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酒田港周辺観光情報 
http://www.mlit.go.jp/kankocho/cruise/ 

果樹王国やまがた  
  

生産量日本一の果樹園の宝石「さくらんぼ」、果物の女王「ラ・フランス」、生産量全国 3 位の生産量を誇る「すいか」、「ぶ

どう」、他にも「庄内砂丘メロン」、「庄内柿」、「刈屋梨」など、色々な果物を楽しむことができる果樹王国やまがた。県内

各地では、季節ごとに様々なフルーツ狩りも体験できます。 

  
 

 

所在地・開催地  

アクセス  

季節 さくらんぼ（6月～7月上旬）ぶどう（８月～10月上旬） 

関連リンク 

おいしい山形 
http://www.nmai.org/crops/umaimono/index.html 
やまがた観光情報センター たべ歩き 
https://yamagatakanko.com/dining/ 
 

お問合せ【やまがた観光情報センター】 

電話番号: 023-647-2333   

ホームページ: https://yamagatakanko.com/ 

 

食の都庄内  
  

庄内平野は、日本有数のお米の生産地、豊富な在来作物などで知られる豊穣の地です。「食文化分野」でユネスコ創造都市

ネットワークに日本初の加盟が認められた鶴岡市や、庄内浜に当日水揚げされた鮮魚と地場野菜を生かしたフレンチなどで

多くの著名人を魅了してきた酒田市など、豊富な食文化をぜひご堪能下さい！ 

  
 

 

所在地・開催地  

アクセス  

季節 通年 

関連リンク 

酒田のラーメン 
https://syokunomiyakoshounai.com/ 
酒田さんぽ 
https://sakata-kankou.com/gourmet 

お問合せ【山形県庄内総合支庁地域産業経済課】 

電話番号: 0235-66-5490  

ホームページ: https://syokunomiyakoshounai.com/ 

  

やまがたの日本酒・ワイン  
  

日本酒の原料米、水に恵まれている日本屈指の酒どころ山形。現在 54 の酒蔵が日々切磋琢磨し品質向上に努めています。

また、本県のぶどう生産量は全国 3 位で、全国有数のワイン生産地。県内 12 社のワイナリーが地元で栽培されたぶどうで

魅力あるワインを醸造しています。本県自慢の日本酒・ワインをぜひご賞味下さい。 

  
 

 

所在地・開催地  

アクセス  

季節 通年 

関連リンク 

山形県酒造組合 
https://yamagata-sake.or.jp/ 
やまがた観光情報センター 
https://yamagatakanko.com/liquors 

お問合せ【やまがた観光情報センター】 

電話番号: 023-647-2333   

ホームページ: https://yamagatakanko.com/ 

 

http://www.nmai.org/crops/umaimono/index.html
https://yamagatakanko.com/dining/
https://yamagatakanko.com/
https://syokunomiyakoshounai.com/
https://sakata-kankou.com/gourmet
https://syokunomiyakoshounai.com/
https://yamagata-sake.or.jp/
https://yamagatakanko.com/liquors
https://yamagatakanko.com/
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酒田夢の倶楽（山居倉庫）   
  

明治 26 年に建設され、現在も現役の農業用倉庫として活用されている山居倉庫の内、二棟が観光物産館となっています。 

館内には酒田のお土産品が勢ぞろいしており、軽食や食事処もあります。また、ミュージアムには酒田の豪商本間家が江戸

時代に作らせた絢爛豪華な亀笠鉾の展示のほか、酒田の歴史や文化に触れることができます。 

  
 

 

所在地・開催地 〒998-0838 山形県酒田市山居町一丁目 1-20  

アクセス 
ツアー:係留バースより車で 15 分(6km) 

個人:るんるんバスで/酒田駅大学線/山居倉庫前下車すぐ(港より 6.5km) 

季節 通年 
観光バス 
駐車台数 

4台 

関連リンク 

酒田さんぽ （酒田夢の倶楽） 
https://sakata-kankou.com/spot/30127 

（山居倉庫） 
https://sakata-kankou.com/spot/30159 

お問合せ【酒田市交流観光課】 

電話番号：0234-26-5759 l メールアドレス：kankou@city.sakata.lg.jp 

ホームページ：http://www.city.sakata.lg.jp/ 

 

舞娘茶屋 雛蔵畫廊 相馬樓  
  

江戸時代の料亭文化を現代に蘇らせた相馬樓。1 階は 20 畳の「茶房くつろぎ処」でゆっくりとおくつろぎいただけます。2

階の大広間では、酒田舞娘のあでやか踊りをお楽しみいただくことができます。また、樓内には雛人形や古美術品の展示の

ほか、竹久夢二美術館も併設され、夢二の美人画や写真なども見ることができます。 

  
  

 

