月１日
（日）
時間／各イベントにより異なります。
交通／JR山形新幹線山形駅からバス約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

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 ］
六十里越街道の宿場町として開かれていた当時の街並

月山志津温泉［ 西 川 町 ］

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。

月山の大パノラマ！ 野趣に浸る温泉

会場／西川町志津地区 月山志津温泉街内
日程／／2月21日
（金）
〜23日
（日）、2月29日
（土）
〜3月1日
（日）
料金／入場料 大人 500円、中学生以下 無料（予定）
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

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
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か

せ

上山市民俗行事 加勢鳥

［上山市］

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

「 山 形日和 。」冬 の 観 光キャンペ ーン

2 019 .12 .1 〜 2 0 2 0 . 3 . 31

1

4

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

温 泉

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

西に月山、葉山、朝日岳を遠望する美し

い田園の湯。出羽の山々を真っ赤に染

める夕日が静かに月山に沈みかけると

花笠踊り発祥の地｢徳良湖｣で開催される雪

遊び体験型イベント。
そり付きバイクやスノー

モービルなど、大人も子供も楽しめるアクティビ

ティが勢揃い！ 尾花沢ならではのグルメや特

産品も多数ご用意します。
みんなで雪の楽しさ

を満喫しましょう。

会場／徳良湖畔 日程／2月22日
（土）･23日
（日）
（予定）
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 商工観光課 ☎0237-22-1111（代）

雪祭り
で
冷
え
た体も
ポカポ
カに温
まる！

さくらんぼ東根温泉［ 東 根 市 ］

第45回尾花沢雪まつり

［尾花沢市］

なで
みん
う！
家族
けよ
出か

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

スノーツーリズム

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

︵ 雪 祭り
・雪 灯り︶

冬 こそ
行 きたい

銀山温泉［尾花沢市］

き、暖かな宿の明かりと情緒たっぷりの温
泉街のネオンが輝き始めます。

泉質／ナトリウム塩化物泉
温度／52℃〜68℃ ＰＨ／7.5〜8.0
効能／きりきず、抹消循環障害、冷え性、
うつ状態、皮膚乾燥症、
筋肉又は関節の慢性的な痛み又は
こわばり、痔病、病後回復、健康増進 など
交通／東北中央自動車道「東根北ＩＣ」
から車で7分
山形空港から車で13分
ＪＲさくらんぼ東根駅から車で7分
問／東根温泉協同組合 ☎0237-42-7100

天童温泉［ 天 童 市 ］
将棋の駒で知られる天童。
そのいで湯

は
「日本の温泉100選」
に選ばれてお

り、
美肌効果に優れています。

泉質／ナトリウム・カルシウム-硫酸塩泉
適応症／動脈硬化症・きりきず・やけど・
慢性皮膚症・神経痛・関節痛・
冷え症・慢性消化器症・疲労回復など
飲泉効能／糖尿病・慢性胆嚢症・胆石・
肥満症・痛風
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

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。

肘折温泉［ 大 蔵 村 ］
朝市の立つ秘境温泉地として全国的に有名。
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-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、
打ち身など
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
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ドカ雪・大雪割キャンペーン

日本有数の豪雪地、
肘折温泉ならではの割引企画。
前日15時までの24時間降雪量が30cm以上で、
宿泊や買物の割引を実施。雪が降れば降るほど、
どんどんお得になるキャンペーンです。詳しくは
お問合せ下さい。

日程／12月14日
（土）
〜3月8日
（日）
除外日12月29日
（日）
〜1月7日
（火）
問／大蔵村観光協会 ☎0233-75-2111

会場／最上川ふるさと総合公園
日程／1月31日
（金）
・2月1日
（土）
・2日
（日）
イルミネーション点灯 11月下旬〜2月中旬
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降りてすぐ
問／雪祭り実行委員会事務局
（寒河江市さくらんぼ観光課）
☎0237-86-2111

天童高原スノーパークフェスタ［ 天 童 市 ］

肘折幻想雪回廊［ 大 蔵 村 ］

全長100mの巨大チューブスライダーや

日本 有 数の豪 雪 地 帯 、肘 折 温

スノーローラーなど、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8日
（土）
・9日
（日）
時間／開催時間10:00〜14:30
スキー場営業時間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
（天童市産業立地室）☎023-654-1111

泉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25日
（土）、2月1日
（土）、8日
（土）、15日
（土）
時間／開催時間19:00〜20:00
料金／観覧無料
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
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スノーツーリズム

交通／JR陸羽東線赤倉温泉駅から車で約10分
問／赤倉温泉観光協会 ☎080-1660-4083

︵ 雪 祭り
・雪 灯り︶

泉質／ナトリウム・カルシウム-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、運動麻痺に
おける筋肉のこわばり、冷え性、末消循環障害、胃腸機能の低下、
軽症高血圧、耐糖能異常、軽い高コレステロール血症、軽い喘息又
は肺気腫、痔の痛み、
自律神経不安定症、
ストレスによる諸症状、病
後回復期、疲労回復、健康増進、
きりきず、皮膚乾燥症

冬 こそ
行 きたい

「おくのほそ道」赤倉ゆけむり館は、四季折々の表情を
見せる日本庭園内の露天風呂のほか、家族風呂や産
直・交流スペースを併設した日帰り温泉施設です。移り
ゆく最上の四季を感じながら、赤倉温泉自慢の「あった
まりの湯」
をぜひ一度ご堪能ください。

