山形おもてなしドライバー検定協議会 協力施設一覧
令和３年４月１日時点
市町村名

山形市

施設等名

郵便番号

住所

お食事処・お泊り処・お
990-2301 山形市蔵王温泉字川原42-5
湯処 ろばた

電話番号

ファックス番号

営業時間

サービス内容

利用上の注意

木曜日
（休日と重なる場合変更）

飲食代金10％割引（現金支払
い）

なし

ご利用料金10％OFF

なし

入浴料50円引き

8:30～17:00
023-694-9168 023-694-9167 （11月～12月下旬
までは16:00最終）

なし（5月、11月に整備運休
あり）

往復料金団体割引適用

023-694-9518 023-694-9143 8:30～17:00

『レストラン山頂』営業時間内
ロープウェイ４区間券（山頂往
（9:00～15:00）での利用
なし（ただし、天候・その他に 復）の現金購入者に『レストラン
他の優待特典との併用は不可
より運休となる場合あり）
山頂』で利用できるソフトドリンク
【利用期間】
券プレゼント
令和３年11月30日まで

023-694-9565 023-694-9566

11:00～15:00
17:00～21:30

定休日

12:00～翌1:00
個室ダイニングカラオ
山形市香澄町1-8-1 前田ビル地
山形市
990-0039
023-625-7161
ケ バル
下１階

山形市 蔵王大露天風呂

990-2301 山形市蔵王温泉荒敷853-3

山形市 蔵王中央ロープウェイ 990-2301 山形市蔵王温泉940-1

山形市 蔵王ロープウェイ(株)

