A01

駅食堂とは思えない本物の
こだわりが好評

軽食 ｢駒｣

天 童 桜 ま つ り 協 賛

A10

ソフトドリンクサービス
ちらし持参でお食事の方
天童市本町1-1-1（駅隣接）
☎023-653-1680
8:00～20:00
定休日：無休

A02

多彩メニューをご用意しており
ます。一度ご来店下さいませ

A03

天童で最も古いそば屋

アリスの海

そば処伊藤屋

ワンドリンクサービス

そばソフトクリームサービス

ちらし持参でお食事の方1名有効
天童市本町1-1-2（ﾊﾟﾙﾃ2Ｆ）
☎023-653-7004
9：30～19：00
定休日：第3月

ちらし持参でお食事の方
天童市三日町1-5-30
☎023-653-2079
11：00～15：00
17：00～21：00
定休日：月（祝日営業）

A04

A05

天ぷら つゆ木

朝鮮漬け一皿サービス

ウーロン茶又はオレンジジュースサービス

ちらし持参でご注文の方
天童市東本町2-11-14
☎023-653-0040
昼11：30～14:00
夜17：00～22：00
定休日：木

A06

天童成生地区産の手打ちそばと
和食の店

ちらし持参で店内でお食事の方
天童市東本町2-11-5
☎023-654-3521
昼11：30～14：00
夜17：00～22：00
定休日：不定休

A07

味どころたか松

ちらし持参でお食事の方
天童市東本町2-8-16
☎023-653-2524
11：00～15：00
定休日：水

A08

A09

水菓子サービス

ソフトドリンクサービス

山形黒毛和牛ステーキ、
スキ焼きに旬の味

ちらし持参で１名有効
天童市東本町3-2-30
☎023-654-1683
ランチ11：30～13：30
夜 16：30～23：00
（日21：30まで）
水車が目印、田舎そば
とり中華が評判

A13

手打ち水車生そば

ソフトドリンクサービス

お得がいっぱい！
満喫しょう！天童

ちらし持参でお食事の方
天童市鎌田1-1-15
☎023-653-0726
17：30～22：00
（ﾗｽﾄｵｰﾀﾞｰ21：30）
定休日：日

A14

利用期間
平成２９年４月９日（日）～
５月６日（土）
利用方法
切り取らずに、このままお店にお持ちください。

鶏と魚介のＷｽｰﾌﾟの中華そば
しめの油そばも好評です。

ﾗｰﾒﾝﾀﾞｲﾆﾝｸﾞ 月読

ワンドリンクサービス
ちらし持参でお食事の方（1名有効）
天童市鎌田本町1-3-26
☎023-653-2576
11:00～23:00
定休日：なし

A15

ラーメン専門店 だしのきいた
スープとバランスのよい麺

ラーメンあばしり大将

ｷﾞｮｳｻﾞ・からあげ・ﾊｯｼｭﾎﾟﾃﾄのいずれかｻｰﾋﾞｽ

餃子330円を200円

ちらし持参で2名様以上でご来店の方

ちらし持参でラーメンをご注文の方（夜10時まで）

天童市鎌田本町1-6-18(ｱｲｰﾀﾞﾋﾞﾙ）

☎090-7078-4537
18：30～26：00
定休日：火

A16

スポーツ大好き親方が
待っています

天童市鎌田本町1-6-23
☎023-654-1018
17：30～AM2：00
定休日：不定休
（月2回）

A17

かぐら寿司

サービスの詳細は、各お店にお問い合わせください。

50円割引

お食事の方（ちらし１枚で１名）
天童市東本町2-2-22
☎023-653-8931
11：30～14：00
17：00～22：00
定休日：不定休

いなほ きっちん

ワンドリンクサービス
ちらし持参でご注文の方
天童市鎌田本町1-6-3
☎023-654-0424
17：00～24：00
定休日：水

あたたかい日から寒い日まで
桜を堪能できる食堂です。

コーヒー１杯サービス
ちらし持参でお食事の方
天童市老野森1-1-1（市役所内）
☎090-4046-5064
ﾗﾝﾁ11：00～14：00
定休日：土・日・祝日

