
美食・美酒
豪華プレゼント!!

冬の東南置賜
ゆきあそび

南陽市 高畠町 川西町
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2022.12.1木-2023.3.31金キャンペーン期間

やまがた冬のあった回廊キャンペーンリーフレット

米沢牛&
日本酒・ワイン

美食・美酒であったまるべ

クローズアップ！！

米沢八湯

●白布温泉　　●湯の沢温泉
●小野川温泉　●新高湯温泉
●大平温泉※　●姥湯温泉※

●滑川温泉※　●五色温泉（閉業）

米沢の人里離れた山奥に湧く温泉は、
いずれも個性派の名湯・秘湯ぞろい。
目的に応じて多様な楽しみ方ができ
ます。

問／米沢観光コンベンション協会
　　☎0238-21-6226

米沢市

※の温泉は冬期休業

かみのやま温泉
弱アルカリ性の赤ちゃんにも優しい泉質。また、保温、保
湿に優れ、美肌成分も多いといわれています。市内には足
湯と共同浴場がそれぞれ５ヶ所ずつ点在しています。

問／上山市観光物産協会 ☎023-672-0839

上山市

赤湯温泉
上杉家藩主も訪れ、御殿湯として栄えた赤湯温泉。戦で傷
ついた体を湯に浸せば、たちどころに治ったとの言い伝え
も。温泉街のワイナリー巡りやラーメンもおススメです。

問／赤湯温泉旅館協同組合 ☎0238-43-3114

南陽市

米沢牛
日本三大和牛の一つに数えられる米沢牛。
おいしさの秘密は、肉の断面にみえる細
やかな脂の霜降り。とろけるような食感
と、じっくり味わえばわかるあまみと香
りが、米沢牛の旨さです。

ラーメン
個性豊かなラーメンがそろう置賜。
あっさり、細縮れ麺の「米沢らー
めん」（米沢市）、ピリッとした辛
さが美味しい「辛味噌ラーメン」
（南陽市）、馬肉チャーシューが
特徴の「馬肉ラーメン」（長井市）。
お気に入りの一杯を見つけてみて
は？

隠れ蕎麦屋の里・
白鷹町
自宅を店にしてひっそりと蕎麦屋
を営業していたスタイルから、い
つの頃からか「隠れ蕎麦屋の里」
と呼ばれるようになった白鷹町。
完全手打ちの４店舗が、そば本来
の美味しさを大切にしつつ、個性
あふれるそばを提供いたします。

日本酒
山形県は、全国新酒鑑評会
で全国有数の金賞受賞数を
誇り、2016年には全国で
初めて、県全体が地理的表
示（ＧＩ）の指定を受けた吟
醸王国。ワインといえばフ
ランスのボルドーが有名な
ように、“日本酒といえば
山形”を目指しています。
置賜・上山には、県内51の
酒蔵うち17蔵あり、個性豊
かな日本酒を味わえます。

ワイン
全国有数のブドウの産地山形県はワイ
ンの日本三大産地の一つです。良質な
ワインは2021年にはＧＩの指定を受け
ています。置賜・上山には、県内19の
ワイナリーのうち11のワイナリーがあ
り、東北最古のワイナリーもあります。
こだわりのワインをお楽しみください。

上山城
江戸時代には「羽州の名城」として知られた上山城。現在
の上山城は、1982年に郷土資料館として再建され、天守
閣からは蔵王連峰が一望できます。
交通／JRかみのやま温泉駅から徒歩約15分

上山市元城内3-7

上山市

亀岡文殊堂
日本三文殊の一つとして有名な学問の神様が祀られてい
る亀岡文殊堂。試験等の合格祈願に訪れる人があとを絶
ちません。文殊堂の裏側に「利根水」と呼ばれる水が湧き
出ており、飲めばご利益があると言われているそうです。
交通／JR高畠駅から車で約10分

