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最上川を渡る爽やかな風
と稲穂の揺れをイメージ
した、第一回目から踊ら
れている優雅で華麗な伝
統のある「正調花笠踊り」
を、パレードでは見るこ
とができない、ステージ
用にアレンジした華やか
な舞でご披露いたします。

所要時間  花笠音頭（15コーラス）約８分
費用の目安   花笠舞踊団派遣料（１人あたり：税込）
　　　　　◇日当：11,000円 ◇クリーニング代：5,000円
　　　　　◇交通費：実費
お問合せ先  山形県花笠協議会　ＴＥＬ 023-642-8753

芸妓が守ってきた山形の伝統
芸能を継承するため、やまが
た舞子は活動しております。
式典や懇親会での演舞はもち
ろん、お酌や写真撮影などに
より、国内外のお客様方から
舞子とのコミュニケーション
は人気があります。

所要時間  演舞時間はご相談に応じます。（2曲で約10分）
費用の目安  基本料金　１名/ １座席/ １時間…12,000円（税抜）
　　　　　 以降30分毎に6,000円　その他、交通費など

ございますので、詳しくはお問合せ下さい。
お問合せ先  やまがた紅の会（山形伝統芸能振興）
　　　　　ＴＥＬ 023-634-0232

花笠踊りを学生らしく
ダイナミックにアレン
ジしたものを県内外各
地のイベントやお祭り
で踊ったり、花笠踊り
を通して地域の学校と
交流をしたりする山形
大学のサークル。例年
約70のイベント等で披
露しております。

所要時間  10分～20分　
費用の目安  特になし
お問合せ先  shimensoka.hanagasa@gmail.com

山形市  四面楚歌

毎年８月５日から７日まで山形市で開催され
る「山形花笠まつり」を皮切りに、花笠踊り
発祥の地とされる尾花沢市「おばなざわ花笠
まつり」など、花笠踊りは山形を代表する踊
りです。
軽快な花笠音頭に合わせて、ヤッショ、マカショ♪の掛
け声で花笠を手に踊ります。
式典や懇親会で披露する出演団体も多数あり、内容や出
演料などに合わせてご紹介します。会場で参加者がおど
りの輪の中に入れば、一層盛り上がります。

源流花笠踊り保存会や花笠踊

りお披露目隊による花笠踊り

を披露いたします。花笠踊り

発祥の地「尾花沢」の伝統・

笠廻しは、ダイナミックで見

ごたえがあります。

所要時間  15分～20分
費用の目安  要相談（団体への謝礼）
お問合せ先  尾花沢市商工観光課　ＴＥＬ 0237-22-1111㈹
　　　　　shoko@city.obanazawa.yamagata.jp

山響メンバーによる、弦
楽四重奏、弦楽三重奏、
フルート四重奏、オーボ
エ四重奏、金管三重奏、
金管五重奏等。大会や式
典の祝奏、懇親会での迎
賓および乾杯後のBGM
演奏。

所要時間  20分～60分
費用の目安  １名あたり　30,000円（税別）×人数分
　　　　　※山形市外の場合は、別途交通費
お問合せ先  ＴＥＬ 023-616-6606
　　　　　orchestra@yamakyo.or.jp

尾花沢市 おばなざわ花笠踊り

山形市  山形交響楽団アンサンブル演奏

山形市  花笠踊り（山形県花笠協議会）

山形市  やまがた舞子・芸子

花笠おどり

披露系アトラクション
Attractions

MICE開催時の式典や懇親会に華をそえるアトラクション
山形の代表的な祭りで踊られる「花笠おどり」をはじめ、各地域
に伝承されている郷土芸能、古の日本文化を伝承している
「やまがた舞子」、海外のお客様に人気の居合抜刀・サムライ
パフォーマンスなどご紹介します。

山形市
Yamagata

山形市
Yamagata

尾花沢市
Obanazawa

山形市
Yamagata

山形市
Yamagata
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江戸時代から上山
市に伝わる歳神様
の来訪行事。商売
繁盛・火の用心・
五穀豊穣など祈っ
て演舞を行います。

所要時間  10分～20分　 費用の目安  50,000円～
お問合せ先  （一社）上山市観光物産協会
　　　　　ＴＥＬ 023-672-0839

和 太 鼓 演 奏「 太 悳 」
TAISHINは、山形県内
の企業、団体、学校（ス
クールコンサート）等
における演奏の他、ブ
リヤート国立劇場（ロ
シア）、浅草公会堂（東
京）などおける公演に
出演しています。

所要時間  10分～30分程度（1～3曲程度）
費用の目安  50,000～100,000円（楽器搬送費別）
お問合せ先  ＴＥＬ 080-9016-4125

山形市  太悳 TAISHIN

山形では、温泉ホテル（旅館）を会
場にMICEが開催できます。
特に国際会議など海外からの参加者
が多いMICEでは、「日本らしい」「日
本ならでは」の温泉ホテルは好評で
す。和風の会議会場や懇親会での美
味しい料理、滞在する和風の客室
や温泉は参加者を癒し、
MICEの満足度が上がる
こと請け合いです。

真剣による居合形の演武や大迫力の抜刀

術デモンストレーションを実演。阿部派

一刀流宗家による迫力のある抜刀術の妙

技をご覧いただけます。

所要時間  30分程度
費用の目安  出張プラン 80,000円（税別）～
お問合せ先  

（一社）村山市観光物産協会　
ＴＥＬ 0237-53-1352
info@murayama-kanbutu.com

天聲会による天童木遣、祭礼

や建前など、おめでたい行事

の席で、祝いの歌として歌わ

れます。

所要時間  ５分
費用の目安  要相談
お問合せ先  天童木遣　天聲会
　　　　　水戸　久栄　
　　　　　ＴＥＬ 090-3122-1242

村山市  居合抜刀術 サムライショー 天童市  天童木
き

遣
や り

上山市  民俗行事 加勢鳥

〈山形コンベンションビューローの賛助会員　温泉MICE関連〉

ヒルズサンピア山形 山形市 中桜田温泉 023-631-1555
ホテル樹林 山形市 蔵王温泉 023-694-9511
ホテルルーセントタカミヤ 山形市 蔵王温泉 023-694-9135
たかみや瑠璃倶楽リゾート 山形市 蔵王温泉 023-694-2520
ホテル松金屋アネックス 山形市 蔵王温泉 023-694-9706
最上高湯　善七乃湯 山形市 蔵王温泉 023-694-9422
ル・ベール蔵王 山形市 蔵王温泉 023-694-9351
ホテルオークヒル 山形市 蔵王温泉 023-694-2110
ZAOセンタープラザ 山形市 蔵王温泉 023-694-9251
蔵王温泉みはらしの宿 故郷 山形市 蔵王温泉 023-694-2355
和歌の宿わかまつや 山形市 蔵王温泉 023-694-9525

ホテルサンチェリー 寒河江市 寒河江温泉 0237-83-5000
ホテルシンフォニーアネックス 寒河江市 新寒河江温泉 0237-83-1222
日本の宿 古窯 上山市 かみのやま温泉 0570-00-5454
仙渓園 月岡ホテル 上山市 かみのやま温泉 023-672-1212
展望露天の湯 有馬館 上山市 かみのやま温泉 023-672-2511
果実の山 あづま屋 上山市 かみのやま温泉 023-672-2222
クアハウス碁点 村山市 碁点温泉 0237-56-3351
美味求真の宿 天童ホテル 天童市 天童温泉 023-654-5511
ほほえみの宿 滝の湯 天童市 天童温泉 023-654-2211
天童グランドホテル 舞鶴荘 天童市 天童温泉 023-653-3111
ホテル王将 天童市 天童温泉 023-653-3155
ひまわり温泉ゆ・ら・ら 中山町 ひまわり温泉 023-662-5780

♨︎やまがた温泉MICE♨︎

山形市
Yamagata

村山市
Murayama

上山市
Kaminoyama

天童市
Tendo
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蔵王温泉の温泉街に出来た
新スポット、山形県内49
蔵元の日本酒を楽しむこと
ができる居酒屋併設の施設
です。貸切で使うことがで
き、最大立食で90名くら
いまでのバンケットが可能
です。タカミヤホテルグ
ループ系列なので、料理も
美味しい郷土料理が楽しめ
ます。

収容可能人数  立食～90人　着席～40席
お問合せ先  山形酒のミュージアム
　　　　　湯けむり屋台つまみ　ＴＥＬ 023-694-9052

かつての酒蔵を活用し
た観光交流施設です。
和室や囲炉裏の間、ホー
ルがあり、多用途での
活用が可能です。
また、大ケヤキをはじ
めとする周辺地観光拠
点、国際交流やインバ
ウンドといった交流を
生み出す集いの場所と
しても期待
されていま
す。

お問合せ先  東の杜　ＴＥＬ 0237-48-7211

山形市  山形酒のミュージアム

東根市  東
ひ が し

の杜
も り

旧山形県庁舎に併設された旧
県議会議事堂はレンガ造り２
階建てで、当初から公会堂と
しての性格も併せ持って計画
されました。このため議場の
議員席も固定席ではなく、講
演会や演奏会等さまざまな催
しに使われていました。現
在、議場ホールは一般に貸出