地産地消を心がけ、刺身、日本酒、
季節r料理などとりそろえております

A18

居酒屋写楽亭

居酒屋やま㐂
漬物他料理一品サービス
ちらし持参でお食事の方
天童市東本町2-9-5
☎023-654-1551
17：00～24：00
定休日：日

A12

日本海と太平洋の新鮮な魚介・旬の食
材で気軽に楽しんでいただけます

いろは寿司

旬の味・山形和牛山査子

おばあちゃんの手打ちそばが
大好評(数量限定)

又右エ門そば

ワンドリンクサービス又は二重そばを700円で提供

山形牛と山菜料理がおすすめ

桜まつりパスポート

A11

割烹一。久
ちらし持参で１名有効
天童市東本町3-2-25
☎023-654-1919
ランチ11：00～14：00
夜 17：00～22：00
定休日：不定休

ごま油で揚げた“天ぷら”
“天どん”をどうぞ

焼肉の殿堂 王将苑

にぎり寿し膳ほか、
各種ランチ大好評

A19

発行：天童商工会議所観光部会
TEL：０２３－６５４－３５１１

ランチ・かもラーメンがおすすめ

味香食堂

手打ちそば処・和食処孫作

一品サービス
ちらし持参でお食事の方（１名有効）
天童市東本町2-8-14
☎023-654-1686
17：00～24:00
定休日：なし

こだわりの“本物のそば”を
楽しんでいただけます

げそ天サービス

ワンドリンクサービス

ちらし持参でご注文の方（1名有効）
天童市老野森1-12-8
☎023-654-6001
昼11：00～15：00

ちらし持参でご注文の方（1名有効）
天童市老野森1-14-32
☎023-653-2795
11：00～21：00
定休日：不定休

定休日：火

A20

山形牛、米沢牛焼肉ともつ鍋など、
リズーナブルな価格でご提供

A21

山形牛ステーキ、すき焼き
旬の魚をお出ししています

A30

ｱﾒﾘｶﾝ★ｽﾃｰｷ＆欧風ｶﾚｰ
山形で１ﾎﾟﾝﾄﾞｽﾃｰｷが食べられる

A31

昼はラーメンと丼物
夜は味処居酒屋

焼肉万歳 鶴亀堂

お食事処喜らく

レッドブリック

味処 ラーメン 参男房

バリバリキャベツサービス

ワンドリンクサービス

ｱﾒﾘｶﾝ★ｽﾃｰｷｾｯﾄ百円引

ﾌｧｰｽﾄﾄﾞﾘﾝｸ３種類の内１杯百円引

ちらし持参でお食事の方（1ｸﾞﾙｰﾌﾟ1皿）

ちらし持参でお食事の方（ちらし1枚で1人）

天童市老野森1-15-17-1
☎023-653-1129
17：00～23:00

天童市老野森1-16-6
☎023-654-3635
ﾗﾝﾁ12：00～13：00（要予約）
夕方17：00～22：00
定休日：不定休

定休日：月（祝日は営業）
A22

純手打ちそば
ラーメンや丼物などメニューが豊富

A23

お土産・食事処

そば処 吉野屋

将棋むら天童タワー

５０円引き

50円割引

ちらし持参でご注文の方（ﾁﾗｼ１枚で１名様有
効）

ちらし持参でご注文又はお買上の方

天童市老野森3-9-21
☎023-653-3067
昼 11：30～15:00
夜 17：30～20：30
定休日：不定休

A24

お店のフェイスブックページ
あります。

天童市久野本1273-2
☎023-653-3222
8:00～18:00
定休日：無休

本場下関直送の天然ふく料理と
旬の珍しい新鮮な魚介類でおもてなし

旬采ふく料理

１００円割引
ちらし持参でお食事の方
天童市糠塚2-8-28
☎023-654-7745
11：00～21：00
定休日：不定休

A27

コーヒーサービス

A28

創作お好み焼・焼きそばを
隠れ家のような店内でゆったりと

お好み焼なかまっこ

仙台牛タンを天童で！

牛たん仁

縁むすび

ちらし持参でランチタイムご注文の方
天童市泉町2-3-17
☎023-654-8971
ランチ11：30～13：30
夜 18：00～22：00
（LO21：30） 定休日：日