990-2301 山形市蔵王温泉229-3

ファミリードーム 北町
店
山形市
ダーツ＆ビリヤードス
ポット キュー
ファミリードーム 山形
南店
990-2352
ゲームゾーントレ
ジャー 吉原店

山形市 焼肉専科 牛力

（当面の間）
9:30～16:30

３回券以上のご購入で１回券
サービス

12:00～23:00
990-0821

山形市

023-694-9417 023-694-9416

（金・土・祝前日）
12:00～翌4:00

990-2352

山形市北町1-3-20 ゲームプラザ
023-681-3231
Be-in内

（金・土・祝前日）
10:00～23:00

なし

【利用期間】令和３年４月１日
から令和３年９月30日まで

１日１回まで
購入前にスタッフにお声がけく
ださい

遊び放題・時間延長料金100円
１日１回まで
引き
３回券以上のご購入で１回券
サービス

山形市前明石1352-5 ゲームプラ
023-646-9336
ザBe-in2内

10:00～翌2:00

山形市前明石1352-5 ゲームプラ
023-646-9339
ザBe-in2内

月～金
11:30～14:00、
17:00～23:00
土日祝
なし
11:30～14:30、
17:00～23:00
ラストオーダー閉店
30分前

なし

１日１回まで
購入前にスタッフにお声がけく
ださい

お会計から100円引き（ビリヤー
１日１回まで
ド・卓球）

1/9

〔ランチタイム〕
お会計から10％OFF
〔ディナータイム〕
山形牛カルビ１皿プレゼント

山形おもてなしドライバー検定協議会 協力施設一覧
令和３年４月１日時点
市町村名

施設等名

山形市 山形市野草園

郵便番号

住所

990-2406 山形市大字神尾832‐3

電話番号

ファックス番号

営業時間

023-634-4120 023-634-4121 9:00～16:30

定休日

サービス内容

利用上の注意

月曜日（時季により変更あ
り）

絵はがきプレゼント

なし

１組５名様までボウリング１G無
１日１回まで
料

10:00～翌2:00
山形市 山形ファミリーボウル

990-0821 山形市北町2-2-45

023-684-1601

山形市 山寺後藤美術館

999-3301 山形市山寺2982-3

023-695-2010 023-695-2010 9:30～17:00

月曜日（祝日の場合は翌日）

入館料100円引
絵はがき1枚プレゼント

山形市 山寺芭蕉記念館

999-3301 山形市大字山寺字南院4223

023-695-2221 023-695-2552 9:00～16:30

不定休（要問合せ）

入館料団体割引適用

山形市 優勝軒 鳥居ヶ丘店

山形市 優勝軒 山形北店

山形市

歴史と文化の美術館
わらべの里

寒河江市 チェリーランドさがえ

990-2433 山形市鳥居ケ丘1-45

990-0821

山形市北町2-2-45 山形ファミ
リーボウル内

990-2301 山形市蔵王温泉童子平1138

（金・土・祝前日）
10:00～翌3:00

023-632-1060

月～金
11:00～14:30、
17:30～23:00
土日祝
なし
11:00～23:00
ラストオーダー閉店
30分前

麺量ワンサイズアップ又はトッピ
ングサービス
※トッピングは、チャーシュー１
枚、たまご１個、のり４枚、メンマ
からお選びください。

023-684-1601

月～金
11:00～14:30、
17:30～23:00
土日祝
木曜日
11:00～23:00
ラストオーダー閉店
30分前

麺量ワンサイズアップ又はトッピ
ングサービス
※トッピングは、チャーシュー１
枚、たまご１個、のり４枚、メンマ
からお選びください。

023-693-0093 023-693-0095 9:00～17:30

990-0523 寒河江市大字八鍬字川原919-8 0237-86-3111 0237-86-3025 9:00～17:30
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火曜日（祝日を除く）

入館料団体割引適用

なし

ソフトクリーム50円引き

【利用期間】令和３年４月１日
から令和３年９月30日まで

山形おもてなしドライバー検定協議会 協力施設一覧
令和３年４月１日時点
市町村名

施設等名

寒河江市 古澤酒造（株）

郵便番号

住所

991-0023 寒河江市丸内3-5-7

電話番号

ファックス番号

営業時間

定休日

サービス内容

0237-86-5322 0237-86-0567 10:00～16:00

年末年始

資料館入館料無料
無料試飲可

上山市

（公財）上山城郷土資
999-3154 上山市元城内3-7
料館

023-673-3660 023-687-0163 9:00～17:15

奇数月の第2木曜日、12月
29日～31日

入館料団体割引適用

上山市

（公財）斎藤茂吉記念
999-3101 上山市北町字弁天1421
館

023-672-7227 023-672-2626 9:00～17:00

水曜日

入館料50円引

（株）最上川三難所舟
村山市
995-0204 村山市大字稲下字金谷1110-2
くだり

0237-56-3535 0237-57-2318 9:00～17:00

不定休

団体割引適用

村山市 最上川美術館

995-0054 村山市大字大淀1084-1

0237-52-3195 0237-55-2152 9:00～17:00

水曜日、年末年始

入館料団体割引適用

村山市 最上徳内記念館

995-0035 村山市中央1-2-12

0237-55-3003 0237-55-3630 9:00～17:00

水曜日、年末年始

入館料団体割引適用

4月～10月
9:30～18:00
（入館は17:30まで）
023-653-0631 023-653-0631
11月～3月
9:00～17:00
（入館は16:30まで）

月曜日（祝日及び振替休日
と重なる場合は祝休日の翌
入館料団体割引適用
日）、展示替期間中、12月29
日～1月3日、燻蒸期間

023-654-7360 023-654-7360 9:30～17:30

月曜日（祝日の場合は翌日） 玉手箱プレゼント

天童織田の里歴史館
天童市 （天童市立旧東村山郡 994-0041 天童市五日町2-4-8
役所資料館）

天童市

天童市西沼田遺跡公
994-0071 天童市大字矢野目3295
園

天童市 天童市美術館

994-0013 天童市老野森1-2-2

月曜日（祝日及び振替休日
9:30～18:00
と重なる場合は祝休日の翌
023-654-6300 023-654-6301
入館料団体割引適用
（入館は17:30まで） 日）、展示替期間中、12月29
日～1月3日
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利用上の注意