温 泉

心も体もほぐ
れる
至福の
時
間
を
ゆっくり楽し
みましょう︒

赤倉温泉［ 最 上 町 ］

第49回 新庄雪まつり［ 新 庄 市 ］

雪国ワンダーランド［新庄市］

巨大雪像や雪上花火、
アイ

新庄駅東口から徒歩3分の会場で雪

スキャンドルが雪景色を彩り

ます。
スノーモービルや雪上

バナナボートといった雪のア

クティビティが楽しめて、冬の

あたたかい味覚も味わえるイ
ベントです。

会場／最上中央公園（かむてん公園）
日程／2月8日(土)・9日
（日）
料金／観覧無料
交通／ＪＲ山形新幹線新庄駅東口から徒歩で
約3分
問／新庄雪まつり実行委員会
（新庄商工会議所内）☎0233-22-6855

国ならではのアクティビティが楽しめま

す。
スノーモービルで引くバナナボート

は雪上でこそ味わえる大迫力。丘を
利用した雪の巨大すべり台も様々な
遊び方で楽しめます。国道沿いで車

でのアクセスも良好。小さなお子さん

から大人まで、
どなたでも楽しめます。

会場／最上中央公園（かむてん公園）
日程／1月11日〜2月29日までの土日祝日
午前の部10：00〜12：00
午後の部13：00〜15：00
3日前までに4名以上で予約する場合
は平日も可。
降雪の状況により変更となる場合が
あります。
料金／大人（中学生以上）2,000円
小人（小学生以下）1,000円
交通／ＪＲ山形新幹線新庄駅東口から徒歩で
約3分
問／新庄観光協会 ☎0233-22-2340

月山あさひ雪まつり
2020［鶴岡市］
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。

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。

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、慢性婦人病など

「手ぬぐいスタンプ帳」
で、
庄内の歴史・文化に触れ、
ローカルなふれあいや出会いの印を刻む旅を体験！

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

タンプを手ぬぐいに押せば、自分だけの旅

のオリジナル手ぬぐいが完成します。特製
日程／10月1日
（火）
〜3月31日
（火）
会場・時間・交通／スタンプ設置施設による スタンプのインクは油性のため、温泉につ
料金／1,100円
けても消えません。押されたスタンプの数
問/ＤＥＧＡＭ鶴岡ツーリズムビューロー
だけ思い出を持ちかえることができます。
☎0235-25-7678

あつみ温泉［ 鶴 岡 市 ］
1,000年以上の歴史を持つ名湯で、やわらかな湯と清流の
音が心地よい風情ある温泉地。共同浴場や足湯などの温泉
施設もあり、散策におすすめです。焼畑あつみかぶが名物。

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

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

美味し
いお
料
理
と温泉
ゆっく
で
りとく
つろご
う︒

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

9

会場／道の駅「月山」月山あさひ博物村
日程／2月16日
（日）
料金／観覧無料
交通／JR羽越本線鶴岡駅から
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建設課内）
☎0235-53-2111

鶴岡・酒田市内各所に設置している特製ス

ホワイトアスロン2020

［真室川町］

かんじきヒルクライム、踏み俵リレー

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。

会場／秋山スキー場
日程／2月１5日
（土）
・16日
（日）
交通／JR真室川駅から徒歩約20分・車で5分
問／真室川町観光物産協会
☎0233-62-2111

ややまつり

［庄内町］

厳寒の1月中旬に庄内町千河原地区

で古くから行なわれてきた祭りで、安産

と無病息災・身体堅固を祈願します。
裸にケンダイと呼ばれるワラで作った腰

ミノをつけただけの5~15歳の男児が、
みそぎ台の上で手桶で何杯も冷水を
浴び、集落内を一周した後、神社にお
参りします。

会場／庄内町千河原八幡神社
日程／1月12日
（日）
料金／無料 駐車場／無し
交通／ＪＲ北余目駅から車で約6分
問／庄内町観光協会
（庄内町商工観光課観光物産係）
☎0234-42-2922

「 山 形日和 。」冬 の 観 光キャンペ ーン
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ワインの里、
ラーメンの町としても
有名。

温 泉

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
（赤湯温泉観光センター
ゆーなびからころ館）
☎0238-43-3114

スノーツーリズム

米沢藩の温泉場でもあった歴史

ある湯 。周 辺はぶどうの産 地で

︵ 雪 祭り
・雪 灯り︶

冬 こそ
行 きたい

赤湯温泉［南陽市］

白布温泉［ 米 沢 市 ］
奥羽三高湯のひとつとして知られ、開湯約

７００年の歴史と伝統ある温泉。標高９００ｍ

第43回上杉雪灯篭まつり ［米沢市］

の雰囲気が漂います。

約300基の雪灯篭と約1,000

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

イベントや物産展等も同時開

の最上川源流・大樽川沿いに湧き、秘湯

個の雪ぼんぼりに火が灯る。
催され、見どころ満載です。

交通／ＪＲ山形新幹線米沢駅から車で約3０分
問／白布温泉観光協会 ☎0238-55-2205

会場／上杉神社境内・松が岬公園一帯
日程／2月8日
（土）
・9日
（日）
2月7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・
道の駅米沢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

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

灯りは
雪の中の
ね︒
癒される
優しくて

中津川雪まつり［ 飯 豊 町 ］

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２2日
（土）※予定 16:00〜20:00
巨大すべり台体験14：00〜、収穫祈願祭16：00〜
スカイランタン打ち上げ19：00〜
料金／観覧無料
交通／JR米坂線手ノ子駅から車で約20分
問／中津川地区公民館 ☎0238-77-2020

小野川温泉［ 米 沢 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、温泉街には
「かまくら村」
が出現します。

