よぐござったなっし おしょうしな
よねざわ

特別編集

歩いて楽しい温泉街や
秘湯の一軒宿など

米沢八湯に
ステイしよう

米沢のかわいいものを探しに

城下町をサイクリング

市街地循環バスで GO ！

バス

上杉家ゆかりの地を
巡る歴史旅

転
自
で！

車で！

密かに人気の名品をセレクト

おすすめ
おみやげコレクション
名物グルメも！
地元っ子に人気の店も！

米沢グルメ大集合

満喫しよう

旬の米沢

鯉丼定食 2100円

レディースランチ
1620円
写真は庄内鼠ケ関直
送のガサエビのトマ
トクリームソース

東部食堂
●とうぶしょくどう

t 0238-23-2522 MP10C3
米沢駅から徒歩圏内にある人気店。
定番の中華そばは、煮干しダシが利い
たスープのシンプルな一杯。動物系の
ダシとのバランスもよく、あっさりとし
た飲み口で飽きのこない味わい。
K 米沢市東2-7-6 kJR 米沢駅から徒歩8分
J11〜18時 i 月曜（祝日の場合は翌日）
p14台

東 1 丁目

鯉の六十里
●こいのろくじゅうり

t 0238-22-6051 MP10C3
築200年の古民家を移築した建物で、
甘煮や洗いなど多彩な鯉料理を食べら
れる。使用する鯉は自社養殖したもので、
クセや臭みが少ない。鯉の加工品を販
売する売店もある。

義経焼 1人前1200円

K 米沢市東1-8-18 kJR 米沢駅から徒歩15
分 J11〜14時 LO、17〜19時 LO（夜は前日
までに要予約）i 火曜
（祝日の場合は営業）
p8台

肉と野菜を一緒にジンギス
カン鍋で炒めることで、肉
汁や味噌ダレが野菜に染み
込む
（写真は2人前 ）

喜右ェ門
●はたけのなかのちいさなりすとらんて きえもん

t 0238-28-0284 MP10C1
自家菜園の野菜をはじめ、旬の県産
食材を中心に使った斬新なメニューが
揃う。レディースランチは、好きなパス
タに前菜3点やサラダなどが付く。
K 米沢市長手1668 kJR 米沢駅から車で
10分 J11時30分〜14時、17時30分〜21時
（夜は2日前までに要予約 ）i 火曜、第3水
曜 p15台

3

百年のすき焼き
（特選 ）
8600円

の 2 大名物駅弁
米沢

門東町

そばや伝右ェ門

イタリアンレストラン

●そばやでんうえもん

リーガル

t 0238-22-7804 MP10B2
山形そばの有名店で、近年はもち天
ぞう煮が名物。外はサクッ、中はフワッ
とした餅の天ぷらに、米沢牛の牛すじ
肉をトッピングした一品だ。
K 米沢市相生町2-74 kJR 米沢駅から徒歩
15分 J11時〜14時30分、17時〜19時30分
i 月曜
（祝日の場合は昼のみ営業 ）p11台

もち天ぞう煮
650円

●いたりあんれすとらん りーがる

t 0238-21-2709 MP10B2
地元の人に愛される店。好きなパス
タにケーキやサラダを付けられるパス
タケーキセットが人気。
K 米沢市門東町3-1-47 kJR 米沢駅から市
街地循環バスヨネザアド号
（左回り）で5分、
門東町三丁目下車、徒歩2分 J11時30分〜
14時30分（夜は要予約 ）i 火曜 p 契約駐
車場利用
（1時間無料 ）

パスタケーキセット
1100円
写真は米沢牛カレース
パゲッティ

1人前120g。味噌汁やご飯、
小鉢などが付く。甘めの割
下は、地元産味噌でコクを
加えている

米沢牛
軟らかな肉質と甘みを感じ
る脂が特徴。すき焼きやハ
ンバーガー、駅弁など食べ
方はいろいろあるので、予算
に合わせてチョイスしよう。

新 杵屋の

牛肉どまん中 1150円

なみかた羊肉店
めえちゃん食堂
●なみかたようにくてんめえちゃんしょくどう

t 0238-24-6887 MP10C3
羊肉料理専門店で、肉質のよさは折
り紙付き。ジンギスカンや羊生姜焼な
どメニューは多彩だが、一番人気は義
経焼。味噌ダレの材料となる味噌や醤
油、ニンニク、リンゴなどは地元産を使
用する。
K 米沢市東2-1-30 kJR 米沢駅から徒歩5
分 J17〜22時
（土・日曜、祝日は11時30分
〜）i月曜、火曜不定休
（祝日の場合は翌日）
p25台

t 0238-22-1311MP10C2
山形県産米「どまんなか 」
をふっくら炊いたご飯の上
に、自家製ダレで味付け
した牛肉煮と牛そぼろ煮
が敷き詰められている。
K 米沢市東3-1-1 kJR 米沢駅から徒歩1分
J7〜19時 i 無休 p5台

松 川弁当店駅前店の

米沢牛焼肉重松川辨當 1600円
t 0238-23-0725MP10C2
米沢牛を焼肉と肉だんごの2種
類の味で楽しめる。焼肉は
自家製ダレで香ばしく仕
上げ、肉だんごには甘酢
ダレを絡めてある。
K 米沢市駅前2-1-29 kJR 米沢
駅から徒歩5分 J7〜21時 i 無休
p5台

米沢牛ハンバーガー
1296円
（テイクアウトは1339円 ）
ビッグサイズのパテは米沢
牛100％。厚切りベーコンも
はさまり、食べごたえ十分

手ごろな価格で米沢牛を堪能！
ボリューム満点ハンバーガー

相生町

畑の中の小さなリストランテ

義経焼
味噌ダレを絡めた薄切
りの羊肉と野菜を一緒
に炒めるご当地グル
メ。米沢市民のソウル
フードとして親しまれ
ている。

米沢駅周辺

こちらもおすすめ地元っ子御用達の店

米沢市郊外

中華そば 600円
チロチロとした縮れ麺がスー
プとよく絡む。モモ肉を使っ
たチャーシューはしっかり
としたかみごたえ

特選すき焼きで
米沢牛の真髄を味わう

9 代藩主・上杉鷹山が
養殖を奨励したことが
はじまり。現 在 で も、
鯉の甘煮は米沢の祝い
の席では定番の料理。

米沢駅周辺

秘伝の味噌ダレを絡めた
羊肉を豪快に！

鯉料理

趣ある古民家で
米沢伝統の鯉料理を味わう

3種類あるランチの定食
（いずれも2100円）の一
つ。甘辛い鯉の蒲焼き
がご飯にのっている

中華そば 600円
スープは動物系と魚介
系、それぞれのダシを
バランスよく利かせて
いる。タレには地元産
醤油を使用

多加水の縮れ麺と、あっ
さりとした醤油スープが
特徴。優しい味わいで、
酒を飲んだ後の締めに
もぴったり。

煮干しダシのスープは
飲み干せるほどあっさり

K 米沢市松が岬1-4-67 kJR 米沢駅から市
街地循環バスヨネザアド号
（右回り）
で11分、
上杉神社前下車、徒歩5分 J11〜15時、17
〜19時 i 火曜
（祝日の場合は営業 ）p5台

自家製の手もみ麺が
存在感を放つ一杯

米沢グルメ

t 0238-23-4964 MP11A 2
上杉神社西側の住宅街の一角にあり、
昼時は地元客で賑わう。自家製の麺は、
米沢ラーメンの中ではやや太め。手も
みでしっかりとした縮れを加えている。
大きめのモモ肉チャーシューも魅力。