をしており、会議や講演会、文化的イベントに利用できます。コン
ベンション開催時の市民公開講座などにはぴったりです。
収容可能人数  シアター形式　最大250席
お問合せ先  （公財）山形県生涯学習文化財団（文翔館）
　　　　　ＴＥＬ 023-635-5500　

天童温泉街にオープン
した屋台村「と横丁」。
各屋台が地元の食材を
使用し、自慢の一皿を
ご提供しております。
季節にあった美味しい
料理を色んな屋台で食
べ比べてみて下さい。
お酒との相性もバッチ
リな逸品たちが勢ぞろ

いですので、ぜひ、店長おすすめの「この一皿には、こ
のお酒‼」をお楽しみください。
収容可能人数  屋台村内各店舗にお問合せ下さい。
お問合せ先  QRコードからホームページ参照

山形市  山形県郷土館「文
ぶ ん

翔
しょう

館
か ん

」議場ホール

天童市  天童温泉屋台村「と横丁」

ユニークベニュー
Unique Venues

国際会議をはじめ、近年では国内会議でも開催地に求められるユニーク・
ベニュー、多くは重要文化財や美術館などでのバンケットを指しています。
山形では、一般的な会議場やホテルなどでのバンケットの他に、山形らし
い、日本ならではの会場提案として、「やまがた温泉MICE」などのユニー
クベニューをご提案しています。

山形市
Yamagata

山形市
Yamagata

天童市
Tendo

東根市
Higashine
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玉貴は山形県のほぼ中
央に位置し自然溢れる
月山の麓で室内からは
清流寒河江川が眼下に
広がる素晴らし景観と
四季折々の山形の旬の
食材を使ったお料理で
おもてなし致します。

収容可能人数  300人まで
お問合せ先  ＴＥＬ 0120-74-2364　ＴＥＬ 0237-74-2364

1782年 創 業 の 老 舗
鰻・郷土料理店です。
専称寺をはじめ、14
の寺院が立ち並ぶ旧寺
町にあり、喧騒とは全
く無縁の昔と変わらぬ
街で、郷土に伝わる味
をどうぞご賞味くださ
い。

収容可能人数  120人まで
お問合せ先  ＴＥＬ 023-631-2738

伊藤博文公が名付けた
「四山楼」。
歴史を語る重厚な蔵座
敷。ゆったりとした構
えの大広間で、心ゆく
まで日本料理の味と風
情をご堪能くださいま
せ。

収容可能人数  20人までの蔵座敷
　　　　　大広間は約100席の宴席が可能。
お問合せ先  ＴＥＬ 023-622-0043

西川町  清流・庭園 山菜料理 玉貴

山形市  鰻・郷土料理 あげつま

山形市  料亭 四
し

山
さ ん

楼
ろ う

創業明治９年で山形
市の中心に位置しま
す。国の有形文化財
の建物にて落ち着い
たお食事空間を提供
致しております。

収容可能人数  10人～150人まで
お問合せ先  ＴＥＬ 023-622-2007　

千歳公園の杜の中、
明治の面影残るお座
敷で、山形の素材を
生かした懐石料理を 
ゆっくりとお楽しみ
くださいませ。

収容可能人数  150人まで
お問合せ先  ＴＥＬ 023-631-3644

山形市  料亭 千歳館

山形市  料亭 亀
き

松
し ょ う

閣
か く

古の日本文化を守る
建物と郷土料理で国
内外のお客様をおも
てなしできます。

山形に息づく料亭文化 山形市
Yamagata

山形市
Yamagata

山形市
Yamagata

山形市
Yamagata

西川町
Nishikawa
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開山約1300年の古刹。鎌
倉後期作の十二神将など国
県市指定の文化財が200躯
を超え「文化財の宝庫」と
して知られています。仏像
等の吐息が聞こえそうなほ
ど、間近な距離で拝観する
ことができることも魅力の
ひとつです。

アクセス  JR左沢線羽前高松駅から徒歩20分、JR寒河江駅から車で10分、
　　　　　山形自動車道寒河江ICから車で15分、
　　　　　山形空港から車で18分
拝 観 料  一般大人700円他
お問合せ先  本山慈恩寺　ＴＥＬ 0237-87-3993

1300年前に行基が開山した
歴史深いお寺で、西の出雲、
東の若松と言われ、縁結びの
観音様である若松観音が祀ら
れています。境内には、国指
定重要文化財に指定された若
松寺観音堂をはじめ、学問や
芸術の女神である弁天様を祀
る奥の院、子育て地蔵、元三
大師堂など歴史ある文化財が
点在しています。

アクセス  東北中央自動車道天童ICから車で約18分、
　　　　　JR天童駅から車で約15分
お問合せ先  鈴立山　若松寺　ＴＥＬ 023-653-4138

大正５年に完成した旧山形
県 庁 舎 と 旧 県 会 議 事 堂 で
す。館内には、山形県の歴史
や国指定重要文化財に指定
されている建物の説明があ
ります。また、英国近代様式
を基調とした建物は、映画の
ロケにも使われています。

所要時間等   開館時間　9：00～16：30、休館日　第１・３月曜日
　　　　　 （ただし、祝祭日の場合は翌日）、年末年始
　　　　　（12月29日～１月３日）
費 用 等  無料
お問合せ先  （公財）山形県生涯学習文化財団（文翔館）
　　　　　ＴＥＬ 023-635-5500

本山慈恩寺への参道入口
付近に休憩・飲食スペー
スも備えた「慈恩寺総合
案 内 所 」 と し て2021年
５月にオープン！巨大模
型へのプロジェクション
マッピングや大型円形シ
アタールームでの迫力あ

る４K映像等により、慈恩寺の魅力を紹介します。
アクセス  JR左沢線羽前高松駅から徒歩20分、JR寒河江駅から車で10分、
　　　　　山形自動車道寒河江ICから車で15分、
　　　　　山形空港から車で18分
費 用 等  入場無料
お問合せ先  （一社）寒河江市観光物産協会　ＴＥＬ 0237-86-8866

山寺、正しくは宝珠山立石寺
といい、貞観２年（860）清
和天皇の勅願によって、慈覚
大師が開いた天台宗のお山で
す。根本中堂は、国指定重要
文化財であり、時間が許され
るのであれば、一千段の石段
を登り、松尾芭蕉が詠んだ俳
句の世界をご覧ください。

アクセス  JR山形駅から仙山線で20分
費 用 等  立石寺拝観料　大人・高校生300円、
　　　　　中学生200円、４歳以上幼児・小学生100円
お問合せ先  山寺観光協会　ＴＥＬ 023-695-2816

平成２年建立。世界で
も類を見ない「空気」
を御神体とする神社で
す。参道には、宇宙を
創る５行（木・火・土・
金・水）のモニュメン
トがあります。

アクセス  JR左沢駅より車40分
費 用 等  無料
お問合せ先  朝日町観光協会　ＴＥＬ 0237-67-2134

山形城は、70万坪にもおよぶ
広さを持つ平城で、最上家11
代目の戦国武将、最上義光公の
時代に形作られました。霞城公
園（かじょうこうえん）は、山
形城二ノ丸の堀や土塁などが残
る都市公園で、平成３年には二
ノ丸正門の東大手門が復元され
ています。春には約1,500本の
桜が咲き誇る桜の名所ともなっ
ています。

アクセス  JR山形駅から徒歩10分
費 用 等  無料
お問合せ先  （一社）山形市観光協会　ＴＥＬ 023-647-2266

寒河江市 本
ほ ん

山
ざ ん

慈
じ

恩
お ん

寺
じ

天童市  若
じ ゃ く

松
し ょ う

寺
じ

山形市  山形県郷土館 文
ぶ ん

翔
し ょ う

館
か ん

寒河江市 史跡慈恩寺旧境内ガイダンス
交流拠点施設「慈恩寺テラス」

山形市  山寺 立
り っ

石
し ゃ く

寺
じ

朝日町  空気神社

山形市  霞
か

城
じ ょ う

公園（山形城址）

観光スポット
Sightseeing spots

山形市を中心とした村山広域圏は、蔵王連峰と月
山・葉山に囲まれた自然に恵まれたエリアです。
山形県の母なる川「最上川」の流域は、古く紅花
を中心とした京都との商運で栄えました。紅花商
人の蔵は、今も残り郷土資料館や飲食店などに活
用されています。

山形市
Yamagata

山形市
Yamagata

山形市
Yamagata

寒河江市
Sagae

寒河江市
Sagae

天童市
Tendo

朝日町
Asahi
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山形市郷土館（旧済生館本館）は、初代
山形県令三島通庸の命により、山形県立
病院として明治11年２月に落成し、太政
大臣三条実美によって「済生館」と命名
されました。その後、山形市立病院とし
て使用され、昭和41年に国の重要文化財
に指定されました。明治初期の擬洋風建
築の傑作です。
アクセス   JR山形駅西口から霞城公園南

門経由で徒歩約15分
費 用 等  無料
お問合せ先  山形市郷土館　ＴＥＬ 023-644-0253、
　　　　　山形市教育委員会社会教育青少年課文化財保護係　
　　　　　ＴＥＬ 023-641-1212（内線 626・627）