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20分
問／小野川温泉旅館組合 ☎0238-32-2740

りは
くく クス！
︒
締め
ッ
褒美
旅の
デト へのご
女子 温泉で
自分
天然 ってる
頑張
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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

真冬のお花見
まほろば冬咲き
ぼたんまつり［ 高 畠 町 ］

米沢八湯かまくら村

［米沢市］

温 泉 街に「かまくら村 」が出

現。
かまくらの中にはテーブル

わらで作られたこもの中で、見

といす、
メニューがあり、近隣

す。白い雪の中での【お花見】

らまでラーメン（※）の出前をし

事なぼたんの花が咲き競いま

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山形新幹線高畠駅
「太陽館」前広場
日程／２月8日
（土）
〜１1日
（火・祝）
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

のお店に電話をすると、
かまく

てくれます。

会場／小野川温泉・白布温泉・湯の沢温泉
日程／1月15日
（水）
〜3月15日
（日）予定
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：バスで約25分、白布温泉：バスで約40分、湯の沢温泉：車で約15分
問／温泉米沢八湯会 ☎0238-55-2121
※湯の沢温泉のみラーメン以外の別メニューとなります。

「 山 形日和 。」冬 の 観 光キャンペ ーン
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肘折温泉

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。
【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、慢性婦人病など

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

湯田川温泉

朝市の立つ秘境温泉地として全
国的に有名。浴衣姿の湯治客と、
レトロな佇まいも人気です。
日本
有数の豪雪地ならではの特別企
画もあります。
【泉質】ナトリウム-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、打ち身など

月山志津温泉

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

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

小野川温泉

やわらかな湯と清流の音が心地
よい風情ある温泉地。
春には桜が
咲き誇り、秋は鮭の遡上と四季
折々の表情を見せ、
散策におすす
めです。
焼畑あつみかぶが名物。
【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

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 吉本内）☎0237-84-2138

赤湯温泉

奥羽三高湯のひとつとして知ら
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山形新幹線赤湯駅から車で約10分
問／赤湯温泉旅館協同組合
（赤湯温泉観光センター ゆーなびからころ館）☎0238-43-3114

交通/JR山形新幹線さくらんぼ東根駅から車で約７分
問／東根温泉協同組合 ☎0237-42-7100

天童温泉

鳥海温泉

かみ のやま温 泉

神室温泉

酒田

由良温泉

あつみ温泉

瀬見温泉

真室川

余目

陸

羽

西

新庄北IC
新庄IC

線

瀬見
温泉

新庄

最上

舟形

古口

鶴岡西IC
あつみ温泉IC

庄内あさひIC

赤倉温泉
赤倉
温泉 陸羽東線
至古川

尾花沢IC

銀山温泉

大石田
村山IC

碁点温泉

大石田

湯殿山IC
至 新潟

村山

あつみ温泉

西川IC

月山IC

月山志津温泉
寒河江温泉

寒河江SA
寒河江IC

山形JCT

山形鉄道
フラワー長井線
小国 米

坂

今泉 宮内

さくらんぼ
東根

山形
上山IC
かみのやま温泉IC

高畠

山

形

白布温泉

新

線

奥

羽

本

線

蔵王温泉

赤湯温泉

米沢八幡原IC

幹

天童温泉

かみのやま温泉

南陽
高畠IC

米沢北IC
米沢

至 仙台

至 村田JCT

赤湯

羽前
小松

さくらんぼ東根温泉

仙山線

山寺
山形
蔵王IC

山形中央IC
山形
かみのやま
温泉

長井

羽前椿

線

小野川温泉
白川温泉

東根IC
寒河江

左沢線

荒砥

至 坂町

東根北IC

左沢
羽前長崎

湯の沢温泉

至 東京

五色温泉

新高湯温泉

蔵王温泉

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

2

奥羽

鶴岡
IC

羽越本線

肘折温泉

本線

酒田みなとIC

酒田IC
庄内
空港IC
鶴岡
JCT鶴岡

湯田川温泉

上山市

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／（一社）上山市観光物産協会 ☎023-672-0839

至秋田

遊佐

天童市

そのいで湯は「日本の温泉100
選 」に選ばれており、美 肌 効 果
に優れています。
【泉質】ナトリウム・カルシウム硫酸塩泉【適応症】動脈硬化症・
きりきず・やけど・慢性皮膚症・
神経痛・関節痛・冷え症・慢性消
化器症・疲労回復など【飲泉効
能】糖尿病・慢性胆嚢症・胆石・
肥満症・痛風
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

羽根沢温泉

草薙温泉

飛島

雪 祭り

山形市
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

冬のやまがた

EVENT
CALENDAR

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

2/1
（土）● 第14回なんよう雪灯かりまつり［南陽市］

2

月

1/12（日）● ややまつり［庄内町］ ▶P.8

東根市

まむろ川温泉

湯の台温泉

湯野浜温泉

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】ナトリウム塩化物泉
【適応症】神経痛、筋肉痛、関節
痛、五十肩など

月

月

月

1

南陽市

さくらんぼ東根温泉

P

MA
やまが た 温 泉

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】ナトリウム、カルシウム-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、運動麻痺における筋肉のこわば
り、冷え性・末消循環障害、胃腸機能の低下、軽
症高血圧、耐糖能異常、軽い高コレステロール
血症、軽い喘息又は肺気腫、痔の痛み、自律神
経不安定症、ストレスによる諸症状、病後回復
期、疲労回復、健康増進、きりきず・皮膚乾燥症

米沢藩の温泉場でもあった歴史
ある湯。
周辺はぶどうの産地でワ
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山形新幹線米沢駅から車で約3０分
問／白布温泉観光協会 ☎0238-55-2205