一般の方も対象

２名以上利用の場合に限る
【利用期間】令和３年４月１日
から令和３年９月30日まで

工事などにより臨時休館する
場合あり

山形おもてなしドライバー検定協議会 協力施設一覧
令和３年４月１日時点
市町村名

施設等名

郵便番号

住所

電話番号

ファックス番号

営業時間

定休日

サービス内容

天童市 （公財）出羽桜美術館 994-0044 天童市一日町1-4-1

023-654-5050 023-654-5150 9:30～17:00

月曜日（祝日の場合は翌
日）、展示替え等

入館料団体割引適用

天童市 広重美術館

023-654-6555 023-654-6554 9:00～18:00

火曜日、展示替時

入館料50円引
シニア料金の方は絵はがきプレ
ゼント

天童市 優勝軒 天童店

994-0025 天童市鎌田本町1-2-1

994-0012 天童市久野本1294-1

023-652-0766

月～金
11:00～15:30、
17:30～24:00
土日祝
なし
11:00～24:00
ラストオーダー閉店
30分前

ご購入代金（お食事も含む）が
ご購入代金（お食事も含む）より
500円以上の場合に限る
５％値引
令和３年４月５日から適用

なし

ご購入代金（お食事も含む）が
ご購入代金（お食事も含む）より
500円以上の場合に限る
５％値引
令和３年４月５日から適用

月曜日、国民の祝日

入館料団体割引適用
記念品プレゼント

10月下旬～4月上旬

リフト料金5%割引（片道・往復ど 夏山リフト切替後～営業終了
ちらでも可）
日まで

大石田町立歴史民俗
北村山郡大石田町大字大石田乙
999-4111
0237-35-3440 0237-35-3440 10:00～16:30
資料館
37-6

月曜日、祝日の翌日

記念品プレゼント

ゲームゾーントレ
ジャー 新庄店

なし

メダル50枚プレゼント

999-4223

尾花沢市大字五十沢字前森山
1432-1

尾花沢市 大正ろまん館

999-4332

尾花沢市大字上柳渡戸字十分一
0237-53-6727 0237-53-6758 8:30～17:30
364-3

0237-53-0802 0237-22-1826 11:00～16:30

山辺町ふるさと資料館
4月～10月
山辺町ふるさと交流セ
9:30～16:30
山辺町
990-0301 東村山郡山辺町大字山辺208-1 023-664-5033 023-664-5377
ンター「あがらっしゃ
11月～3月
い」
10:00～16:00

西川町 月山ペアリフト

新庄市

麺量ワンサイズアップ又はトッピ
ングサービス
※トッピングは、チャーシュー１
枚、たまご１個、のり４枚、メンマ
からお選びください。

元旦

尾花沢市 そば処明友庵

大石田町

利用上の注意

990-0733

西村山郡西川町大字月山沢字月
0237-75-2025 0237-75-2122 8:00～16:30
山国有林117

996-0002 新庄市金沢1067 ゼスト新庄店内 0233-22-9991

9:00～24:00
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１日１回まで

山形おもてなしドライバー検定協議会 協力施設一覧
令和３年４月１日時点
市町村名

施設等名

郵便番号

住所

電話番号

ファックス番号

営業時間

定休日

サービス内容

利用上の注意

10:00～翌2:00
新庄市

個室ダイニングカラオ
996-0023 新庄市沖の町1-15
ケ ザ・ルームス

0233-28-1151

（金・土・祝前日）
10:00～翌3:00

なし

ダーツ・カラオケ料金10％OFF

新庄ふるさと歴史セン
新庄市
996-0084 新庄市堀端町4-74
ター

火曜日・祝日の翌日 （ただ
9:00～16:30
し、祝日の翌日が休日、土曜
0233-22-2118 0233-23-3734
入館料団体割引適用
（入館は16:00まで） 日・日曜日の場合を除く）、12
月29日～1月3日

新庄市 バルDE酒場MARU

996-0023 新庄市沖の町3-18

0233-29-8191

新庄市 もがみ物産館

996-0024 新庄市多門町1-2

0233-28-8886 0233-28-8887 8:30～18:30

旧有路家住宅（封人の
最上町
999-6106 最上郡最上町大字堺田59-3
家）

戸沢村 白糸の滝ドライブイン 999-6401

最上郡戸沢村大字古口字土湯
1496-1

最上峡芭蕉ライン観光
戸沢村
999-6401 最上郡戸沢村大字古口86-1
（株）

米沢市 菓匠庵錦屋 金池店

992-0044 米沢市春日1-2-9

米沢市 原始布・古代織参考館 992-0039 米沢市門東町1-1-16

17:00～24:00
（ラストオーダー
23:00）

なし

ドリンク注文のお客様に一品プ
１日１回まで
レゼント

なし

お買い上げ金額より５％割引

4月～10月
8:30～17:00
（入館は16:30まで）
0233-45-2397 0233-45-2397
12月～3月
11月
8:30～16:00
（入館は15:30まで）

0234-57-2011 0234-57-2013 9:00～17:00

【利用期間】令和３年４月５日
から令和３年９月30日まで

入館料
高校生以上50円引
小中学生20円引

なし（コロナ禍期間臨時休業
ソフトクリーム50円引き
の可能性あり）

【利用期間】令和３年４月１日
から令和３年９月30日まで

なし

通常定期船乗船料
大人100円引
小学生50円引

0238-21-9218 0238-21-9218 9:00～20:00

なし

現金で500円以上お買上げの
場合に限る
愛の兜まんじゅう１個プレゼント
【利用期間】令和３年４月１日
から令和３年９月30日まで

0238-22-8141 0238-22-8142 10:00～16:00

月曜日

入館料100円引

要問合せ
0233-72-2001 0233-72-2003
（季節変動あり）
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要予約