最上義光、山形城や郷土の刀
工に関する収蔵品を収集し、
テーマに合わせて展示してい
ます。織田信長から拝領した
最上義光所用の三十八間総覆
輪筋兜、東北では珍しい合戦
風景を描いた長谷堂合戦図屏
風（複製）などは常時展示し
ています。霞城公園の中に佇
む、アーチ状のコリドールが

印象的なファザードを持つ建物です。
アクセス  JR山形駅から徒歩14分（1.1km）
費 用 等  無料
お問合せ先  最上義光歴史館　ＴＥＬ 023-625-7101

かつて「羽州の名城」と称さ
れた上山城。観光ボランティ
アガイドが館内をご案内でき
ます。天守閣からは、上山市
内や蔵王連峰が一望でき、周
辺には桜の名所としても有名
な月岡公園や足湯、売店もあ
ります。

所要時間等  午前９時～午後４時45分（最終入館）
　　　　　休館日：毎週木曜日（祝日の場合は前日）、
　　　　　12月29日～31日、他メンテナンス休館日有
入 館 料  大人 420円、学生 370円、小人 50円
お問合せ先  ＴＥＬ 023-673-3660

江戸時代後期に活躍した
村山市出身の北方探検家 
最上徳内。エトロフ島な
どの北方諸島やカラフト
などでの調査は、高い評
価を得ています。最上徳
内記念館では、その偉大
な業績を伝えていくた
め、資料など展示してい
ます。

アクセス  山形空港からタクシーで約15分
費 用 等  大人300円、高校生以下無料
お問合せ先  最上徳内記念館　ＴＥＬ 0237-55-3003

俳聖芭蕉と門人の遺
墨を中心に、奥の細
道に関する資料等を
展示しています。企
画 展 と し て、 俳 文
学、日本文化に関す
る資料を展示するこ
ともあります。

アクセス  JR仙山線山寺駅から徒歩8分
入 館 料  大人400円（団体 大人320円）、
　　　　　高校生以下無料
お問合せ先  ＴＥＬ 023-695-2221

地学・植物・動物・考古・歴史・民俗・教育の７
部門を持つ総合博物館です。館内には国宝土偶「縄
文の女神」、県指定天然記念物「ヤマガタダイカイ
ギュウ」の化石など多数の貴重な資料が展示され
ています。また、企画展、各種講座、研究等も行っ
ています。

所要時間等   30分～１時間程度　休館日 毎週月曜日
　　　　　（祝日の場合は翌日）、年末／年始

費 用 等   大人300円、学生150円、高校生以下無料、
障がい者とその付き添いの方は無料

お問合せ先  山形県立博物館（霞城公園内）
　　　　　ＴＥＬ 023-645-1111

上山市は、近代短歌史上重要な
歌人・斎藤茂吉のふるさと。館
内には、茂吉の生涯の活動を伝
える資料や、交友のあった文人
の資料が展示されています。

所要時間等  午前９時～午後５時（午後４時45分まで入館）
　　　　　 休館日：毎週水曜日、７月第２週の日曜日～

土曜日、年末年始
入 館 料  大人600円、学生300円、小人100円
お問合せ先  ＴＥＬ 023-672-7227

松尾芭蕉が「奥の細道」
の道中で10泊逗留した
地、尾花沢。資料館で
は松尾芭蕉と友人鈴木
清風（市出身の豪商）
の関連資料を展示して
います。

アクセス  JR大石田駅から車で15分
入 館 料  大人210円、学生100円、中学生以下無料
お問合せ先  芭蕉、清風歴史資料館　ＴＥＬ 0237-22-0104

山形市  山形市郷土館（旧済生館本館）

山形市  最上義
よ し

光
あ き

歴史館

上山市  上山城郷土資料館

村山市  最上徳内記念館

山形市  山寺芭蕉記念館

山形市  山形県立博物館

上山市  斎藤茂吉記念館

尾花沢市 芭蕉、清風歴史資料館

山形市
Yamagata

山形市
Yamagata

上山市
Kaminoyama

村山市
Murayama

尾花沢市
Obanazawa

上山市
Kaminoyama

山形市
Yamagata

山形市
Yamagata
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全国唯一の紅花資料館
です。紅花豪商として
栄えた旧堀米邸を復元
し、時代雛や紅染衣装
など、紅花に関する資
料を展示しています。

アクセス  東北中央自動車道東根ICから車で10分、
　　　　　山形自動車道寒河江ICから車で15分
入 館 料  一般大人 400円 他
お問合せ先  河北町紅花資料館　ＴＥＬ 0237-73-3500

「東北の関ヶ原の戦い」とも
いわれ熾烈を極めた慶長出羽
合戦。中でも直江兼続率いる
上杉軍勢約2万に対し、僅か
数百名の兵力で戦いを挑み最
上武士として「義」に殉じた
武将、江口五兵衛光清率いる
最上軍勢が死闘を繰り広げた
場所となっております。

アクセス  東北中央自動車道山形中央ICから車で約40分
費 用 等  無料
お問合せ先  山辺町観光協会　ＴＥＬ 023-667-1106
　　　　　山辺町ふるさと交流センター「あがらっしゃい」
　　　　　ＴＥＬ 023-665-8582

歌人斎藤茂吉が疎開時に
居住した聴禽書屋が敷地
内にあり、見学できます。
金 山 平 三 や 小 松 均 な ど
大石田にゆかりのある文
学者芸術家の作品をはじ
め、郷土の歴史資料など
が数多く展示されていま
す。

アクセス  JR大石田駅から車で２分
入 館 料  大人200円 他
お問合せ先  大石田町立歴史民俗資料館
　　　　　ＴＥＬ 0237-35-3440

6月と9月には世界各

国750品 種20,000株

のバラが咲き誇りま

す。環境省のかおり風

景100選と恋人の聖地

に認定されています。

アクセス  JR村山駅から車で5分
費 用 等  詳しくはホームページをご覧ください
お問合せ先  村山市商工観光課　ＴＥＬ 0237-55-2111

頂上の東屋からは、眼下を
V字に迂回する最上川の雄
大な流れと、朝日連峰や蔵
王の山々を眺めることがで
き、大江町屈指の絶景と
なっています。また、最上
川ビューポイントに指定さ
れており、多くの写真家が
訪れるスポットです。

アクセス  JR左沢駅から車で約5分
費 用 等  無料
お問合せ先  大江町観光物産協会
　　　　　ＴＥＬ 0237-62-2139

令和元年9月に国の重要文
化財に指定された「九左衛
門家」は、江戸時代に紅花
栽培により栄えた豪農とし
て知られている。当時の栄
華を象徴する遺構を残す家
屋や蔵は一見の価値があり
ます。

アクセス  JR山形駅から車で30分、
　　　　　JR左沢線羽前長崎駅より徒歩約25分
入 館 料  500円、中学生以下は無料
お問合せ先  旧柏倉家住宅（中山町教育委員会）
　　　　　ＴＥＬ 023-687-1778

市街地中央部にある公

園です。桜の見どころ

が多く、東北最大規模

を誇るつつじの名所で

もあります。

アクセス  JR左沢線西寒河江駅から徒歩15分
費 用 等  入場無料
お問合せ先  （一社）寒河江市観光物産協会
　　　　　ＴＥＬ 0237-86-8866

東根小学校の校庭にそび
え、国指定特別天然記念物
で、樹齢1500年以上とさ
れています。高さ28m、
幹の太さは16mで、東根
市のシンボルとして愛され
ています。

アクセス  JRさくらんぼ東根駅から車で５分
費 用 等  無料
お問合せ先  （一社）東根市観光物産協会　ＴＥＬ 0237-41-1200　

河北町  河北町紅花資料館

山辺町  畑谷城址

大石田町 大石田町立歴史民俗資料館

村山市  東沢バラ公園

大江町  左
あ て ら ざ わ

沢楯山城史跡公園

中山町  旧柏倉家住宅

寒河江市 寒河江公園

東根市  東根の大ケヤキ

山辺町
Yamanobe

河北町
Kahoku

大石田町
Oishida

村山市
Murayama

東根市
Higashine

寒河江市
Sagae

大江町
Oe

中山町
Nakayama
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開湯は1900年前、日本武尊
の東征の際、従軍した吉備多
賀由により発見されました。
江戸時代には蔵王権現への西
側登山口としてにぎわいまし
た。昭和に入るとスキー場が
オープンし、今では古くから
の旅館に加え、ホテル・ペン
ション・民宿等がる総合マウ
ンテンリゾートとして発展し
ています。

アクセス  JR山形駅から路線バスで約40分
お問合せ先  蔵王温泉観光協会　ＴＥＬ 023-694-9328

高 さ10m、 幅15mの
大滝。巨木の間からほ
とばしる清流は県内有
数のパワースポットと
して話題となっていま
す。新緑や紅葉、雪景
色など、四季折々の景
観を楽しむことができ
ます。

