スタンプ場所／
湯殿山レストハウス内

住／
鶴岡市田麦俣六十里山７

●荘内神社
その参

まずは観光を始める前に、
最寄りの販売箇所で手ぬ
ぐいスタンプ帳をゲット

手ぬぐいスタンプ帳を持っていざ観光へ！
鶴岡・酒田を旅しながら、
スタンプ設置場
所に立ち寄りましょう。
巡る順番は自由♪

手ぬぐいのお好きなところにスタン
プをポン！スタンプの数だけ想い出
を持ち帰られる周遊記念のオリジ
ナル手ぬぐいスタンプ帳が完成

帳」
プ
ン
タ
ぐいス 中です
「手ぬ
販売

●致道博物館

スタンプ場所／受付
住／鶴岡市家中新町10-18

紐
手 を
ぬ 解く
ぐい と
に

その弐

！

1,100

◎お土産にして

も良し ◎温
泉手ぬぐいにし
ても良し

※スタンプの
インクは油性
のため、
温泉につけて
も消えません
。

（JR酒田駅前MIRAINI内）
スタンプ場所／酒田駅前観光案内所内
住／酒田市幸町1-10-1

スタンプ場所／1階インフォメーションカウンター
住／酒田市浜中字村東30-3

●山居倉庫（酒田夢の倶楽）

●道の駅あつみ「しゃりん」
スタンプ場所／店内奥
住／鶴岡市早田字戸ノ浦606
電／2035-44-3211

スタンプ場所／
館内「華の館」亀笠鉾脇

開湯1000年の湯野浜
温 泉 。起 源は亀が海 辺
で湧き出す湯の中で傷
を癒していたという伝説
に由来しています。

スタンプ場所／
龍の湯、亀や、
いさごや、竹屋
ホテル、ホテル海山、一 久 、
みやじま、
ホテルテトラリゾート
鶴岡、華夕美日本海

住／酒田市山居町1-1-20

●相馬樓

４月下旬〜５月中旬まで
湯田川温泉一帯でとれる
「孟宗竹」。旬の時期には
様々な料理が味わえます。

スタンプ場所／館内物販ブース
住／酒田市日吉町1-2-20

●本間家旧本邸

スタンプ場所／別館お店（たな）入口脇
住／酒田市二番町12-13

●あつみ温泉

スタンプ場所／参集殿入口授与所
住／鶴岡市羽黒町手向字手向7

酒田市にある最上川は、
日本一白鳥が飛来する場
所と言われています。冬に
は１万羽を超える白鳥が
みられることもあるとか。

スタンプ場所／
高 見 屋 別 邸 久 遠 、萬 国 屋 、
たちばなや、
あつみホテル温海荘

出羽三山は古くから山岳修験の
山として知られており、神通力が
あり飛べるとされる天狗は山伏の
姿をしていると言われています。

●足湯カフェ・チットモッシェ
スタンプ場所／入口正面
住／鶴岡市湯温海甲１７０

スタンプ場所／古口港（戸沢藩船番所）
住／最上郡戸沢村大字古口86-1

DEGAM鶴岡ツーリズムビューロー

D E G A M（デガム）は、出羽 三山（ D E ）、食 文 化・ガストロノミー（ G A ）、マネジメント
（M）の頭文字。ラテン語でdegamは、生きる、修行するなどを意味し、旅を連想させる
言葉です。

TEL.0235-26-1218

FAX.0235-26-7322

60分

あつみ温泉 宿泊

羽黒山 五重塔

15分

羽黒山五重塔

20分

松ヶ岡開墾場

15分

舟下りをいっそう味わい深くするの
は、船頭さんの舟歌や、ユニークな
トーク。歴史や名所の話を聞いたり、
心地よい舟歌とともに絶景を眺めた
り、風情のある船旅です。

