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※切り取らずにこのままお店に持参ください。
※サービスの詳細は各店にお問合せください。

倉津川桜ライトアップ期間
４月9日（土）▶５月5日（木）

パスポート利用期間

※各店舗ごとに感染症拡大予防を実施しています。症状によっては、ご入場を
　お断りする事がございます。来店される方はマスクの着用をお願いします。

発行：天童商工会議所観光部会 TEL：023-654-3511

地産地消で春を満喫！

食べて応援！飲んで応援！遊んで応援！

天童セントラルホテル
�

宿泊代 ��� 円割引

天童市本町 2-1-31
☎023-654-8822

グループでの利用：不可

ホテルパールシティ天童
��

宿泊代 ��� 円割引

天童市東本町 2-9-23
☎023-651-0411
24H
定休日：不定休
グループでの利用：不可

ビジネスホテルいずくら
�

宿泊代 ��� 円割引

天童市鎌田本町 3-2-26
☎023-653-6211

グループでの利用：不可

ホテルビューくろだ
��

宿泊代 ��� 円割引

天童市鎌田 1-3-11
☎023-654-1515

グループでの利用：不可

桜桃の花湯坊いちらく
�

入浴料 ���� 円を
��％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

開放的な駒形大浴場と
源泉かけ流しの露天風呂

松伯亭あづま荘
�

宿泊される方に、
ワンドリンクサービス

天童市鎌田 2-2-1
☎023-654-4141

グループでの利用：可

露天風呂と郷土料理が自慢の宿

ほほえみの宿 滝の湯
�

宿泊される方に、夕食時
グラスワインサービス（�人�杯）

天童市鎌田本町 1-1-30
☎023-654-2211

グループでの利用：可

山形の郷土料理と
地酒が楽しめる旅館

美味求真の宿天童ホテル
�

宿泊される方に、
コーヒー券サービス

天童市鎌田本町 2-1-3
☎023-654-5511

定休日：無し
グループでの利用：不可

天童温泉最大収容を誇ります

栄屋ホテル
�

宿泊される方に、
コーヒーフリー

天童市鎌田 2-3-16
☎023-653-3151

定休日：不定休
グループでの利用：可

天童温泉唯一の展望露天風呂

ホテル王将
�

宿泊される方に、夕食時
お酒１合 or ソフトドリンクサービス
天童市鎌田 1-1-14
☎023-653-3155

定休日：不定休
グループでの利用：可

大きな将棋駒が目印の宿

湯の香 松の湯
�

ご宿泊の方に
ワンドリンクサービス

天童市鎌田本町 2-2-54
☎023-653-2265

定休日：不定休
グループでの利用：可

２種類の源泉かけ流しの温泉と
季節のお料理でごゆっくりどうぞ

■県総合
運動公園

舞
鶴
山

■県総合運動公園

天童高校■
ゴルフパーク天童

■

⬅

若
松
寺⬅

国
道　

号
13

天
童
駅
⬇中央公園



将棋駒ホリコシ
商品お買上げ頂いた場合

代金 ��％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

将棋駒・根付
将棋ゆるキャラのTシャツ等販売��

回遊式日本庭園 御苦楽園
入園料 ��� 円を ��� 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

人生の処世訓が生きる
二千坪の庭園��

天童市将棋資料館
入館の方に根付プレゼント

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：可

小さな駒の偉大な物語��

スナックカシミア
��

ワンドリンクサービス

天童市鎌田本町1-6-18アイーダビルフロム1--１F
☎023-654-7828
19：30～AM1：00
定休日：日曜日
グループでの利用：可

女性スタッフが大勢います
70 分 3,000 円→4名～90 分
10 名～120 分サービス

スナック ラブ
��

ワンドリンクサービス

天童市鎌田本町 1-6-23
☎023-654-0218
19：00～24：00
定休日：不定休
グループでの利用：可

全て手作り料理で
牛スジ肉煮は美味しいよ

ナチュラル
��

手作りフルーツビネガーを
インスタ UP で ��� 円引き！
天童市鎌田本町 1-5-6
☎023-651-1617
20：00～24：00
定休日：不定休
グループでの利用：可