肉の質を大事にするとんかつ専門店
専門店ならではの豊富なﾊﾞﾘｴｰｼｮﾝ

とんかつ三州屋

グラスワインサービス（赤or白）

A26

10：10 将棋供養祭
10：30 開会式 将棋の女王引き継ぎ式
10：50 ニャー将棋音頭（天童幼稚園）
維新軍楽隊（南部小）
北部太鼓（北部小）
11：50 特別公開対局
島井咲緒里女流二段ＶＳ山形県小学生将棋名人
12:20 （建勲神社にて）駒武者出陣式
13：00 人間将棋 入陣・演武・対局
≪対局者≫
室井由紀女流二段 ＶＳ 中村桃子女流初段
≪解説者≫ 阿部健治郎七段
14：30 勝鬨・退陣

対局終了後 指導対局
A25

トラットリア イル・チェーロ
ちらし持参でお食事の方（1名有効）
天童市久野本4-15-27
☎023-674-0167
ﾗﾝﾁ11：30～14：30
夜 17：30～22：00
定休日：月（夜）・火

４月２２日（土）
舞鶴山山頂（雨天時/天童市市民文化会館）

ワンドリンクサービス
ちらし持参でお食事の方
天童市泉町1-1-1
☎023-654-0418
18：00～AM2：00
定休日：火

A29

地産地消の
本格フレンチレストラン

山形ﾌﾚﾝﾁ シェ・ボン

とろろサラダサービス

ワンドリンクサービス

ちらし持参でお食事の方（ちらしで１つ）

ちらし持参でご注文の方（ﾁﾗｼ1枚で1名有効）

天童市山元字若松2017
☎023-654-2010
ランチ11：30～14：30
夕方17：30～21：30
定休日：火

天童市桜町12-8 ｴﾄﾜｰﾙＫ101
☎023-651-9533
ﾗﾝﾁ 11：30～15：00
ﾃﾞｨﾅｰ 18：00～22：00
定休日：毎週火・第3水

ちらし持参での方
天童市北目4-13-11
☎023-674-8823
昼 11：30～14：00
夜18：00～21：00（土日）

定休日：火

A32

当店は北海道産の小麦粉を
使用した自家製麺です

ちらし持参でご注文の方
天童市駅西1-2-4
☎023-658-7376
昼11：30～13：45
夜17：30～23：00
定休日：月

A33

俺の中華たなか家

新鮮な寿司 ランチも好評

寿司のしん幸
ドリンクサービス

大盛無料もしくは豆乳プリンサービス

天童市東芳賀2-8-36
☎023-655-5256
昼11：00～14：00
夜17：30～20：00
定休日：平日夜・火

ちらし持参の方（1名有効）
天童市東長岡4-3-24
☎023-655-5200
ランチ11：30～14：00
夜 16：00～22：00
定休日：月

B01

B02

ちらし持参でラーメンご注文の方（ちらし1枚で100名様有効）

倉津川沿い 王将橋～飛車橋
18：30 しだれ桜ライトアップ
伝統芸能祭

４月２３日（日）
舞鶴山山頂（雨天時/天童市市民文化会館）
10：30 天童花駒おどり
10：45 神輿渡御
11：10 映画「３月のライオン」主演
神木隆之介さん・大友啓史監督 特別トークショー
ＭＣ 佐藤正宏天童観光大使
12：00 第一日目人間将棋振り返り解説
12：20 （建勲神社にて）駒武者出陣式
12：30 プロ棋士トークショー
13：00 人間将棋 入陣・演武・対局
≪対局者≫
三浦弘行九段 ＶＳ 阿部健治郎七段
≪解説者≫ 藤井猛九段
14：30 勝鬨・退陣
対局終了後 天童百面指し