これを食べなきゃ
帰れない！

●やまとやにししてん

米沢
グルメ

やまとや西支店

米沢牛や米沢らーめんなど︑
おいしいものがいっぱいのグルメタウン︑米沢︒
定番メニューはもちろん︑
ソウルフードや地元っ子行きつけの名店もご紹介！

米沢
らーめん

上杉神社周辺

中央

お食事処 すき焼き
登起波
●おしょくじどころ すきやき ときわ

t 0238-23-5400 MP11B1
精肉店が営む食事処。名物の百年の
すき焼き3900円〜は、肉質により価格
が異なるが、米沢牛の真髄を味わうなら
特選ロースを食べられる
「特選」がおす
すめ。かむほどに脂の甘みを感じられる。
K 米沢市中央7-2-3 kJR 米沢駅から市街
地循環バスヨネザアド号
（左回り）で18分、
中央四丁目下車すぐ J11〜21時 i 火曜
p30台
上杉家廟所周辺

Cafe Restaurant
飛行船
●かふぇ れすとらん ひこうせん

t 0238-24-1848 MP11A2
明るくおしゃれなカフェレストラン。
オリジナルの洋食メニューを豊富に揃
えており、米沢牛をリーズナブルに味
わえると評判。人気の米沢牛ハンバー
ガーはテイクアウトもできる。
K 米沢市城西1-5-56 kJR 米沢駅から市街
地循環バスヨネザアド号
（右回り）で19分、
御廟所西口下車、徒歩6分 J11時〜21時30
分 LO i 不定休 p30台

2

上杉伯爵邸
●うえすぎはくしゃくてい

20238-21-5121 MP11B2

K 米沢市丸の内1-3-60 k バス停上杉神社
前から徒歩5分 J 食事は11〜21時
（14時30
分〜は要予約）
、喫茶は10〜17時i無休
（12
〜3月は水曜、祝日の場合は営業 ）p20台

米沢上杉まつり
●よねざわうえすぎまつり

20238-22-9607 MP10C2
例年 4 月 29日〜5月3日に行われ
る米沢の春の風物詩。上杉謙信の
出陣式を再現する武 禘式や街なか
を練り歩く上杉軍団行列など、多
彩なイベントが催される。なかで
も最終日に行われる川中島合戦は
見もの。上杉・武田の両軍が激突
する、歴史的名場面が再現される。

上杉家廟所
謙信の廟を中心に、歴代藩主の
廟が並んでいる

3

明治9年
（1876）に米沢城本丸跡
に建てられた、上杉謙信を祀る神社。
現在の本殿は大正12年
（1923）に再
建されたもの。境内には、謙信の遺
品などの文化財を収蔵・展示する宝
物殿・稽照殿もある。
K 米沢市丸の内1-4-13 kJR 米沢駅から市
街地循環バスヨネザアド号
（右回り）で11
分、上杉神社前下車、徒歩5分 G参拝無料
（稽照殿は入館400円 ）J6〜17時（12〜3
月は7時〜）i 無休
（稽照殿は12月〜3月下
旬休館 ）p おまつり広場駐車場利用

●さしここうぼう そうしょうあん

2

20238-23-0509 MP10B2

米沢藩下級武士の妻た
ちが、着物を長持ちさ
せるために施した刺し
子の技術が、今も受け
継がれているんだね

1

20238-22-5111

旅の予備知識

7

9

米沢ゆかりの人物

45

戦国武将の上杉謙信は︑米沢上杉
家の家祖となる人物︒謙信の養子
の景勝が︑米沢に転封され初代米
沢 藩 主となった︒﹁ 愛 ﹂の前 立ての
兜で知られる直江兼続は景勝の忠
臣︒ 代藩主の鷹山は財政難を立

JR

て直した名君として名高い︒

周約 分で市街地を走る循環バ
ス︒黄 色 が 左 回 り で︑青 色 が 右 回
り︒ 回乗車200円 ︑ 日乗車券
500円︒

徒歩 分

7

1

米沢駅

8

宮坂考古館

12

1

前田慶次所有と伝わる朱
漆塗紫糸素懸威五枚胴
具足南蛮笠式

着物やのれんなど多彩な作品
が 並 ぶ。建 物 は 築 140 年 の
蔵を利用している

1

徒歩 分の
舟山病院前から市
街 地 循 環 バス ヨ ネ ザ ア ド 号
︵右回
り︶
で 分︑ 大町上下車すぐ

徒歩 分

3

刺し子工房 創匠庵

徒歩 分

12

上杉 神 社

5

4 4

徒歩 分

4

5

上杉 伯 爵 邸

10

春日 山 林 泉 寺

3

コースチャート
5 4 3 2

徒 歩 分の
山 大 正門 か ら 市
街 地 循 環 バスヨ ネ ザア ド 号︵ 右
回り ︶で 分︑ 御廟所西口下
車︑徒歩 分

13

6

上杉 家 廟 所

JR

7

徒歩 分の
御廟所西口から
市街地循環バスヨネザアド号
︵右
回り ︶で 分︑ NTT前下車︑
徒歩 分

豆いちブレンド100g529円をは
じめとした炭火焙煎のコーヒー豆
や、店主が全国から仕入れた食器
を販売。コーヒーの試飲と店主と
の会話を楽しみながら、ゆっくり
商品を選べる。

門東町

刺し子工房 創匠庵

o 現在の本殿は米沢市出身の建
築家・伊東忠太の設計

m 稽照殿には「愛 」の前立てが付い
た直江兼続の兜も展示されている

珈琲豆とうつわ 豆いち

20238-27-1151 MP10B2

バス
8分

徒歩
12 分

門東町

●こーひーまめとうつわ まめいち

かぶき者として知られ
る 武 将・ 前 田 慶 次 は、
上杉景勝に仕えて、晩
年は米沢に住んでいた
んだよ！

K 米沢市門東町1-1-11 kJR 米沢駅から市
街地循環バスヨネザアド号
（右回り）で10
分、大町上下車すぐ G入館250円 J10時
〜16時30分最終入館 i 不定休、12〜3月
p10台

武者道

珈琲豆とうつわ 豆いち

K 米沢市東1-2-24 kJR 米沢駅から徒歩7
分 G入館400円 J10〜17時
（10〜3月は〜
16時 ）i 月曜、祝日の翌日 p10台

市街地循環バス
ヨネザアド号

西條天満公園

20238-23-8530 MP10C3
初代館長が収集した、米沢藩に
関する文化財約700点を収蔵・展示
する資料館。上杉景勝や前田慶次
が身に着けたとされる甲冑をはじ
め、屏風や火縄銃など、貴重な資料
を見ることができる。

米沢伝統の原方刺し子の作品を
展示・販売する工房。ひと針ひと針
手作業で施された、繊細な幾何文
様が美しい。予約をすれば、刺し子
体験（G650円、所要90分 ）にも挑
戦できる。

街歩きのひと休みには、西條天満公園
（MP10B2 ）へ行ってみよう。米沢
城の三の丸跡を整備した、市民憩い
の場だよ。平和通から南に延びる小
路は武者道
（MP10B2 ）といって、
下級武士がお忍びで買い物をする時
に通っていたんだって。当時の武士に
思いをはせながら歩いてみよう