山形おもてなしドライバー検定協議会 協力施設一覧
令和３年４月１日時点
市町村名

施設等名

郵便番号

住所

電話番号

ファックス番号

営業時間

定休日

サービス内容

利用上の注意

米沢市 染織工房 わくわく館

992-0055 米沢市御廟1-2-37

0238-24-0268 0238-49-8686 9:30～16:30

水曜日

米沢織正絹しおりプレゼント

【利用期間】令和３年４月１日
から令和３年９月30日まで

米沢市 天元台ロープウェイ

992-1461 米沢市大字李山12,118-6

0238-55-2236 0238-55-2217 8:20～17:00

なし

記念ステッカープレゼント

令和３年５月６日～６月上旬ま
では整備期間のため運休

米沢市 （株）新田

992-0053 米沢市松が岬2-3-36

9:30～16:00
0238-23-7717 0238-23-7727 （12:00～13:00は休 土曜日、日曜日、祝日
み）

紅コースター１枚プレゼント

米沢市 （公財）宮坂考古館

992-0026 米沢市東1-2-24

4月～9月
10:00～17:00
0238-23-8530 0238-23-8532
10月～3月
10:00～16:00

月曜日、祝祭日の翌日

入館料50円引

米沢市 米沢市上杉博物館

992-0052 米沢市丸の内1-2-1

0238-26-8001 0238-26-2660 9:00～17:00

4月～11月 第4水曜日
12月～3月 月曜日
年末年始

入館料団体割引適用

長井市 長沼孝三彫塑館

993-0086 長井市十日町1-11-7

0238-88-4151 0238-88-4045 10:00～16:30

月曜日、月末日、12月29日
～3月31日

入館料50円引

南陽市 漆山果樹園

999-2213 南陽市松沢202-1

0238-43-3739 0238-43-2511 10:00～17:00

10月～６月 不定休
７月～９月 定休日なし

ミニジェラートサービス

南の陽だまり Nisikiya
南陽市
999-2231 南陽市二色根142-7
錦屋南陽店

0238-43-8639 0238-43-8639 9:00～20:00

なし

紅花まんじゅう１個プレゼント

現金で500円以上お買上げの
場合に限る
【利用期間】令和３年４月１日
から令和３年９月30日まで

南陽市 宮城興業(株)

0238-47-3155 0238-45-3365 10:00～17:00

不定休

革小物プレゼント

【利用期間】令和３年４月１日
から令和３年９月30日まで

992-0472 南陽市宮内2200
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山形おもてなしドライバー検定協議会 協力施設一覧
令和３年４月１日時点
市町村名

