農家民宿
に泊まろう！
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ご挨拶
村を東西に流れる最上川。その雄大な最上峡を望む絶景ポイントがいたる所にあります。
また、春は山菜、秋はキノコや新米、新そばなど豊富な旬の食材を使い、地元に受け継がれてきた
美味しい郷土食をお楽しみいただくのはもちろんのこと、古き良き農村の四季を感じ、楽しめる
のがここ戸沢村です。私たち農家民宿では実際に農作業などを通して自然の恵みを感じることが
できます。
大人数での宿泊ご希望の際は各民宿へ分散宿泊していただくなどの対応が可能ですので遠慮なく
お問い合わせください。※予約状況によっては承れない場合もございます。
皆様の笑顔にお会いできることを心より楽しみにしております。

＜大切なご案内＞
※すべての農家民宿は温泉ではございません。近隣の温泉施設(有料)のご紹介は可能です。
バスタオル、寝間着、歯ブラシなどはあらかじめご用意くださいますようお願いいたします。
農繁期等により宿泊できない可能性もありますので、少なくとも1週間前にはご予約をお願いいたします。

観光案内
通年：いきいきランドぽんぽ館

(日帰り温泉)

山形県最上郡戸沢村松坂155
Mail:info@ponpokan.com TEL:0233-72-3600
営業時間：9：00～20：00（季節によって営業時間に変更あり）
休館日：第２・４水曜日（８月は第４水曜日のみ）

四季折々の最上峡
を満喫するには！

通年：最上川舟下り

<8:30～17:00>

＜最上峡芭蕉ライン観光株式会社＞
山形県最上郡戸沢村大字古口86-1
TEL：0233-72-2001 FAX：0233-72-2003
吉永小百合さんも
撮影で訪れた♪

幻想の森

※冬期間は雪のため観光不可

場所：戸沢村土湯
古口駅からタクシーで25分 戸沢観光タクシーTEL.0233-72-2711
幻想の森に関する問合せ 戸沢村観光物産協会TEL.0233-72-2110
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４
正月には華やかに飾り付け
をします♪

農家民宿 阿部
角川農家民宿組合 ひめさゆりの会会長

あ べ

里子さんと、ご主人の政憲さん
地域でも知られた大農家です♪

代々続く農家のおうち
畳のぬくもりを感じます♪

こんな体験ができます！

玄関からは沢内地区のきれいな水田が見渡せます。

戸沢村角川の中心から少し入った沢内地区
にある農家民宿。

春‐苗代作業、田植え、山菜採り
夏‐野菜の収穫、草取り、川遊び
秋‐野菜の収穫、稲刈りから米出荷までの体験、キノコ収穫
冬‐雪遊び、かまくら作り、郷土料理作り

昔ながらの農家のおうちに、とびきり明るい
お母さんと落ち着いた旦那さんが紡ぎ出す、
最高の時間。

住所
：山形県最上郡戸沢村大字角川１４６９
電話
：０２３３－７３－２１６０
部屋タイプ ：和室 (２部屋) 定員
５名
ご予約
：通年（定休日無し、農繁期休業の可能性あり）
宿泊料
一泊二食付 大人6,000円 小学生以下 4,000円
※チェックイン
13:00～17:00 チェックアウト 翌10:00
※時間や内容などはお気軽にご相談ください。

農家民宿 三左衛門
角川農家民宿組合 ひめさゆりの会会員

さんざえもん

この地方在来種のそば、最上早生（もがみ
わせ）を自家栽培して提供する手打ちそば屋。
村の議員もこなすご主人なら、戸沢村のこと
をなんでも教えてくれるでしょう♪
県道を進んでいると見えてくるそばの旗が目印

