天童温泉

9

天童シティホテル

宿泊代 200 円割引
天童市天童中 3-2-1
☎023-654-7811

グループでの利用：不可

1

開放的な駒形大浴場と
源泉かけ流しの露天風呂

桜桃の花湯坊いちらく

入浴料 1500 円を 20％オフ

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
グループでの利用：可

2

露天風呂と郷土料理が自慢の宿

松伯亭あづま荘

10

天童セントラルホテル

宿泊代 200 円割引
天童市本町 2-1-31
☎023-654-8822

グループでの利用：不可

11

天童リッチホテル

宿泊される方
ワンドリンクサービス
天童市鎌田 2-2-1
☎023-654-4141

天童市鎌田 1-14-14
☎023-654-1003

グループでの利用：可

グループでの利用：不可

3

天童温泉で湯量 NO.1
美味しいつや姫は自社栽培

天童グランドホテル舞鶴荘

日帰り入浴200円引き（通常500円）
天童市鎌田本町 2-4-51
☎023-653-3111
日帰り入浴 11：00〜15：00
定休日：無し
グループでの利用：可

4

天童温泉最大収容を誇ります

天童ホテル

12

ビジネスホテルいずくら

グループでの利用：不可

13

ビジネスホテルだいまる

宿泊代 200 円割引

14

ビジネスホテルグラン・エコール

天童市石鳥居 1-3-1
☎023-655-3361

グループでの利用：可

グループでの利用：可

大きな将棋駒が目印の宿

ホテル王将

宿泊される方
コーヒー 1 杯サービス
天童市鎌田本町 1-1-14
☎023-653-3155
15：00〜AM10：00
定休日：無し
グループでの利用：可

7

静かで心安らぐひとときを
お過ごしいただけます

湯の香 松の湯

宿泊代 200 円割引

15

ビジネスホテル中央
宿泊代 200 円割引

天童市石鳥居 1-1-95
☎023-655-2018
グループでの利用：不可

16

ホテルビューくろだ

宿泊される方
グラス生ビールかソフトドリンクサービス
天童市鎌田本町 2-2-54
☎023-653-2265

天童市鎌田 1-3-11
☎023-654-1515

定休日：不定休
グループでの利用：可

グループでの利用：不可

ビジネス
ホテル
8

王将ビジネスホテル

宿泊代 200 円割引
天童市貫津 486-1
☎023-654-4820

グループでの利用：不可

入館料 50 円割引
（小中学生 20 円割引）
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 月曜日
グループでの利用：不可

4

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

天童市一日町 1-4-1
☎023-654-5050
9：30〜17：00（受付 16:30）
定休日：月曜日
グループでの利用：可

5

広重の浮世絵を展示
ショップでは桜グッズを販売

広重美術館

宿泊代 200 円割引

施設
1

人生の処世訓が生きる
二千坪の庭園

回遊式日本庭園 御苦楽園

入園料 400 円を 350 円に
天童市大字奈良沢乙 47
☎023-653-3392
8：00〜17：00
定休日：無し
グループでの利用：可

飲食
1

昼はラーメンと丼物
夜は味処居酒屋ラーメン

味処ラーメン参男房

ご注文の方
ファーストドリンク3種類の内1杯100円引き
天童市駅西 1-2-4
☎023-658-7376
昼 11:30〜13:45 夜 17:30〜23:00
（L.O22:30）定休日：月曜日
グループでの利用：不可

2

メニュー多彩！ぜひどうぞ！

アリスの海

お食事の方
ワンドリンクサービス
天童市本町1-1-2（パルテ2F）
☎023-653-7004
9：30〜19：00
定休日：第 3 月曜日
グループでの利用：不可

3

地産地消を心がけ、
刺身、
日本酒、
季節料理など揃えております

居酒屋写楽亭

お食事の方一品サービス
天童市東本町 2-8-14
☎023-654-1686
17：00〜24：00
定休日：無し
グループでの利用：可

4

山形牛と山菜料理がおすすめ

居酒屋やま

お食事の方
漬物他料理一品サービス
天童市東本町 2-9-5
☎023-654-1551
17：00〜24：00
定休日：日曜日
グループでの利用：可

5

あたたかい日から寒い日まで
桜を堪能できる食堂

いなほきっちん

お食事の方
コーヒー 1 杯サービス
天童市老野森1-1-1
（市役所内）
☎090-4046-5064
11：00〜14：00
定休日：土・日・祝日
グループでの利用：可