所在地・開催地 〒998-0037 山形県酒田市日吉町一丁目舞娘坂 

アクセス 
ツアー：港より 10 分（５ｋｍ） 

個人：るんるんバスで寿町下車すぐ(5km) 

季節 通年 

関連リンク 
酒田さんぽ （相馬樓） 
https://sakata-kankou.com/spot/30132 

お問合せ【酒田市交流観光課】 

電話番号：0234-26-5759 l メールアドレス：kankou@city.sakata.lg.jp 

ホームページ：http://www.city.sakata.lg.jp/ 

 

加茂水族館  
  

クラゲ展示５０種類以上でギネス世界記録に認定されています。最大の見どころは世界最大級・５ｍのクラゲ大水槽。色と

りどりの様々なクラゲが漂う様子はとても魅惑的です。また、世界でも珍しいクラゲを素材にした料理とデザートなど、四

季を通してコラーゲンたっぷりの健康食・クラゲの美味をお楽しみ下さい。 

  
 

 

所在地・開催地 〒997-1206山形県鶴岡市今泉字大久保 657-1  

アクセス 
ツアー:係留バースよりバスで 45 分(35ｋｍ) 

個人:バスで“加茂水族館”下車すぐ(35km) 

季節 通年 
観光バス 
駐車台数 

対応可 

関連リンク 

加茂水族館 
http://kamo-kurage.jp/ 
山形県鶴岡市観光連盟 
https://www.tsuruokakanko.com/ 

お問合せ【やまがた観光情報センター】 

電話番号: 023-647-2333 l  

ホームページ: https://yamagatakanko.com/ 

https://sakata-kankou.com/spot/30127
https://sakata-kankou.com/spot/30159
file:///K:/29年度/▲WAVE%20観光HP作業関連業務/観光情報Word_20170331/kankou@city.sakata.lg.jp
https://sakata-kankou.com/spot/30132
file:///K:/29年度/▲WAVE%20観光HP作業関連業務/観光情報Word_20170331/kankou@city.sakata.lg.jp
http://www.city.sakata.lg.jp/
http://kamo-kurage.jp/
https://www.tsuruokakanko.com/
https://yamagatakanko.com/
http://www.google.co.jp/maps/@38.9107450,139.8369235,17z
http://www.google.co.jp/maps/@38.7622889,139.7251232,17z
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最上川舟下り  
  

山形県を縦断する母なる川「最上川」。最上川舟運の要所として栄えた戸沢村を出発し、降船所の最上川リバーポートまで

約 1 時間の船旅となります。軽快な船頭の舟唄を聞きながら、目にまぶしい新緑、水面も染まる紅葉など四季折々の最上峡

を楽しむことができます。 

  
 

 

所在地・開催地 〒999-6401山形県最上郡戸沢村大字古口 86-1  

アクセス 係留バースより車で 60分(45km) 

季節 通年 
観光バス 
駐車台数 

対応可 

関連リンク 

最上峡芭蕉ライン 
https://www.blf.co.jp/  
最上川舟下り 
https://yamagatakanko.com/attractions/detail_4446.html 

お問合せ【やまがた観光情報センター】 

電話番号: 023-647-2333  

ホームページ: https://yamagatakanko.com/ 

 

銀山温泉  
  

テレビ小説「おしん」の舞台になった銀山温泉。周囲を山に囲まれ、大正末期から昭和初期に建てられた木造多層の旅館が、

温泉街の中心を流れる銀山川を挟んで立ち並んでいます。昔の日本にタイムスリップしたかのような風景は、何度訪れても

見飽きることがありません。着物・袴の大正時代の貸衣装を着て記念撮影もできます。 

  
 

 

所在地・開催地 山形県尾花沢市銀山温泉  

アクセス 
ツアー:係留バースよりバスで 2時間(90km) 

個人:港より車で 2時間(90km) 

季節 通年 
観光バス 
駐車台数 

5～6台 

関連リンク 

銀山温泉 
http://www.ginzanonsen.jp/ 
尾花沢市観光物産協会 
https://www.obane-kankou.jp/ 
 

お問合せ【やまがた観光情報センター】 

電話番号: 023-647-2333  

ホームページ: https://yamagatakanko.com/ 

 

出羽三山  
  

出羽三山は、羽黒山、月山、湯殿山の総称。それぞれの山は、羽黒山が現世、月山が前世、湯殿山が来世を表すとされます。

出羽三山詣では、羽黒山から入り、月山で死とよみがえりの修行をし、湯殿山で再生する巡礼が行われ、生まれ変わりの意

味をもった旅とされています。羽黒山杉並木は、ミシュランガイド 3 つ星獲得。 

  
 

 

