山形 村山

ワイナリーと温泉
Yamagata Wineries &
Hot springs map

酒蔵とそば

山形 村山

Map

Yamagata Japanese Sake Brewerise &
Soba noodle map

温泉宿に泊まってワイナリーを巡ったり、
気軽に日帰り温泉とワイナリーに
立ち寄ったり・・・
山形ならではのワインツーリズムへ

うまい酒にはうまい蕎麦。
どちらもあるのが山形の自慢。
最高の組合せを探しに山形へ

見 学 可 能 な ワ イ ナリー
1 タケダワイナリー（上山市）

Takeda winery (Kaminoyama city)
「良いワインは良い葡萄から」全
国に多くのファンを持 つ1920年
開園の老舗ワイナリー
■
■
■
■

住所： 上山市四ツ谷2丁目6-1
TEL： 023‐672‐0040
定休： 夏季、年末年始、12〜3月の土日祝
試飲： 可能

2 ウッディファーム &ワイナリー（上山市）

4 古澤酒造（寒河江市）
4 天童ワイン（天童市）

Tendo winery (Tendo city)
ぶどうの理想郷天童の風土の恵
みを受けたワイン。ワインのミニ
講座でワイン通へ（１０名以上で予約）
■
■
■
■

住所： 天童市高擶南９９
TEL： 023‐655‐5151
定休： 不定休
試飲： 可能

5 月山トラヤワイナリー（西川町）

Woody farm & winery (Kaminoyama city)
蔵王連峰の麓に抱かれて、葡萄
の栽培、醸造、販売まで一貫し
て行うドメーヌワイナリー

GassanToraya winery (Nishikawa town)
月山の麓の自然豊かな古民家が
ワイナリー。月山の恵みをぎゅっ
と一本に

■
■
■
■

■
■
■
■

住所： 上山市原口８２９
TEL： 023‐674‐2343
定休： 夏季休業、年末年始
試飲： 可能（有料）

3 朝日町ワイン（朝日町）

住所： 西川町吉川７９
TEL： 0237‐74‐4315
定休： 土日祝
試飲： 可能

6 東根フルーツワイン（東根市）

Asahimachi winery (Asahi town)
コンクール 受 賞 の 常 連 ワイナ
リー。ぶどう畑に囲まれたワイ
ン城でお気に入りの一本を

Higashine fruits winery (Higasine City)
さくらん ぼ、ぶどう、桃・・・
果 樹王国山形の果 物を博士が
手掛けてフルーツワインへ

■
■
■
■

■
■
■
■

住所： 朝日町大谷高野１０８０
TEL： 0237‐68‐2611
定休： 12／31〜1／3
試飲： 可能

Map

住所： 東根市大江新田平林３９ １
TEL： 0237‐38‐9014
定休： 不定休
試飲： 可能

やまがた広域観光協議会

※見学の際は事前の予約が必要となります。

見 学 可 能 な酒 蔵
1 男山酒造（山形市）

Otokoyama shuzou (Yamagata City)

Furusawa shuzou (Sagae Ctiy)

8 朝日川酒造（河北町）

Asahikawa shuzou (Kahoku Town)

1836年に酒造業を創業。以来、180数年
霊山月山を望む氣候風土に恵まれた寒河
江にて酒造りを継承しています。

純米大吟醸・大吟醸などの高級酒から純米
酒・本醸造酒まで。他にも無濾過原酒・長期
熟成酒など個性的なお酒も研究しています。

■ 住所： 寒河江市丸内3丁目5番7号 ■ 定休： 年末年始
■ TEL： 0237‐86‐5322
■ 試飲： 可能

■ 住所： 西村山郡河北町谷地乙93 ■ 定休： お問合せください
■ TEL： 0237‐72‐2022
■ 試飲： 可能

5 月山酒造（寒河江市）

9 和田酒造（河北町）

Wada shuzou (Kahoku Town)

Gassan shuzou (Sagae City)

寛政元年創業、蔵王山系の伏流水を用
いた辛口の酒が特長です。

月山万年雪の雪解け水が生み出す、清
洌な水と良質の米を使い、伝統の技に
新しい技術を加えた酒造りをしています。

1797年（寛政9年）創業。地元の蔵人が、蔵
の風景を思い描ける心の伝わる酒造りを心
がけ、伝統的酒造りを基に、新たな日本酒
の可能性にもチャレンジしています。

■ 住所： 山形市八日町2-4-1３
■ TEL： 023‐641‐0141

■ 住所： 寒河江市大字谷沢769-1 ■ 定休： お問合せください
■ 試飲： 可能
■ TEL： 0237‐87‐1114

■ 住所： 西村山郡河北町谷地甲17 ■ 定休： お問合せください
■ TEL： 0237‐72‐3105
■ 試飲： 可能

■ 定休： 土日祝
■ 試飲： 可能

2 寿虎屋酒造（山形市）

Kotobukitoraya shuzou (Yamagata City)

6 出羽桜酒造（天童市）

Dewazakura shuzou (Tendo City)