アクセス  JRさくらんぼ東根駅から車で20分
費 用 等  無料
お問合せ先  （一社）東根市観光物産協会　ＴＥＬ 0237-41-1200　

江戸時代初期に栄え
た「延沢銀山」に由
来する温泉街。大正
ロマン漂う風情ある
街並みが、夜のガス
灯に照らされてより
幻想的な雰囲気を醸
し出しています。

アクセス  JR大石田駅から車で30分
費 用 等  入場無料
お問合せ先  銀山温泉観光案内所　
　　　　　ＴＥＬ 0237-28-3933

源泉掛け流しの露天
風呂に幸運を招くオ
スの三毛猫風呂やサ
ウナなど多彩なお風
呂を備えた日帰り温
泉です。

アクセス  JR大石田駅から車で５分
入 浴 料  大人 400円 他
お問合せ先  ㈱大石田町地域振興公社
　　　　　ＴＥＬ 0237-35-5055

西に月山、葉山、朝日
岳を遠望する美しい田
園の湯です。効能豊か
な湯で温まり、心と体
を癒してください。温
泉街の中心には足湯も
あるので、散策の際は
是非お立ち寄りくださ
い。

アクセス  JRさくらんぼ東根駅から車で10分
費 用 等   宿泊・日帰り入浴：各旅館へお問い合わせく

ださい。足湯：無料
お問合せ先  東根温泉協同組合　ＴＥＬ 0237-42-7100

平成11年に全国棚田

百選に選ばれた、大

蕨の棚田は9月下旬

～10月上旬にかけて

稲杭の立ち並ぶ光景

が見られます。

アクセス  東北中央自動車道山形中央ICから車で約30分
費 用 等  無料
お問合せ先  山辺町役場産業課農村整備係
　　　　　ＴＥＬ 023-667-1106

町唯一の温泉施設で、
2種類の源泉をお楽し
みいただけます。ま
た、令和元年には待望
の露天風呂が完成しま
した。また、町の特産
物などもここで購入し
ていただけます。

アクセス  JR山形駅から車で30分、
　　　　　JR左沢線羽前長崎駅より徒歩約10分
入 浴 料  大人350円、子ども150円
お問合せ先  ひまわり温泉ゆ・ら・ら
　　　　　ＴＥＬ 023-662-5780

紅花商人の蔵屋敷を活用
した観光複合施設で、旬
菜旬食をテーマとした山
形の魅力ある食の提供、
地 域 特 産 品 の 販 売、 伝
統野菜をはじめとする安
心・安全・新鮮な農産物
の 直 売、 イ ベ ン ト の 開
催、観光情報の提供など
を行っています。

所要時間等  30分～60分程度
費 用 等  施設により異なる
お問合せ先  ＴＥＬ 023-679-5101（代表）

山形市  蔵王温泉

東根市  関山の大滝

尾花沢市 銀山温泉

大石田町 大石田温泉あったまりランド深堀

東根市  さくらんぼ東根温泉

山辺町  大
お お

蕨
わ ら び

の棚田

中山町  ひまわり温泉ゆ・ら・ら

山形市  山形まるごと館 紅の蔵

山辺町
Yamanobe

大石田町
Oishida

尾花沢市
Obanazawa

東根市
Higashine

東根市
Higashine

中山町
Nakayama

山形市
Yamagata

山形市
Yamagata
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果樹王国山形を代表する「さくらんぼ」、「佐藤錦」発祥
の地東根市をはじめ山形市、寒河江市、上山市、天童市
ではさくらんぼのもぎ取
り体験ができます。
他にも「いちご」「もも」
「 ぶ ど う 」「 ブ ル ー ベ
リー」「りんご」に「ラ・
フランス」と旬の果物狩
りが楽しめます。

栽培面積はさくらんぼ園
12,000坪の広大な園地。
大駐車場は大型バス20台
同時収容可能。園内はすべ
て平坦ですので、高齢者、
幼児に優しいさくらんぼ園
です。車椅子ご利用のお客
様もさくらんぼ狩りが楽し
めます。

開園時間  8：30～16：00　 所要時間  30分
費 用 等  お一人様（小学生以上）：1,600円、
　　　　　幼児 3歳～5歳： 900円、2歳以下：無料
お問合せ先  牧野観光フルーツ園
　　　　　ＴＥＬ 023-674-3305

さくらんぼをはじめ、桃やりん

ごなど、四季を通して旬なくだ

もののもぎとり体験ができま

す。

所要時間  60分　 営業時間  9：00～16：00 
　　　　　※詳細は各園地へ確認ください
費 用 等  入園料：ホームページで確認ください
お問合せ先  （一社）東根市観光物産協会　ＴＥＬ 0237-41-1200　

将棋のまち、山形県天童市
の観光果樹園です。さくら
んぼ、桃、ぶどう、りんご
のフルーツ狩りをお楽しみ
いただけます。直営ショッ
プ＆カフェがあります。山
形県内では初、さくらんぼ
でJGAP認 証。2018年 農
林水産大臣賞受賞。

受付時間  9：00～15：00　 所要時間  約30分～90分
費 用 等  入園料：公式ホームページでご確認ください
お問合せ先  農業生産法人㈱やまがたさくらんぼファーム
　　　　　ＴＥＬ 023-657-3211

くだものが豊富な寒河江

市では、1年を通して各種

くだもの狩りを楽しむこ

とができます。

受付時間  9：00～18：00
（11月～３月は17：00まで）

所要時間  60分他
費 用 等  さくらんぼ狩り大人1,700円他
お問合せ先  寒河江市周年観光農業推進協議会
　　　　　ＴＥＬ 0237-86-1811

居合道の発祥の地として知られる「日本
一社林崎居合神社」のすぐとなり、村山
居合振武館で、高段者から居合道の作法
と基本の形を教わった後、真剣で畳筒を
斬る「試斬」を体験します。

営業時間  10：00～/13：30～
費 用 等  12,000円/人（2人より受付）
　　　　　※詳しくはホームページをご覧ください。
お問合せ先  （一社）村山市観光物産協会　ＴＥＬ 0237-53-1352
　　　　　e-mail：info@murayama-kanbutu.com

上山市  牧野観光フルーツ園

東根市  果樹もぎとり体験

天童市  王将果樹園

寒河江市 寒河江市 観光果樹園

村山市  居合抜刀術 サムライ体験

フルーツ狩り

体験型観光スポット
Activities & Tours

大自然の恵みを感じるアウトドア体験や
陶芸やこけし絵付け体験、工業製品から
酒蔵見学など、五感をいっぱいに使って
楽しんでいただけます。

寒河江市
Sagae

上山市
Kaminoyama

天童市
Tendo

東根市
Higashine

村山市
Murayama
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NHK朝の連続テレビ小
説「おしん」に登場した
「銀山こけし」。伊豆こ
けし工房では、絵付け体
験をお楽しみいただけま
す。こま作り体験もあり
ます。※要予約

営業時間  8：30～17：30（冬期間木曜日定休）
所要時間  1時間（絵付け）、30分（こま作り）
費 用 等  こけし絵付け体験1,100円～、
　　　　　こま作り体験540円～
お問合せ先  伊豆こけし工房工芸館　ＴＥＬ 0237-28-2377

紅花資料館内の「工房く
れない」にて、ハンカチ
の紅染め体験をお楽しみ
いただけます。（要予約）

営業時間  
3月～10月 9：00～17：00、
11月～2月 9：00～16：00

所要時間  1時間～1時間30分
費 用 等  45cm×45cm 1,600円、
　　　　　30cm×30cm 1,300円（入館料込）
お問合せ先  河北町紅花資料館　ＴＥＬ 0237-73-3500

尾花沢市 銀山こけし絵付け・こま作
り体験（伊豆こけし工房） 河北町  紅染体験

俳聖・松尾芭蕉の句であ
まりにも有名な最上川。
商業広告などが一切目に
入らない大自然と朴訥な
地元出身の船頭らが織り
なす舟唄は古き良き日本
の故郷です。

営業時間  定期便の運航時間はHPをご覧下さい。
費 用 等  貸切船は4,310円（15人まで）から。
　　　　　時間帯、料金他、ご相談に応じます。
お問合せ先  ＴＥＬ 0233-72-2001

経験を積んだそば匠がそば打ちの基本を
教えてくれます。わかりやすく丁寧な指
導のもと、子どもから大人まで楽しく体
験でき、家族連れに最適なスポット。地
元産のそば粉を使い、自分で打ったそば
は、きっと格別においしいはず。

営業時間   ・そば打ち体験は完全予約制になります。（３日前までにご予約下さい）
　　　　　・体験人数は２人より可。最大40人まで
　　　　　・休館日　毎週水曜日
費 用 等   ・体験料金は１人前500円～1100円（毎月第２・第４日

曜日のみ特別料金のため500円）（通常は体験
人数によって単価が変動しますので、ご確認下
さるようお願いします）

お問合せ先  村山市農村文化保存伝承館　ＴＥＬ 0237-53-3277

将棋駒に自分の名前や好
きな言葉を書き込める「手
作り駒体験」をお楽しみ
いただけます。

営業時間  9：00～17：00　
※営業時間は目安で店舗
により異なります。

所要時間  30分程度
費 用 等  各店舗にお問い合わせください
お問合せ先  将棋むら天童タワー　ＴＥＬ 023-653-3222
　　　　　中島清吉商店　ＴＥＬ 023-653-2262
　　　　　栄春堂　ＴＥＬ 023-653-2843

素朴な風合いで人気
が 高 い 平 清 水 焼 で
は、気軽に陶芸教室
が楽しめます。山形
弁で優しく指導して
くれる職人さんたち
と親しくなり、リピー
ターも多くいしゃっ
しゃいます。

