美水・名水でつながる西置賜ものがたり

美泉温泉でつながる西置賜ものがたり
800年前にマタギが発見した名湯、その昔傷ついたガマ蛙が浸っていたとされる温泉、希少価値の高
い炭酸泉、日本で唯一入浴できる間欠泉など、西置賜には名湯秘湯に浸れる美泉温泉が各市町にあり、
疲れた身体を癒し、気分転換してくれます。

【主な温泉施設】 凡 例：①温泉の泉質

②日帰り入浴［定休日］③収容人数、駐車台数 ほか

※詳細については各施設のホームページをご覧ください

はぎ苑
卯の花温泉はぎ乃湯
長井市成田2170-2
TEL：0238-84-1387

① 塩化物・炭酸水素塩泉
② 大人(中学生以上)450円･子ども 250円、10～22時［第３木曜］
③ 駐車場：乗用車200台収容・大型バス可

飯豊山荘

小国町大字小玉川663-3
TEL：090-5234-5002

① ナトリウム・カルシウム・塩化物・炭酸水素塩・硫酸塩温泉
② 大人 500円、小学生 300円、10～19時
③ 定員 69名、駐車場 50～60台、冬期間休業

泡の湯温泉
三好荘

小国町大字小玉川715
TEL：0238-64-2220

① 含鉄・二酸化炭素－ナトリウム・カルシウム－塩化物・硫酸塩温泉
② 大人 400～500円、小学生 200～250円、9～17時
③ 収容人数 49名

飯豊町大字椿4494
TEL：0238-72-3706

① 単純硫黄温泉/ナトリウム塩化物・炭酸水素塩温泉
② 大人 400円、小学生 150円、10～20時30分［火曜日］
③ 収容人数110名、駐車場：普通車 50台、大型バス ５台

白川温泉
白川荘

飯豊町大字数馬218-1
TEL：0238-77-2124

① 単純冷鉱泉
② 大人(中学生以上) 400円、小学生 150円、10～20時
③ 駐車場：普通車30台・大型10台

【西置賜の道の駅】

凡 例：①施設概要・営業時間

川のみなと長井

長井市東町 TEL:0238-87-1121

①農産物直売所､物産館､観光案内所､フード
コート､まちづくり紹介コーナー(9:00～18:00)
②日本一けん玉カレー､長井ブラックラーメン､馬のかみしめ（枝豆）のソフトクリーム
③普通車：１09台・大型車：7台・身障者用：4台、
無料レンタサイクル

白鷹ヤナ公園

あゆ茶屋

白鷹町大字下山 TEL:0238-85-5577

①レストランあゆ茶屋、特産品展示販売所、
ファストフード ヤナ売店
（10:00～18:00）
②鮎の塩焼き、
あゆ定食、
鮎チップス
③普通車：239台、
大型車：７台、
身障者用：２台

小国町大字小玉川564-1
TEL：0238-64-2111

① ナトリウム・カルシウム・塩化物・炭酸水素塩・硫酸塩温泉
② 大人 500円、小学生 300円、10～19時
③ 定員 55名、駐車場：200台（大型バス可）

別館 川入荘

小国町大字小玉川564-1
TEL：0238-64-2138

② 大人 500円、小学生 300円、11～16時
③ 収容人数 25名、冬期間休業

A

日本酒の銘柄（一例）

凡 例：①代表銘柄 ②見学・試飲 ③住所等

株式会社 鈴木酒造店

長井蔵

「甦る」(㈱ 鈴木酒造店 長井蔵)

①「一生幸福」
「甦る」
「磐城壽」 ②可(4～11月、要予約)
③長井市四ツ谷1-2-21、
TEL：0238-88-2224

B

東日本大震災で酒蔵が倒壊した福島県浪
江町の蔵元が、後継者の関係で酒造りを
やめることとなった長井市の酒造会社の酒
蔵を引き継いで、
新たに仕込んだ銘柄です。

寺嶋酒造本舗

①
「朝瀧」
「とも」 ②不可
③長井市寺泉3496、
TEL：0238-84-5388

C

長沼合名会社

「直江杉」
（長沼合名会社）

①
「小桜」
「惣邑」
「惣右衛門」 ②試飲のみ可(要予約)
③長井市十日町1-1-39、
TEL：0238-88-2007

ＮＨＫ大河ドラマ「天地人」の主人公 直江兼続が手
植えしたとされる總宮神社の「直江杉」を題材とし
たオリジナル清酒。直江杉はかつて最上川舟運の
船頭達に長井に入ったことを示す目印とされました。

株式会社野澤酒造店

①
「羽前桜川」 ②見学のみ可(4～10月、要予約)
③小国町大字小国小坂町213、
TEL：0238-62-2011

白鷹町大字十王5687-8
TEL：0238-85-1001

① ナトリウム－塩化物硫酸塩温泉
② 大人(中学生以上) 300円、小人(小学生) 150円、10～21時［偶数月第2火曜］
③ 駐車場：130台

いいで添川温泉
しらさぎ荘

飯豊町大字添川3020-5
TEL：0238-74-2161

① 単純温泉低張性中性温泉
② 大人(中学生以上) 400円、小学生150円、8～21時［第４水曜］
③ 駐車場：50台程度

広河原温泉 間欠泉
湯の華

飯豊町大字広河原字湯ノ沢448-2
TEL：050-5534-3431(営業(5～11月初旬))