徒歩 分の
大町上から市街
地 循 環 バスヨ ネ ザア ド号︵ 左回
り ︶で 分

5

K 米沢市門東町2-1-7 k バス
停大町上から徒歩3分 J10〜
19時（ 日 曜 は 〜18時 ）i 火 曜
p5台

20238-22-3189 MP11B2

米沢駅

l 無料の試飲コーヒー。街歩き
の休憩がてら立ち寄るのもいい

7

こだわりコーヒーを
飲みながらお買い物

o コーヒー豆は常時28種前後。
月替わりブレンドもある

上杉謙信と武田信玄の一騎打ちのシー
ンは圧巻

20238-23-3115 MP11A2
上杉家の家祖・謙信と、米沢藩初
代藩主・景勝から11代・斉定までの
歴代藩主が埋葬されている場所で、
国指定の史跡。周辺は杉木立に囲
まれ、荘厳な雰囲気が漂っている。
バス
5分

K 松川河川敷など k メイン会場の松
川河川敷へは JR 米沢駅から徒歩15分
p 臨時無料駐車場あり。5月2日は570
台、3日は970台

6

上杉家廟所
●うえすぎけびょうしょ

K 米 沢 市御廟1-5-30 k JR 米 沢
駅から市街地循環バスヨネザア
ド号（右回り）で19分、御廟所西
口 下 車、徒 歩4分 G 参 拝350円
J9〜17時 i 無休 p30台

大正14年
（1925）
建築の上杉家14
代・茂憲の本邸で、庭園を眺めなが
ら、鯉料理などの上杉伝統料理や
米沢牛料理を食べられる。建物は
国の登録有形文化財。

上杉神社
●うえすぎじんじゃ

宮坂考古館
●みやさかこうこかん

江戸時代から受け継がれる
温かみのある刺し子

o「鶴鳴館 」ともよばれる、風情ある建物。
抹茶や和菓子を味わえるカフェもある

かねたん

上杉神社

1

米沢駅周辺

上杉家や前田慶次ゆかりの
貴重な資料を展示

上杉神社周辺

米沢市
マスコット
キャラクター

市街地循環バスヨネザアド号で行く！

o おもてなし膳「龍」5400 円は米沢牛ミニス
テーキや上杉伝統料理の小鉢などのセット

上杉家の菩提寺で、上杉家の転
封に伴い元和3年
（1617）に新潟県
から現在地に移転された。境内には、
歴代米沢藩主の妻子や直江兼続夫
妻の墓がある。寺宝を展示する宝
物館もみどころ。

大迫力の合戦シーンは必見！

（米沢上杉まつり実行委員会）

4

ここで
ランチ！

城下町・米沢

バス
4分

20238-23-0601 MP11A3

杉木立に囲まれた
米沢歴代藩主の霊屋

直江兼続のお墓は
夫婦で同じ大きさ
なんだよ。当時と
しては珍しいよね

●かすがさん りんせんじ

5

ぼくと一緒に
出発！

米沢上杉家の家祖を祀る
米沢観光の必見スポット

K 米沢市林泉寺1-2-3 kJR 米沢駅から
市街地循環バスヨネザアド号
（右回り）
で15分、山大正門下車、徒歩5分 G拝観
100円、堂内300円 J9〜17時
（堂内の最
終入館は16時30分 ）i 不定休（冬期は
休業 ）p30台

春日山 林泉寺

歴史スポット

現在の本堂は元文5年
（1740 ）に建てら
れた。本堂裏には庭園がある

徒歩
3分

散策

林泉寺

江戸時代︑上杉家のもとで独自の文化を育み
発展を遂げてきた米沢︒
歴史スポットや伝統の技が︑
今も数多く残っている︒
循環バスを使って︑
街に息づく歴史を体感する旅に
出かけよう！

重厚な純和風建築で
米沢の伝統料理を味わう

名宰相として知られる
直江兼続の墓を訪ねる

城下町・米沢 歴史スポット散策

徒歩
12 分

歴史
さんぽ

（米沢市市民環境部環境生活課）

4

●よねざわこうとうこうぎょうがっこうほんかん

上杉家廟所周辺

20238-22-7866（米沢工業会）
MP11B3

●せんしょくこうぼう わくわくかん

20238-24-0268 MP11A2

上杉神社周辺

自転車で
10 分

本革付属のトートバッグ。
大きさや形も豊富

20238-22-6174 MP11B2

ここで
ランチ！

Daizy cafe
●でいじー かふぇ

3

20238-22-3222 MP11B2
アットホームな雰囲気で地元客
米沢の素敵
にも評判。11時30分〜14時には、
スポットを
野菜ソムリエの店主が作る創作ラ
ご案内しま〜す！
ンチを提供。アジアンライス850円
（ドリンク、スープ付き）が人気。
K 米沢市中央2-8-36 kJR 米沢駅から市街
地循環バスヨネザアド号
（左回り）で20分、
NTT 前下車すぐ J11時30分〜18時（18時
〜は要予約 ）i日・月曜
（要問合せ ）p10台

徒歩すぐ

米沢駅

自転車で 分

10

ジェイアール東日本
レンタリース 米沢営業所
︵レンタサイクル借用︶

自転車で 分

2

1

上杉 神 社

5

2

日乃本帆布／牛や

Daizy cafe

10

3

自転車で 分

8

4

自転車で 分

自転車で 分

2

5

染織工房 わくわく舘

自転車で 分

8

6

米沢高等工業学校本館

自転車で 分

6

7

織 絵 夢人 館

&

自転車で 分

11

8

Hana musubi
Chirp Cafe

JR

JR

コースチャート

上杉小町の橋本香織さん
（左 ）
太田未歩さん
（右 ）

7

自社工房で作った帆布製品を販
売するショップ。特注の帆布を使っ
た丈夫なアイテムは、長く使えると
評判。飽きのこないシンプルなデザ
インも魅力で、県外から買いに訪れ
る人もいる。
トートバッグは1万円〜。
K 米 沢 市 門 東 町1-5-29k バ ス 停 上 杉 神
社前からすぐ J9時30分〜17時 i 不定休
p2台

自転車で
5分

11

3

旅の予備知識

ご 飯 に野 菜 や 半 熟
玉 子、 ひ き 肉 炒 め
が の る。 好 み で 混
ぜて食べる

日乃本帆布／牛や

●ひのもとはんぷ ぎゅうや

中央

本家岩倉まんじゅう店

甘酒の
いい香りが
するね！

2

レンタサイクル情報

K 米沢市中央3-6-21 kJR 米沢駅から市街
地循環バスヨネザアド号
（左回り）で6分、
中央待合所下車、徒歩5分 J9時〜売切れ
次第終了 i 不定休 p2台

自転車で
2分

米沢駅前のジェイアール東日本レ
ン タ リ ース 米 沢 営 業 所 な どで 借
りられる︒ 月下旬〜 月は雪が
多いため不向きだが︑春〜秋の晴
れた日には︑広範囲のみどころも
効率よく巡ることができる︒

明治時代創業の和菓子店で、商
品は岩倉まんじゅうのみ。甘さ控
えめの甘酒まんじゅうで、米沢市
民が幼いころから親しんできた味
だ。生地や餡はもちろん、甘酒も店
内で手作りしている。