受付時間  9：00～15：00 ＊12月30日～1月5日まではお休み
所要時間  1時間30分～　 費 用 等  1,320円～
お問合せ先  七右エ門窯　ＴＥＬ 023-642-7777

餡を細工ベラで色々の形
につくりあげる、上生菓
子作り体験です。伝統的
な花などの意匠からお子
さまも大喜びの可愛らし
い猫などまで、対象のお
客様に合わせてオーダー
メイドで企画いたします。
営業時間  製造の繁忙期

にはお受けできない場合もあります。実施日の1か月程度前までのお
声がけをお願いいたします。
所要時間  二種各二個の合計4個の製作で1時間半程度。
費 用 等  お一人1500円が基本で御相談いたします。
お問合せ先  乃し梅本舗 佐藤屋　ＴＥＬ 023-641-2703

江戸後期に誕生し、十数年
で消えた幻の陶器、上の畑
焼き。成形から行う陶芸体
験と、湯呑み等への絵付け
体験ができます。

営業時間  8：30～17：00（水曜日定休）
所要時間  1時間30分（陶芸）、30分～40分（絵付け）
費 用 等  陶芸体験2,500円～、絵付け体験1,000円～
お問合せ先  上の畑焼陶芸センター　ＴＥＬ 0237-28-2159

域外  最上川舟下りの最上峡芭蕉ライン観光

山形市  そば打ち道場 農村伝承の家

天童市  書き駒・彫り駒製作体験

山形市  平清水焼 陶芸教室

山形市  和菓子つくり体験

尾花沢市 上の畑焼 陶芸・絵付け体験
（上の畑焼陶芸センター）

山形市
Yamagata

村山市
Murayama

戸沢村
Tozawa

山形市
Yamagata

天童市
Tendo

尾花沢市
Obanazawa

尾花沢市
Obanazawa

河北町
Kahoku
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家族、友人、子供会など
老若男女、様々なニーズ
にあわせた四季折々の自
然体験プログラムをセッ
ティングします。

受付時間  9：00～17：00　 休 館 日  毎週水曜日、年末年始
アクセス  山形自動車道寒河江スマートICから車で約40分、
　　　　　JR左沢駅から車で約30分
お問合せ先  大江町山里交流館 やまさぁーべ
　　　　　ＴＥＬ 0237-64-2507

酒蔵の見学や試飲
をお楽しみいただ
けます。※コロナ
ウイルス感染が完
全に終息するまで
は、酒蔵見学の受
け入れを中止して
おります

営業時間  8：00～17：00（酒蔵見学9：00～15：00）
所要時間  30分程度　 費 用 等  無料
お問合せ先  出羽桜酒造㈱　ＴＥＬ 023-653-5121

日本有数の豪雪地帯の月
山は、スキー場として
オープンできるのが4月
で、7月まで夏スキーを
楽しむことが出来ます。
柔らかね初夏の日差しの
中、朝日連峰、蔵王連峰
などの景色を望みながら
滑る夏スキーは、開放感
抜群です。

期 間  ４月～７月
お問合せ先  月山ペアリフト　ＴＥＬ 0237-75-2025
　　　　　西川町役場　ＴＥＬ 0237-74-2111

町に伝承される紙漉きやこけしの
絵付け、町に産出するメノウを用
いたアクセサリー作り伝統水引や
ビニール草履、土鈴の絵付けなど
伝承体験が盛りだくさんです。
営業時間  ４ 月 ～11月 9：00～
16：30/12月～3月 9：30～16：00　
体験は要予約（ミニ体験を含まず）
所要時間  30分～2時間程度

費 用 等   料金：ミニ体験200円～300円/1,000円～1,500円（団
体割有含む）1週間前までの事前予約必要

お問合せ先  大井沢自然博物館・自然と匠の伝承館
　　　　　ＴＥＬ 0237-76-2112

ゲレンデ数は、変化にと
んだ14と12本のコース
を有する国内有数のス
キー場です。特に世界的
にも数少ない樹氷原を見
ることができ、辺りを樹
氷に囲まれながら滑るこ
とが出来ます。

期 間  12月上旬からGW頃まで
お問合せ先  蔵王温泉観光協会　ＴＥＬ 023-694-9328

70aの自社ぶどう畑が目の
前に広がる「朝日町ワイン
城」では、ビン詰め工程設
備をガラス越しで見学し、
感染対策したワインサー
バーでワイン８種類、ジュー
スが試飲可能です。

営業時間  ４月～10月：午前９時から午後５時、
　　　　　11月～３月：午前９時から午後４時
所要時間  30分　 費 用 等  入館は無料
お問合せ先  朝日町ワイン城　ＴＥＬ 0237-68-2611

水と光をテーマにした総合
レジャーランド。観覧車や
スリリングな絶叫マシンな
ど、遊戯施設が勢ぞろい。
庭園やカフェテリアスポッ
トなども備え、家族や友達
と一日楽しめます。

営 業 日  ３月下旬～11月下旬
費 用 等  フリーパス 大人 4,000円～、
　　　　　小人・シニア 3,700円～
お問合せ先  リナワールド　ＴＥＬ 023-672-1614

専門ガイドの案内で自然を
楽しみながら里山を歩きま
す。地形や気候を活かし、
頑張らないで運動効果を高
めるウォーキングです。

営業時間  空色／午前10時～、暮色／午後2時～
所要時間  2時間
費 用 等  空色・暮色ウォーキング：3,000円
お問合せ先  (一社）上山市観光物産協会　ＴＥＬ 023-672-0839

大江町  山里交流館 やまさぁーべ

天童市  出羽桜酒造 酒蔵見学

西川町  月山夏スキー

西川町  西川町自然と匠の伝承館体験教室

山形市  蔵王温泉スキー場

朝日町  朝日町ワイン城

上山市  リナワールド

山辺町  空色・暮色 クアオルト健康ウォーキング

天童市
Tendo

朝日町
Asahi

西川町
Nishikawa

上山市
Kaminoyama

大江町
Oe

山形市
Yamagata

西川町
Nishikawa

上山市
Kaminoyama
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デザイン史に名を残す
ジャパニーズモダンの
名作をはじめ様々な
家具を展示しており
ます。（平日は工場見
学を受け付けておりま
す。※要事前予約）

営業時間  9：30～17：00
所要時間  30分程度　 費 用 等  入場無料
お問合せ先  ＴＥＬ 0120-01-3121

国指定の伝統的工芸品である山形
鋳物をはじめとする山形市の主な
伝統的工芸品や貴重な産業史料を
展示しております。１階は、山形
の誇る人間国宝：故高橋敬典氏の
茶の湯釜等の作品のほか、様々な
工芸品を見ることができ、２階は、
鋳物の製造工程や昔の作業をしの
ばせる道具など、ここでしか見ら

れないものの数々が展示されています。
営業時間  8：30～17：00（最終受付 16：30）
休 日  日曜・祝日・第2、4土曜・盆休・年末年始
費 用 等  入館料無料
お問合せ先  山形鋳物工業団地協同組合　ＴＥＬ 023-645-4491

じゅうたんの製造風景や
工場の様子、これまでオ
リエンタルカーペット社
が辿ってきた歴史や様々
な施設に収めてきたじゅ
うたん、現在に至るまで
の資料を集めた展示室等
がご覧になれます。

営業時間  第1部10：30～、第2部13：30～
所要時間  1時間程度　 費 用 等  無料
お問合せ先  オリエンタルカーペット㈱本社　
　　　　　ＴＥＬ 023-664-5811

山形市蔵王松ケ丘の6,500坪の広大な
敷地の中に工場とショップ、カフェが
あります。工場見学通路よりラスクの
製造工程を見学できます。

営業時間  10：00～15：00　
所要時間  約20分　
費 用 等  料金無料　団体様要予約
（現在、団体様のご予約は
お受けしておりません）
お問合せ先  ㈱シベール本社　
　　　　　ＴＥＬ 023-689-1131

天童市  天童木工ショールーム＆ストア

山形市  山形市産業歴史資料館

山辺町  オリエンタルカーペット工場見学

山形市  シベール麦工房見学通路

〈山形コンベンションビューローの賛助会員　観光レジャー・交通〉

観光・レジャー
（公社）山形県観光物産協会 山形市 023-647-2333
（一社）山形市観光協会 山形市 023-647-2266
おもてなし山形㈱ 山形市 023-631-9522
蔵王ロープウェイ㈱ 山形市 023-694-9518
蔵王カントリークラブ（蔵王ゴルフ㈱） 山形市 023-688-7777

交　　　通
観光タクシー㈱ 山形市 023-622-7288
㈱のぞみ観光バス 山形市 023-633-5577
東日本旅客鉄道㈱山形駅 山形市 023-631-2131
平成タクシー㈱ 山形市 023-615-1313
八千代観光バス㈱ 山形市 023-681-8400
八千代交通㈱（観光バス） 山形市 023-633-8822
㈱山形タクシー 山形市 023-622-4561
山交ハイヤー㈱ 山形市 023-684-1515
山交バス㈱ 山形市 023-647-5171
㈱ヤマコー 山形市 023-622-5181
山寺観光タクシー㈱ 山形市 0120-56-3971
JR東日本レンタリース㈱山形営業所 山形市 023-646-6322
㈱トヨタレンタリース山形 山形市 023-624-7100
ニッポンレンタカー東北㈱ 山形市 023-664-2380
日産レンタカー山形南営業所（山形日産石油販売㈱） 山形市 023-642-4123
山形空港ビル㈱ 東根市 0237-47-3111

