
問　熊野大社　0238-47-7777

問　天元台高原　0238-55-2236

https://www.tengendai.jp/

着付け体験ご利用のお客様に
ジェラートをおひとつプレゼント

甲冑・米沢織着付け体験
国の登録有形文化財「上杉伯爵邸」を
背景に、甲冑や米沢織の着物を身にま
とい日本庭園散策はいかがですか。写
真映えはもちろんのこと、ワンドリン
ク付きなので和風カフェで和むことも
おすすめ。テイクアウトも可能です！
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優待期間

6月1日～11月30日
先着

人��

米織着物一日…3,800円
甲冑一日………5,000円

体験料金（１人）

上杉伯爵邸 和庭

長
井
市
エ
リ
ア

南
陽
市
エ
リ
ア

また来て！

リピーター
対象施設で缶バッジを見せて
優待を受けよう！優待

Special Treatment

Okitama Repeater

優待施設一覧 ご予約や優待内容のお問い合わせは、
各施設にお電話ください

TEL.0238-26-6046
（８：30～17：15／土・日・祝日休）

ホームページ https://oki-tama.jp

おきたまやまがた

米沢市丸の内1-3-60
営業 10：00～ 16：00
休日 水曜日　※２日前まで要予約

TEL：0238-21-5121

オリジナルローズジェラート
１００円割引

双松バラ園
双松バラ園は小さな丘の上にあ
り、約 340 種、約 6,000 本
のバラが咲き誇ります。また、
季節ごとに咲くバラが異なるた
め、夏だけでなく秋もバラを鑑
賞することができます。ぜひ、
バラに心を癒されるひとときを
お楽しみください。

ご再建 1200 年以上の歴史があり、初めてプロポー
ズで結ばれたご夫婦の神様をお祀りすることから、
近年は縁結びの神様としても知られている熊野大社。
本殿裏に隠し彫りされた３羽のうさぎを見つけると
願い事が叶うといわれます。優待期間

6月1日～7月5日
先着

人���

大人…………………310円
子供（小学生）……100円

大人…………………260円
子供（小学生）……  80 円

入園料金（１人） 団体料金 (15人以上）

南陽市観光協会

南陽市宮内4396
営業 9：00～ 17：00
休日 期間中無休

TEL：0238-40-2002

山形おきたま観光協議会
（山形県置賜総合支庁観光振興室内）【企画】

東北の伊勢 熊野大社南陽市にきたら
こちらもオススメ！

美しい山並みや米沢盆地を一
望でき、足元に 咲く高山植物
を眺めながらリフトで空中散
歩も楽しめます。周辺にはペ
ンションや温泉地があり、自
然を心行くまで満喫できます。

天元台高原米沢市にきたら
こちらもオススメ！

入園料１００円引き

あやめ公園
長井市のあやめ公園は、数百種
のあやめが６月中旬から７月上
旬に見頃を迎え、園内を鮮やか
に彩ります。また、長井固有の
品種である「長井古種」３４種
を全て見ることができます。 水のまち長井を代表する湖、長井ダムながい百秋湖を水

陸両用バスで遊覧します。道の駅「川のみなと長井」を
出発し、一般道を走り長井ダムへザブ～ンと入水！湖面
に入水する時の迫力満点な「ザブ～ン」は貴重な体験に
なること間違いなし。

優待期間

6月11日～7月3日
先着

人���

大人………………………500円
小人（中学生まで）……200円

入園料金（１人）

長井市観光協会

長井市横町5-1
営業 9：00～ 18：00
休日 期間中無休

TEL：0238-88-5279

水陸両用バスinながい百秋湖長井市にきたら
こちらもオススメ！

王道の味から
味噌や醤油の
和風な味まで
楽しめます。

優待イメージ

南陽市民は入場券で無料

※その他優待割引とは併用不可 あやめまつり期間中

2021のバッジでも
優待を受けることが
できます！

ロープウェイ
6月11日～10月30日
夏山リフト
6月11日～10月23日

運行期間

運行期間 ５月下旬～８月上旬

2022年

2022年

2022年

問　やまがたアルカディア観光局　0238-88-1831

Facebook 最新の観光情報は
SNSをチェック！Twitter

1 つのバッジで５人まで優待を
受けられます。



白川温泉 白川荘
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置賜公園ハーブガーデンフェア
約 100 種類のフレッシュハーブが香り咲く 1,000 ㎡の
庭園。ハーブの摘み取り体験やハーブを使って気軽に楽
しめるワークショップを開催します。また、雑貨・食べ
物の店が集まる「かおりの丘の商店街」も主に土日開催。

優待期間

6月18日～7月10日
先着

人

ハーブ摘み取り体験
１回……………400円 大人……………550円

小人（小学生）220円

置賜公園ハーブガーデン

川西町大字上小松5095
営業 10：00～ 17：00
休日 期間中無休

入園料 大人　280円割引
入園料 小人（小学生）　110円割引

川西ダリヤ園
４ヘクタールの敷地に 650 種 10 万本のダリアが咲き誇る
日本最大級の観光ダリア園です。見頃を迎えた園内では、
フォトジェニックな写真撮影が楽しめます。園内の花ひと
つひとつに付けられたユニークな名前にも注目ください。