所在地・開催地  

アクセス  

季節 通年 

関連リンク 

山形県鶴岡市観光連盟 
https://www.tsuruokakanko.com/ 
出羽三山神社 
http://www.dewasanzan.jp/ 

お問合せ【やまがた観光情報センター】 

電話番号: 023-647-2333  

ホームページ: https://yamagatakanko.com/ 

 

https://www.blf.co.jp/
https://yamagatakanko.com/attractions/detail_4446.html
https://yamagatakanko.com/
http://www.ginzanonsen.jp/
https://www.obane-kankou.jp/
https://yamagatakanko.com/
https://www.tsuruokakanko.com/
https://yamagatakanko.com/
http://www.google.co.jp/maps/@38.7382570,140.1507585,17z
http://www.google.co.jp/maps/@38.5695003,140.5322059,17z
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お祭り・花火大会  
  

東北四大まつりのひとつ「花笠まつり」をはじめ、国重要無形民俗文化財で豪華絢爛な山車が見ものの「新庄まつり」、400

年間以上続く「酒田まつり」など多彩な祭りがあります。7 月～8 月には、各地で花火大会が開催されます。特に「酒田花

火ショー」、鶴岡市の「赤川花火大会」などは、県外からも多く観客が訪れます。 

  
 

 

所在地・開催地  

アクセス  

季節  

関連リンク 

やまがた観光情報センター イベント・祭 
https://yamagatakanko.com/festivals/ 
花火 
https://yamagatakanko.com/festivals/index_1_1_____%E8
%8A%B1%E7%81%AB_0____.html 
 

お問合せ【やまがた観光情報センター】 

電話番号: 023-647-2333   

ホームページ: https://yamagatakanko.com/ 

 

山形の自然体験  
  

月山の八合目付近に位置し、この世のものとは思えないほど清々しい景色を繰り広げる弥陀ヶ原や、ジオパーク認定の

鳥海山・飛島をはじめ、桜と雪のコントラスト美しい雪国やまがたの桜、色彩豊かな最上峡の紅葉など、山あり川あり

海ありの多彩な地形や四季の美しい景色がもたらす山形の自然を体験してください。 

  
 

 

所在地・開催
地 

 

アクセス  

季節 通年 

関連リンク 
やまがた観光情報センター 
https://yamagatakanko.com/attractions/ 

お問合せ【やまがた観光情報センター】 

電話番号: 023-647-2333   

ホームページ:https://yamagatakanko.com/ 

 

温泉王国山形  
  

山形は県内すべての市町村に温泉が湧く温泉王国です。どの温泉も、土地ごとに風情を変え、特色豊かに訪れる人を迎えて

くれます。お湯の色や肌触りはもちろん、効能も多種多様な山形の温泉。温泉で癒され、地域に触れ、地場のものを食す。

ぬくもりあふれる山形の温泉をお楽しみください。 

  
 

 

所在地・開催地  

アクセス  

季節 通年 

関連リンク 
やまがた観光情報センター 温泉 
https://yamagatakanko.com/attractions/index_1_2_36_____0___
_.html 

お問合せ【やまがた観光情報センター】 

電話番号: 023-647-2333 l  

ホームページ:https://yamagatakanko.com/ 

https://yamagatakanko.com/festivals/
https://yamagatakanko.com/festivals/index_1_1_____%E8%8A%B1%E7%81%AB_0____.html
https://yamagatakanko.com/festivals/index_1_1_____%E8%8A%B1%E7%81%AB_0____.html
https://yamagatakanko.com/
https://yamagatakanko.com/attractions/
https://yamagatakanko.com/
https://yamagatakanko.com/attractions/index_1_2_36_____0____.html
https://yamagatakanko.com/attractions/index_1_2_36_____0____.html
https://yamagatakanko.com/
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即身仏  
  

即身仏とは、厳しい修行の末に体内から脂肪や水分を落とし、自ら朽ちない身となったうえで、土の中に入って断食死し、

その数年後に掘り出されたものをいいます。これは、死後も人々の救済を祈願するためと言われており、全国の即身仏のほ

とんどが本県に祭られています。 

  
 

 

所在地・開催地  

アクセス  

季節 通年 

関連リンク 
やまがた観光情報センター 即身仏 
https://yamagatakanko.com/attractions/index_1_2_____%
E5%8D%B3%E8%BA%AB%E4%BB%8F_0____.html 

お問合せ【やまがた観光情報センター】 

電話番号: 023-647-2333 l  

ホームページ: https://yamagatakanko.com/ 

 

 

 

 

https://yamagatakanko.com/attractions/index_1_2_____%E5%8D%B3%E8%BA%AB%E4%BB%8F_0____.html
https://yamagatakanko.com/attractions/index_1_2_____%E5%8D%B3%E8%BA%AB%E4%BB%8F_0____.html
https://yamagatakanko.com/