自転車で 分

蒸したてを販売。アツア
ツなのでやけどに注意

7

20238-23-1703 MP10B1

徒歩すぐ

岩倉まんじゅう 1 個 70
円。日持ちはしないので
ご注意を

自転車で
8分

●ほんけいわくらまんじゅうてん

ジェイアール東日本
レンタリース 米沢営業所
︵レンタサイクル返却︶

20238-23-8741 MP10B1

中央

本家岩倉まんじゅう店

米沢駅

●はな むすび ちゃーぷ かふぇ

シルクコースターの手織体験は所要 30 〜 40
分。完成品は持ち帰れる

﹁ 定 番 観 光 ス ポッ ト だ け で な く ︑
おしゃれな雑 貨 店やカフェも巡りたい ﹂という人には︑
レン タ サ イ ク ルの 利 用 が お す す め ︒
自 転 車に乗って ︑米 沢のかわいいものを探 す 旅へいざ出 発！

K 米沢市金池5-5-5 k JR 米沢駅から
市街地循環バスヨネザアド号
（左回り）
で11分、米沢市役所前下車、徒歩5分
J10〜19時 i 無休 p10台

自転車で
6分

Hana musubi
& Chirp Cafe
フラワーショップとカフェが融合
した店。花や植物が配された空間
で、ハーブティー480円〜やスムー
ジー490円などを楽しめる。11時
30分〜14時にはスマイルプレート
880円などのランチメニューもある。

完成
しました！

K 米沢市城南2-3-88 kJR 米沢駅から市街
地循環バスヨネザアド号
（右回り）で13分、
城南二丁目下車、徒歩2分 J9時30分〜17
時30分 i日曜、祝日 p10台

米沢織 紅花紬 小風
呂敷 のし袋 3888 円。
優しい風合いの紅花
染めの絹風呂敷がの
し袋の形に

TODAYʼS フレッシュハーブティー 580 円
とモルモルチーズケーキ 380 円
米沢市役所周辺

シルクコースターの手織体験
（2枚組2160円 ）に挑戦！

米沢っ子におなじみの
蒸したて甘酒まんじゅう

1階席の様子。2階には、1階のフラワー
ショップと吹き抜けでつながったロ
フト席がある

20238-24-5945 MP11B3

米沢らしさが光る
上品な和雑貨が並ぶ

植物に囲まれた空間で
のんびりティータイム

8

織絵夢人館
●おりえんとかん

織糸しおり 300
円。紅花がすき
こまれた和紙の
風合いとイラス
トがかわいい

戦国の勇将・上杉謙信を祀る神
社で、学業成就や商売繁盛のパワー
スポットとしても知られる。

普段使いしたくなる
上質な帆布バッグ

自転車で
2分

女子さんぽ

城南

米沢織の織元が営むショップ。米
沢織のポーチや巾着などの和雑貨
をはじめ、
米沢ゆかりの武将をモチー
フにした戦国グッズもある。かわい
らしい繭細工体験や織元見学など
もできる
（詳細は要問合せ）
。

20238-22-3189 MP11B2

蔵を利用した趣のあるた
たずまい。バッグのほか
服飾雑貨や小物も扱う

ランチは地元客が集う
アジアンカフェで

6

開校当時の面影を今
に伝える、ルネサン
ス様式の木造建築

●うえすぎじんじゃ

→データは P4

かわいい雑貨や
おしゃれスポットに出合う

K 米沢市御廟1-2-37 kJR 米沢駅から市街
地循環バスヨネザアド号
（右回り）で19分、
御廟所西口下車、徒歩3分 G入館無料 J9
時30分〜16時30分 i水曜
（12〜3月の日曜、
祝日は要予約 ）p10台

1

上杉神社

上杉神社

米沢観光の定番スポット。
旅の安全を祈願しよう

米沢タウン

米沢の伝統工芸、米沢織や紅花
染めの工房。ショップやギャラリー
が あ る ほ か、米 沢 織 の 手 織 体 験
2160円〜、紅花染め体験1080円〜
もできる。スタッフが丁寧に指導
してくれる。

サイクリング
ツアー

K 米 沢 市 城 南4-3-16山 形 大 学 工 学 部内
kJR 米沢駅から市街地循環バスヨネザア
ド号（右回り）で15分、山大正門下車すぐ
G入館無料
（施設維持協力金※金額自由 ）
J11〜16時（館内見学は要予約 ）i 土・日
曜、祝日
（見学希望の場合は要問合せ ）
、冬
期
（期間は要問合せ ）p 山形大学工学部駐
車場利用

4

しっかり糸を
引っ張るのが
コツですよ

染織工房 わくわく舘

明治43年
（1910）に開校した米沢
高等工業学校
（現・山形大学工学部）
の校舎で、国の重要文化財。現在の
米沢駅舎のモデルになった。予約
をすれば、スタッフの解説を聞き
ながら館内を見学できる。

天井の装飾が美し
い 会 議 室。館 内 に
は山形大学工学部
の研究に関する展
示もある

7

自転車で
8分

上杉家の
家祖を祀る神社で
パワーチャージ！

米沢高等工業学校
本館

難しい〜！

米沢に受け継がれる
工芸の技を体験しよう

米沢タウン サイクリングツアー

100 余年の歴史をもつ
ルネサンス様式の学び舎

5

城南

20238-22-8161 MP10C2
K 米沢市駅前1-1-43 kJR 米沢駅か
らすぐ G2時間300円〜、1日1000円
J8時30分〜19時 i 無休 p なし

6

季節ごとの景色が美しい白布大滝

白布温泉
●しらぶおんせん

白布温泉観光協会・旅館組合

K 米沢市関 kJR 米沢駅から山交バス白布
温泉行きで39分、白布温泉下車。または車
で30分GJi 宿により異なる p 各宿の駐
車場を利用

滝見露天風呂は4月下旬〜11月中旬に利用できる
一軒宿の温泉

新高湯温泉
●しんたかゆおんせん

新高湯温泉 吾妻屋旅館

20238-55-2031 MP10C1
白布温泉のさらに奥、標高1126mに
湧く。混浴の滝見露天風呂や男女別内
湯など、6つの風呂がある。
K 米沢市関湯の入沢3934kJR 米沢駅から
車で35分。またはバス停白布湯元から送迎
あり
（宿泊者限定、要予約 ）G1万2570円〜
JIN14時／OUT10時 i 不定休
（要問合せ ）
p27台

さっぱりとした甘さ。
「秘伝 」の
風味が豊かに広がる

ufu uhu garden
●うふ うふ がーでん

20238-39-4040
MP10C1

秘湯・名湯が勢揃い

20238-55-2205 MP10C1
自然に囲まれた高山に湧き、毎分約
1500ℓの豊富な湯量を誇る。温泉街に
は4軒の湯宿が点在する。周辺には白布
大滝など名所も多い。

米沢八湯

温泉街

米沢八湯とは︑米沢市にある8つの温泉地︒
散策を楽しめる温泉街がある温泉地や︑山奥に
一軒宿がひっそりと立つ秘湯など︑いずれも個性豊か︒

おみやげコレクション／米沢八湯

高畠町特産の青大豆
「秘
伝 」を使った豆腐や豆
乳スイーツを販売してい
る。
「秘伝 」で作った豆乳ソ
フトクリーム330円が人気。

直営農場の
「プレミア
ムたまご」を使った、
プレミアムたまごの
生地はフワフ
パンケーキ〜洋なし
ワの食感。カ
とホットカスタードの スタードソー
ソース〜は、ドリンク スは玉子の味
を感じられる
セットで1450円。