倉津川沿い 王将橋～飛車橋
18：30 しだれ桜ライトアップ

小さな駒の偉大な物語

天童市将棋資料館

桜模様の美術工芸品や
つるし飾りを展示
公益財団法人出羽桜美術館

入館料50円割引
ちらし持参の方
天童市本町1-1-1（駅隣接）
☎023-653-1690
9：00～18：00
（受付17：30）
定休日：第3月

入館料50円割引
ちらし持参の方
天童市一日町1-4-1
☎023-654-5050
9：30～17：00
（受付16：30）
定休日：月

広重の浮世絵を展示
ショップでは桜グッズを販売

B04

広重美術館

回遊式日本庭園 御苦楽園

ポストカード1枚プレゼント

入園料400円を350円に

B03

ちらし持参の方
天童市鎌田本町1-2-1
☎023-654-6555
9:00～18:00
（入館17：30）
定休日：火曜日 4/26.27

人生の処世訓が生きる二千坪の
回遊式日本庭園

ちらし持参の方
天童市大字奈良沢乙47
☎023-653-3392
8:00～17:00
定休日：なし
2017/4/7

サービスの詳細は、各お店にお問い合わせください。

サービスの詳細は、各お店にお問い合わせください。

C01

大きな駒王将が目印の宿

ホテル王将

C02

山形の郷土料理と
地酒が楽しめる旅館

ほほえみの宿滝の湯

コーヒー1杯サービス

コーヒー券サービス

宿泊される方（グループで1枚有効）

ちらし持参でご宿泊の方（1回のみ有効）

天童市鎌田本町1-1-14
☎023-653-3155
15：00～翌10：00
定休日：なし

天童市鎌田本町1-1-30
☎023-654-2211

C03

天童温泉で湯量ＮＯ.1
山形牛とつや姫は自社生産

天童グランドホテル 舞鶴荘
日帰り入浴200円引き
ちらし持参の方（通常500円）

天童市鎌田本町2-4-51

☎023-653-3111
日帰り入浴11：00～16：00
定休日：4/12

C05

露店風呂と郷土料理が自慢の宿

C04

解放的な駒形大浴場と
源泉かけ流しの露店風呂

桜桃の花

湯坊いちらく

入浴料1500円を20％OFF
ちらし持参の方（1回のみ有効）
天童市鎌田本町2-2-21
☎023-654-3311
日帰り入浴11：00～21：00
（最終受付18：00）
定休日：不定休

C06

天童温泉最大収容を誇りま
す

松伯亭あづま荘

天童ホテル

ワンドリンクサービス

お銚子又はソフトドリンク１本サービス

宿泊される方（グループで1枚有効）
天童市鎌田2-2-1
☎023-654-4141

夕食時（ちらし1枚で1名有効）
天童市鎌田本町2-1-3
☎023-654-5511
定休日：なし

4月22日・23日（舞鶴山山頂にて）
●将棋駒・飾り駒の実演販売（山形県将棋駒協同組合）
●記念はがき・記念切手・記念ｽﾀﾝﾌﾟｺｰﾅｰ（天童郵便局）
●天童ひまわり園バザー（天童ひまわり園）
●環境を考える～天童エコ展（天童商工会議所女性会他）
●抹茶コーナー
4月23日（舞鶴山山頂にて）
●そば無料サービス（1500食限定 天童市麺類食堂組合）
そば早食い競争

利用期間：平成29年４月９日（日）～５月６日（土）
利用方法：切り取らずにそのままお持ちください。

４月２２日（土）
舞鶴山山頂（雨天時/天童市市民文化会館）
10：10 将棋供養祭
10：30 開会式 将棋の女王引き継ぎ式
10：50 ニャー将棋音頭（天童幼稚園）
維新軍楽隊（南部小）
北部太鼓（北部小）
11：50 特別公開対局
島井咲緒里女流二段ＶＳ
山形県小学生将棋名人
12:20 （建勲神社にて）駒武者出陣式
13：00 人間将棋 入場・演武・対局
≪対局者≫
室井由紀女流二段 ＶＳ 中村桃子女流初段
≪解説者≫ 阿部健治郎七段
14：30 勝鬨・退陣
対局終了後 指導対局

４月２３日（日）
舞鶴山山頂（雨天時/天童市市民文化会館）
10：30 天童花駒おどり
10：45 神輿渡御
11：10 映画「３月のライオン」 主演
神木隆之介さん・大友啓史監督
特別トークショー
ＭＣ 佐藤正宏天童観光大使
12：00 第一日目人間将棋振り返り解説
12：20 （建勲神社にて）駒武者出陣式
12：30 プロ棋士トークショー
13：00 人間将棋 入場・演武・対局
≪対局者≫
三浦弘行九段 ＶＳ 阿部健治郎七段
≪解説者≫ 藤井猛九段
14：30 勝鬨・退陣
対局終了後 天童百面指し