山形市
Yamagata

山形市
Yamagata

天童市
Tendo

山辺町
Yamanobe
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山形鋳物は伝統的手法を継承し、現在も繊細な技
術と惜しまぬ手間で、『薄肉で繊細、美しい鋳肌』
という最大の特徴を活かし、急須や鉄瓶等の日用
品から、フェンスやオブジェ等の大型製品までご
要望に応じております。こうした製作の幅の広さ
も山形鋳物の大きな強み
となっています。

金 額 等  直接お問い合わせ下さい。
製造販売  ①長文堂　ＴＥＬ 023-643-7141
　　　　　②菊地保寿堂　ＴＥＬ 023-622-2082

銘駒の指し駒をそのまま根付やスト
ラップにした商品です。

金 額 等  1,000円～　
　　　　　取り扱い店舗によって
　　　　　異なります
製造販売  天童市内将棋駒販売所
お問合せ先  天童市観光情報センター
　　　　　ＴＥＬ 023-653-1680

山形県産美山錦を45％まで磨き上げ時間をかけ
てじっくりと醸した純米大吟醸です。美山錦のキ
レよくかつふくらみのある味わいが特徴です。

金 額 等  1.8L 3,500円、
　　　　　720ml 1,680円
製造販売  男山酒造㈱
　　　　　ＴＥＬ 023-641-0141

出羽桜酒造は1892年の創業。創業以来、手造りに徹
した酒造りをおこない、日本だけでなく、世界中に吟
醸酒「Premium Sake」を広めたパイオニアとして評
価されています。「純米大吟醸　一路」は、国外で世
界最大規模の品評会「IWC 2008」で最高賞「チャン
ピオン・サケ」を受賞。フルーティーな香り、酒米「山
田錦」の旨み溢れる純米大吟醸です。
金 額 等  720ml　3,300円(税込）
製造販売  出羽桜酒造㈱
　　　　　ＴＥＬ 023-653-5121

河北町はスリッパの生産量日本一の町。家庭用の
実用品から有名デザイナーが手がけるブランド品
も開発・生産しています。日本一のスリッパ産業
を全国に発信していくため、官民が連携して「か
ほくスリッパ」としてブランド化に取り組んでい
ます。　

製 造  山形県スリッパ工業組合　
　　　　　ＴＥＬ 0237-73-2122（河北町商工会内）
販 売   河北町紅花資料館売店、アグリランドひな産

直センター、道の駅河北など　

日本酒度+10の超辛口の純米大吟醸です。華やかな
香りとキレの良い味わいが楽しめます。

金 額 等  1.8L 3,200円（税別）
製造販売  ㈲秀鳳酒造場　
　　　　　ＴＥＬ 023-641-0026

香り穏やかに柔らかな味わいが楽しめます。純米吟醸ら
しいキレのあるやさしい旨味をご堪能下さい。

金 額 等  1,800円
製造販売  ㈱六歌仙　ＴＥＬ 0237-42-2777

伝統こけしや将棋駒などの郷土民
芸品の他、県内各地の逸品を取り
揃えております。お土産にも人気
の花笠はすべて自社生産しており
ます。七日町店へのご来店もお待
ちしております。

金 額 等  ①3,300円　②1,980円（税込）
製造販売  尚美堂　エスパル山形店　ＴＥＬ 023-628-1232

山形市  山形鋳物

天童市  根付駒

山形市  純米大吟醸 赤烏帽子

天童市  出羽桜 純米大吟醸 一路

河北町  かほくスリッパ

山形市  秀鳳 純米大吟醸 超辛口

東根市  大欅

山形市  花笠　①尺一寸　（33㎝）
②ミニ花笠（18㎝）

① ②

記念品・お土産
Souvenirs & Gifts

主催者様がご用意するMICE参加者への記念品やおススメのお土
産をご紹介ます。おいしい山形の食材を使った加工食品や伝統工
芸品など、見るたびに山形大会を思い出すような逸品をどうぞ。

山形市
Yamagata

山形市
Yamagata

天童市
Tendo

河北町
Kahoku

山形市
Yamagata

山形市
Yamagata

天童市
Tendo

東根市
Higashine
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中山町特産のすももを使ったワインで、
全部で４種類あります。すももの甘酸っ
ぱさが特徴で、老若男女を問わずに、多
くの方から親しまれる地酒です。

金 額 等  秋姫 1,650円、大石早生 1,650円、
　　　　　ソルダム 1,650円、
　　　　　スパークリング 1,840円

販 売  ひまわり温泉ゆ・ら・ら　ＴＥＬ 023-662-5780

中山町産の「つや姫」と土橋（つちはし）地
区に湧き出る「滝の湧水」を使って醸造した
フルーティーで甘味のある味が特徴の地酒で
す。

金 額 等  純米大吟醸 1,950円、
　　　　　純米酒 1,300円
販 売  ひまわり温泉ゆ・ら・ら
　　　　　ＴＥＬ 023-662-5780

出羽燦々と美山錦を高度精米し、朝日連峰の
湧水を使用して造られている日本酒です。辛
みが少なく甘さを感じられ、飲み口が良いこ
とから、幅広い層に好まれています。

金 額 等  1升 2,145円、
　　　　　四合瓶 1,000円、
　　　　　小瓶 440円
販 売  町内酒販店

ぶどう畑の丘が広がる上山の風景に魅かれ「栽培
から醸造、お客様に届けるまですべてに手をかけ
たい。この地で自分の思い描くワインを造りたい」
と、2020年、新たに誕生したワイナリー。

金 額 等  2,200円～
製造販売  ベルウッド・ヴィンヤード
　　　　　ＴＥＬ 023-674-6020 

月山自然水で仕込んだ地ビール。「ピルスナー」は
スッキリとした味わいできめ細かな泡、爽快なのど
越しのビールです。「ミュンヒナー」はホップの苦
みを抑え、麦芽の香りと旨味を堪能してください。
金 額 等  ・飲み比べセット330ml6本詰3,300円（税込）
　　　　　・ピルスナー /ミュンヒナー
　　　　　各330ml 550円（税込）、
　　　　　各500ml 715円（税込）
製造販売  西川町総合開発㈱
　　　　　ＴＥＬ 0237-74-2100

河北町には２つの酒蔵があり、どちら
も上質な山形県産・河北町産のお米、
月山の伏流水を用いており、こだわり
ぬいて作られた日本酒は質が高いと大
変評判です。それぞれの酒造のお酒を
飲み比べてみてください。

製 造  和田酒造（資）　ＴＥＬ 0237-72-3105　
　　　　　㈱朝日川酒造　ＴＥＬ 0237-72-2022
販 売   河北町紅花資料館売店、アグリランドひな産直

センター、道の駅河北など

1920年開園以来、「良いワインは良い葡
萄から」をモットーに、過剰な施肥を排
除し、自然のサイクルを最大限活かした
減農薬・無化学肥料によるぶどう栽培を
行っています。長い歴史と、高い技術力
で醸されるワインは、日本トップクラス
です。
金 額 等  1,760円～
製造販売  タケダワイナリー
　　　　　ＴＥＬ 023-672-0040

寒暖差のある雪国育ちの尾花沢市
で育った「山葡萄」の完熟の実を
一粒一粒手摘みしワインに仕上げ
ました。野趣あふれる山葡萄の芳
醇な香りと酸味を楽しめます
金 額 等  720ml 3,000円
製造販売  

（一社）尾花沢市観光物産協会
ＴＥＬ 0237-23-4567

日本ワインコンクールでは数多く受
賞しています。特にロゼワインは８
度ロゼ部門で最高賞（第１位）を受
賞しています。朝日町ワインで売上
NO.1の赤ワイン・白ワイン・ロゼ
ワインです。他30種類以上のワイ
ン、ブランデー、ぶど
う液があります。

金 額 等  720ml 1,320円、360ml 715円、（税込）
製造販売  朝日町ワイン城　ＴＥＬ 0237-68-2611

中山町  ひまわり娘

大江町  地酒 大江錦 初しぼり

上山市  ベルウッド・ヴィンヤード／ワイン

中山町  すももワイン

西川町  月山ビール

河北町  河北町の地酒

上山市  タケダワイナリー／ワイン

尾花沢市 雪山ぶどうワイン

朝日町  朝日町ワイン

中山町
Nakayama

河北町
Kahoku

大江町
Oe

上山市
Kaminoyama

上山市
Kaminoyama

尾花沢市
Obanazawa

中山町
Nakayama

朝日町
Asahi

西川町
Nishikawa
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山形の大自然の中で育った和牛
は、上質の霜降り肉で、すき焼き
やしゃぶしゃぶがおすすめです。
山形の秋の風物詩「芋煮会」では、
山形牛が欠かせません。