光のプロムナード［山形市］

寒河江市
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

米沢市

11/30（土）〜1/13（月・祝）●ひがしねウィンターフェスティバル［東根市］

2/15（土）
・17（月）● 黒森歌舞伎正月公演［酒田市］

１/12
（日）● 大日如来わらじみこしまつり［高畠町］

2/2(日) ● 第44回ひがしね雪まつり［東根市］

2/15(土)予定 ● 真室川冬花火［真室川町］

1/15（水）
〜3/15
（日）予定 ● 米沢八湯かまくら村［米沢市］ ▶P.10

2/2
（日）予定 ● みかわ・あったか冬まつり ［三川町］

2/15(土)・１6（日）● ホワイトアスロン2020［真室川町］▶P.8

1月中旬 ● 赤倉温泉お柴灯
（さいとう）
まつり［最上町］

2/2（日）● さけがわ雪まつり［鮭川村］

2/16（日）● 月山あさひ雪まつり２０２０［鶴岡市］ ▶P.8

1月中旬 ● 道の駅
「あつみ」
しゃりん寒鱈まつり［鶴岡市］ ▶P.14

2/8
（土）
・9
（日）
● 天童高原スノーパークフェスタ［天童市］▶P.6

2/21（金）〜23(日）、2/29(土）〜3/1（日）●月山志津温泉 雪旅籠の灯り［西川町］▶P.4

12/28（土）
〜2/29（土）● 樹氷ライトアップ［山形市］ ▶P.4

1/17（金）〜1/19（日）● スキージャンプワールドカップウィメンズin蔵王［山形市］

２/8（土）〜１1（火・祝）● 真冬のお花見まほろば冬咲きぼたんまつり［高畠町］▶P.10

2/22（土）● 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］

12/31（火）● 山寺大晦日除夜の鐘・光のロード［山形市］

1/19(日) ● 神室雪まつり［金山町］

［寒河江市］
2/8
（土）● 御塞神祭
（おさいじんさい）

2/22（土）
・23（日）● 春待ち市［川西町］

12/31（火）● 醍醐地区慈恩寺大晦日花火大会［寒河江市］

1/19（日）予定 ● 日本海寒鱈まつり［鶴岡市］ ▶P.14

2/8
（土）予定 ● まんだらの里 雪の芸術祭 2020［山辺町］

2/22
（土）
･23
（日）
予定 ●第45回尾花沢雪まつり［尾花沢市］▶P.6

12/31（火）
〜1/1(水) ● 羽黒山松例祭［鶴岡市］

1/19（日）● ゆざ町鱈ふくまつり［遊佐町］ ▶P.14

2/8
（土）● 大山新酒・酒蔵まつり［鶴岡市］ ▶P.15

２/２2（土）予定 ● 中津川雪まつり［飯豊町］ ▶P.10

1/1(水) ● 元旦登城［上山市］

1/25（土）、2/1（土）
・8
（土）
・15（土）● 肘折幻想雪回廊［大蔵村］▶P.6

2/8
（土）
・9
（日）● 第49回 新庄雪まつり［新庄市］ ▶P.8

２/23（日）● 地面出し競争 WorldCup in 肘折［大蔵村］

［遊佐町］
1/1(水)・1/3(金)・1/6(月) ● 国指定重要無形民俗文化財
「アマハゲ」

1/25（土）
・26（日）
● 酒田日本海寒鱈まつり、酒の酒田の酒まつり［酒田市］▶P.14、15

2/8
（土）
・9
（日）● 第43回上杉雪灯篭まつり［米沢市］ ▶P.10

2/28（金）
・29（土）● 春待ち雪見の宴［川西町］

1/5（日）● 飛鳥神社 裸参り［酒田市］

1/25（土）● まつやま大寒能 ［酒田市］

2/9(日) ● 二ノ滝氷柱トレッキング［遊佐町］

3/21(土) ● おおくら雪ものがたり［大蔵村］

1/10(金) ● 山形市初市［山形市］

1/31（金）
・2/1（土）
・2
（日）
●やまがた雪フェスティバル［寒河江市］▶P.6

2/9（日）● 第6回角川雪回廊物語［戸沢村］

※イルミネーション点灯

2/9(日) ● 滑り下駄世界大会［米沢市］

● 第25回 雪の学校［小国町］

1/11（土）〜2/29（土）の土・日・祝日 ●雪国ワンダーランド［新庄市］▶P.8

2/1
（土）● 第17回 ながい雪灯り回廊まつり［長井市］

2/11（火・祝）● 上山市民俗行事 加勢鳥［上山市］ ▶P.4

2/1
（土）● 蔵王樹氷まつり1,000人松明滑走［山形市］

［河北町］
2/15（土）● 恋ひなまつり
（紅花資料館雪まつり）

月

1 2 １２月〜３月

● 西川・月山スノーシューパーク［西川町］

12/4（水）● 保呂羽堂の年越し祭［米沢市］
12/28（土）
〜3/1
（日）● 蔵王樹氷まつり2020

［山形市］ ▶P.4

月

月

2

１/11
（土）
〜3/1（日）● どんでん平スノーパーク［飯豊町］

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

11月下旬〜2月中旬

検索

3

月

1/7(火) ● 肘折さんげさんげ［大蔵村］

13

寒河江温泉

米沢市

白布温泉

鶴岡市

尾花沢市

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

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

最上町

交通／JR陸羽東線赤倉温泉駅から車で約10分
問／赤倉温泉観光協会 ☎080-1660-4083

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山形新幹線米沢駅から車で約20分
問／小野川温泉旅館組合 ☎0238-32-2740