日帰り入浴施設の尼湯
（G入浴200円 ）
温泉街

熟成本造り 三五八
750g 670円
塩、米麹、蒸し米を合わせ、3カ
月ほど熟成。野菜の漬け床や、塩
の代わりに調味料として使う B

小野川温泉

●おのがわおんせん

米沢の
﹁いいもの﹂を
お持ち帰り♪

20238-32-2408
MP10C1

米沢みやげは米沢牛や戦国グッズだけじゃない！
米沢っ子なじみのおやつやご当地調味料など︑
密かに人気を集める名品をピックアップ︒
地元産の新鮮農産物も要チェックだ︒

佐藤豆腐屋
●さとうとうふや

おみやげ
コレクション

イ
温泉ス ーツ

すももやま米粉
300g 320円
米沢産コシヒカリ100％。
天ぷらやパン、
ケーキなど、
小麦粉の代わりにさまざ
まな料理で使える C

小野川温泉旅館組合 20238-32-2740

粒あんとバターをサンド。米沢産
うこぎを練り込んだ生地とバター
は、ほんのり若草色だ B

K 米沢市小野川町 kJR 米沢駅から山交バ
ス小野川温泉行きで25分、小野川温泉下車。
または車で25分GJi 宿により異なる
p 共同駐車場利用50台

山形もろみなす
210g 540円
露天風呂は混浴が2カ所と女性専用が1カ所ある
一軒宿の温泉

姥湯温泉

産物を
の 農 やげ に
！
沢 おみ
米

麦麹のうま味を生かしたもろ
みにナスや大根、唐辛子を漬
け込んだ。ピリ辛で、ご飯の
友にも酒肴にもおすすめ B

●うばゆおんせん

姥湯温泉 桝形屋

2090-7797-5934 MP10C1
標高1300mに位置する。乳白色の湯
が注ぐ、周囲を絶壁と原生林に囲まれ
た露天風呂は開放感抜群。

濃厚調味料
うまいたれ
500㎖ 529円

支倉ブラウニィ
6個入り 1512円

カツオダシが利いた甘めの
万能調味料。煮物、天つゆ、
おひたしなど、使い道はいろ
いろ A

慶長遣欧使節を率いて渡欧した米沢出身
の武士・支倉常長にちなんだ菓子。米沢産
もち米やスペインのチョコを使用 A

一軒宿の温泉
湯温はやや低め。美肌の湯ともいわれる

一軒宿の温泉

湯の沢温泉
●ゆのさわおんせん

9

一軒宿の温泉

五色温泉

●ごしきおんせん

滑川温泉

渓谷が迫る露天風呂は野趣満点

大平温泉
●おおだいらおんせん

時の宿すみれ

宗川旅館

大平温泉滝見屋

20238-35-2234 MP10C1
羽黒川上流に湧く温泉。宿は2名宿泊
専用で、和モダンな空間で落ち着いた時
間を過ごせる。
米沢牛づくしの夕食も魅力。

20238-34-2511 MP10C1
上杉家の家臣・直江兼続にゆかりがあ
ることで知られる。炭酸水素塩泉の湯は、
子宝の湯として古くから親しまれている。

20238-38-3360（案内所）MP10C1
最上川の源流近くに湧く温泉で、車
ではたどり着けない山奥にある。

K 米沢市関根12703-4 kJR 米沢駅から車
で15分。または JR 米沢駅から送迎あり
（宿
泊者限定、要予約 ）G2万670円〜JIN15時
／OUT11時 i 不定休
（要問合せ ）p20台

K 米沢市板谷五色498kJR 米沢駅から車
で45分。または JR 板谷駅から送迎あり
（宿
泊者限定、要予約 ）G1万2030円〜JIN14
時／OUT10時 i なし p30台

K 米沢市李山12127 k 駐車場までは JR 米
沢駅から車で45分。または JR 米沢駅など
から送迎あり
（宿泊者限定、要予約 ）
。駐車
場から徒歩20分 G1万2570円〜 JIN14時
／OUT10時 i11月上旬〜4月下旬 p12台

※料金は、1泊2食付1室2名利用時の1人あたりの最低料金を記載しています
（消費税・入湯税・サービス料を含む ）
。
曜日や人数、季節などにより変動する場合がありますので、予約時に必ずご確認ください。

●なめがわおんせん

福島屋

一軒宿の温泉

5頭の虎を追い払ったと
いう逸話が残る上杉家ゆ
かりの短刀
「五虎退 」にち
なんだ手ぬぐい A

うこぎバターどら焼き
160円

MP10C1
米沢八湯でもっとも規模が大きく、
14軒の温泉宿と3軒の日帰り入浴施設
がある。食事処やみやげ物店が立ち並
ぶ温泉街の散策も楽しい。

K 米沢市大沢姥湯1 kJR 米沢駅から車で1
時間。または JR 峠駅から送迎あり
（宿泊者
限定、要予約 ）G1万3542円〜JIN15時／
OUT10時 i11月上旬〜4月下旬 p40台

オープンデッキ付きの内湯。男女入替制

五虎退手ぬぐい
626円

20238-34-2250 MP10C1
古くから湯治場として栄えた温泉で、
乳白色の湯が特徴。前川を見下ろすよう
に設けられた混浴露天風呂が名物。
K米沢市大沢15 kJR米沢駅から車で55分。
または JR 峠駅から送迎あり
（宿泊者限定、
要予約 ）G1万518円〜 JIN14時／OUT11
時 i11月上旬〜4月下旬 p20台

岩造りの混浴露天風呂。
女性専用の時間帯もある

C

米沢市役所周辺

JA 山形おきたま
米沢愛菜館
●じぇいえいやまがたおきたま よねざわあいさいかん

20238-21-7010 MP10B1
地元生産者がその日の朝に収穫した
旬の野菜や果物、加工品などが並ぶ農
産物直売所。伝統野菜など、米沢なら
ではの農産物も多い。
K 米沢市金池5-3-9 kJR 米沢駅から市街
地循環バスヨネザアド号
（左回り）で11分、
米沢市役所前下車、徒歩2分 J10時〜17時
30分 i 無休 p30台

B

上杉家廟所周辺

おたまや
●おたまや

20238-23-1850 MP11A1

A

上杉神社周辺

上杉城史苑
●うえすぎじょうしえん

20238-23-0700 MP11B2

木樽仕込みの味噌や麹製品、米沢特
産のうこぎを使った商品などが揃う。
キャラメルのような味わいの味噌ソフ
トクリーム200円も人気。

米沢をはじめ、山形県の物産品を扱う。
工芸品や米沢牛、戦国武将グッズなど、
商品の種類は幅広い。米沢牛を味わえ
るレストランも併設。

K 米沢市城西4-7-33kJR 米沢駅から市街
地循環バスヨネザアド号
（右回り）で21分、
城西郵便局前下車、徒歩2分 J9時30分〜
18時30分 i 水曜 p5台

K 米沢市丸の内1-1-22kJR 米沢駅から市
街地循環バスヨネザアド号（右回り）で11
分、上杉神社前下車すぐ J9〜18時
（12〜3
月は〜17時30分 ）i 無休
（1月に2日間メン
テナンス休館あり）p おまつり広場駐車場
利用

米沢では、米やそば、旬の野菜や
リンゴなど、一年を通して多彩な
農産物が栽培される。なかには古
くから伝わる独特の野菜もあり、
おみやげにもおすすめだ。4〜6月
に新芽が出る伝統野菜の
「うこぎ 」
は、戦国時代に直江兼続が生垣作
りのために米沢へ持ち込み、その
後上杉鷹山が凶作時の非常食とし
て栽培を奨励したことで
根付いた。7〜9月に旬を
迎える
「薄皮丸なす 」は
漬物で食べるのが定番。
JA 山 形 お き た ま
米沢愛菜館など
で購入できる。
薄皮丸なす。値
段は時期や量に
より異なる

うこぎは葉
を和え物や
天ぷらにし
て食べる
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米沢市公式ホームページ
http://www.city.yonezawa.yamagata.jp/

米沢
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Buckwheat Tea
150 g for ¥540
T his tea made f r om t he seeds o f
locally-grown Dewakaori buckwheat
has a rich aroma and taste. C

Take your pick of famous
spas and little-known,
secluded hot springs!