施設等名

南陽市 夕鶴の里

郵便番号

住所

992-0474 南陽市漆山2025-2

電話番号

ファックス番号

営業時間

0238-47-5800 0238-47-5802 9:00～16:30

定休日

サービス内容

月曜日（祝日の場合は開館） 入館料団体割引適用

菓匠庵錦屋 川西本
川西町
店

999-0121 東置賜郡川西町大字上小松1509 0238-42-2636 0238-42-2422 8:00～18:30

なし

紅花まんじゅう１個プレゼント

白鷹町 佐野原五百羅漢園

992-0864 西置賜郡白鷹町大字佐野原123 0238-87-0737 0238-87-2014 9:00～17:30

1月～3月（冬季休園）

入園料200円引

992-0771 西置賜郡白鷹町鮎貝7331

4月～12月
9:00～19:00
0238-85-9071 0238-85-9072
1月～3月
9:00～17:00

月曜日（祝日の場合は翌日）

開催中のギャラリーの観覧料団
体割引適用

鶴岡市 いでは文化記念館

997-0211 鶴岡市羽黒町手向字院主南72

4月～11月
9:00～16:30
0235-62-4727 0235-62-4729
12月～3月
9:30～16:00

火曜日、12月29日～1月3日
（ゴールデンウィーク及び7 特製ポストカードプレゼント
月、8月は無休）

鶴岡市 玉川寺

997-0121 鶴岡市羽黒町玉川字玉川35

0235-62-2746 0235-62-4830 9:00～17:00

なし

白鷹町文化交流セン
白鷹町
ター

鶴岡市

スタジオセディック庄内
鶴岡市羽黒町川代字東増川山
997-0131
オープンセット
102

鶴岡市 （公財）致道博物館

997-0036 鶴岡市家中新町10-18

鶴岡市 出羽三山歴史博物館 997-0211 鶴岡市羽黒町手向字羽黒山33

現金で500円以上お買上げの
場合に限る
【利用期間】令和３年４月１日
から令和３年９月30日まで

「入館料を支払って入館された
方」又は「売店（自販機を除
く。）で購入された方」に限る

入場料50円引

4月～9月
9:00～17:00
（入場は16:00まで）
0235-62-4299 0235-62-4399
12月～3月
10月～11月
9:00～16:00
（入場は15:00まで）

入場料団体割引適用

3月～11月
9:00～17:00
0235-22-1199 0235-22-3531
12月～2月
9:00～16:30

12月～2月の水曜日

入館料団体割引適用

0235-62-2355 0235-62-2352 9:30～16:30

毎週木曜日（7月、8月は無
休）、11月24日～4月28日

入館料50円引
障がい者入館料無料
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利用上の注意

他の割引との併用不可

山形おもてなしドライバー検定協議会 協力施設一覧
令和３年４月１日時点
市町村名

施設等名

鶴岡市 （株）渡會本店

郵便番号

住所

電話番号

ファックス番号

営業時間

定休日

サービス内容

997-1124 鶴岡市大山2-2-8

0235-33-3262 0235-33-3368 8:45～16:30

1月1日～1月3日

酒田市 海向寺 即身佛堂

998-0037 酒田市日吉町2-7-12

4月～10月
9:00～17:00
0234-22-4264 0234-22-1321
11月～3月
9:00～16:00

火曜日（祝日を除く）、1月1日
入場料団体割引適用
～1月3日

酒田市 旧鐙屋

998-0044 酒田市中町1-14-20

0234-22-5001 0234-22-5001 9:00～16:30

12月～2月の月曜日、年末
年始

酒田市 酒田市美術館

998-0055 酒田市飯森山3-17-95

0234-31-0095 0234-31-0094 9:00～17:00

12月～3月の月曜日、12月
入館料団体割引適用
29日～1月3日、展示替休館

酒田市 酒田市立資料館

998-0046 酒田市一番町8-16

0234-24-6544 0234-24-6544 9:00～16:30

12月～3月の月曜日（祭日の
入館料団体割引適用
場合は翌日）

酒田市 土門拳記念館

998-0055 酒田市飯森山2-13

0234-31-0028 0234-31-0028

998-0045 酒田市二番町12-13

3月～10月
9:30～16:30
0234-22-3562 0234-24-1386
11月～2月
9:30～16:00

展示替日（年7回）

入館料1割引

998-0024 酒田市御成町7-7

4月～10月
9:00～17:00
0234-24-4311 0234-24-4312
11月～3月
9:00～16:30

12月～2月、火・水曜日（祝
日の場合はその翌日）

入館料100円引

0234-21-2310 0234-21-2924 10:00～17:00

水曜日

入館料/演舞観賞料10%割引

酒田市 本間家旧本邸

酒田市 （公財）本間美術館

酒田市

舞娘茶屋 相馬樓/竹
998-0037 酒田市日吉町1-2-20
久夢二美術館

9:00～17:00
12月～3月の月曜日、展示
（入館は16:30まで） 替臨時休館
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利用上の注意

資料館入館料半額

入館料団体割引適用

入館料団体割引適用

耐震工事のため、令和２年10
月１日から令和７年３月（予
定）まで休館

ガイドするドライバーは無料

山形おもてなしドライバー検定協議会 協力施設一覧
令和３年４月１日時点
市町村名

施設等名

酒田市 松山文化伝承館

庄内町

郵便番号

住所

999-6832 酒田市字新屋敷36-2

電話番号

ファックス番号

営業時間

0234-62-2632 0234-62-2638 9:00～16:30

（公財）清河八郎記念
999-6606 東田川郡庄内町清川字上川原37 0234-57-2104 0234-57-2104 10:00～17:00
館

遊佐町 竹炭工房 鳥海の杜

999-8304 飽海郡遊佐町白井新田字後平11 0234-72-4859 0234-72-4859 9:00～18:00
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定休日

サービス内容

月曜日、年末年始

入館料団体割引適用

月曜日

入館料100円引

なし

竹炭製品プレゼント

利用上の注意

ガイドするドライバーは無料