倉津川沿い 王将橋～飛車橋

E08

セット料金2,500円
飲み放題90分1名様3,000円～

１２０分3000円（ｶﾗｵｹ込）の
お得な飲み放題もございます

E02 笑顔がいっぱい！

New Club 伽羅

パブスナック

ワンドリンクサービス（生ﾋﾞｰﾙもあります）

ちらし持参の方（ｳｴﾙｶﾑﾄﾞﾘﾝｸとして）

ちらし持参でご注文の方
天童市鎌田本町1-3-3
☎023-654-8448
20：00～
定休日：月

天童市東本町2-11-20
☎023-654-0120
19：30～
定休日：日

E03

歌の好きな方大歓迎
客席31席

E04

スナックアクア

男性2500円 女性2000円

ｿﾌﾄﾄﾞﾘﾝｸか生ﾋﾞｰﾙｻｰﾋﾞｽ

ちらし持参で団体5名様以上１２０分

天童市鎌田本町1-5-7
☎023-653-0705
20：00～24：00
（12：00～16：00団体予約可）
定休日：不定休

E05

E09

バースタイルより飲んで、食べて、
遊べるパブ屋

90分3000円→120分3000円
ちらし持参でご注文の方

天童市鎌田本町1-6-3
Bay21
☎023-654-8064
20:00～AM2：00
定休日：無

サービスの詳細は、各お店にご確認ください。
切り取らずに、そのままお店にお持ちください。

宿泊代200円割引
ちらし持参でおひとり1回有効
天童市鎌田1-3-11
☎023-654-1515

D05

D06

天童リッチホテル

ビジネスホテルいずくら

宿泊代200円割引

宿泊代200円割引

ちらし持参でおひとり1回有効
天童市鎌田1-14-14
☎023-654-1003

ちらし持参でおひとり1回有効
天童市鎌田本町3-2-26
☎023-653-6211

D07

D08

王将ビジネスホテル

ビジネスホテル中央

宿泊代200円割引

宿泊代200円割引

ちらし持参でおひとり1回有効
天童市貫津486-1
☎023-654-4820

ちらし持参でおひとり1回有効
天童市石鳥居1-1-95
☎023-655-2018

D09

D10

グラン・エコール

ﾋﾞｼﾞﾈｽホテル

ビジネスホテルだいまる

宿泊代200円割引
ちらし持参でおひとり1回有効
天童市石鳥居1-3-1
☎023-655-3361
飲み放題＆歌い放題ｺｰｽあり
手作りお通しでおもてなし

宿泊代200円割引
ちらし持参でおひとり1回有効
天童市石鳥居1-3-69
☎023-655-2511

E15

女性スタッフが大勢います
70分3000円→4名～90分
10名～120分ｻｰﾋﾞｽ

ちらし持参でご注文の方（1枚有効）
天童市鎌田本町1-6-18
ｱｲｰﾀﾞﾋﾞﾙ1 1F
☎023-654-7828
19：30～25：00
定休日：日

どなたでも気軽に飲めるお店

E16 です
スナック

ファイン

生ビールサービス
ちらし持参で1名有効
天童市鎌田本町1-6-18
☎023-652-0522
19：00～AM1:00
定休日：日

E17

E18

night lounge さくら

魚介類中心の居酒屋です
いろいろなお酒に合いますよ

呑酒屋

ﾜｲﾝ・ﾋﾞｰﾙﾜﾝﾄﾞﾘﾝｸｻｰﾋﾞｽ

E13

手作りお通しでｱｯﾄﾎｰﾑな

E12 落ちつくお店です

E19

本格チヂミがおすすめで
ｶﾗｵｹ好きなﾏﾏが待ってます。

パブ＆スナックSeeD

スナック たえ子

スナック つむぎ

90分3000円→１２０分3000円

生ビール１杯サービス

天童市鎌田本町1-6-10
川ばた通りビル2F
☎023-651-3901
20：30～AM4：00
定休日：なし
スナック料金でキャバクラ気分
を満喫できます！