こんな体験ができます！

山形雛の道：
そば屋の客席にもなる客間には
旧暦の桃の節句ごろ(4月上旬)
には立派なひな人形が飾られ、
訪れる人を楽しませます。

春‐山菜採り、田植え作業他農業体験
夏‐里山散策、そばまき
秋‐米・そば・野菜の収穫
冬‐雪の中での生活、うさぎ狩り
※通年そば打ち体験ができます（事前予約要）
通年でそば打ち体験
ができます！

住所
：山形県最上郡戸沢村大字角川１３９３－７
電話
：０２３３－７３－２１８２
部屋タイプ ：和室 (２部屋) 定員
５名
ご予約
：通年（定休日無し、農繁期休業の可能性あり）
宿泊料
一泊二食付 大人6,000円 小学生以下 4,000円
※チェックイン
13:00～17:00 チェックアウト 翌10:00
※時間や内容などはお気軽にご相談ください。

お待ちしています！

２

農家民宿ふきのとう田中
角川農家民宿組合 ひめさゆりの会会員

たなか

地元の保育所の調理員さんを頼まれるほど
の料理自慢のお母さん。
お孫さんから愛される寡黙で優しいお父さん。

食卓を囲む時間の大切さを感じます♪
春には山菜、秋にはキノコなど季節のごちそうが並びます。

こんな体験ができます！

右上：海外からのお客様も受け入れ。
近所の人もみんなでパチリ！

春‐山菜採り、加工、田植え手伝い
夏‐野菜の収穫、夜ののんびり星眺め
秋‐野菜の収穫、加工
冬‐雪遊び、郷土料理作り

右下：趣のある客室
左下：角川では知らない人がいない
たき子さんとご主人の進一さん。

住所
：山形県最上郡戸沢村大字角川１３１６－２
電話
：０２３３－７３－２１７８
部屋タイプ ：和室 (２部屋) 定員
５名
ご予約
：通年（定休日無し、農繁期休業の可能性あり）
宿泊料
一泊二食付 大人6,000円 小学生以下 4,000円
※チェックイン
13:00～17:00 チェックアウト 翌10:00
※時間や内容などはお気軽にご相談ください。

こんな体験ができます！

農家民宿 ほたる

春‐田植え前の田んぼ作業手伝い、山菜採り、
畑の野菜種まき
夏‐野菜の収穫、田の草取り、ホタル観察
秋‐稲刈り、きのこ収穫、野菜収穫・加工
冬‐雪かき、郷土料理作り

角川農家民宿組合 ひめさゆりの会会員

自然に囲まれた家です。自家製の野菜が
一年中採れ、夕食は採った野菜で料理作り！
家族みんなで食事をしながら山形のこと

県道沿いに建つ青屋根のきれいな民宿。

など楽しい会話をしましょう。
夕食後は家の前から星を見ましょう。
星がとってもきれいですよ。

左上：農作業体験の様子
左下：食事はみんなでおしゃべりしながら
楽しく学べる時間でもあります♪
右下：看板とキッチン(笑)

住所
電話
携帯
メール

３

：山形県最上郡戸沢村大字角川１３４１
：０２３３－７３－２１８２
：０９０－９７４１－４１５８
：nouka_minsyuku_hotaru@yahoo.co.jp
：minsyuku-hotaru@ezweb.ne.jp
部屋タイプ ：和室 (１部屋) 定員
５名
ご予約
：通年（定休日無し、農繁期休業の可能性あり）
宿泊料
一泊二食付 大人6,000円 小学生以下 4,000円
※チェックイン
13:00～17:00 チェックアウト 翌10:00
※時間や内容などはお気軽にご相談ください。

こんな体験ができます！

農家民宿 与惣右エ門
角川農家民宿組合 ひめさゆりの会会員

よ そ え も ん

戸沢村の中でも秘境ともいえる平根地区。

春ー田植え前作業、田植え
夏ー山菜収穫、畑草取り、野菜生育管理、収穫、
そばの種まき、エゴマ栽培
秋ー稲刈り、米作り、きのこ収穫
冬ー雪の体験（雪かき、冬山散策など）
※通年そば打ち体験ができます（事前予約要）