10 設楽酒造店（西川町）

Shitara shuzou (Nishikawa Town)

1715 年（江戸亨保年間）創業。
仕込水は蔵王山系伏流水（軟水）。
日本遺産となった紅花の里が生み出す酒
は、テロワールを重視した酒質追求型です。

1892年の創業以来、地元蔵人が熟練の
技で手造りの日本酒を醸しています。華
やかな香りが最大の特徴です。

四季おりおりの大自然が 美しい月山の麓。
銘柄「一声」は、雪降り積もる酒蔵で思いを
込 めて醸した、旨 味 ふくよかな風 味で す。
「月山の酒蔵資料館」を併設しております。

■ 住所： 山形市大字中里字北田93-1 ■ 定休： 土日祝
■ TEL： 023‐687‐2626
■ 試飲： 可能

■ 住所： 天童市一日町1丁目4番6号 ■ 定休： 土日祝
■ TEL： 023‐653‐5121
■ 試飲： 可能

■ 住所： 西村山郡西川町大字睦合丙674-2 ■ 定休： お問合せください
■ TEL： 0237‐74‐2020
■ 試飲： 可能

3 千代寿虎屋（寒河江市）

Chiyokotobukitoraya (Sagae City)

7 六歌仙（東根市）

その 他 の 酒 蔵

Rokkasen (Higashine City)

（見学は行っておりません）

創業以来、地元杜氏・蔵人が醸す手作
りの酒を基本にして、全量県産米使用。
地酒の本質を追究しています。

近代的な酒蔵の中で繰り広げられる、感
性を重要視した自然体な酒造りによるお
酒が楽しめます。

■ 住所： 寒河江市南町2-1-16
■ TEL： 0237‐86‐6133

■ 住所： 東根市温泉町3-17-7
■ TEL： 0237‐42‐2777

■ 定休： 土日祝
■ 試飲： 可能

（見学は作業状況より可否あり）

■ 定休： 無休
■ 試飲： 可能

やまがた広域観光協議会

秀鳳酒造場（山形市）
水戸部酒造（天童市）
鈴木酒造（朝日町）
高木酒造（村山市）
※見学の際は事前の予約が必要となります。

鍋越峠

至大崎市

（4月1日まで19:00～7:00通行止）

村山地方の温泉
蔵王温泉（山形市）

温泉名

おすすめ

Zao Hot Springs(Yamagata City)

蔵王温泉観光協会
023-694-9328

Sagae Hot Springs(Sagae City)

バラの生産がさかんな寒河江市。バラ風呂でエレガントな気分を楽しめま
す。（要問合）

寒河江温泉協同組合
0237-83-1222

Kaminoyama Hot Springs(Kaminoyama City)

ワインの郷かみのやま。温泉情緒漂う、浴衣で街歩きを楽しみたくなる温
泉街です。

上山観光物産協会
023-672-0839

本格クアハウス「クアハウス碁点」。最上川の絶景を望む露天風呂が自慢
です。

クアハウス碁点
0237-56-3351

将棋の駒の里、天童。近代的なホテルから純和風旅館まで好みに合わせた
宿でおくつろぎください。

天童温泉協同組合
023-653-6146

佐藤錦の故郷、東根市。月山・葉山・朝日岳などの名山を望む温泉です。

東根温泉協同組合
0237-42-7100

寒河江温泉（寒河江市）

21

かみのやま温泉（上山市）

最上川美術館

至肘折温泉

碁点温泉（村山市）
Goten Hot Springs(Murayama City)
天童温泉（天童市）
Tendo Hot Springs(Tendo City)

さくらんぼ東根温泉（東根市）
SakuranboHigashine Hot Springs(Higashine City)

7

さくらんぼ東根温泉

銀山温泉（尾花沢市）
Ginzan Hot Springs(Obanazawa City)

大正ロマン漂うノスタルジックな街並みが魅力の銀山温泉。夜にはガス灯
の暖かな灯りに包まれます。

銀山温泉観光案内所
0237-28-3933

Ymanobe Hot Springs(Yamanobe Town)

2つの源泉からなるあったまりの湯。湯上りに町特産の牛乳や酢だまり氷な
どが味わえます。

山辺温泉保養センター
023-664-7777

周辺にスポーツ施設やレクリエーション施設が整備され健康的に楽しめま
す。

023-662-5780
http://www.yurara.jp

山辺温泉保養センター（山辺町）

9
10
5

5

ひまわり温泉

ゆ・ら・ら（中山町）
Himawari Hot Springs "YU RA RA"(Nakayama Town)

6

8

べに花温泉ひなの湯（河北町）
Benibana Hot Springs "Hina no Yu"(Kahoku Town)

道の駅
「寒河江」
チェリーランド

奥おおえ柳川温泉（大江町）
OkuOe Yanagawa Hot Springs(Oe Town)

4

奥おおえ柳川温泉
0237-64-2151

郷愁の心をよびさましてくれる日本の原風景に出会える温泉です。

あったまりランド深堀（大石田町）

大石田町地域振興公社
0237-35-5055

猫好きにはたまらない猫のかたちをした猫バスで心も体も癒されます。

Attamari Land Fukabori(Oishida Town)