美味しいお通しと
手作りビネガーのお店

Le Bar Suzuki
��

会計から５％ OFF

天童市鎌田本町 1-6-1 ピア 21-1F
☎023-651-6323
19：00～AM2：00
定休日：日曜（祝日の場合変動あり）
グループでの利用：可

生の果実を使用したカクテルが人気
ル　バール　スズキ

公益財団法人出羽桜美術館
入館料 ��％OFF

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

桜をモチーフにした古美術を展示中��

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

メニュー多彩！ぜひどうぞ！

軽食「駒」
��

���円（税込）以上お食事の方
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
8：00～15：00(L.O14:30)
定休日：無休
グループでの利用：不可

駅食堂の本物のこだわりが好評

トラットリア アンド バール ピントビージョ
��

当店オリジナルステッカーをプレゼント！
（パスポート１枚につきステッカー１枚。無くなり次第終了）
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

カジュアルなイタリアン
リーズナブルに本格料理

天ぷら つゆ木
��

お食事の方
ウーロン茶or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17:00～21:00(L.O20:30)
定休日：火曜日
グループでの利用：可

ごま油で揚げた
天ぷら天丼をどうぞ

又右エ門そば
��

お食事の方 ��円割引

天童市東本町 2-8-16
☎023-653-2524
11：00～14：00
定休日：水曜日
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）

手打水車生そば
��

お食事の方ワンドリンクサービス
（ソフトドリンクはウーロン茶のみ）
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

水車が目印・田舎そば
鳥中華が評判

ラーメンあばしり大将
��

ラーメンご注文の方
餃子１人前 ��� 円で提供（�� 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

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

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 要予約
定休日：火曜日
グループでの利用：不可

創作お好み焼・焼そばを
隠れ家のような店内でゆったりと

将棋むら天童タワー
��
ご注文又はお買上げの方

�� 円割引
天童市久野本 1273-2
☎023-653-3222
8：30～17：30
定休日：休館有り
グループでの利用：可

お土産・お食事

旬采ふぐ料理縁むすび
��

ランチの方
コーヒーサービス

天童市泉町 2-3-17
☎023-654-8971
昼 11:30～13:30  夜 18:00～22:00
（L.O21:30）定休日：日曜日
グループでの利用：可

本場下関直送の天然ふぐ料理と
旬の珍しい新鮮な魚介類でおもてなし

さかい軒
��

各麺…��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

ゆずたん麺・豆乳（塩）ラーメン等
麺類の種類が豊富です

焼肉万歳鶴亀堂 分家
��

お食事の方キムチサービス

天童市駅西3-8-7
☎023-664-2357
17：00～23：00（L.O22:30）
定休日：月曜日と第１,第３火曜日（祝日の場合翌日休み）
グループでの利用：可

黒毛和牛焼肉・もつ鍋

（�グループ�皿）

いろは寿司
��

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

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

旬の味・山形和牛山査子
��

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

山形黒毛和牛ステーキ
すき焼きに旬の味

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11：30～16：00 
定休日：水曜日
グループでの利用：可

山形のおいしいものを
おしゃれなランチとスイーツで！

焼肉万歳鶴亀堂
��

お食事の方キムチサービス

天童市老野森1-15-17-2
☎023-653-1129
17：00～23：00（L.O22:30）
定休日：月曜日と第2,第4火曜日（祝日の場合翌日休み）
グループでの利用：不可

山形牛・米沢牛焼肉と
もつ鍋がおすすめ

（�グループ�皿）

そば処吉野屋
��

お食事メニューは �� 円引き

天童市老野森 3-9-21
☎023-653-3067
昼 11:00～15:00  夜 17:30～20:00
定休日：不定休
グループでの利用：可

純手打ちそば
国産豚ロースカツ丼

そば処 泰光
��

大盛り無料！

天童市奈良沢甲 155-1
☎023-653-1313
11：00～19：00 
定休日 :年中無休、火曜日は14時迄営業
グループでの利用：可

本わさび付そば、
たぬき中華が人気です！

山形フレンチ シェ・ボン
��

ワンドリンクサービス

天童市桜町12-8エトワールK101号
☎023-651-9533
昼11:30~15:00(L.O14：00)夜18:00~22:00(L.O21：00)
定休日：毎週火曜日、第３水曜日
グループでの利用：可

