
ぶらリズム
ツーリズム歩いて 楽しむ ＋

中山町中山町

期間 令和4年9月3日●土 ～10月30日●日

ひまわり温泉ゆ・ら・ら
対象者 1人

300円受 付

8000歩を目標に楽しく歩ける方

特 典 参加賞…ゆ・ら・ら入浴券1枚、 町内協力店等特典
8000歩達成完歩賞…町内協力店等で使えるお楽しみ券300円分×2枚  先着1000名様

▶お楽しみ券は1枚につき1,000円以上のお支払いからご利用いただけます。
▶当日17：00までに歩数計の返却ができない場合は、参加賞の「ゆ・ら・ら入浴券」及び「8000歩達成賞」は配布できません。
▶イベント参加中の怪我・事故等には責任を負いかねます。 体調管理等は、ご自身でお願いいたします。

※上限に達し次第配布を終了します。　※町内協力店等は裏面及び当日配布のマップでご確認ください。

の土・日・祝日

歩数計の数字により
特典をプレゼント！！

参加当日 9：00～16：00
受付にて歩数計とマップを配布します。

当日 17：00まで
受付に歩数計を返却してください。

※事前申込は不要です。

感染症対策のため、検温・マスク着用・手指の消毒・他の人と距離を開ける等にご協力ください。

■主催　中山町観光協会
〒990-0492 山形県東村山郡中山町大字長崎120番地
電話：023-662-2114　FAX：023-662-5950
E-mail：kitekero@town.nakayama.yamagata.jp　　

■協力　中山町商工会
　　　　㈱中山町振興公社
■後援　中山町教育委員会
　　　　なかやま健幸くらぶ実行委員会

中山町観光協会HP中山町観光協会HP

歩数計を持って、中山町内をぶらりと歩いて楽しみます。

参加費

開館日時：土・日・祝日
営業時間：10：00～16：00
　　　　（15：30最終入場）
入場料：500円（中学生以下無料）
駐車場：15台　Wi-fi環境有り
住所：山形県中山町大字岡8
電話：023-687-1778

おすすめ観光スポット「旧柏倉家住宅」おすすめ観光スポット「旧柏倉家住宅」

国指定
重要文化財

入館いただいた方には、休憩所に冷たいお茶を用意して
いますので、是非お立ち寄りください。

10：30～15：0010：30～15：00
場所：場所：

新作レトルト芋棒煮の振舞いや、
抽選会が行われます。マルシェや売店も出店します。

時間 ：

①ぶらリズムに参加
②中山町観光協会の公式Twitter
　@kitekero をフォロー
③＃ぶらリズム、＃中山町、@kitekero
　をつけて、ぶらリズムに関する画像を投稿

「Twitter でフォロー & ハッシュタグキャンペーン」
抽選で ひまわり温泉ゆ・ら・らの施設利用券 プレゼント！

9/3

10/30

（土）

（日）

2022

～

●●●●●プレゼントキャンペーン
応募方法



協力店での特典は、協力店等特典台紙（ぶらリズムマップ）を　　　　  に提示でご利用いただけます。協力店での特典は、協力店等特典台紙（ぶらリズムマップ）を　　　　  に提示でご利用いただけます。入店時

●協力店等特典は、全14店のうち
 でお楽しみください。
●協力店等特典とお楽しみ券の利
　用期間は、令和4年11月6日㈰
　迄です。平日も利用可能です。
●協力店等特典は、協力店等に行
　ってご利用ください。デリバリ
　ー等ではご利用いただけません。
●協力店等特典の転売、換金はし
　ないでください。

 

しんぼり食堂
023-662-3204

■┗ 11:00～16:00 ■休 水曜日
■所
■P 16台
山形県東村山郡中山町長崎136-2

煮込みや、た
こ焼きが名物。
このほか麺類
や定食などさ
まざまなメニューがそろう地元に愛さ
れる食堂。

五目ラーメン 800円
煮込み 600円
たこ焼 100円

和風れすとらん むら熊

長崎ちゃんぽん
950円

023-662-3325

■┗ 11:00～14:00、17:00～20:00
 ■休 月曜日夜の部、火曜日

■P  20台
■所 山形県東村山郡中山町長崎2994-5

要予約いも煮提供 : あり

創業100年を超え
る老舗。名物の
「長崎ちゃんぽん」
はたっぷりの具と
うまみが絶品。豊
富なメニューで地
元の人たちから親
しまれている。

どんどん焼 丸和
023-662-3039

どんどんバーガー®
スペシャル 510円
どんタコ 410円

昔ながらのどんどん焼
きはもちろん、現代風
にアレンジした商品も
豊富。どんどんバーガーもおすすめ。
 ■┗ 10:00～18:00
■休 日曜日
■所 山形県東村山郡中山町長崎8267-2

2台■P  

サービスの
天ぷらをさらにプラス !!