月山朝日観光協会
0237-74-4119
りんご温泉
0237-67-7888

町の特産品のリンゴが浮いた湯舟でゆっくりくつろげます。

Ringo Hot Springs(Asahi Town)

6
3

月山の中腹に10軒ほどの宿が立ち並びます。月山の自然を満喫できる温泉
です。

りんご温泉（朝日町）

3

べに花温泉ひなの湯
0237-71-0333

宿泊施設や産直、温水プールが隣接して家族みんなで楽しめます。

月山志津温泉（西川町）
GassanShizu Hot Springs(Nishikawa Town)

4

奥おおえ柳川温泉

問合せ先

夏はトレッキング、冬はスキーの蔵王。強酸性の硫黄泉は美肌の湯として
親しまれています。

2

山形県
山辺温泉
保養センター

蔵王温泉（山形市）

銀山温泉（尾花沢市）

猫バス（大石田町）

1

村山地方

板蕎麦（村山地方全域）

村山地方の蕎麦
そば街道

おくのほそ道
尾花沢そば街道

1

大石田そば街道
2

イベント情報
6 月 やまがたワインバル in かみのやま温泉
上旬

バラ風呂（寒河江市）

最上川三難所そば街道
（JR山形駅隣接）

寒河江そばの散歩道

9

月頃

朝日町ワインまつり

10 西川町三酒まつり
月頃

3 月 六歌仙「蔵参観」
上旬

おすすめ

箱型の器で出される“板そば”は山
形ならでは。とことんそばを楽しみ
たい方にお勧めのメニューです。地
酒があれば、もう、言うことなし。

問合せ先

10店からなるそば街道。地元産原種「最
尾花沢市観光物産協会
上早生」を使ったしっかりした歯ごたえと
0237-23-4567
豊かなのど越しのそばです。
14店からなるそば街道。130年以上前か
ら伝わる在来種「来迎寺」や次年子の地
そばなどを使った、ほどよいコシとなめら
かなのど越しの絶品の田舎そばです。
13店からなるそば街道。自慢は「でわ
かおり」を使った、その名のとおり香り
高いそばを味わえます。

大石田町産業振興課
0237-35-2111

冷たい肉蕎麦（河北町）

歯ごたえのある鶏肉と鶏だしのきいた
甘めのつゆが特徴の冷たい肉そば。河
北町ならではの逸品です。
お問合せ 河北町商工会
☎ 0237-35-2111

村山市商工観光課
0237-55-2111

20店からなるそばの散歩道。月山・朝
寒河江市観光物産協会
日連峰の風がおいしいそばを育て、清流
0237-86-8866
寒河江川の水がそば打ちに活きてます。

月山山菜そば（西川町）

月山の山の恵みを凝縮した「月山山
菜そば」。山菜がふんだんにはいった
汁とそばの組み合わせは絶品です。
お問合せ 月山山菜そば組合
☎ 0237-74-3135

● 主要都市からのアクセス
飛行機

おいしい山形空港（東根市）

鉄道

新幹線

山形駅

鉄道

仙台駅

⇔

高速バス

仙台市内

⇔

山形・上山方面

仙台空港

⇔

山形方面

仙台市内

⇔

寒河江・天童方面

仙台市内

⇔

東根・村山方面

仙台

⇔

山形方面

仙台

⇔

天童・東根方面

⇔

⇔

東京（羽田）・大阪（伊丹）・名古屋（小牧）・札幌（新千歳）

東京駅

● 仙台方面からのアクセス
県内外のワイナリーのワインを楽し
める東北最大級のワインのイベン
ト。ワインに合う料理が並ぶフード
店も多数出店します。温泉街らしく
浴衣で楽しむのがお勧めです。
お問合せ …………………………………
ワインバル実行委員会
（上山市観光物産協会）
☎ 023-672-0839

「朝日町ワイン」を味わいながら野
外でのバーベキューを楽しむ大人
気のワインパーティ。前売券が必
要なので発売日は要チェックです。
お問合せ …………………………………
朝日町総合産業課
☎ 0237-67-2113

日本酒・ワイン・地ビールの三種の
お酒が楽しめるのは山形県内でも
西川町だけ。酔い冷ましには名水
百選の月山自然水をどうぞ。
お問合せ …………………………………
まるごと西川三山祭り実行委員会
事務局
☎ 0237-74-4119

「子供企画」
「地元のうんまいもの
市」
「蔵探検」など、多彩なイベン
トを２日間にわたって実施します。
試飲販売会もありますので、お気
に入りの１本を見つけてください。
お問合せ …………………………………
株式会社六歌仙
☎ 0237-42-2777

バス
車

山形駅

JR仙山線

約70分
高速バス

約70分（山形駅前）

高速バス
48チェリーライナー
48ライナー

東北自動車道-村田ジャンクション‐山形自動車道
国道48号線