この地から角川一帯に供給される豊富な
水は夏でも冷たく、最高においしい。
その水でしめたおそばは食べる価値あり！

そば屋も営業。通年美味しいおそばが食べられます！
左上：そば職人の正さんと、漬物
名人の千代子さん夫妻。
右上：海外からのお客様も受け入れ。
近所の人もみんなでパチリ！
右下：手作りの看板が際立つ玄関。

住所
：山形県最上郡戸沢村大字角川１２００
電話
：０２３３－７３－２５１４
携帯番号 ：０９０－６２２１－９２７０
部屋タイプ ：和室 (２部屋) 定員
５名
ご予約
：通年（定休日無し、農繁期休業の可能性あり）
宿泊料
一泊二食付 大人6,000円 小学生以下 4,000円
※チェックイン
13:00～17:00 チェックアウト 翌10:00
※時間や内容などはお気軽にご相談ください。

農家民宿 安食
あじき

近くには温泉施設ぽんぽ館。
自家製の米はもちろん、野菜・山菜などを
使った、安心、安全な食事を提供します。
お客様の要望にお応えしながら、農業体験
・野菜作り・山菜とりなど、
自然豊かな田舎暮らしを
体験していただきたいと

こんな体験ができます！

思っております。

無料農作業体験
通年：２０種類以上の野菜を作っておりますので、
時期に応じた収穫体験ができます。

詳しくはホームページをご覧ください！

有料体験（要予約）
・芋煮会体験料金：１０００円/人
・バーベキュー体験料金：１５００円/人
※その他にもいろいろな体験できます。詳しくは
お問い合わせください！

左上：とある秋の夕食。芋煮は美味しいですよ♪
右上：皆様のお越しをお待ちしております！
右下：農家民宿「安食」玄関です。

４

住所
：山形県最上郡戸沢村大字松坂３４８
電話
：０９０－４０４６－３７２４
メール
：k8k9_i@yahoo.co.jp
部屋タイプ ：和室 (２部屋) 定員
５名
ご予約
：通年（定休日し、農繁期休業の可能性あり）
宿泊料
一泊二食付 大人6,５00円 （ぽんぽ館入浴含む）
※チェックイン
15:00～17:00 チェックアウト 翌10:00
※時間や内容などはお気軽にご相談ください。

３

※時間や内容などはお気軽にご相談ください。

四季の写真
～体験内容例、景色、イベントなど～
※体験料や内容は宿泊先によって異なりますので詳細は直接お問い合わせください。

とざわ旬の市

<春>

角川サマーパーティー <南部地域振興センター>
新庄祭り(8月24.25.26日) <JR新庄駅一帯>
四ヶ村棚田ほたる火コンサート<大蔵村>

山菜を中心に旬の野菜を販売。浄の滝トレッキングはじめ、
楽しいイベントも盛りだくさん！

渓流釣り大会

<旬の市協賛企画>

※その他にも地区ごとのお祭りなどが目白押し！

清流として知られる角川で、大物を狙いませんか？

山菜収穫体験：

田植え体験：

浄の滝トレッキング

(角川地区)

村の花：ヒメサユリ
長倉の大杉 (角川地区)
樹齢1200年を超える天然杉は圧巻！

高山や山地に生える多年草で、６～８月
茎の先に１～３個の花が咲く。自生地は
日本でも限られており、現在学界での
北限は戸沢村とされている

川遊びも♪

野菜収穫体験：
自家栽培の畑から様々な旬の野菜を収穫できます♪
朝早くに新鮮な空気を吸ってストレス解消！
農家の人が丹精込めて育てた野菜を、採りたてて
食べれるなんて幸せですよね！

