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相馬樓

酒田駅

庄内空港

善寳寺

湯野浜温泉

出羽ノ雪酒造資料館

出羽三山

鶴岡駅

致道博物館
荘内神社参集殿（鶴岡公園）

お雛様クッキング

湯野浜温泉 亀や

●和室（1～5名1室）
● IN14：00／OUT10：00

（旅行代金に含まれるもの）　�①包括旅行割引運賃適用の航空運賃�②国内線旅客施設使用料�③規定の宿泊費・食事代�④行程記載のバス代・体験代・入園料�
※行程中の規定料金以外の交通費・食事代・入園料等はお客様負担となります。�※④をご利用にならなかった場合の払戻はございません。

羽黒山、月山、湯殿山の総称。古くから
山岳信仰を集める日本屈指の霊山。強
力なパワースポットとしても人気。
修験者“山伏”のガイドで羽黒山山頂を
ご案内します。

出羽三山
（でわさんざん）

江戸時代に料亭「相馬屋」として
開業。現在では、茶房や宴舞場と
して舞娘の踊り等をお楽しみいた
だけます。また、樓土蔵に展示さ
れている雛人形や樓主・新田嘉一
所有の書画や古美術等もご覧い
ただけます。

相馬樓（そうまろう）

山伏が
ご案内します。

in 鶴岡
お雛様
クッキング

地元の人とおしゃべりしながら、鶴岡のソウルフードの
「あんかけ」や雛菓子を一緒につくってみませんか。
「うまい！」 「かわいい！」 味な体験ができますよ。

男子大浴場の一例

藩主のご隠所として使われてきた「御隠殿」。そこに展示されている、庄内藩酒井家
に伝来する雛人形、田安徳川家、熊本藩細川家からお輿入れされた姫君様がご持参
された雛道具をご案内。酒井家当主 夫人の酒井天美さんからお話を伺います。

致道博物館（ちどうはくぶつかん）

酒井家 第十八代当主 夫人
酒井 天美さん

致道博物館外観（旧西田川郡役所）

羽黒山山頂（イメージ）

（イメージ）

（イメージ）

雛
菓
子

山伏（イメージ）

LocoBeeは旅人のお助
けアプリ。「困った」「教え
て」を旅人の言語で旅先
の地元の人がチャットで
応えます。

ダウンロードはこちら▶︎

世界で一番小さい
旅の相棒

ますのあんかけ
（イメージ）

あ
んかけ
料
理

2〜5名1室　20，800円 1名1室　30，800円大人・小人同額
基本代金(お一人様)

■出発日：２０１７年３月１３日（月）出発
■最少催行人員：2名　■食事条件：朝食２回、夕食１回
■ 添乗員：同行いたしません。ただし、行程１日目庄内空港出発より、２日目庄内空港

まで現地係員がご案内いたします。
日程 行　程 食事

3/13
（月）

羽田空港第２ターミナル〈ＡＮＡ３９３便〉（６：５５発）a
庄内空港（７：５５着／８：１５発）＝B＝
善寳寺(朝食：粥・胡麻豆腐。本殿参拝・五重塔見学）＝
羽黒山山頂（境内見学・参拝）＝鶴岡市内 お雛様クッキング

（鶴岡の雛料理解説、あんかけ料理・雛菓子づくり体験）＝
致道博物館（見学）＝鶴岡公園＝ホテル（１７：００頃着）

【宿泊／湯野浜温泉亀や】

朝

※

夕

3/14
（火）

ホテル（８：５０発）＝B＝出羽ノ雪酒造資料館（解説・日本酒試飲）＝
相馬樓（歴史紹介、舞娘の舞鑑賞）＝
庄内空港〈ＡＮＡ３９８便〉（１２：５０発）a
羽田空港第２ターミナル（１３：５５着）

朝

※行程１日目の昼食は軽食となります。
●赤字の施設は入場観光、青色の施設は下車観光となります。

【バスご利用のご案内】
●天候及び道路状況によりバススケジュールが変更となる場合がございます。
●バスは小型バス（２４～２８名様定員）、庄交ハイヤー(株)の運行となります。
●他のツアーのお客様との混乗になります。
●バスガイドは同行いたしません。　●バス車内は禁煙となります。
●今後の観光資源として簡単なアンケートにご協力いただきます。

〈ツアーに関するお申込み・お問い合わせ〉　ANAセールス株式会社　訪日旅行部　☎050-3815-5083 〈受付時間〉 9:00〜18：00　〈休み〉土・日・祭日となります