日本海と太平洋の新鮮な魚介
旬の食材で気軽に楽しめます

6

いろは寿司

16

ソフトドリンクサービス
天童市東本町 3-2-30
☎023-654-1683
昼11:30〜13:30 夜16:30〜23:00
（日21:30迄）
グループでの利用：可
伝統的なイタリアン
わんわんテラスも好評！

7

イタリアンレストラン ラ・ストラーダ

ゆずたん麺・豆乳
（塩）
ラーメン等
麺類の種類が豊富です。

さかい軒

各麺…20円引き
天童市本町 2-1-3
☎023-653-2176
昼11：00〜15：00 夜17：00〜20：00
定休日：土曜日 午後 3 時以降
グループでの利用：可

おばあちゃんの手打ちそば大好評
（数量限定）

8

又右エ門そば

お食事の方 50 円割引
天童市東本町 2-8-16
☎023-653-2524
11：00〜15：00
定休日：水曜日
グループでの利用：可

9

私達はお客様を
王様にする焼肉屋

王様の焼肉くろぬま天童店

ワンドリンクサービス
（生ビール・アルコール・ソフトドリンク）
天童市乱川 3-1-32
☎023-674-7102
昼11:30~14:30(L.O14時）夜17:30~23:00
(L.O22時半）定休日：無し
グループでの利用：不可

10

昼もオープン！
！
支那そば・やきそば

おばこ食堂

旬采ふぐ料理縁むすび

18

創作お好み焼・焼そばを

11 隠れ家のような店内でゆったりと
お好み焼なかまっこ

お食事の方
とろろサラダサービス
天童市山元字若松 2017
☎023-654-2010
昼 11:30〜14:30 夜 17:30〜21:00
定休日：火曜日
グループでの利用：不可

12

季節毎のお料理をご提供

お食事処 喜らく

お食事の方に
ワンドリンクサービス
天童市老野森 1-16-6
☎023-654-3635（ランチ予約）
昼11：00〜14：00 夜17：00〜22：00
定休日：不定休
グループでの利用：可

13

にぎり寿司膳ほか
各種ランチ大好評

割烹一久

お食事の方
水菓子サービス
天童市東本町 3-2-25
☎023-654-1919
昼 11:30〜14:00 夜 17:00〜21:30
定休日：不定休
グループでの利用：可

14

スポーツ大好き親方が
待っています

かぐら寿司

山形黒毛和牛ステーキ
すき焼きに旬の味

旬の味・山形和牛山査子

トラットリア アンド バール ピントビージョ

ランチ、ディナーご来店で
ワンドリンクサービス
天童市東本町 1-9-12
☎023-651-2678
昼11:30~15:00(L.O14時）夜18:00~22:00
(L.O21時）定休日：月曜日
グループでの利用：不可

28

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バリエーション

とんかつ三州屋

19

29

お土産・お食事

将棋むら天童タワー

お食事の方100 円割引

魚介類中心の居酒屋
色々なお酒に合います

呑酒屋たけ蔵

ご注文又はお買上げの方
50 円割引
天童市久野本 1273-2
☎023-653-3222
8：00〜18：00
定休日：無し
グループでの利用：可

天童市鎌田本町 1-6-29
☎023-654-5120
18：00〜23：00
定休日：日曜日
グループでの利用：不可

20

30

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

天童市東長岡 4-3-24
☎023-655-5200
昼 11:30〜14:00 夜 16:00〜22:00
定休日：月曜日
グループでの利用：可

21

天童で最も古いそば屋

そば処伊藤屋

お食事の方
そばソフトクリームサービス
天童市三日町 1-5-30
☎023-653-2079
昼 11:00〜15:00 夜 17:00〜21:00
定休日：月曜日
（祝日営業）
グループでの利用：可（５人迄）

22

純手打ちそばラーメンや
丼物等メニュー豊富

そば処 吉野屋

ご注文の方 50 円引き

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
グループでの利用：可

23

水車が目印・田舎そば
鳥中華が評判

手打水車生そば

お食事の方
ワンドリンクサービス
天童市鎌田本町 1-3-26
☎023-653-2576
11：00〜23：00
定休日：無し
グループでの利用：不可

24

こだわりの本物のそば
を楽しめます

手打ちそば処・和食処孫作

15

25

お食事の方
ソフトドリンクサービス
天童市本町 1-1-1（駅隣接）
☎023-653-1680
8：00〜20：00
定休日：無休
グループでの利用：不可

カジュアルなイタリアン
リーズナブルに本格料理

天童市糠塚 2-8-28
☎023-654-7745
11：00〜21：00
定休日：不定休
グループでの利用：可

ご注文の方
げそ天サービス
天童市老野森 1-12-8
☎023-654-6001
11：00〜15：00
定休日：火曜日
グループでの利用：不可

軽食「駒」

天ぷら つゆ木

お食事の方
ソフトドリンクサービス
天童市鎌田 1-1-15
☎023-653-0726
17：30〜22：00（L.O21:30）
定休日：日曜日
グループでの利用：可