A huge selection
of Yonezawa specialties!

Assorted
Souvenirs
Souvenir-hunting is another fun way to spend your time in
Yonezawa. The many tempting products include gourmet
specialties like Yonezawa Beef along with traditional handicrafts.
Don’t forget to check out the fresh local produce as well.

Yonezawa Hatto is a district in Yonezawa City made up of eight different hot
springs. There are hot spring areas that are fun to walk around as well as
private inn-owned hot springs hidden deep within the mountains, and both
have their own unique charms.

Amayu, a day spa (GEntrance fee: ¥200)
Hot Spring Area

Onogawa Onsen
The waterfall-viewing outdoor bath is open from late April
to mid-November.

Private Hot Spring

Shintakayu Onsen
●しんたかゆおんせん

Shintakayu Onsen Azumaya Ryokan

20238-55-2031 MP10C1

Shirabu Falls offer beautiful scenery throughout the year.

Yonezawa Chinese Noodles
Package of 5 servings for ¥1,188

Hot Spring Area

Shirabu Onsen
●しらぶおんせん

This set lets you enjoy Yonezawa Ramen at
home, characterized by its thin, wavy noodles
and a light, soy sauce-based broth.

Located deeper in the mountains than Shirabu Onsen
at an elevation of 1,126 meters, this inn features
six different baths. The waterfall-viewing outdoor
bath hosts mixed bathing, while the indoor baths are
separated by gender.

20238-32-2740 MP10C1

20238-32-2408
MP10C1

This is the largest hot spring area in the
Yonezawa Hatto district, with 14 hot-spring
hotels and three day spas. The street is lined
with restaurants and souvenir shops, making this
a fun area to walk around.

This shop sells tofu and soymilkbased sweets made with
a “secret ingredient,” green
soybeans locally produced in the
town of Takahata. A popular choice is
the soymilk soft serve for ¥330, made
with the secret ingredient of course.

Onogawamachi, Yonezawa BFrom JR Yonezawa
Station, take an Onogawa Onsen-bound Yamako Bus for
25 minutes and get off at “Onogawa Onsen.” Alternatively,
25 minutes by car. GJ ● Closed: Varies by facility.
P50 spaces in shared lot

You can get the full taste of the “secret
ingredient” in this sweet yet refreshing
ice cream.

3934 Sekiyunoirisawa, Yonezawa B35 minutes by car
from JR Yonezawa Station. Pickup from the “Shirabu Yumoto”
bus stop also available (limited to overnight guests; reservation
required). GFrom ¥12,570 JCheck-in: 2:00 PM / Check-out:
10:00 AM ● Closed:Irregular holidays (Please inquire directly.)
P27 spaces

Private Hot Spring

Ubayu Onsen
●うばゆおんせん

Ubayu Onsen Masugataya

Shirabu Onsen Tourism Association
& Inn Association

A

2090-7797-5934 MP10C1

20238-55-2205 MP10C1

At an elevation of 1,300 meters and surrounded
by cliffs and primeval forest, the milky waters of
these outdoor baths offer a wide-open feeling
that can’t be beat.

T his hot spr ing wells up amids t an alpine
landscape with an ample flow of about 1,500 liters
per minute. The area contains four hot-spring
hotels. Many famous spots like Shirabu Falls can
also be found nearby.

Sagara Doll: Cat & Octopus
¥4,644

Bring home some
local produce!
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Sato Tofu Shop

Onogawa Onsen Inn Association

Ukikoji Miso 900 g for ¥864

B

Thin-skinned
marunasu eggplants.
Prices vary by
season/volume.

Hot Spring Sweets

●おのがわおんせん

This miso paste is brewed from just malted rice,
salt, and soybeans, which are left in a large
cedar barrel to ferment for one year. Ukikoji
means “floating koji” and it takes its name from
the fact that the koji (a kind of fungus used as a
fermentation starter) floats to the top when the
miso is dissolved in hot water.

Yonezawa grows a variety of agricultural
products throughout the year, ranging from
rice and buckwheat to seasonal vegetables
and apples. The local produce also includes
distinctive vegetables grown since olden
times, which make perfect souvenirs. The
ukogi or five-leafed aralia, a traditional
vegetable that buds from April through June,
was originally brought to Yonezawa in feudal
times by the samurai Kanetsugu Naoe to
grow hedges. But it did not become wellestablished until later, when its cultivation
was encouraged by Yonezawa’s then-ruler
Yozan Uesugi as an emergency food source.
Pickles made from thin-skinned, round
marunasu eggplants are another local staple.
They are in season from
J uly to S eptember
and available at JA
Yamagata Okitama
Yonezawa Aisaikan
a s w ell a s othe r
locations.

Yonezawa
Hatto

Traditionally crafted in Yonezawa since
feudal times, these clay dolls charm with
their simple yet adorable expressions. A

1 Osawa-ubayu, Yonezawa B1 hour by car from
JR Yonezawa Station. Pickup from JR Toge Station
also available (limited to overnight guests; reservation
required). GFrom ¥13,542 JCheck-in: 3:00 PM / Checkout: 10:00 AM ● Closed: Early November to late April
P40 spaces

Seki, Yonezawa BFrom JR Yonezawa Station, take a
Shirabu Onsen-bound Yamako Bus for 39 minutes and get off at
“Shirabu Onsen.” Alternatively, 30 minutes by car.GJ ● Closed:
Varies by facility. PUse the parking lots of individual facilities.

Two of the outdoor baths are mixed-gender,
while one is reserved for female bathers.

Miso Butter Cookie
¥110
Light-brown miso powder and walnuts are
added to the dough of these thick-baked
cookies, which are additive-free and have a
rustic flavor. B

Private Hot Spring

Namegawa Onsen

Yonezawa Beef Salami ¥1,296

●なめがわおんせん

Black pepper adds a spicy kick to this salami
made with 20% Yonezawa Beef. It’s the
perfect finger food to enjoy with a drink.

Fukushimaya

20238-34-2250 MP10C1

A

The indoor bath opens onto an outdoor deck and is
reserved for male or female bathers on a rotating basis.

A

Near Uesugi-Jinja Shrine

B

Near the Uesugi-ke Byosho Mausoleum

Uesugi Joshien

Otamaya

●うえすぎじょうしえん

●おたまや

20238-23-0700 MP11B2

20238-23-1850 MP11A1

This facility sells products from Yonezawa as well as
elsewhere in Yamagata Prefecture. The wide selection
spans everything from handicrafts to Yonezawa Beef
to samurai goods. There are also several restaurants
on the premises where you can try Yonezawa Beef.

This store carries a selection including wood barrelbrewed miso and other fermented products as well
as products incorporating ukogi (five-leafed aralia), a
local specialty. The miso soft-serve ice cream tastes
like caramel and is a popular choice for ¥200.