詳しい旅行条件については、当社のウェブサイトでご確認の上、お申込みください。
お申込みに関しては「電話予約」となり、WEBではお申込みいただけません。 http://www.ana.co.jp/domtour/tohoku/package_ohinasama

旅行業公正取引協議会

旅行業公正取引
協 議 会 会 員一般社団法人日本旅行業協会（JATA）の正会員です。一般社団法人日本旅行業協会（JATA）の正会員です。

◆旅行企画・実施 : ANAセールス株式会社
　観光庁長官登録旅行業第1656号  〒103-0027東京都中央区日本橋2-14-1
　総合旅行業務取扱管理者　山下達矢・田中穂積

（イメージ）

Onsen ガストロノミーツーリズム in 庄内

鶴岡は、徳川四天王の筆頭 酒井忠次の孫・忠勝が初代藩主
となり栄えた城下町です。また日本を代表する雛祭りの町で
もあります。江戸時代より京の都から運ばれた雛人形や雛道
具を大切に受け継いできました。そんな鶴岡で食文化をはじ
め、人々との交流を通じてさまざまな伝統体験をお楽しみく
ださい。

〈イベント主催〉
 ・ 鶴岡食文化創造都市推進協議会

〈イベント後援〉
 ・ 山形県
 ・ 鶴岡市

お当地料理体験！！ お雛様クッキング！！： 株式会社ANA総合研究所企画協力
： 株式会社ミツハシ
： 庄内空港利用振興協議会
： 全日本空輸株式会社

協賛

： gohan
： ＪＡ鶴岡
： ＪＡ庄内たがわ

協力

後援： 鶴岡市観光連盟
： 酒田市
： 株式会社荘内日報社
： 株式会社山形新聞社
： 山形放送株式会社

お当地料理体験 ！！

お雛様クッキング！！
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Somaro
Sakata
Station

Shonai Airport

Zenpo Temple

Yunohama Onsen
 (hotspring)

Dewa-no-yuki Sake
Brewery Museum

Dewa Sanzan

Tsuruoka
Station

Chido Museum
Shonai Shrine (Tsuruoka Park)

Ohina-sama Cooking 

●Japanese-style room 
　(for 1～5 person use)
●Check-in 14:00／Check-out 10:00

In the history of Tsuruoka, it was a town governed by Sakai 
Tadakatsu –he is the 3rd generation of Sakai Family and the 
1st lord of feudal clan of Dewa-Syona. On the other hand, it 
is famous for “Hina Dolls Festival” in Japan. From Edo period 
(1603-1868), they handed down Hina dolls which transported 
from Kyoto with great care, and this history continues to 
nowadays. Please enjoy the traditional experiences and the 
special cuisine in Tsuruoka.

Dewa Sanzan is the collective name 
for Mt .Gassan, Mt .Haguro and 
Mt.Yudono. It was a Japanese famous 
divined mountain since ancients.
An experienced mountain priests will 
show you the summit of Mt.Haguro.

Dewa Sanzan 

Somaro was founded a t the 
Edo period as a Japanese-style 
restaurant – called “Souma-ya”. In 
the present, you can experience  
“Maiko” performance.
Moreover, you can see wax dolls 
and various antiques at their store 
house. 

Somaro 

“Yamabushi “
He is our mountain
priests called 
Yamabushi.

in Tsuruoka

Let’s try to make traditional cuisine
of Tsuruoka such as “Ankake Dishes”
“Hinagashi” –  “Delicious!” “Cute!” 
You can get a valuable experiences with local people.

（Package�price�Includes)��①ANA�economy� class� air� ticket�between�Haneda�and� Shonai�②Airport� facility� fee�③Meals:�Only� the�meals� specified� in� the� itinerary�
Hotels:�1�night�at�Yunohama-Onsen�KAMEYA�④Bus�fare,�Experience�fee,�and�Admission�in�the�itinerary�※The�fare included�in�the�tour�are�only�those�as�
specified�in�the�itinerary.�※④When�the�customer�leaves�the�tour�group�for�personal�reason,�we�can�NOT�pay�a�refund.

“Goinden” was used by the lord of the feudal clan for retreating. Ms Sakai 
will show you Hina dolls that carried by Sakai Family for many generations, 
also the household products brought by the princess from Tayasu-
Tokugawa Family and Hosokawa Family who got married with Sakai family.