そば処 あおば

冷たい肉そば  750円
ゲソ天ざるそば  850円

023-662-7077

 ■┗ 11:00～17:00売切れにより早く閉店する場合が
あります。

■休 水曜日
■所

■P  13台
山形県東村山郡中山町あおば14-14

あり■   

山形名物の肉そばや
げそ天ざるそばなど
がとても人気。中華
そばもおすすめ。

、

穂積繊維工業

■┗ 予約制　 ■P  有り
■所 山形県東村山郡中山町柳沢542-14

023-662-3588

感触の気持ち良さと天然素材の自然な
色みを大切にものづくりをしている。
絨毯やラグなどを取りそ
ろえ、店舗での購入や、
オーダーは要予約。

 
■┗10:00～20:00

■休 不定休
■所 ひまわり温泉ゆ・ら・ら内

023-622-7126

プロによる正しい
ボディケア・スト
レッチで、自由で
快適になります。
心もカラダものび
やかに、もっと自
由なカラダを取り
戻しましょう。

めぐるカラダゆ・ら・ら店

金澤蔵

蔵そば（細切り） 
950円

023-662-5599

■┗ 11:30～14:00
■休 火曜日～木曜日

■P 約20台 マイクロバス可
■所 山形県東村山郡中山町金沢120

北海道産のそば粉
を使った手打ちそ
ばが絶品！そばは
細切り・太切り
(土・日・祝限定)から選べる。風情た
っぷり、素敵な蔵座敷で、召し上がれ。

YUKIHIRA COFFEE

 ■┗毎日 10:00～18:00
祝日 10:00～17:00
5台■P  

■所山形県東村山郡中山町長崎412

YUKIHIRA COFFEE
は、のどかな地域に根
差してフルーツが持つ
甘味・酸味と親和性の
高いフレーバーを持つ
個性豊かなスペシャル
ティコーヒーをご提供
しております。

ドリップ
コーヒー 
500円～

or

町のケーキ屋さん。
季節のエクレアは
絶品で、毎月違う
味が楽しめる。丁
寧に作られたケー
キや焼き菓子は、
コーヒーとの相性
が抜群。

■┗
 
10:00～16:30

10台■休 毎週日・月曜日 ■P
■所 山形県東村山郡中山町長崎2824-1

023-665-0774

エクレア
250円～

安田製パン所

3台■P  ■┗ 10:30～16:00
■休 金曜日・土曜日・祝日の前日
■所 山形県東村山郡中山町長崎729-1

023-663-2580

パン工場の一角に併設されたベーカ
リー。小倉あんを練りこんだあんマ
ーブル食パンや、きなこたっぷり懐
かしの揚げパンがおすすめ。

あんマーブル食パン 
460円

揚げパン 180円
あんクリーム 200円

023-662-5780

入浴料金：大人350円
　　　　　小人150円

●ご予約・お問合せ

　 123 台P

）でま時9後午は付受浴入（ 　

休　 毎月第 3月曜日
              （祭日の場合は翌日）
所　 山形県東村山郡中山町
     いずみ1番地

　 午前6時～午後9時30分
  　　　　　　（3月～11月）
　 午前6時30分～午後9時30分
  　　　　　　（12月～2月）

ひまわり温泉 ゆ・ら・ら

あり■   

だるまや菓子店

■┗ 9：00～19：00　■休 元旦のみ　■P  3台
■所 山形県東村山郡中山町達磨寺38-9

023-662-4510

だるま
 シュー
140円

大人気のだるまシューは、注文を受け
てからクリームを入れるサクフワトロ
リのシュークリーム。地場産食材を使
った多彩なオリジナルケーキが豊富。

秋子の餃子

中国出身の店主が
皮から作る餃子や、
キムチがおすすめ。
24時間、365日
利用可能な餃子の自動販売機をひまわ
り温泉ゆ・ら・らに設置しました。

023-662-4203
090-2981-5817

■┗ 11:00～19:00  ■休 火曜日

■所 山形県東村山郡中山町あおば11-17
■P  2台 あり■   

焼き餃子6ケ
400円

菓子舗オクヤマ

■┗ 8:30～19:30
4台■休 元旦・水曜日 ■P

■所 山形県東村山郡中山町長崎453-3

023-662-3745

パン・ド・
　　ショコラ

濃厚なチョコ
にしっとりと
した食感のパ
ン・ド・ショ
コラが一番人気。店には懐かしい和洋
菓子がならぶ。

1本 1390円
9カット 160円

2店（各店1回）

お  願  い