高畠町亀岡4028-1

高畠町

02

瓜割石庭公園
高畠石を切り出していた採石場跡地に出来た公園で
す。岩山を垂直に削ったダイナミックな石切場の姿
を目にすることができます。町中心部に高畠石で造
られた旧高畠駅舎が保存されており、国の有形文化
財にも登録されています。
交通／JR高畠駅から車で約15分

高畠町安久津地内

高畠町

熊野大社
日本三大熊野のひとつ。新春は、境内をさくらで彩り、たくさんの願いが花開くよ
うに祈る「さくら参宮」を開催しております。また、本殿裏側に「三羽の兎」が隠
し彫りされ、三羽すべて見つけると願い事が叶うと言われています。
交通／JR赤湯駅から車で約５分

南陽市宮内3476-1

南陽市

米沢市上杉博物館

数千に及ぶ上杉氏ゆかりの貴重な
品々や国宝が収蔵されています。
上杉の歴史と文化を中心とした
「江戸時代の置賜・米沢」を知る
ことができます。

交通／JR米沢駅から車で約10分

米沢市丸の内1-2-1

米沢市

上杉神社

明治９年、上杉謙信、上杉鷹山を
祭神として米沢城本丸跡に建立。
大正12年、現在の神社が完成。設
計は米沢出身の伊東忠太博士。初
詣やお宮参り、結婚式など、四季
を問わず多くの市民が訪れます。
交通／JR米沢駅から車で約10分

米沢市丸の内1-4-13

米沢市

どんでん平スノーパーク

スノーモービルに引かれて雪上を滑るバナナボートや、
スノーチューブで滑る巨大すべり台、スノーモービル
乗車体験など、子どもから大人まで楽しめるスリル満
点の遊びがいっぱい！
交通／JR赤湯駅から車で約30分
問／飯豊町観光協会 ☎0238-86-2411

飯豊町大字萩生3341

飯豊町

天元台高原スキー場

西吾妻山の麓、標高1350mにあるスキー場です。11月
下旬から５月初旬まで滑走可能です。真冬のゲレンデ
は100％パウダースノー。初心者から上級者まで楽しめ
ます。天気のいい日は米沢市内が一望できます。
交通／JR米沢駅から車で約30分
問／天元台高原スキー場 ☎0238-55-2236

米沢市李山12118-6

米沢市

蔵王ライザワールド

初心者から上級者まで楽しめるパウダースノーゲレン
デでは樹氷と大パノラマが一望できます。レストラン
では石窯で焼いた手作りピッツァが大人気！

交通／かみのやま温泉駅から無料シャトルバスで約40分
　　　かみのやま温泉ICから車で約40分
問／蔵王ライザワールド ☎023-679-2311

上山市蔵王坊平高原

上山市

名所&スノーパーク 03 温泉&
美食・美酒

上杉雪灯篭まつり（米沢市）

公式LINEからアンケートに
答えて抽選でGET！

おきたま・かみのやま宿泊でWチャンス!!
米沢牛 つや姫 など日本酒・ワイン

さらに

新高湯温泉

手水舎
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湯の沢温泉
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赤湯温泉
川西温泉浴浴センターまどか
飯豊温泉梅花皮荘
鷹野湯温泉パレス松風
白川温泉いいで白川荘