●最上川芭蕉ライン舟下り

庄内観光
物産館 ランチ

モデル
コ ース

山間地域で栽培されて
いるのが伝統野菜「温
海かぶ」。昔から続く焼
畑農法は400年以上の
歴史を誇ります。

鶴岡市
観光案内所

湯田川温泉 宿泊

城下町散策

白山島散策

由良温泉

鶴岡市立加茂水族館

一般社団法人

江戸時代から明治
まで、大阪と北海道
を航海していた北前
舟。商品を売り買い
しながら往来し、繁
栄しました。

スタンプ場所／入館受付
住／酒田市御成町7-7

スタンプ場所／随神門前 授与所
住／鶴岡市羽黒町手向字手向7

●出羽三山神社参集殿

山居倉庫は1893
（明治26年）に建て
られた 米 保 管 倉 庫
で、米の積出港とし
て賑わった酒田の歴
史を伝えています。

●本間美術館

スタンプ場所／
久兵衛旅館、
仙荘湯田川、
珠 玉や、
つかさや旅館、隼人旅館、ますや
旅館、湯どの庵、理太夫旅館

●羽黒山・随神門

善寳寺 座禅体験

モデル
コ ース

住／
鶴岡市今泉大久保657-1

●松ヶ岡開墾場 kibisoショップ

●湯野浜温泉

●酒田駅前観光案内所

スタンプ場所／観光案内所内
住／鶴岡市末広町3-1マリカ東館

スタンプ場所／観光案内カウンター
住／鶴岡市馬場町18-13 鶴岡商工会議所会館1F

●湯田川温泉

「おいしい庄内空港」庄内空港ビル
●

鶴岡市にある加茂水族館は、
50種類以上にもおよぶクラ
ゲを展示。直径５メートルの
水槽「クラゲドームシアター」
は世界に誇る大きさです。

スタンプ場所／
受付、展示室出口付近

販売価格

スタンプ設置場所

（JR鶴岡駅前FOODEVER内）

●加茂水族館

●鶴岡観光プラザ（HOUSE清川屋）

印は手ぬぐいの販売がある場所です

スタンプ場所／案内所カウンター
住／鶴岡市布目字中通80-1

海の守護神・龍神の寺として有
名。境内には五重塔などの貴重
な建築物が数多くあり、裏手に
は、二龍神の棲み家と伝えられ
る貝喰の池がありる。

スタンプ場所／入口正面
住／鶴岡市羽黒町松ヶ岡29

円
・龍澤山 善寳寺
（税込）
・出羽三山神社参集殿
・湯殿山レストハウス
・荘内神社 ・致道博物館
・湯野浜、
あつみ、湯田川、
由良温泉の一部の宿泊施設
・最上川芭蕉ライン舟下り
（古口港）

●庄内観光物産館ふるさと本舗

スタンプ場所／
玄関 販売所
住／
鶴岡市下川字関根100

庄内では伝統的に磯釣り
が楽しまれていました。
酒井家のお殿様も釣りを
楽しみ、奨励していたそ
うです。

スタンプ場所／販売所
住／鶴岡市馬場町4-1（鶴岡公園内）

その壱

●鶴岡市観光案内所

スタンプ場所／ホテル八乙女

月山は過去、羽黒山は現在、
湯殿山は未来を表す出羽三
山。開山千四百年の三山を
巡る
「生まれかわりの旅」
は、
江戸時代に
「出羽三山詣」
と
して庶民に流行し、今でも多
くの参拝者が訪れます。

●龍王尊 善寳寺

手ぬぐいスタンプ帳の楽しみ方

【 販売場所 】
・鶴岡市観光案内所
（JR鶴岡駅前FOODEVER内）
・庄内観光物産館ふるさと本舗
・松ヶ岡開墾場 kibisoショップ
・酒田市 山居倉庫（夢の倶楽）
・足湯カフェ・チットモッシェ

絶景が広がる八乙
女浦は、
出羽三山の
開祖である蜂子皇
子を八人の乙女が
迎えたとされる伝説
の地です。

●由良温泉

●湯殿山レストハウス