Chido Museum
Ms. Sakai Amami
A wife of the 18th
generation of Sakai Family

Chido Museum
(The Old Government Office of Nishikawa - Distlict)

The Summit of Mt.Haguro
（Only For Image）

Hinagashi
（Only For Image）

（Only For Image）

LocoBee is a new kind 
of communication app 
that allows travelers to 
connect wi th LOCO 
(local people) who can 
communicate in the 
same language. 

Download here!▶︎

“the world’s smallest 
travel partner”

Only For Image: thickened with 
powdered kudzu over trout. 

Ankake 
Dishes

TWN~Family5 : 20,800JPY

SGL : 30,800JPYSame price applies for adult and child
Tour Price(per person)

■Departure Date : 13Mar2017 (Mon.)　
■Minimum number of participants for operation : 2person
■Meal : breakfast : 2 and dinner : 1
■No tour guide will be provided on this bus tour. 
　However the local staff will escort at a designated place.

DATE Itinerary Meal

13
MAR

(Mon.)

Haneda Airport Terminal 2 [ANA393](6:55 Departure)a
Shonai Airport (7:55 Arrival / 8:15 Departure) = B  = 
Zenpo Temple【Breakfast: Congee,Sesame tofu / Visit Main shrine , 
Five-story pagoda】 =
The  Summit of Mt.Haguro(Visit precincts and worships) = 
Tsuruoka City Ohina-sama Cooking  Introduce local cuisine / 
Ankake Dishes / Hinagashi making =
Chido Museum(sightseeing)＝Tsuruoka Park＝ Hotel (17:00 Arrival)

 【Hotel: Yunohama Onsen Kameya】

Breakfast

Light 
meal

Dinner

14
MAR
(Tue.)

Hotel (8:50 Departure) = B =  
Dewa-no-yuki Sake Brewery museum (Try Japanese Sake) =
Somaro ( Restaurant history / Maiko’s performance ) = 
Shonai Airport  [ANA 398]  (12:50 Departure)a
Haneda Airport Terminal 2 (13:55 Arrival)

Breakfast

※light lunch will be served on 1st day.
● The sightseeing spots in blue color is for onsite seeing while in red color is for 

entering the spots.
● Bus schedule may be changed according to the weather or road conditions
● Small-size bus (capacity : 24-28 person)will be arranged and operated by Syoko 

Hire Company.
●There may be some passengers from other travel agencies.
●Smoking is prohibited inside the bus　●No bus guide will be provided.
●Please take a brief survey for reference.

〈Apply For This Tour〉　ANA Sales Co., Ltd.   Inbound Tour Promotion department　☎050-3815-5083
Operation Hour / 9:00～18:00  (Except: Saturday/Sunday/National holidays)

※ This telephone number belongs to this tour reservation only. Thank you for your understanding.
※For more information, please visit our Web-site.    http://www.ana.co.jp/domtour/tohoku/package_ohinasama (Japanes Only)

旅行業公正取引協議会

旅行業公正取引
協 議 会 会 員一般社団法人日本旅行業協会（JATA）の正会員です。一般社団法人日本旅行業協会（JATA）の正会員です。

Planning executed ： ANA Sales Co.,Ltd.
Head Office : Front Place Nihonbashi, 2-14-1, Nihonbashi, Tokyo 103-0027, Japan
Certified General Travel Services Manager :Tatsuya Yamashita / Hozumi Tanaka 
No. 1656 by Commissioner of Japan Tourism Agency

（Only For Image）

Onsen GastronomyTourism
 in Shonai

（Only For Image）

: gohan
: JA Tsuruoka
: JA Shonai Tagawa

Cooperated

Event Organizer 
Event Supported

: Tsuruoka Creative City of Gastronomy Promotion Council
: Yamagata Prefectual Government
: Tsuruoka City

: ANA Strategic Research Institute Co.,Ltd.Plan Cooperated
: The Mitsuhashi,Inc.
: Shonai Airport Promotion Conference
: ALL NIPPON AIRWAYS (CO., LTD)

Sponsored

Local cuisine Cooking experience! 
“Ohina-sama Cooking!”

: Tsuruoka City Tourism Federation
: Sakata City
 : The Shonai Daily Press
: THE YAMAGATA SHIMBUN
 : Yamagata Broadcasting Co.,LTD.

Supported

Yunohama-Onsen (hot spring) 
KAMEYA

The Hotspring(Example)

Local cuisine Cooking experience!
“Ohina-sama Cooking!”