道の駅いいで
道の駅田沢
道の駅白い森おぐに
道の駅たかはた
道の駅白鷹ヤナ公園
道の駅川のみなと長井
道の駅米沢

上杉神社・米沢市上杉博物館
上山城
旧長井小学校第一校舎
熊野大社
亀岡文珠
横川ダム・白い森おぐに湖
どんでん平スノーパーク
白川湖

※JR米坂線今泉駅～坂町駅（新潟県）間は、
　バスによる代行輸送

https://attakairou.oki-tama.jp

小野川温泉スキー場
天元台高原スキー場
米沢スキー場
蔵王ライザワールド

●
●
●
●

15
16
17
18

蔵王猿倉スキー場
横根スキー場
白鷹町営スキー場
川西町営小松スキー場

スキー場

置賜地域・

上山市

山形県
おきたま

かみのやま

※写真はイメージです

おすすめ
情報

上杉雪灯篭まつり

米沢市
雪灯篭と雪ぼんぼりの光が、会場一帯
を灯します。例年竹あかりやキャンドル
ゾーンなど、趣の異なる灯りの競演や
創作雪像コンテストなども楽しめます。
期間：2月11日㈯・12㈰
会場：上杉神社境内、松が岬公園一帯
交通：米沢市役所まで東北中央自動車道
米沢中央ICから約10分。米沢市役所から
会場まで有料シャトルバスをご利用下さい。
問／上杉雪灯篭まつり実行委員会
　　☎0238-22-9607

新型コロナウイルス感染症の状況によ
り、中止・変更となる場合があります。

置賜パノラマビュー ウインター 
ウォーク＆芋煮ランチ in十分一山
十分一山のてっぺんを目指す、プロのアウトドアガイド付き
冬道ウォークです。ゆっくり歩いて１時間ほどで登頂できる
ので初級者でも安心して参加いただけます。頂上では開放的
な景色を眺めながら、米沢牛でつくった芋煮と南陽産のお米
でつくった特製おにぎりのランチをお楽しみいただきます。
下山後は、開湯920余年を誇る赤湯温泉で、2022年オープン
した赤湯温泉湯こっとで心も身体も芯から温まりましょう。
交通／JR赤湯駅から徒歩約25分（集合場所：赤湯温泉湯こっと）
　　　赤湯温泉湯こっとから十分一山のふもとまで送迎あり
問／南陽市商工観光課観光ブランド係  ☎0238-40-8295

南陽市 十分一山

Pick
Up!

開催：2月18日㈯

要予約

レンタル要予約

まほろば冬咲き ぼたんまつり
雪の白とぼたんの鮮やかな色のコントラストが見る
人の目を奪う、日本一早い真冬のお花見イベント。
今年は町のフォトスポットやお土産処を巡る無料
シャトルバスを運行（予約要）。
交通／JR高畠駅（太陽館）前広場
問／高畠町観光協会  ☎0238-57-3844

高畠町 太陽館（JR高畠駅） 一部要予約

開催：2月9日㈭～12日㈰

しらたか雪紅り スカイランタンフェス
白鷹町を代表する冬の祭り「しらたか雪紅り」に合わせてスカイラン
タンフェスを開催し、冬の夜空に幻想的な灯りをともします。宿泊は
町を一望できる大浴場が自慢の鷹野湯温泉パレス松風がおすすめです。
交通／山形鉄道フラワー長井線荒砥駅から車で約５分
問／白鷹町観光協会  ☎0238-86-0086

白鷹町 道の駅白鷹ヤナ公園  駐車場（予定）※変更の場合あり
あか

冬の文化回廊をめぐるまち歩き
江戸時代に舟運で栄えた長井市で地元ガイドの案内のもとまち歩きを楽し
みます。今では見ることのなくなった商家の茅葺屋根
の燻蒸作業風景の見学や宮地区の歴史的建造物な
どをめぐり、冬ならではのまち歩きが体験できます。
交通／山形鉄道フラワー長井線長井駅
問／長井市観光文化交流課  ☎0238-82-8017

長井市 長井市内
かみのやま温泉☆蔵王夜号
かみのやま温泉発着、夜の蔵王鑑賞プランです。
ジャンボタクシーとロープウェイで蔵王山頂へ。
ライトアップされた樹氷をお楽しみください。

集合場所／かみのやま温泉観光案内所
交通／①JR山形新幹線かみのやま温泉駅
　　　②東北中央自動車道かみのやま温泉ICから約10分
問／上山市観光物産協会  ☎023-672-0839

上山市 かみのやま温泉発着

開催：２月上旬

開催：２～３月

長井雪板体験プラン
新感覚の冬のアクティビティ「雪板」
をガイド付きで体験できます。ビン
ディングのない木製の雪板の上に
乗って、まるでサーフィンのように
雪の斜面を滑ります。
問／野川まなび館内やまがたアルカ
ディア観光局  ☎0238-87-0605