スナック マリア

Bar Bell Wood

ﾆｭｰｻﾛﾝM.and.B

ワンドリンクサービス

チャージ無料（ｸﾞﾙｰﾌﾟ可）

ワンドリンクサービス

ちらし持参でご来店の方
天童市鎌田本町1-6-1
ピア21 1F
☎023-651-6323
19：00～AM2：00
定休日：日

宿泊代200円割引

ちらし持参でご注文の方（1枚有効）
天童市鎌田本町1-6-13
ｱｲｰﾀﾞﾋﾞﾙ
☎023-651-8651
20：00～25：00
定休日：日

天童市鎌田本町1-6-1
☎080-1694-6201
20：00～AM4：00
定休日：月

定休日：日

なぜか関西弁が飛び交うお店
年代もいろいろ 楽しいお店です。

ワンドリンクサービス

飲み放題60分1500円

20：00～

E10

スナックピンクパンサー

ちらし持参でご注文の方（1ｸﾞﾙｰﾌﾟで1枚有効）

ちらし持参でご来店の方
天童市鎌田本町1-6-1 1Ｆ

ホテルビューくろだ

ちらし持参でおひとり1回有効
天童市東本町2-9-23
☎023-651-0411

ちらし持参でご注文の方
天童市鎌田本町1-6-13
ｱｲｰﾀﾞﾋﾞﾙ1 1F
☎023-651-1617
20：00～24：00
定休日：日

BAR Ｇ・Ｂ Select

500円割引

堅苦しくなくてそれでいて落ち着い
た雰囲気の本格派バー

ホテルパールシティ天童

パブスナックカシミア

E11 酒・唄・笑・楽

E07

D04

ﾜｲﾝ・ﾋﾞｰﾙﾜﾝﾄﾞﾘﾝｸｻｰﾋﾞｽ

ちらし持参でご注文の方（1ｸﾞﾙｰﾌﾟで1枚有効）

手作り軽食もあります
飲み放題1時間2,000円～

D03

ワンドリンクサービス

☎080-3337-7155
19：00～AM5：00
定休日：不定休

スナック コネクト

E06

宿泊代200円割引
ちらし持参でおひとり1回有効
天童市天童中3-2-1
☎023-654-7811

スナック ナチュラル

ちらし持参でご来店の方
天童市鎌田本町1-6-1
☎023-654-8457
20：00～AM3：00
定休日：日

アニメグッズに溢れた
お店です

宿泊代200円割引
ちらし持参でおひとり1回有効
天童市本町2-1-31
☎023-654-8822

ワンドリンクサービス

ちらし持参でご来店の方
天童市鎌田本町1-6-3 2Ｆ

平均予算3,000円～
総席数40席

スナック美和

天童シティホテル

スナック ラヴァーズ

天童市鎌田本町1-6-3
Bay21
☎023-687-0817
20:00～翌2：00
定休日：無

fan

ｶｸﾃﾙor生ﾋﾞｰﾙワンドリンクサービス

天童セントラルホテル

E14

ちらし持参でご来店の方

E01

D02

倉津川沿い 王将橋～飛車橋
18：30 しだれ桜ライトアップ

18：30 しだれ桜ライトアップ

サービスの詳細は、各お店にお問い合わせください。

D01

ちらし持参でご注文の方
天童市鎌田本町1-6-11
ぎおん小路
☎023-654-1013
20：00～AM3:00
定休日：月

ちらし持参でご注文の方
天童市鎌田本町1-6-11
☎090-6854-2791
20：00～
定休日：日

たけ蔵

500円割引
ちらし持参でご注文の方
天童市鎌田本町1-6-29
ぎおん小路
☎023-654-5120
18：00～23：00
定休日：日

E20

公民館みたいな所です

スナック 紀子
ワンドリンクサービス

ちらし持参でご注文の方
天童市鎌田本町1-6-31

ちらし持参でご来店の方
天童市鎌田本町1-3-3

ぎおん小路

川口ビル2Ｆ

18：00～24：00

19：0～24：00

定休日：なし

定休日：不定休

☎023-651-8477

利用期間
平成29年４月９日（日）～
５月６日（土）

☎023-653-0092

発行：天童商工会議所観光部会
TEL：０２３－６５４－３５１１
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