お問合せ先  山形肉牛協会（山形県 JA ビル内）
　　　　　ＴＥＬ 023-634-8150

山形銘菓「乃し梅」と同じ完熟梅の
ピューレに砂糖のみを加えて作るシ
ロップです。炭酸やお酒と合わせて飲
用に良し。アイスクリームやヨーグル
トにかけたり、お酢に一部加えてお料
理にも。幅広い活用のできる一品はレ
シピも付いてお土産に好
適。

金 額 等  1,296円（税込）
製造販売  乃し梅本舗 佐藤屋　ＴＥＬ 023-641-2703

東北奥の細道を旅した俳聖松尾芭蕉
に因んだ三色（大納言小豆、胡麻、
金時豆）の高級最中で、第25回全国
菓子大博覧会において寛仁親王殿下
の名誉総裁賞を受賞した松風屋の代
表銘菓です。

金 額 等  ３ケ入 ￥900、６ケ入 ￥1,650、
　　　　　８ケ入 ￥2,200（※全て税別）
製造販売  ㈱ 松風屋　ＴＥＬ 023-631-3012

山形県産佐藤錦の果肉、果汁を
使用した、贅沢なゼリーです。
プレミアムさくらんぼきららは
チェリーランドさがえでしか買
えない限定商品。年間15,000箱
のみ販売。

金 額 等  12個入：1,404円（税込）
販売店舗  チェリーランドさがえ　ＴＥＬ 0237-86-3111

プレミアムバター、ブルーベリー、ショ
コラ、メープル＋くるみの４種のスイー
ツ系とおつまみにもぴったりのガー
リック。個性豊かな５種類のフレーバー
に季節のラスク

金 額 等  540円～（税込）
製造販売  ㈱シベール

種なしで皮ごと食べられる山形ぶどうの最高
品種「シャインマスカット」。その大粒の実を
まるごと県産のもち米「ヒメノモチ」でやさ
しく包みました。パリッとした果皮の歯ごた
えと、お口に広がるみずみずしい果汁をお楽
しみください（販売期間：8月中旬～1月中旬）

金 額 等  281円（税込）
製造販売  ㈱十一屋　十一屋七日町本店 ＴＥＬ 023-622-0011、
　　　　　桜田アベニュー店 ＴＥＬ 023-633-0011、
　　　　　ひのき町店 ＴＥＬ 023-681-0011、エスパル店 ＴＥＬ 023-628-1218

「濡れせんべいの一歩上を
い く お せ ん べ い を 作 り た
い」その職人の思いがカタ
チになり、濡れせんべいの
深い味わいと、今までにな
いかりかりとした食感のお
せんべいができ
ました

金 額 等  150ｇ 573円
製造販売  さがえ屋本店　ＴＥＬ 0237-84-3399

山形市  乃し梅のシロップ 佐藤屋

山形市  奥の細道 芭蕉最中

寒河江市 プレミアムさくらんぼきらら

山形市  ラスクフランス

山形市  シャインマスカット大福

寒河江市 やみつきしみかりせん

山形県村山広域圏は、蔵王連峰や月山・朝日・飯豊連峰
に囲まれた自然豊かなところです。冬に山々に積もった
雪解け水は、川となり地域を潤います。この自然環境は、
さくらんぼに代表される果樹王国山形をつくり上げまし
た。さくらんぼの代名詞「佐藤錦」発祥の地の東根市や
寒河江市、山形市、上山市、天童市では、ぶどうや桃、
ラ・フランスにリンゴと、季節ごとに美味しい果物がう
まれます。

日本一のブナの原生林を持つ山形県、山々から流
れる川や自然環境は稲作に適した土壌をつくりました。米ど

ころ山形が生み出した新しいブランド米「つや
姫」と「雪若丸」はもちろん、「はえぬき」「どま
んなか」など美味しいお米がたくさんです。みな
さんも、バラエティーに富んだ山形米から、自分
好みのお米を見つけてください。

やまがたの果物

山形牛

山形のお米

山形を代表するお菓子の「ふうき豆」。粒
よりの青えんどうを使用し皮をむき、美
しい自然の色 （無着色） を大切につくら
れています。上品な甘さと、ぽくぽくと
した口あたりが自慢の逸品です。

金 額 等  600円（税別）　 製 造  ㈱でん六
販 売  山形県観光物産会館、山形銘店（エスパル山形内）他

山形市  紅花ふうき豆山形市
Yamagata

山形市
Yamagata

山形市
Yamagata

山形市
Yamagata

山形市
Yamagata

寒河江市
Sagae

寒河江市
Sagae
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昭和54年の発売以来、長きに渡り愛され続け
てきた「銘菓樹氷ロマン」。こだわりの欧風せ
んべいに、蔵王の雪のような真っ白なホワイ
トクリームをサンドした口当たりの良い上品
なお菓子です。

金 額 等  1,000円（税抜）
製造販売  ㈱加藤物産
　　　　　ＴＥＬ 023-672-1410

山形県産のやまべ牛乳、紅花卵を
使用したなめらかプリンに、新鮮
なフルーツなどを載せる彩り豊か
なスイーツの本物の味・美味しさ
を届けるプリン専門店。

金 額 等  プレーン380円（税別）～
営業時間  9：00～17：30（カフェ/LO 17：00）
定 休 日  火曜日　 駐 車 場  4台
製造販売  山形プリン　ＴＥＬ 023-665-1955

こんにゃくの特性を活かした新食感の
デザートです。口に含んだ時の果実の
ゆたかな甘味と酸味の広がり、噛んだ
時のジューシーさをお楽しみいただけ
ます。

金 額 等  ８個入 2,322円
製造販売  丹野こんにゃく　ＴＥＬ 023-674-2351

国内原料を加工することで
「食による健康」をモッ
トーに、食品添加剤などを
極力使用しない安全な商品
づくりを目指しています。

金 額 等  味まるじゅう煎餅 250円、米蔵 1,000円
製造販売  ㈱蔵王米菓　ＴＥＬ 0237-55-2335

パッケージに(一社)天童市観光物産協
会のキャラクター「天童こま八」が描
かれた、将棋駒の形をしたラムネです。
甘酸っぱく爽やかなレモン味で、老舗
ならではの優しい口どけと様々な駒の
柄を楽しめます。

金 額 等  320円　内容量：12個
販 売  天童市観光情報センター　ＴＥＬ 023-653-1680 

昔ながらの手法と伝統の技。材
料を吟味し、ひとつひとつ心を
こめた手作りの「利久ゆべし」
「かりん糖」の味は、懐かしい
故郷の香りとあたたかさを誘う
美味しさです。

金 額 等  15本入 650円
製造販売  利久堂
　　　　　ＴＥＬ 023-672-0324

酸味とほんのり甘い地元契約農家
こだわりの紅玉リンゴを、最高級
バターを使用した風味豊かなパイ
生地で包み焼きあげました。

金 額 等  ５個入 1,490円（税込）、
10個入 2,755円（税込）、
15個入 4,028円（税込）
製造販売  大國屋
ＴＥＬ 023-672-2843

安全・衛生に万全を期し品質第一をモットーに
県の名産として好評を得ております。

金 額 等  花笠カルパス 324円、
　　　　　山形カルパス 1,050円
製造販売  ㈱楯岡ハム
　　　　　ＴＥＬ 0237-55-2533 

将棋駒の形をしたもなかで、中
には上質な小豆を使用した粒あ
んがぎっしり詰まっています。
もなかの香ばしさと上品な甘さ
で、世代を問わず大変喜ばれて
います。

金 額 等  650円　内容量：5個
販 売  天童市観光情報センター　ＴＥＬ 023-653-1680 

天童特産の将棋駒の形をしたお饅頭で
す。ふっくらとしたカステラ風味の皮の
中には、こしあんがたっぷり入ってい
て、なめらかな舌触りと控えめな甘さが
多くの人に親しまれています。

金 額 等  760円 内容量：８個　1,080円 内容量：12個
販 売  天童市観光情報センター　ＴＥＬ 023-653-1680 

上山市  樹氷ロマン

上山市  山形プリン

上山市  こんにゃくみぞれ ら・ふらんす

村山市  煎餅

天童市  将棋ラムネ

上山市  かりん糖

上山市  上山アップルパイ

村山市  カルパス

天童市  将棋もなか

天童市  王将焼

上山市
Kaminoyama

上山市
Kaminoyama

上山市
Kaminoyama

上山市
Kaminoyama

上山市
Kaminoyama

村山市
Murayama

村山市
Murayama

天童市
Tendo

天童市
Tendo

天童市
Tendo
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当 店 の オ リ ジ ナ ル 麩 菓 子 で
す。素朴な味わいと歯ごたえ
がたまりません。黒糖＆シナ
モンシュガー仕立てで、小さ
なお子様からご年配の方まで
幅広い年代に人気のお菓子で
す。

金 額 等  各356円
製造販売  ㈲文四郎麩　ＴＥＬ 0237-42-0117

町の花りんどうが小箱
に 描 か れ た り ん ど う
は、アーモンド粉末の
生地に白ごまと胡桃の
入ったコクのある餡が
包まれているお菓子で
す。
金 額 等  1個：180円　
製造販売  喜代松
ＴＥＬ 023-664-5175

噛めば噛むほど懐かしい味わい
の亀の甲せんべいは、今では町
内に1店舗となっております。
昔の固いイメージはなく、食べ
やすい固さに改良されつつも、
昔の風味も味わえるようにでき
ています。