あつみ温泉

1

銀山温泉

西川町

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

鶴岡市

1 1 １１/９
（土）
〜１/１３
（月・祝）●

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

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

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、筋肉病、間接病など

赤倉温泉

天童

「 鶴 岡 の 奥 座 敷 」とも 称 され 、
歴々の文人が愛した温泉地。源
泉かけ流しの湯で、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、動脈硬化など

最上町
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。最上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

鶴岡市

由良温泉

瀬見温泉

大蔵村

冬 こそ 行 きたい 温 泉 王 国
やまがた

湯野浜温泉

3/1（日）● 雪山トレッキング［鮭川村］

詳細情報は、
こちらから！

日程：要問い合わせ

「山形日和。」冬の観光キャンペーン

SPECIAL WEBSITE

http://yamagata-winter.jp

「 山 形日和 。」冬 の 観 光キャンペ ーン

2 019 .12 .1 〜 2 0 2 0 . 3 . 31
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SPECIAL
WEBSITE

蔵王猿倉スキー場

蔵王ライザワールド

上山市

黒伏高原ジャングルジャングル

上山市

東根市

日程／１２月７日
（土）
〜５月６日
（水・休）
時間／8:30〜17:00、ナイター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

日程／12月20日
（金）
〜３月22日
（日）
時間／８：３０〜１７：００
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／蔵王猿倉スキー場 ☎０２３-６７９-２２１１

日程／12月13日
（金）
〜４月５日
（日）
時間／12月13日（金）〜１月17日（金）8:30〜16:00
１月18日（土）〜４月５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

日程／12月14日
（土）
〜4月5日
（日）
時間／８：30〜17：00、
ナイター17：00〜22：00
交通／JR山形新幹線さくらんぼ東根駅から
車で約30分 ※無料シャトルバスあり
（運行日・時間は要問合せ）
問／黒伏高原スノーパークジャングルジャングル
☎0237-41-5555

Asahi自然観スノーパーク

花笠高原スキー場

天元台高原

米沢スキー場

朝日町

尾花沢市

米沢市

日程／１２月下旬〜３月中旬
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

日程／12月14日
（土）
〜3月31日
（火）
時間／9:00〜21:00（金・土・日・祝）
17:30〜21:00（月〜木）
※12/29〜1/4は9：00〜21：00
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

日程／12月上中旬（予定）
〜5月10日
（日）
時間／平日 8：20〜17：00、
土・日・祝 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 ☎0238-55-2236

神室スキー場

湯殿山スキー場

赤倉温泉スキー場

鶴岡市

米沢市

日程／12月21日
（土）
〜3月31日
（火）
時間／8:30〜17:00
ナイター 17:00〜21:00

※12/21〜22、12/27〜1/31全日営業、
2/1〜3/15金・土・日・祝営業

交通／ＪＲ山形新幹線米沢駅から車で約20分
問／米沢スキー場 ☎0238-28-2511

横根スキー場

最上町

小国町

庄内ひな街道

米沢藩の藩士ら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。

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／米沢市、上山市、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（予定）※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／やまがた冬のあった回廊キャンペーン実行委員会 ☎0238-26-6046

会場／庄内地域の各展示施設
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

問

スノーツーリズム

蔵王温泉スキー場

金山町

おきたま・かみのやま雛回廊

やまがた のスキー場

会場／新庄ふるさと歴史センター、最上地域内の旅館、旧家、温泉など
日程／2月中旬〜4月上旬（予定）※施設により異なります。
料金／新庄ふるさと歴史センターは入館料が必要です。
(大人:300円、高校生:100円、小・中学生:50円)
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

冬 は やっぱり

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。

「山形日和。
」
冬の観光キャンペーン

http://yamagata-winter.jp

山形市

もがみ雛めぐり

ウイン ター スポ ーツ！

スキ ー に ︑スノー ボード

お もいっきり 山 形 の 冬 を

満 喫しよ う ！

やまがた

雛 まつり

雛 めぐり

ときは江戸までさかのぼり︑

紅商人が都から運んだ雛人形︒

会場／村山地域14市町の展示施設 日程／1月中旬〜5月上旬（予定）※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

当時の栄華を感じさせる

最上川舟運と北前船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。
また、2018年5月には「山
寺と紅花」が日本遺産に認定され、一部の雛やひな市（ひなまつり）が、
その構
成文化財となっています。

絢爛豪華なその姿は︑

この季節だけのお楽しみ︒

やまがた雛のみち

やまがたのスキー場
詳細情報は、
こちらから！

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

日程／12月中旬〜3月下旬
時間／休日９：００〜２１：００、平日１5：００〜２１：００
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

日程／１２月上旬〜３月下旬
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5分
問／湯殿山スキー場 ☎0235-54-6450

日程／12月14日
（土）
〜3月31日
（火）
時間／8:30〜16:00
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

日程／12月下旬〜３月下旬
時間／9：00〜17：00
ナイター17：00〜21：00（日・祝休業）
ハーフパイプ11：00〜16：00（木休業）
交通／JR米坂線小国駅から車で約5分
問／横根スキー場 ☎0238-62-4723
おぐに白い森（株）☎0238-62-4518

「 山 形日和 。」冬 の 観 光キャンペ ーン
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米沢牛