長井市 道照寺平スキー場 等

開催：１～２月

じゅうぶいちやま

要予約

白川湖畔のアクティビティ
春の水没林で有名な白川湖周辺は、全国
でも有数の豪雪地帯。ヤハハエロ（どん
ど焼き）などの体験を楽しめます。雪遊
びの後は白川温泉がおすすめです。
交通／JR米坂線手ノ子駅から車で約30分
問／白川温泉いいで白川荘  ☎0238-77-2124

飯豊町 白川温泉いいで白川荘

開催：１～２月

氷上わかさぎ釣り
厚い氷で覆われた白い森おぐに湖で、のんびりと氷上わかさぎ
釣りを楽しんでみませんか。シーズン中は2,000人もの方が訪れ、
子どもからお年寄りまで幅広い世代の方が楽しんでいます。
交通／南陽市から国道113号で宇津峠（トンネル）を越え、約10分ほ

ど新潟方面へ。箱口地区からＴ字路から横川ダム方面へ
問／小国わかさぎ会・佐藤  ☎090-2607-7757

小国町 白い森おぐに湖（横川ダム湖）

開催：１月中旬～３月中旬

スノーシューハイク・スノーサーフィン体験2DAY in 川西
スノーシューハイク・スノーサーフィン「雪板」を体験し
ませんか。インストラクター付きで、雪に慣れていない方
も安心安全に楽しく体験できます。その後、温泉や川西
の特産品や地酒、ご宿泊等プラスし、「自分で創るかわ
にし旅」をお楽しみください。
交通／JR羽前小松駅から車で約10分
　　　会場へは迂回路にてご案内しております。
問／川西町観光協会  ☎0238-54-1515  FAX0238-54-1516

川西町 川西町営小松スキー場、またその周辺 要予約

熊野大社 さくら参宮

南陽市
元来、さくらの「さ」は穀霊、「くら」
は神様の依り代（よりしろ）を意味す
るように、桜は神様が宿る特別な樹。
さくらに願いを込める太々神楽や特
別祈祷を行います。
期間：１月上旬～3月下旬の日・祝日
会場：熊野大社境内
料金：特別祈祷5,000円
　　 （通常参拝は無料）
問／熊野大社
　　☎0238-47-7777

わらじみこしまつり

高畠町
旅の安全を祈願し奉納された、長さ約
4ｍの大わらじを、雪が舞う季節にさ
らしを巻いた参加者が担ぎ町内を歩く、
熱いお祭り。
担ぎ手も募集しております。
期間：1月15日㈰
会場：竜壽院大日如来石仏前
交通：高畠駅から車で約10分

問／高畠町役場商工観光課
　　☎0238-52-4482

春待ち市

川西町
心も体もほっこりできる、かわいい雑
貨やおいしい飲食店が集う春待ち市
は、ご家族やご友人みんなでお楽し
みいただけます。
期間：3月4日㈯・5日㈰
会場：川西町フレンドリープラザ
料金：入場無料
交通：JR米坂線羽前小松駅から車
で約5分
問／川西町観光協会
　　☎0238-54-1515

ながい雪灯り回廊まつり

長井市
市民手作りの「スノーランタン」が沿道
に並び、一帯が優しい雪灯りに包まれ
ます。各商店街では、趣向を凝らした
催しをご用意してお待ちしています。
期間：2月4日㈯
会場：市内中心市街地 ほか
料金：入場無料

問／ながい雪灯り回廊まつり実行委
員会事務局  ☎0238-88-5279

つる細工講習会

小国町
２泊３日で飯豊温泉も楽しみながら、
小国の伝統工芸であるつる細工の講
習を行います。初級者から上級者ま
で、毎年参加者多数。
期間：1月下旬
会場：飯豊温泉 梅花皮荘
予約：要
交通：JR小国駅から車で約30分。国
道113号線から県道260号線を経由
問／小国町観光協会
　　☎0238-62-5130