５

紅葉に色づく最上峡 <舟下りではその迫力を味わえます！>

秋の味覚収穫体験：
言わずと知れた食欲の
秋。夏とは違った美味し
いものが盛りだくさん。
これだけのために訪れる
価値があります♪

稲刈り体験：
自然の恵みを大地
からいただく喜び
が味わえます！
もちろん食卓に並ぶの
も最高においしい
新米です。

新そば祭り
最上早生の香しさ！売り切れ御免のそばイベント！

とざわ旬の市

<秋>

雪回廊物語 角川地区(通常2月に開催)
蔵岡紙風船祭り 蔵岡地区
スキー＜新庄市民スキー場＞

キノコなど旬の野菜を販売。楽しいイベントも盛りだくさん！

新庄市五日町字柴草山5919番地の3

TEL：0233-22-0681

マタギ文化が残る村：
マタギどは…
東北地方の山間部に
居住し，古式に従って
集団で狩りをする人々。

お柴灯（おさいど）：
小正月に、お正月の門松や注連縄などの
飾りを一か所に集め、高く積み上げて焼く
お柴灯は「どんど焼き」ともいわれます。
この火にあたると体が丈夫になり風邪を
ひかないなどといわれています。
燃え上がる火や煙には1年間の様々な
災厄を祓い清めるともいわれます。

６
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至：酒田

川の駅
最上峡くさなぎ

至：鮭川村

P1 ぽんぽ館

58

ふるさと夢市場

高見屋別邸紅

約5分

至：鮭川村

白糸の滝

382

佐藤菓子店
白糸の滝ドライブイン
パーラー白糸の滝

戸沢村こぶし会
八郎兵衛茶屋

382

仙人堂

今神温泉(閉湯)

P5

最上峡ふるさと村

浄の滝

P1 幻想の森

約10分

ホエールマート

P4

安食

JA山形もがみ
戸沢支店

P1

戸城
矢口人形

最上峡芭蕉ライン観光

戸沢藩船番所
義経ロマン観光

・レストランファミリー
・芭蕉庵

中央公民館

34

(受付：駅前)

P5
長倉の大杉

日韓ひろば

巴食堂
畑ヶ観光ワラビ園

平根のコナラ

佐藤長三郎そば

57

約15分

34

戸沢のぼたもち

至：新庄

道の駅高麗館

至：肘折
寺台ワラビ園

平根ワラビ園

P4

南部地域
振興センター

与惣右エ門

柿崎製材所

農村環境
改善センター

P3
約5分

ほたる

P1,7

※ご挨拶背景

芭蕉ドライブイン

相扶共済の碑

最上川食堂

P3

ふきのとう田中

約3分

P2

P2

三左衛門

阿部

57

農家民宿
P1

所用時間/車
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観光スポット

掲載ページ

至：新庄
30

温泉

食事処

診療所

お土産店

戸沢村役場

約3分

アクセス
※JR新庄駅、古口駅まで送迎も可能ですので事前にご相談ください。

阿部
三左衛門
ふきのとう田中
ほたる
与惣右エ門
安食

戸沢村角川1469
戸沢村角川1393-7
戸沢村角川1316-2
戸沢村角川1314
戸沢村角川1200
戸沢村松坂348

0233(73)2160
0233(73)2182
0233(73)2178
0233(73)2516
0233(73)2514
090(4046)3724

[戸沢村役場産業振興課]
TEL:０２３３－７２－２１１０ FAX:０２３３－７２－２１１６
Mail：kanko@vill.tozawa.yamagata.jp
月曜～金曜日 ８：３０～１７：１５ （土日祝日休み）

[道の駅とざわ] モモカミの里 高麗館
戸沢村大字蔵岡字黒渕3008-1（国道47号線）
TEL 0233-72-3303 FAX 0233-72-3361
9：00～17：30（4月～11月） 9：00～16：30（12月～3月）

[タクシー] 有限会社 戸沢観光タクシー
戸沢村大字古口348-8 (JR古口駅からすぐ)
Ｔｅｌ：0233-72-2711

※施設によって営業時間が異なります。

７