美食 美 酒
やまがた

自然が育んだ

美味しい食べ物とお酒︒

この時期だけの冬の味覚を

どうぞご堪能ください︒

庄内北前ガニ

おいしい食の都庄内 庄内北前ガニキャンペーン
庄内北前ガニは重さ１キロ以上、甲羅の幅13cm以上で活きたまま出荷される、山形の漁師が誇るブラ
ンドズワイガニです。庄内浜では有名産地より一足早く、10月からズワイガニ漁が解禁となります。庄内
浜産のおいしいズワイガニを庄内各地でご賞味ください。
キャンペーン期間中に参加店でズワイガニ料理をご注文され、簡単なアンケートに回答された方の中か
ら、抽選で素敵なプレゼントもあります。

日程／10月３日
（木）
〜１月31日
（金）
時間・会場・交通・料金／キャンペーン参加店による
問／庄内浜ブランド創出協議会（山形県庄内総合支庁水産振興課）☎0234-24-6045

まろやかな甘味が広がる

2017年3月に地理的表示ＧＩ認定された

極上の銘柄牛

でも、
ステーキでもおいしくいただけます。

問／米沢観光コンベンション協会 ☎0238-21-6226

日本海の冬の味覚
﹁寒鱈﹂
を

交通／ＪＲ山形駅からバスで約２０分 ※当日はシャトルバスを運行 ＪＲ羽前千歳駅から徒歩で約１５分
問／「日本一美酒県 山形」
フェア実行委員会 ☎０２３-６３０-２５４２

豪快に煮た熱々の寒鱈汁！

会場／山形ビッグウイング 日程／3月21日
（土）
・22日
（日）

寒鱈汁

日本酒

「日本一美酒県 山形」
フェア［ 山 形 市 ］

高品質の「米沢牛」
は、
すき焼きでも、焼肉

恵まれた生育環境の賜物で一度は食した

い逸品です。

日本海寒鱈まつり

ゆざ町鱈ふくまつり

［鶴岡市］

［遊佐町］

会場／鶴岡銀座通り
日程／1月19日
（日）予定
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

会場／マルチドーム
「ふれんどりぃ」
日程／1月19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

酒田日本海
寒鱈まつり［ 酒 田 市］

道の駅「あつみ」
しゃりん寒鱈まつり

会場／酒田市中心商店街、
さかた海鮮市場周辺
日程／1月25日
（土）
・26日
（日）
交通／JR羽越本線酒田駅から車で約5分
問／酒田商工会議所 ☎0234-22-9311

品質の良さが自慢！

※酒田日本海寒鱈まつりと同時開催

めた
「やわらかくて透明感のある飲

交通／ＪＲ羽越本線酒田駅から車で約5分

んでおいしい日本酒」
です。

問／酒田市交流観光課 ☎0234-26-5759

新しい県産酒米「雪女神」
で醸した

大山新酒・酒蔵まつり［ 鶴 岡 市 ］

純米大 吟 醸 酒も多くの 酒 蔵から
発売されています。冬の期間は、各

地で酒まつりも開催されます。ぜひ、
山形の日本酒をお試しください。

会場／鶴岡市大山地区（４酒蔵） 日程／2月8日
（土）

酒の酒田の酒まつり

ワイン

山形鉄道ワイン列車

会場／めざみの里観光物産館
日程／3月〜6月下旬（休園日あり）
料金／中学生以上1,700円〜、小学生1,500円〜、
幼児800円〜、
３歳未満500円〜
（要予約）
一部変更となる場合があります。
時間／10：00〜15：00
交通／JR米坂線羽前椿駅から車で約5分
問／めざみの里観光物産館 ☎0238-86-3939

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月下旬〜3月31日
（火）
料金／30分食べ放題：大人1,800円、小学生1,400円、
幼児1,000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

会場／フラワー長井線車内
日程／12月14日
（土）
・2月29日
（土）

運行時間／赤湯駅14:35発 赤湯駅16:51着
問／山形鉄道企画営業係 ☎0238-88-2002

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

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？

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。

料金／1名4,500円

問

問／大山新酒・酒蔵まつり実行委員会 ☎0235-33-2117

いちご狩り体験［ 飯 豊 町 ］

雪中いちご狩り［ 寒 河 江 市 ］

クリスマスと4年に1度のうるう年はフラワー
長井線でゆったり大人の時間を。南陽市
内ワイナリーから厳選したワインを、車窓を
流れる置賜の景色と共にお楽しみください。

予約／要

15

交通／ＪＲ羽越本線羽前大山駅から車で約5分

庄内浜

いちご

自然と調和しながら創る山形の酒は、農家と蔵人の想いを込

ハウスの中は

会場／酒田市中心商店街
日程／1月25日
（土）
・26日
（日）

甘〜いいちごの

で、世界的にはボルドー、
シャンパン、
スコッチなどが有名です。

香りでいっぱい！

酒の酒田の酒まつり［ 酒 田 市 ］

けました。
これは産地の名称を知的財産として保護する制度

やまがたへの旅

検索

冬の味覚！

おいしい食の都庄内
天然とらふぐキャンペーン
冬の庄内浜でとれる
「天然とらふぐ」
を地
元のお店で楽しめます。刺身「てっさ」の
ほか、鍋「てっちり」、唐揚げ、皮の湯引き、
白子、雑炊、
そしてヒレ酒など、
いろんな味
わい方ができるのがとらふぐの魅力です。
キャンペーン期間中に参加店でとらふぐ
料理をご注文された方で、簡単なアン
ケートに回答された方の中から抽選で素
敵なプレゼント。

会場／道の駅「あつみ」
しゃりん
日程／1月中旬
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

とらふぐ

2016年12月、山形県産日本酒は、地理的表示ＧＩの認定を受

［鶴岡市］

日程／12月1日
（日）
〜3月15日
（日）予定
時間・会場・交通・料金／キャンペーン参加店による
問／庄内浜ブランド創出協議会
（庄内総合支庁水産振興課）☎0234-24-6045