金 額 等  1個：70円、袋入り10個：700円、箱12個：1,000円
製造販売  甘太堂菓子店　ＴＥＬ 023-664-6069

麺王国山形の誇る人気麺メニュー
をお土産に。乾麺2食スープ付き
ですので保存もきき便利です。麺
好きの方へのお土産に最適です。

金 額 等  ２食スープ付 １袋380円～（箱入りもございます）
製造販売  合資会社酒井製麺所　めん工房さかい
　　　　　ＴＥＬ 023-641-4126

尾花沢産最上早生原種
を使った10割乾麺蕎麦

金 額 等  
7束箱入り
2,700円

製造販売  （一社）尾花沢市観光物産協会
　　　　　ＴＥＬ 0237-23-4567

ぎりぎりまで樹の上で熟させて
収穫し、砂糖とりんご酢、ほん
の少しの塩のみで丁寧に漬け込
まれました。芳醇な甘みと酸味
とともに、とろける食感をぜひ
ご堪能ください。

金 額 等  大粒詰合せ ６粒入り1,404円
製造販売  壽屋寿香蔵　ＴＥＬ 0237-42-0173

期間限定のジャンボスイート
ポテトは、その大きさにびっ
くり！とても滑らかで、ほど
よい甘さが人気のスイートポ
テトです。

金 額 等  
（大きさによる）約1,000円～

製造販売  菊屋
ＴＥＬ 023-664-7240

旧柏倉家住宅の前にある畑で栽

培された紅花の乱花が練り込ま

れた特別な品物です。

金 額 等  1,000円
販 売  ひまわり温泉ゆ・ら・ら　ＴＥＬ 023-662-5780

大正9年頃からはじまった松
葉庵の葉山そば。じっくり乾
燥させることで、生麺に負け
ない食感と風味が特徴です。

金 額 等  3本入555円、5本入1,080円
製造販売  ㈲松田製麺所　ＴＥＬ 0237-54-2038

河北町は冷たい肉そば発祥の地です。鳥のダシ
が効いた甘じょっぱい醤油ダレのスープに、コ
リコリとした触感の親鳥と刻みネギが乗ってお
り、絶品です。お土産品としても販売しており、
お店の味を気軽に味わうことができます。
金 額 等  最上川司プロデュースかほく冷たい

肉そば 1,296円～、かほく冷たい肉そば（冷蔵）2人前セッ
ト1,080円～、5人前セット2,700円～
製造販売  特定非営利活動法人かほく冷たい肉そば研究会
　　　　　ＴＥＬ 0237-72-2455

東根市  ふかりんとう　ふど－なつ

山辺町  りんどう

山辺町  亀の甲せんべい

山形市  山形人気ご当地麺

尾花沢市 尾花沢10割そば 乾麺

東根市  茜姫

山辺町  ジャンボスイートポテト

中山町  紅花羊羹

村山市  葉山そば

河北町  冷たい肉そば

東根市
Higashine

山辺町
Yamanobe

山辺町
Yamanobe

中山町
Nakayama

山辺町
Yamanobe

東根市
Higashine

山形市
Yamagata

尾花沢市
Obanazawa

河北町
Kahoku

村山市
Murayama
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米沢牛他、国産材料を使用し
たレトルト食品。２～3人前。
長ネギを加えるとより美味し
くいただけます。

金 額 等  
1,512円（税込）
製造販売  
㈲遠藤物産
ＴＥＬ 023-695-2126

当館は1984年11月の開店以来、県内
から厳選した特産品・約4000品目を
販売する「お土産品販売エリア」、地
域の味覚を気軽に味わうことが出来る
「フードコートエリア」、産直などの
「テナントエリア」で全国からお越し
のお客さまをこころよりお
待ちしております

アクセス  東北中央自動車道山形上山ICから車で約1分
製造販売  ㈱山形県観光物産会館　ＴＥＬ 023-688-5500

国道13号に接し、天童温泉や山寺立
石寺、蔵王など観光のキーステーショ
ンとして賑わう道の駅　天童温泉。隣
接する森林情報館「もり～な天童」内
では、天童将棋駒の実演と展示を行っ
ており、産直「サン・ピュア」では、
季節のフルーツや特産品を

使ったスイーツなど多彩なお土産が目白押しです。
アクセス  東北中央自動車道天童ICから車で約10分
製造販売  道の駅 天童温泉　ＴＥＬ 023-651-2002 

やまがた食産業最優秀賞
受賞。水を一滴も仕様ぜ
ず尾花沢産スイカの水分
で作ったカレー。

金 額 等  1箱　800円
製造販売  （一社）尾花沢市観光物産協会
　　　　　ＴＥＬ 0237-23-4567

さくらんぼの里で有名な山形県寒
河江市に位置し、東北最大級の規
模を誇る道の駅。山形県内各地の
特産品や工芸品のほか、さくらん
ぼにちなんだものを多く取り揃え
るさくらんぼの一大テーマパーク
となっております。

アクセス  山形自動車道寒河江ICから車で約10分
製造販売  ㈱チェリーランドさがえ
　　　　　ＴＥＬ 0237-86-3111

国道112号線沿いに位置し、
月山夏スキーや登山・トレッ
キングのお客様で賑わう道の
駅。地ビール醸造工場と日帰
り温泉を併設し、山菜やきの
こなどの農産物の販売も行っ
ております。

アクセス  山形自動車道西川ICから車で約10分
製造販売  西川町総合開発㈱　ＴＥＬ 0237-74-2100

山形市  米沢牛入り芋煮

山形市  ぐっと山形 山形県観光物産会館

天童市  道の駅 天童温泉

尾花沢市 尾花沢すいかカレー

寒河江市 道の駅 寒河江チェリーランド

西川町  道の駅 にしかわ

〈山形コンベンションビューローの賛助会員　記念品・お土産品〉

㈱ヤガイ 山形市 023-643-7735

浅野商店（地酒　等） 山形市 023-622-4783

オビサン㈱（オフィス・文具） 山形市 023-633-3331

㈲くまがい（オフィス・文具） 山形市 023-632-1477

七日町一番街商店街振興組合 山形市 023-622-1455

山形県酒造組合 山形市 023-641-4050

㈱山形県食肉公社 山形市 023-684-5656

山形県麺類飲食生活衛生同業組合 山形市 023-632-5246

山形市十日町商店街振興組合 山形市 023-623-0739

山形市農業協同組合 山形市 023-623-0526

山形農業協同組合 山形市 023-641-3121

日東ベスト㈱ 寒河江市 0237-86-3168

山形市
Yamagata

尾花沢市
Obanazawa

山形市
Yamagata

寒河江市
Sagae

西川町
Nishikawa

天童市
Tendo
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 関連支援のご紹介
★アトラクション費用支援（国際規模、全国規模）
　 国際会議には10万円、全国規模には５万円を上限としてアトラクション費用を助成しております。
　また、紹介のみも行っておりますので、お気軽にご相談ください。　
★コンベンション開催用貸切バス費用支援（国際規模、全国規模）
　参加実績50人以上の国際規模及び100人以上の全国規模のコンベンションに対し、バス代の助成をしています。

参　加　実　績　　　　　　　　　　　　　　　交付上限額
※ コンベンション開催地以外の村山広域圏内の

市や町に、視察またはエクスカーションを実
施した場合、 左表に100,000円を上限に加算
します。

5,001人以上　　　　　　　　　　　 400,000円
3,001人以上、5,000人以下　　　　　　　　　　　 300,000円
1,001人以上、3,000人以下　 200,000円
100人以上、1,000人以下（国際規模は50人以上）　 100,000円

【お問合せ先】（一財）山形コンベンションビューロー　コンベンション担当
　　　ＴＥＬ 023-635-3000　　e-mail：sales@convention.or.jp
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山形市から県内主要都市等までの所要時間と距離（目安）
目的地 所要時間 距離

天 童 市 28分（一般） 15km
山 寺 28分（一般） 15km
山形空港 30分（有料） 25km
東 根 市 38分（有料） 29km
河 北 町 35分（有料） 31km
村 山 市 38分（有料） 32km

目的地 所要時間 距離
大石田町 57分（有料） 46km
尾花沢市 57分（有料） 47km
銀山温泉 1時間15分（有料） 63km
新 庄 市 1時間21分（有料） 69km

山形市から
目的地 所要時間 距離

山 辺 町 20分（一般） 9km
中 山 町 25分（一般） 12km
寒河江市 27分（有料） 20km
大 江 町 34分（有料） 26km
西 川 町 32分（有料） 32km
月山スキー場 1時間3分（有料） 56km
朝 日 町 45分（一般） 28km
鶴 岡 市 1時間32分（有料） 96km
庄内空港 1時間34分（有料） 103km
酒 田 市 1時間48分（有料） 115km
上 山 市 30分（一般） 15km
蔵王温泉 30分（一般） 17km
米 沢 市 52分（有料） 49km

所要時間の表記について
・ 自動車使用で有料道路を含む最

短時間
・ 市役所、町役場を起点終点
・ （一般）一般道のみ利用の場合
・ （有料）有料道路利用の場合
距離の表記について
　距離の100m単位は四捨五入

2021年２月