① ナトリウム・カルシウム-炭酸水素塩・塩化物温泉
② 大人 600円、子ども 300円、10～16時
③ 駐車場：約10台

E

飯豊どぶろく

加茂川酒造株式会社

①「日の出加茂川」
「久保桜」
「蔵人考」②可(通年要予約)
③白鷹町大字鮎貝3258、TEL：0238-85-3151

F

どぶろく特区の飯豊町では、
こだわりの杜氏が仕込む、大
自然の恵み豊かな、
まろやか
で芳醇な香りの
「どぶろく」
を楽しむことができます。

若乃井酒造株式会社

①「若の井」
「えびす寿」 ②見学のみ可(12～3月、要予約)
③飯豊町中947-3、TEL：0238-72-2020

ワイン
白鷹山麓萩野産マスカット・ベリーＡ
（右）
伊佐沢カベルネ・ソーヴィニヨン（左）
白鷹町萩野地区と長井市伊佐沢地
区の耕作放棄地を再生して栽培し
たブドウで仕込んだ赤ワイン。
「くせ
が少なく飲みやすい」、
「 軽妙な果
実感がある」
と好評です。ぜひ飲み
比べてください。 ※販売本数僅少

・がまの湯温泉 いいで旅館
・白川温泉 白川荘
・広河原温泉 間欠泉 湯の華
・めざみの里観光物産館

白鷹の赤すももワイン
「 紅 新 田 」と いう品 種 を
1 0 0％原 料 にしたフレッ
シュで薫り高いワインで、
乾
杯酒、食前酒に最適。赤す
もも特有の酸味と甘味があ
り、
特に女性から好評です。

TEL：0238-72-3706
TEL：0238-77-2124
TEL：050-5534-3431
TEL：0238-86-3939

やまがた飯豊町
こくわワイン
飯豊町産こくわ(サルナシ)
独特の芳醇な香りとキウィ
に似た甘み・爽やかな酸味
を楽しめるフルーティなワイ
ン。栄養価も高く、毎日の健康
に食前酒としても最適です。

【西置賜の湧水】「里の名水・やまがた百選」に選定

③駐車場等

白い森おぐに

酒蔵一覧

D

鷹野湯温泉
パレス松風

②グルメ・特産品

【西置賜のお酒】

問い合わせ先

がまの湯温泉
いいで旅館

国民宿舎
飯豊梅花皮（カイラギ）荘

西置賜を包む、飯豊、朝日の両連峰の山頂から花崗岩の天然のフィルターを通った伏流水
（※）は、硬
度が20mg/L程度の超軟水です。飲めばまろやか、ご飯も美味しく炊けて、お酒にしても素材が持つ
本来の香りや味わいを引き立てます。 ※山々から伸びる扇状地に広がる河川敷や山麓の下の荒い砂を含んだ層を流れる地下水

ぶな茶屋

小国町大字小国小坂町 TEL:0238-62-3719

①旬菜レストランあいあい(11:00～15:00)
物産品直売所･情報コーナー(9:00～18:00)
軽食コーナー(9:00～17:30)
②地元産山菜･キノコ、
地酒(羽前桜川)、
山菜そば･うどん
③普通車：１５８台・大型車：２０台・身障者用：8台

いいで めざみの里観光物産館

飯豊町大字松原 TEL:0238-86-3939

①観光物産館、外国人観光案内所、免税所、道路情報
館(9:00～18:00)､ファーストフードコーナー(8:00
～17:00)、
レストラン(11:00～18:00)（各施設とも冬季間は時間変更あり）
②どぶろくまんじゅう、
いも煮、
牛すじ煮込みラーメン
③普通車：198台・大型車：１５台・身障者用：６台

三階滝の清水（長井市寺泉）
滝の下には不動尊を祀った祠があり、
しめ縄が張られた付近から清水が出
ています。傍らに
「登り来て 湧き出づ
る水の腹にしむ 不動尊祀られる三
階の滝」の句板もあります。

ブナしずく（小国町大字玉川）
森林セラピー基地「ブナの森 温身平」
の中にあります。飯豊山荘から深いブ
ナ原生林の林道を歩いていくと、登山
家や自然愛好家しか知らない湧水があ
ります。

【ペットボトル飲料水】道の駅などで販売

「卯の花姫の涙」
長井の水道水は全て４０ｍ以上の深井
戸から取水する100％の地下水です。
朝日山系の山々によって自然に濾過さ
れた、
まろやかで爽やかな飲み口です。

「秘境の湧き水」
飯豊山系の地下岩盤水脈から湧き出でる天
然水で、
水質は極めて高く、
透明に澄みきって
います。
国内有数のミネラル分含有率を誇る、
まろやかな味わいの秘境の湧き水です。