ご注文の方
ワンドリンクサービス
天童市鎌田本町 1-6-3
☎023-654-0424
17：00〜24：00
定休日：水曜日
グループでの利用：不可
駅食堂の本物のこだわりが好評

ごま油で揚げた
天ぷら天丼をどうぞ

お食事の方
ウーロン茶又はオレンジジュースサービス
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
グループでの利用：可

本場下関直送の天然ふぐ料理と

（税込）
支那そば600円→500円で！

天童市東本町 3-2-14
☎023-654-7094
昼11：30〜14：00 夜19：00〜24：00
定休日：日曜夜・月曜日
グループでの利用：可

26

17 旬の珍しい新鮮な魚介類でおもてなし 27

お食事の方
ランチの方
ワンドリンクサービス
コーヒーサービス
天童市泉町 2-3-17
天童市老野森 1-5-5
☎023-654-8971
☎023-666-8040
昼11：00〜14：30 夜17：30〜22：00 昼 11:30〜13:30 夜 18:00〜22:00
（L.O21:30）定休日：日曜日
定休日：水曜日
グループでの利用：不可
グループでの利用：可

入館料 50 円割引

天童市鎌田本町 1-2-1
☎023-654-6555
9：00〜18：00（受付 17:30）
定休日：火曜日 4/25・26
グループでの利用：可

宿泊される方
コーヒー券サービス
天童市鎌田本町 1-1-30
☎023-654-2211

6

天童市将棋資料館

天童市鎌田本町 3-2-26
☎023-653-6211

グループでの利用：不可

滝の湯

小さな駒の偉大な物語

ポストカード 1 枚プレゼント

定休日：無し
グループでの利用：不可
ほほえみの宿

3

宿泊代 200 円割引

天童市石鳥居 1-3-69
☎023-655-2511

山形の郷土料理と
地酒が楽しめる旅館

将棋駒ホリコシ

商品お買上げ頂いた場合
代金８％OFF
天童市小路 1-7-21
☎023-653-2848
9：00〜17：00
定休日：不定休
グループでの利用：可

宿泊代 200 円割引

宿泊される方
コーヒー券サービス
天童市鎌田本町 2-1-3
☎023-654-5511

5

2

将棋駒・根付
将棋ゆるキャラの T シャツ等販売

山形のおいしいものを
おしゃれなランチとスイーツで！

天童荘ガーデン・カフェ

ランチの方
ソフトクリーム券プレゼント
天童市鎌田 2-1-6
☎023-616-5670
昼 10：00〜17：00 (L.O16：30)
定休日：水曜日
グループでの利用：可

500 円割引

ランチ・かもラーメンがおすすめ

味香食堂

ご注文の方
ワンドリンクサービス
天童市老野森 1-14-32
☎023-653-2795
11：00〜21：00
定休日：不定休
グループでの利用：可

31

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

ご注文の方
ワンドリンクサービス
天童市桜町12-8エトワールK101
☎023-651-9533
昼 11:30〜15:00 夜 18:00〜22:00
定休日：毎週火曜日・第 3 水曜日
グループでの利用：可

32

焼肉の殿堂 王将苑

ご注文の方
朝鮮漬け一皿サービス
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：木曜日
グループでの利用：可

33

山形牛・米沢牛焼肉と
もつ鍋がおすすめ

焼肉万歳鶴亀堂

お食事の方 （1グループ1皿）
バリバリキャベツサービス
天童市老野森 1-15-17-2
☎023-653-1129
17：00〜23：30（L.O23:00）
定休日：月曜日（祝日の場合は営業）
グループでの利用：不可

34

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

ラーメンご注文の方
餃子 330 円を 200 円（22 時迄）
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）
グループでの利用：可

35

鶏と魚介の W スープの中華そば
シメの油そばも好評

ラーメンダイニング月読

2名様以上でご来店の方
餃子・からあげ・ハッシュポテトのいずれかサービス
天童市鎌田本町 1-5-1-2
☎023-608-1042
19：00〜AM1：00
定休日：火曜日
グループでの利用：不可