1-1-22 Marunouchi, Yonezawa BFrom JR Yonezawa
Station, take the Yoneza-Ado downtown loop bus (clockwise
direction) for 11 minutes and get off at “Uesugi Jinja-mae.” A
short walk from the bus stop. J9:00 AM-6:00 PM (until 5:30
PM December-March) ● Closed: Open 7 days/week (closed
for 2 days of maintenance in January) PUse the parking lot
for the festival grounds nearby.

4-7-33 Josei, Yonezawa B From JR Yonezawa
Station, take the Yoneza-Ado downtown loop bus (clockwise
direction) for 21 minutes and get off at “Josei Yubinkyokumae.” A 2-minute walk from the bus stop. J9:30 AM-6:30
PM ● Closed: Wednesdays P5 spaces

C

The outdoor bath nestled inside a river gulch offers the
perfect rustic atmosphere.

The waters here are slightly cooler than those at other hot
springs, and are said to beautify the skin.

Near Yonezawa City Hall

JA Yamagata Okitama
Yonezawa Aisaikan
●じぇいえいやまがたおきたま よねざわあいさいかん

20238-21-7010 MP10B1
This farmers’ market sells seasonal fruits and
vegetables picked fresh each morning by local
growers, processed goods, and more. A variety
of traditional vegetables and other agricultural
products unique to Yonezawa are also available.
5-3-9 Kanaike, Yonezawa BFrom JR Yonezawa
Station, take the Yoneza-Ado downtown loop bus
(counterclockwise direction) for 11 minutes and get
off at “Yonezawa Shiyakusho-mae.” A 2-minute walk
from the bus stop. J10:00 AM-5:30 PM ● Closed:
Open 7 days/week P 30 spaces

Private Hot Spring

Yunosawa Onsen

Private Hot Spring

Odaira Onsen

●ゆのさわおんせん

●おおだいらおんせん

Toki-no-yado Sumire

Odaira Onsen Takimiya

20238-35-2234 MP10C1
This hot spring gushes out upstream of the Haguro
River. The hotel is for couples only, offering relaxation
in a modern Japanese-style space. Dinners featuring a
variety of Yonezawa Beef dishes are another part of the
hotel’s appeal.
12703-4 Sekine, Yonezawa B15 minutes by car from JR
Yonezawa Station. Pickup from JR Yonezawa Station also available
(limited to overnight guests; reservation required). GFrom
¥20,670 JCheck-in: 3:00 PM / Check-out: 11:00 AM ● Closed:
Irregular holidays (Please inquire directly.) P20 spaces

20238-38-3360（Visitor Center）
MP10C1
Welling up close to the headwaters of the Mogami River,
this hot spring is located so deep within the mountains
that it is inaccessible by car.
12127 Sumomoyama, Yonezawa BThe parking lot is
45 minutes by car from JR Yonezawa Station. Pickup from JR
Yonezawa Station/other locations is also available (limited to
overnight guests; reservation required). A 20-minute walk from the
parking lot. GFrom ¥12,570 JCheck-in: 2:00 PM / Check-out:
10:00 AM ● Closed: Early November to late April P12 spaces

Private Hot Spring

Goshiki Onsen
●ごしきおんせん

Sokawa Ryokan

Characterized by its milky-white waters, this
hot spring has prospered through the ages as a
therapeutic bath. It is famous for its mixed-gender
outdoor bath, which is designed to look down onto
the Maekawa River.
15 Osawa, Yonezawa B55 minutes by car from
JR Yonezawa Station. Pickup from JR Toge Station also
available (limited to overnight guests; reservation required).
GFrom ¥10,518 JCheck-in: 2:00 PM / Check-out: 11:00
AM ● Closed:Early November to late April P20 spaces

20238-34-2511 MP10C1
This hot spring is noted in connection with
Kanetsugu Naoe, a samurai retainer to the
Uesugi Clan. The bicarbonate baths have been
popular through the ages among bathers hoping
to be blessed with children.
498 Goshiki, Itaya, Yonezawa B45 minutes by car
from JR Yonezawa Station. Pickup from JR Itaya Station
also available (limited to overnight guests; reservation
required).GFrom ¥12,030 JCheck-in: 2:00 PM / Checkout: 10:00 AM ● Closed: Open year-round P30 spaces

*The rates listed are minimum rates per guest for one night in a two-person room with two meals included (including consumption tax, bathing tax, and service fees).
Rates may vary depending on the day of the week, number of guests, season, etc. Be sure to check with the facility when making a reservation.

The stone outdoor bath is usually
mixed-gender, but reserved for female
bathers during certain hours.
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Downtown
Yonezawa

Yoneza- A do downtown
loop buses. Buses in the
counterclockwise direction
are yellow, while buses in the
clockwise direction are blue.

●うえすぎはくしゃくてい

20238-21-5121 MP11B2

Recommended Course
A museum where you can learn
about the history and process
of making sake

1

Omachi

Toko-no-Sakagura
Sake Brewing Museum
●しゅぞうしりょうかん とうこうのさかぐら

20238-21-6601 MP10B3
This is the museum of sake brewer Kojima
Sohonten, established in 1597. Sakebrewing equipment and other articles are
on display inside the museum building, a
restored brewery. At the museum shop, you
can also try sake tasting (most free, some
for a fee).

Learn about life in the old days at a
sake brewery.
2-3-22 Omachi, Yonezawa
BFrom JR Yonezawa Station,
take the Yoneza-Ado downtown
loop bus (clockwise direction)
for 9 minutes, and get off at
“Omachi Itchome.” A 2-minute
walk from the bus stop.
GEntrance fee: ¥310 J9:00
AM-4:30 PM ● Closed: Open 7
days/week P30 spaces
The popular Toko brand of undiluted
Junmai Ginjo (a premium sake
made from pure r ice w ith no
distilled alcohol added) is 720 ml for
¥1,300.

JR Yonezawa Station
Take the Yoneza-Ado downtown loop bus (clockwise
direction) for 9 min. and get off at Omachi Itchome.
Walk 2 min.

A tourist information center
with foreign language services

1 Toko-no-Sakagura Sake Brewing Museum

The Okitama Regional Tourist Information
Center “ASK” inside JR Yonezawa Station
(20238-24-2965、MP10C2) provides
sightseeing information in English. English
brochures are also available.

2 Kunori Gakuen High School

Where to change money in
downtown Yonezawa
Foreign currency can be exchanged at
several banks in the city (see MP10).
At Yamagata Bank’s Yonezawa branch
( 2 0 2 3 8 - 2 2 - 2 0 1 0 、M P 1 0 B 2 ) ,
fourteen different currencies including US
dollars can be exchanged for Japanese
yen, while Japanese yen can be exchanged
for US dollars and euros. Note that Chinese
renminbi cannot be used for transactions.

Walk 6 min.
Walk 8 min.

3 Uesugi-Jinja Shrine
Walk 3 min.

4 Uesugi Hakushakutei
Walk 6 min.

5 Orientokan

Walk 2 minutes to Jonan Nichome, then take
the Yoneza-Ado downtown loop bus (clock wise
direction) for 6 minutes and get off at Gobyosho
Nishiguchi. A 3-minute walk from the bus stop.

6 Wakuwakukan Dyeing & Weaving Studio
A very short walk

7 Uesugi-ke Byosho Mausoleum
Walk 4 min. to Gobyosho Nishiguchi and take the
Yoneza-Ado downtown loop bus (counterclockwise
direction) for 20 min.

JR Yonezawa Station
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From spots noted in connection with its former feudal rulers, the Uesugi Clan, to
famous architecture and a sake brewing museum, downtown Yonezawa is filled
with must-see sights. Make efficient use of the downtown loop bus to enjoy
Yonezawa’s many attractions to the fullest!