隠れ蕎麦屋の里
新そば・旬そばキャンペーン

白鷹町
自宅を店として開放し、ひっそりと蕎麦
屋を営業していたスタイルから、いつの
頃からか「隠れ蕎麦屋の里」と呼ばれる
ようになった白鷹町。完全手打ちの４店
舗が、そば本来の美味しさを大切にしつ
つ、個性あふれるそばを提供いたします。
期間：11月1日㈫～2月26日㈰
会場：千利庵、熊屋、宝思そば、
そばきり八寸
問／白鷹町観光協会
　　☎0238-86-0086

中津川雪まつり

飯豊町
最も雪深い時期に開催される、中津
川地区のイベント。道路沿いにろうそ
くを灯す「炎の回廊」など、豪雪地帯
の雪を活用して地域を盛り上げます。
期間：2月25日㈯
会場や料金等については下記にお
問い合わせください。

問／中津川地区公民館内 中津川雪ま
つり実行委員会事務局
☎0238-77-2020

加勢鳥

上山市
江戸時代初期から伝わる上山伝統の民俗行事。「ケ
ンダイ」と呼ばれる蓑をかぶった若者が「カッカッ
カー」の掛け声とともに市内を回り、火伏せと商売繁
盛を祈る奇習。神の化身とされる加勢鳥の「ケンダ
イ」には神が宿ると考えられ、縁起物とされています。
期間：2月11日㈯㈷
会場：かみのやま温泉駅前 ほか
交通：①JR山形新幹線かみのやま温泉駅
②東北中央自動車道かみのやま温泉ICから約10分
問／加勢鳥保存会事務局（上山市観
光物産協会内）  ☎023-672-0839

開催：12月24日㈯～2月27日㈪

01 ゆきあそび

冬限定のイベントが盛りだくさん！

開催：スノーシューハイク：2月12日㈰
　　　スノーサーフィン：2月19日㈰

気
軽
で
貴
重
な
雪
遊
び
！

真っ白な雪景色に映える
幻想的な光と大輪の花

見る

遊ぶ

遊ぶ

遊ぶ

見る

見る

見る

遊ぶ

遊ぶ

要予約
要予約

ゆき   いた

スノーシューハイクin川西

スノーサーフィン（雪板）in川西

Pick
Up!

Pick
Up!

公式LINEからアンケートに答えて抽選でGET!

美食・美酒豪華プレゼント！！

❶米沢牛カタログギフト賞（５千円相当）
❷東南置賜名物賞　　❸日本酒賞
❹ワイン賞　　　　　❺つや姫賞（お米）

❶温泉旅館宿泊券賞
❷米沢牛カタログギフト賞（１万円相当）

期間中、おきたま・かみのやま地域を訪れて、公式LINEからアンケート
に答えると、抽選で合計60名様に総額30万円相当の美食・美酒豪華プレゼ
ントが当たります。宿泊した方にはさらにダ
ブルチャンスで豪華プレゼントをご用意！
公式LINEでお友だち登録し、アンケートに
ご協力ください。
【申し込み期間：3月15日まで】

「友だち追加」方法

合計

60名様

Wチャ
ンス

さらに
！

ダブル

▶お店で使えるお得なクーポンがいっぱい！
割引、ドリンクサービスなど盛りだくさん

QRコードで登録
①LINEアプリを開き、「　 友だち追加」を押す
②「QRコード」を押し、右記のQRコードを
　読み取り、「追加」を押す

アカウント名検索で登録
①LINEの検索窓に【山形おきたま観光協議会】を
　入力し、「追加」ボタンを押す

▶アンケートに答えて美食・美酒豪華プレゼント！
米沢牛、つや姫などが当たる

▶最新イベントやおトクな情報をスグにお知らせ！

期間中、置賜・上山に宿泊した方に！

公式LINE
友だち募集中！

山形おきたま観光協議会

お友だち登録するとイイコトいっぱい！
山形おきたま観光協議会