優待期間

8月1日～11月2日
先着

人

川西町大字上小松5095-11
営業 9：00～ 18：00
休日 期間中無休

川西ダリヤ園

優待期間

体験料200円割引

紅花摘み体験・紅花染め体験
白鷹町は紅花生産量日本一の町！日本農業遺産に認定
された「最上紅花」の摘みとり体験や、紅花染め体験
がお楽しみいただけます。

優待期間
6月1日～10月31日

（紅花摘みは7月下旬まで）

紅花摘み体験…500円
紅花染め体験 1,300円～

陶芸体験……1,700円
[ 粘土 500ｇ]

（入園は無料）

体験料金（１人）

紅花（はな）の館

白鷹町十王1707-1
営業 9：00～ 17：00
休日 不定休　※２日前まで要予約

深山焼 陶芸体験（手びねり）
陶芸の基本となる手びねり技法。湯のみ、マグカップ、
小皿などお好みの作品づくりをお楽しみいただけま
す。のどかな里山に囲まれた工房で、のんびりとした
時間を過ごしませんか。

優待期間

体験料金（１人）

深山焼　深山工房つち団子

白鷹町深山2530
営業 9：00～ 17：00
休日 不定休  ※2～ 3日前まで要予約

����

先着

人��

先着

人��
先着

人�� 体験料400円割引

さくらんぼ狩り（60分間）
昭和５４年に開園以来、新鮮でおいしい果物を作るた
めに低農薬栽培を行っております。香りと美味しさが
自慢です。佐藤錦などのさくらんぼ狩りを楽しめます。

優待期間

6月中旬～6月下旬
先着

人��

大人…………1,300円
小人（3才～小学生）700円

大人……………600円
小人（3才～小学生）400円
大人…………1,000円
小人（3才～小学生）600円

体験料金（１人）

まほろば観光果樹園

高畠町二井宿132-4
営業 9：00～ 16：00
休日 期間中無休

高畠町二井宿132-4
営業 9：00～ 16：00
休日 期間中無休

ぶどう狩り（時間無制限）
デラウェアや巨峰など、その時旬のぶどうを時間無制
限で食べ放題です！平地なのでお子様からご年配の方
までみんなで楽しめます。

先着

人��

体験料金（１人）

まほろば観光果樹園

優待期間

TEL：0238-52-0588

TEL：0238-52-0588

体験料金（１人）
入園料金（１人）

TEL：090-2955-1939TEL：0238-85-1883

白川湖 カヌー体験
大自然に囲まれた湖の中をめ
ぐる、いいでカヌークラブの
カヌー体験ツアー。漕ぎ方か
ら丁寧にお伝えしますので、
全く経験のない初心者、ご家
族連れでも安全に楽しく体験
することができます。

大人…………5,500円～
小人…………4,500円～

体験料金（１人）

いいでカヌークラブ

飯豊町 中津川橋付近
営業 8:00～18:00
休日 無休 ※要予約
https://www.iide3.net　

先着

人��

TEL：050-5832-7512

TEL：0238-42-6668
TEL：0238-42-6668

デ
ラ
ウ
ェ
ア

大
粒
ぶ
ど
う

体験料200円割引

体験料300円割引

飯豊温泉梅花皮荘・日帰り温泉
８００年の歴史を持つ名湯。梅花皮荘は飯豊温泉を代
表する宿で、雄大な飯豊連峰が背後にそびえ、眼下に
は玉川の渓流が流れる見事な景観です。

優待期間

6月1日～12月31日
先着

人��

大人……………500円
小学生…………300円

入浴料金（１人）

梅花皮荘

小国町小玉川564-1
営業 10：00～ 16：00
休日 無休

TEL：0238-64-2111

りふれ・日帰り入浴
朝日連峰のふもとにある宿泊施設で、静かな環境の中
のんびりと過ごせます。日帰り入浴が可能な人工温泉
があり、大浴場からは朝日連峰の山並みを見ることが
できます。

大人……………300円
小学生…………150円

入浴料金（１人）

りふれ

小国町五味沢513
営業 10：00～ 19：00
休日 無休

TEL：0238-67-2011

入浴料200円割引 6月1日～12月31日入浴料200円割引
※割引対象は大人のみ。 ※割引対象は大人のみ。

体験料200円割引 7月下旬～10月中旬

優待期間

6月1日～11月30日
ご利用のお客様に

どぶろくソフトをプレゼント

6月1日～10月31日

白川湖のほとりにある白川温泉白川荘。勇壮な飯豊
山と清流白川を眺めながら入る温泉が旅の疲れを癒
します。また、「どぶろく特区」飯豊町ならではのオ
リジナルの「生どぶろく」や、ノンアルコールのソ
フトクリーム「どぶろくソフト」もおすすめです。

飯豊町にきたら
こちらもオススメ！

問　白川温泉白川荘　0238-77-2124

どぶろくの
芳醇な香を
楽しめます。

（ノンアルコール）

優待イメージ

2022年

2022年

2022年

2022年

2022年

2022年

2022年

2022年

2022年
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