おいしい食の都庄内 冬の三寒四温観光キャンペーン
庄内の冬の味覚「寒だら、寒ふぐ、寒ずわい」
を使った料理と、
温まる
「温泉、新酒、
まつり、
ひな」のイベントにおいでいただき
庄内の三寒四温をぜひお楽しみください。
日程／12月1日
（日）
〜3月31日
（火）予定
時間・会場・交通・料金／キャンペーン参加店による
問／庄内観光コンベンション協会 ☎0235-68-2511

「 山 形日和 。」冬 の 観 光キャンペ ーン

2 01 9 .12 .1 〜 2 0 2 0 . 3 . 31

1
14

東北・新潟 の 冬 の 観光情報
青森

弘前公園 冬に咲くさくらライトアップ

日本一と名高い弘前公園のソメイ
ヨシノを、冬でも満開にしたいと市
民が立ち上がり、2年前に初めてラ
イトアップによる
「冬に咲くさくら」の
絶景を実現しました。写真にする
と、
より綺麗なピンクになることから、
インスタグラムやツイッターでも人気
を博しています。
会場／青森県弘前市弘前公園追手門付近外濠
日程／12月上旬〜2月下旬（詳しくはお問い合わせください）
休／なし
料金／無料
交通／JR奥羽本線弘前駅からバスで約15分
問／弘前市観光課 ☎0172-35-1128

秋田

コースのポイント！

●おとな
（中学生以上）
●こども
（小学生）
3,000円→2,700円（税込） 1,500円→1,350円（税込）

4,000

■料金／1名様 おとな
円（こども 2,000円）
■運行日／1月11日〜13日、16日〜28日、31日、
2月1日〜3日、7日〜11日、14日〜17日、21日〜24日、28日・29日
■食事／なし ■運行／ジェイアールバス東北（株）
コース

ホテルメトロポリタン仙台
10：10発

山形の特産物、
ご当地限定のお菓子やお酒等、
多数の
蔵王樹氷
お土産品が揃った山形県を代表する観光ターミナルで
広々としたフードコートでは、
県内有名ショップの味
蔵王連峰の特別な気象条件と植生が織りなす自然の す。
が楽しめます。
芸術
「樹氷」
。
神秘的なその姿は必見です。

のってたのしい列車で

冬の山形へ

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

2019年12月で山形新幹線 山形〜新庄間延伸20周年！

とれいゆ つばさ
運転日

※全車指定席
※6両編成

10/5（土）
〜3/29（日）の土・日・祝日
※除外日：11/23・24・
12/28・29・1/1・4・5

福島〜新庄
1号 福島（10：02）→新庄（12：16）
時間
2号 新庄（15：00）→福島（17：41）

ホテルメトロポリタン仙台
17：20頃着

仙台駅
（東口）
17：30頃着

※ぐっと山形フードコートにて自由食となります。 ※昼食代はお客様負担となります。
※蔵王ロープウェイ乗車運賃はお客様負担となります。 ※1 蔵王温泉街をお楽しみいただくこともできます。
※お帰りは、
ウェスティンホテル仙台、
ホテルメトロポリタン仙台、
仙台駅
（東口）
の中からお好きな場所で下車していただけます。

2019年10月5日運行開始！

車両イメージ

「乗るべ、温泉新幹線。」
キャンペーン実施中！
感謝の気持ちを込めて、山形県内をご旅行いただいた方へ
「温泉新幹線 手ぬぐい」
をプレゼント！ JR 仙台支社

検索

日本海東北
自動車道

酒田

会場／新潟市中央区古町8・9番町界隈古町花街美食めぐり参加店
日程／〜３月31日
休／各店舗による
２枚つづり3,200円
料金／ほろ酔いチケット付きマップ３枚つづり4,800円、
交通／ＪＲ新潟駅からバスで約10分
問／古町花街コミュニティインフォメーション ☎070-5367-0358

盛岡

新庄

鶴岡

古川

山形自動車道
仙台
山形
米沢
山形新幹線

仙台空港
東北中央
自動車道

会場／岩手県花巻市「鉛温泉スキー場」
２月２日（日）、
２月11日（火・祝）、
２月16日（日）、
２月24日（月・振休）
日程／１月26日（日）、
料金／参加費1人1,000円ランタン1個1,000円
※花巻温泉郷にお泊りいただく方限定のイベントです。
交通／JR東北本線 花巻駅 バス約35分
（開催日のみ花巻温泉、台温泉、花巻南温泉峡より無料シャトルバスあり）
問／花巻市観光協会 ☎0198-29-4522

東京

名古屋空港
（小牧）

南三陸キラキラ丼

キラキラ丼とは地元産の海
鮮をふんだんに使い，見た
目も味も豪 華なその名の
通り”キラキラ”したどんぶり
のことです。1 1月～ 2月は
極上のイクラがこれでもかと
いうほどのった「いくら丼」
として登場します。
会場／南三陸市内各店舗
日程／11月〜2月
休・料金・交通／店舗によって異なる
問／南三陸町観光協会 ☎0226-47-2550