A stately school
building designed
in a Western style

A
6-minute
walk

Course Chart

Travelers’ Information

Filled with elegant Japanese arts & crafts
that sparkle with the unique history of
Yonezawa

Near Uesugi-Jinja Shrine

Uesugi Hakushakutei

2

Built in 1925, this was the main residence of
Count Mochinori Uesugi, a fourteenth-generation
descendant of the Uesugi Clan. Diners can view
the garden as they try traditional Uesugi cuisine
and Yonezawa beef dishes. The building has
been registered as a tangible cultural property by
the Japanese government. There is also a café
space where guests can enjoy matcha tea and
traditional Japanese sweets.

A
6-minute
walk

Yarn bookmark for ¥300.
Note the lovely illustration
and texture of the traditional
Japanese washi paper
incorporating safflower.

Gift envelope-style small Yonezawa weaving/
safflower pongee furoshiki (wrapping cloth) for
¥3,888. This safflower-dyed silk furoshiki with a
soft texture has been folded into the shape of an
envelope for gifts.

1-3-60 Marunouchi, Yonezawa BA 5-minute walk from
the “Uesugi Jinja-mae” bus stop. JDining: 11:00 AM-9:00 PM
(reservation required after 2:30 PM); café space: 10:00 AM5:00 PM ● Closed: Open 7 days/week (closed Wednesdays
December-March unless a national holiday) P20 spaces

4

Stop for
lunch!

Near the Uesugi-ke Byosho Mausoleum

Try traditional Yonezawa cuisine
at a dignified manor built in a uniquely
Japanese style.

This is the oldest private school in Yamagata
Prefecture, with the wooden school building
constructed in 1935 still standing to this
day. Characterized by its elegant design
interspersed with circular windows, the
building has been registered as a tangible
cultural property by the Japanese government.
Tours of the interior are available upon inquiry.

●おりえんとかん

20238-24-5945 MP11B3
The fine products available at this shop run by a
Yonezawa weaving manufacturer start with Japanese
arts and crafts like pouches and drawstring bags
made from Yonezawa weaving, and even include
feudal er a-themed goods featur ing warlords
associated with Yonezawa. Lessons in making
adorable “cocoon crafts” and tours of the textile
manufacturing workshop are also offered (inquire
directly for details).
2-3-88 Jonan, Yonezawa BFrom JR Yonezawa Station, take the
Yoneza-Ado downtown loop bus (clockwise direction) for 13 minutes and
get off at “Jonan Nichome.” A 2-minute walk from the bus stop. J9:30
AM-5:30 PM ● Closed: Sundays and national holidays P10 spaces

6

●せんしょくこうぼうわくわくかん

20238-24-0268
MP11A2
A studio for the traditional
arts of Yonezawa weaving
a n d s a f flo w e r d y e ing .
In addition to the shop
a n d gall e r y, ha n d s - o n
workshops are also available. Hand-weaving
workshops start at ¥2,160, while safflower
dyeing workshops start at ¥1,080. Staff
members offer skilled and patient instruction.

Try your hand at traditional arts
passed down to the modern day.

Guided tours in English or Chinese are also available
(inquire directly for details).

●くのりがくえんこうとうがっこう

20238-22-0091MP10B2

A 2-minute walk,
an 6-minute
bus ride, and a
3-minute walk

Wakuwakukan
Dyeing & Weaving
Studio

Near Uesugi-Jinja Shrine

Kunori Gakuen High School

5

Jonan

Orientokan

1-1-72 Montomachi, Yonezawa BFrom JR Yonezawa
Station, take the Yoneza-Ado downtown loop bus (clockwise
direction) for 11 minutes and get off at “Uesugi Jinja-mae.” A
3-minute walk from the bus stop. GTours free JVisitors can
freely tour the exterior; tours of the interior available from 9:00
AM-4:00 PM (until 12:00 PM on Saturdays), upon inquiry. ●
Closed: Sundays, holidays, and during school functions PNone
(Please inquire directly.)

Yonezawa’s main sightseeing spot
honoring Lord Kenshin Uesugi

oThe “Ryu” premium set for ¥5,400 includes a Yonezawa Beef
mini-steak and small bowls of traditional Uesugi cuisine.
mSet of premium seasonal namagashi (fresh unbaked Japanese
confection) and matcha tea for ¥810.

A
very short
walk

A
3-minute
walk

You can make one-of-a-kind coasters and other items
in the hand-weaving workshop.
1-2-37 Gobyo, Yonezawa BFrom JR Yonezawa
Station, take the Yoneza-Ado downtown loop bus
(clockwise direction) for 19 minutes and get off at
“Gobyosho Nishiguchi.” A 3-minute walk from the bus
stop. GFree entrance J9:30 AM-4:30 PM ● Closed:
Wednesdays (reservation required on Sundays and
national holidays December-March) P10 spaces

An
8-minute
walk

3

The treasure hall also displays the helmet of the samurai Kanetsugu
Naoe, which bears the Chinese character for “love” as a crest.

Uesugi-Jinja Shrine

Uesugi-Jinja Shrine
●うえすぎじんじゃ

20238-22-3189 MP11B2
Constructed in 1876 on the site of the former
Yonezawa Castle keep, this shrine is dedicated to Kenshin Uesugi, one of the most
powerful lords of Japan’s feudal era and a
formidable warrior. The current sanctuary is
a reconstruction built in 1923. The grounds
also include the Keishoden, a treasure hall
that houses and displays cultural artifacts
including relics of Lord Kenshin.
1-4-13 Marunouchi, Yonezawa BA 5-minute walk
from the “Uesugi Jinja-mae” bus stop. GFree entrance
(treasure hall: ¥400) J6:00 AM-5:00 PM (opens 7:00
AM December-March) ● Closed: Open 7 days/week
(treasure hall closed from December to late March) PUse
the parking lot for the festival grounds nearby.
The current sanctuary was designed by the Yonezawa-born
architect Chuta Ito.

7

A mausoleum for Yonezawa’s
past rulers surrounded by a
cedar grove

Uesugi-ke Byosho Mausoleum

The mausoleums of many generations of Uesugi lords are
lined up with Kenshin’s at the center.

Uesugi-ke Byosho Mausoleum
20238-23-3115 MP11A2
Many members of the Uesugi Clan that ruled
Yonezawa are interred here, from its forefather,
Kenshin, to Kagekatsu, the first ruler of the
feudal domain of Yonezawa, and all the way
up to its eleventh-generation ruler Narisada. A
nationally-designated historic site, the grounds
are surrounded by a cedar grove, giving them a
solemn atmosphere.

●うえすぎけびょうしょ

1-5-30 Gobyo, Yonezawa BA 4-minute walk from
the “Gobyosho Nishiguchi” bus stop. GEntrance fee:
¥350 J9:00 AM-5:00 PM ● Closed: Open 7 days/
week P30 spaces
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YAMAGATA
TOHOKU
Rurubu
Special
Compilation

Take your pick of famous spas
and “secret” hot springs
in Yonezawa Hatto!
Hot spring areas that are fun to explore
Secluded inn-owned hot springs

Welcome to
Yonezawa!
Assorted Souvenirs & Specialties
Gourmet specialties to bring home
Cute traditional handicrafts
Flavorings unique to Yonezawa

Downtown Yonezawa
Recommended Course
Historical spots related to the Uesugi Clan
Traditional Yonezawa cuisine for lunch
Try making your own traditional handicrafts!