地産地消フレンチ！

中華美食屋天童店
��

ごま団子３個入り１ケース
無料サービス（ご注文の方に）
天童市糠塚 1-6-26
☎023-665-4568
昼 11:00～15:00  夜 17:00～23:00  
定休日：不定休
グループでの利用：不可

ランチタイム
ビッフェスタイル大好評

インド料理スルターン
��

ご注文の方
ソフトドリンク１杯サービス
天童市鎌田 1-4-12
☎023-651-8827
昼 11:00～15:00  夜 17:00～22:00
定休日：無休
グループでの利用：可

本格的なインドカレーをどうぞ

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

定休日：月曜日（祝日営業）
グループでの利用：可（４人迄）

天童で最も古いそば屋

昼 11:00～14:30（L.O）15:00close
夜 17:30～21:00（L.O）21:30close

麺屋居間人 Leap
��

煮たまごサービス

天童市東芳賀 2-8-36
☎023-687-0789
11:00～21:00（L.O20:45）
定休日：火曜日
グループでの利用：可

サンマ節を使用したスープの
味噌ラーメンがおすすめ！

焼肉牛縁
��

キムチ or ナムル
どちらか一皿サービス

天童市糠塚 1-11-28
☎023-674-9609
平日ランチ11:30～14:00･夕方17:00～22:00
定休日：不定休（主に火曜日）
グループでの利用：不可

焼肉・サイドメニューも豊富
完全個室で営業中

お肉とお惣菜mama’ sきっちんLUCE
��

ランチ：ワンドリンクサービス
ディナー：飲み放題１h サービス
天童市鎌田 1-1-15 山査子ビル２F
☎023-607-3318

定休日：不定休
グループでの利用：可

お肉を中心とした、家庭料理のお店
ドリンクセルフサービス！お客様好みにお作り下さい

月､水､金､ランチ 11:00～14:00
月～土､ディナー 18:00～24:00

（飲み放題１h以上のご利用方のみ）

ラウンジカラオケねね
��

ワンドリンクサービス
（缶ビール or日本酒小瓶）
天童市鎌田 1-1-43
☎023-654-6113
18：00～24：00
定休日：不定休
グループでの利用：可

２時間歌い放題・飲み放題
セルフサービスです

お食事処 喜らく
��

お食事の方に
ソフトドリンクサービス

天童市老野森 1-16-6
☎023-654-3635
昼（予約）11:30~13:30  夜17:00~22:30
定休日：不定休
グループでの利用：可

山形の旬の食材を盛り込んだ料理です

Va bene
��

ランチまたはピザかパスタご注文の
方にジェラート１個サービス

天童市芳賀タウン北3-13-18
☎080-7024-2599
昼11:30~14:30  夜17:30~20:00
定休日：毎週月曜日・第３火曜日
グループでの利用：可

ピザ17種類・パスタ21種類
前菜も有ります

トマチキ食堂
��

お食事の方
ソフトドリンクサービス

天童市糠塚1-2-3 若松ビル１F
☎023-676-7329
昼11:30~14:30(L.O14：00)夜18:00~21:00(L.O20：00)
定休日：水曜日
グループでの利用：可

お子様連れも大歓迎！

（４名様迄）

大衆焼肉酒場けむすけ天童店
��

￥�,��� 以上ご飲食で
１グループにつきホルモン１人前サービス
天童市東本町 2-6-22
☎023-609-9119

定休日：無休
グループでの利用：可

ほぼ全品 380 円以下
レモンサワー 60 分 500 円飲み放題

平日17：30~24：00
土日祝日17：00~24：00(L.O23：30)