福島

郡山

磐越自動車道

はなまき星めぐりの夜

会津絵ろうそくまつり〜ゆきほたる〜

会津の伝統工芸品のひとつであ
る
「会津絵ろうそく」。1本、1本に職
人技が感じられる会津絵ろうそくを
もっと、
皆さんに知っていただこうと、
このまつりを開催しています。鶴ヶ
城や御薬園をはじめ、
市内各所に
て約10,000本のあたたかな蝋燭
のあかりに照らされた会津の幻想
的な雪景色をお楽しみ下さい。
会場／鶴ヶ城公園、御薬園、市内各所
日程／2月7日(金)・8日
（土）
休／なし
料金／無料
交通／ＪＲ磐越西線会津若松駅からまちなか周遊バスハイカラさん・あかべぇ利用
問／会津まつり協会 ☎0242-23-4141

羽田空港

車両イメージ

海里（KAIRI） ※全車指定席
※４両編成
１２月の金・土・日・祝日、
１２/３０・３１
１月２月の土・日・祝、
１/２・３
区 間 新潟〜酒田
●新潟（10：12）→酒田（13：19）
●酒田（15：02）→新潟（18：31）
12/27〜31
時 間 【冬ダイヤ】
●新潟（10：12）→酒田（12：44）
●酒田（16：00）→新潟（18：31）

運転日

日程／12月1日
（日）
〜3月31日
（火）
問／やまがた冬のあった回廊キャンペーン実行委員会事務局
（山形県置賜総合支庁観光振興室内）☎0238-26-6046
（平日8:30〜17:15、土日祝年末年始休）
4号車（イメージ）

※３月以降の運転日は、専用のパンフレットまたはＪＲ東日本ホームページをご覧ください。
※4号車は食事付びゅう旅行商品専用車両です。

足湯（イメージ）

リゾートみのり

車両イメージ

10/5（土）
〜3/29（日）の土・日・祝日
（10/21・25・28・30・31・11/1・8含む）
運転日
※除外日：10/12・12/28・29・
1/1・4・5・25・26
区 間 仙台〜新庄
［下り］仙台（9：13）→新庄（12：26）
時間
［上り］新庄（15：01）→仙台（17：39）

http://attakairou.oki-tama.jp/

アンケート＆温泉に泊まって当たるキャンペーン実施中！
山形の冬は一面の銀世界。県南部の置賜地域と上山市では、厳し

い寒さの冬だからこそ、
ここでしか楽しめない特別な体験があなたを

※全車指定席 ※3両編成（2両の日もあり）

区間

大曲
飛島

東北新幹線

ウェスティンホテル仙台
17：10頃着

ぐっと山形

蔵王樹氷見学

蔵王山麓駅 ↔ 樹氷高原駅 ↔ 地蔵山頂駅
（滞在約150分）

※1

古町花街美食めぐり

江戸時代から続く歴史と文化が
今も息づいている新潟市の「古
町」。風情ただよう割烹や日本料
理店、
おばんざい、
居酒屋、
ＢＡＲ
などで、旬の御料理と銘酒のセッ
トが味わえます。
チケット片手に、
店主や女将との一期一会を気軽
にお楽しみいただけます。

秋田新幹線

秋田

東北自動車道

（滞在約40分／自由昼食）
11：50頃着〜12：30発

八戸

岩手

宮沢賢治の故郷としても全国に名
を知られる花 巻 市の鉛 温 泉ス
キー場で行われる冬だけのイベン
ト。
それぞれの願いを込めたランタ
ンをいわての星空に打ち上げる幻
想的な風景をお楽しみください。

宮城

おいしい庄内空港
会場／阿仁スキー場
おいしい山形空港
日程／1月上旬〜3月上旬（詳しくはお問い合わせください）
大阪空港（伊丹）
休／お問い合わせください
料金／ゴンドラ往復大人1,800円、子供800円（15名以上団体割引あり）
交通／秋田内陸縦貫鉄道阿仁合駅から車で約20分
日本海東北
問／森吉山阿仁スキー場 ☎0186-82-3311
自動車道
新潟

新潟

青森

森吉山 阿仁スキー場 樹氷観察

日本三大樹氷鑑賞地の一つで
ある「 森 吉 山 」の 樹 氷 。スノー
シューやかんじきを無料で借りら
れ、気軽に樹氷巡りが楽しめま
す。
ゴンドラ山麓駅舎では秋田犬
の
「北斗」
にも会えます。

関越自動車道

山形県観光物産会館
「ぐっと山形」

ウェスティンホテル仙台
10：20発

新青森

新千歳
空港

上越新幹線

仙台駅
（東口）
72番定期観光バス乗り場
10：00発

至 函館
北海道新幹線

福島

●仙台市内から蔵王の樹氷や温泉街を巡るコース！
●山形県観光物産会館「ぐっと山形」
で自由に昼食をお楽しみいただけます。
●蔵王ロープウェイからは圧巻の樹氷をお楽しみいただけます。

往復乗車運賃

蔵王ロープウェイ特別割引

楽しんでみませんか？

東北新幹線

絶景の蔵王樹氷号

定期観光バスご乗車のお客さま向け

東北・新潟周遊の旅を

東北自動車道

仙台駅・駅周辺ホテル
【発着】

足を延ばして

待っています。

雪の中でのアクティビティを思い切り楽しんで、
あったかい温泉につか

り、
「米沢牛」
や「郷土料理」
などの『美食』
や「日本酒・ワイン」の『美

酒』
に舌つづみをうつ。寒い冬に可憐に咲く啓翁桜や雪の中で揺れ

（イメージ）

る灯り、
また温かい人々との会話で心が癒される。さあ、
「おきたま・か
みのやま」
で、
からだもこころもあったまる旅に出かけてみませんか？

※このデータは２０１９年１０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。
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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

「 山 形日和 。」冬 の 観 光キャンペ ーン

2 019 .12 .1 〜 2 0 2 0 . 3 . 31

1
18

