
08:00

JR 仙台駅

21 616 787*14 
〒980-0021 宮城県仙台市青葉区中央1丁目1-1

1時間 29.5km

09:00

09:15

笹谷街道・入り口

464 345 462*75 
〒989-1501 宮城県柴田郡 川崎町前川北原

26分 12.5km

09:41

09:56

阿古耶の松

464 480 561*82 
〒989-1502 宮城県柴田郡川崎町今宿

1分 0.4km

09:57

12:57

旧笹谷街道 登山道入り口

464 480 756*28 
〒989-1502 宮城県柴田郡川崎町今宿

7分 3.2km

13:04

15:04

るぽぽかわさき

464 483 009*80
〒989-1502 宮城県柴田郡川崎町今宿字小屋沢山39

1時間20分 39.9km

1

蔵王に、春を感じにいこう

by かわさきあそび

Drive Plan



16:24 JR 仙台駅

21 616 787*14 
〒980-0021 宮城県仙台市青葉区中央1丁目1-1

8時間24分 85.5km 18.2kg

2　　  3

Drive Plan



1 

笹谷街道・入り口

川崎町から山形市を結ぶ国道286号は、「笹谷街道」と呼ばれ
、千年にわたり人々の暮らしや歴史をつないでいる道です。10
世紀ごろ日本に律令国家が成立し、朝廷が都から東北へと「東
山道」を造成したことに始まり、陸奥(宮城)と出羽(山形)を最
短で結ぶ道でした。江戸時代になって、参勤交代などのためさ
らに整備が進められました。「笹谷」の名は、あこや姫の伝説(
左記参照)にまつわる「ささやき峠」が語源ともいわれ、羽前街
道(前号紹介)から笹谷街道には、八幡太郎義家や源頼朝と奥
州藤原氏の戦いなどの伝説が残されています。松並木から山形
道・笹谷IC.手前にある、八幡窟・明神窟などの岩山周辺は古
道の景観を残しています。昔の旅を思い、伝説に耳を傾けてみ
るのも楽しそう。

住所　　　：〒989-1501 宮城県柴田郡 川崎町前川北原

464 345 462*75

駐車場　　：お近くの公共駐車場をご利用ください

情報提供元：かわさきあそび

メモ

4　　  5



麺房 はるそば家

川崎産そば粉にこだわり、コシと風味を大切にした新メニュー「
みぞれそば」と「すずしろそば」がオススメ。さっぱり味と地元
の野菜が女性に人気。「天ざるそば」もうまい! 
■そば打ち体験(要予約) 所要時間:90～120分
体験料:お1人様 3,500円 (3名まで)

464 317 676*21
電話番号 : 0224-84-2033 駐車場：あり、3台
住所　　 : 〒989-1501 柴田郡川崎町前川本町7
営業時間 : 11:00～18:00
休業日　 : 不定休

蔵王ハートランド

蔵王ハートランドは七日原高原牧場の一角にある蔵王酪農セン
ターのふれあい牧場。羊や馬、ロバなどが飼育され、ヤギやウサ
ギなどに触れることができるコーナーがある。予約で、乳搾り、
バター作り、チーズ作り、ソーセージ作り、アイスクリーム作りの
体験可能。また、ふれあい牧場内にあるログキャビンの「ウィン
ドス…

464 068 600*75
電話番号 : 0224-34-3769 駐車場：あり、100台／無料
住所　　 : 〒989-0916 宮城県刈田郡蔵王町遠刈田温泉七日原251-4
営業時間 : 9:30～17:00、蔵王酪農センターは10:00～16:00（チーズキャビン9:…
休業日　 : 3月下旬～11月中旬営業、期間中は無休、蔵王酪農センターは無休

JA川崎特産センター

みちのく公園入口角にあり「川崎に来たらここに寄らなきゃ」と
いうファンも多く、毎朝とれたて野菜が持ち込まれ午後には品
薄になるほど。季節ごとの珍しい野菜も並んで、お土産にもピッ
タリ。

464 350 694*76
電話番号 : 0224-84-2121 駐車場：あり
住所　　 : 〒989-1505 柴田郡川崎町小野弁天5-1
駐車場：あり
休業日　 : 年中無休

2 

阿古耶の松

藤原実方の娘・あこや姫の伝説を残す松。 場所は国道286号
線を山形方面へ、山形自動車道の下をくぐり、100mほど先の左
手に「阿古耶の松 入口」の看板があるのが目印。
■あこや姫の伝説■
むかし、陸奥の国司の娘に「あこや」という姫がいました。 夜、
あこや姫が笛を奏でると、若者が現れるようになり、2人はいつ
しか互いに慕うようになりました。 しかし、若者は日々やせ細り
弱っていき、ある夜、「私は松の精。もうすぐ切り倒される…」と
打ち明け消えてしまいます。 そして、あこや姫はもう若者に会え
なくなってしまいました。 姫は悲しみ、出羽の国へ旅に出ます
。 道中で、村人が橋にする松の木を動かせず困っていました。 
若者の言葉を思い出し、あこや姫が笛を吹くと、びくともしなか
った松の木が簡単に動きました。 「あの若者はこの松の精霊
だ…」と姫は気付きます。最後の別れをするために待っていたの
だと。 あこや姫は、2人の思いを託して松の苗を植えました。そ
して笹谷峠を越え、出羽へとたどり着いたそうです。

住所　　　：〒989-1502 宮城県柴田郡川崎町今宿

464 480 561*82

駐車場　　：お近くの公共駐車場をご利用ください

情報提供元：かわさきあそび

メモ
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山寺風雅の国

山寺風雅の国は、山寺芭蕉記念館に隣接し、レストラン馳走舎
やゲストハウス「月日庵」、みやげ処「紅花屋」、工芸品展示の「
古民家ギャラリー」などが揃う観光スポット。みやげ処「紅花屋
」の建物は、250年以上も前に建てられた古民家を移築したも
の。レストラン馳走舎では山形名物の芋煮膳が通年味わえる。

62 202 718*13
電話番号 : 023-695-2011 駐車場：あり、300台／無料
住所　　 : 〒999-3301 山形県山形市山寺4224
営業時間 : 和風レストラン5月～10月は9:00～17:00（オーダーストップ16:30…
休業日　 : 無休

峩々温泉

峩 （々がが）温泉は蔵王山腹、標高850mの濁川渓谷に湧く宮
城蔵王最奥の一軒宿。もともとは猟師が発見した鹿の湯と呼ば
れる温泉だったが、明治2年、群馬県出身の竹内時保が刈田岳
山下の硫黄採掘に際し、荒廃した鹿の湯を発見。明治年9に許
可を得て峩々温泉を開湯したもの。四万温泉（群馬県）、湯平
温泉（大分県）と並ん…

464 180 886*05
電話番号 : 0224-87-2021 駐車場：あり、25台／無料
住所　　 : 〒989-0901 宮城県柴田郡川崎町前川峩々1
営業時間 : 日帰り入浴は10:00～14:00
休業日　 : 無休

蔵王山お釜

蔵王山は宮城県と山形県の県境に位置する活火山。お釜は蔵
王刈田岳、熊野岳、五色岳に囲まれた火口湖。湖面はエメラル
ドグリーンの水をたたえ蔵王連峰のシンボルともなっている。
湖水は天気や光線状態によりさまざまな色に変わるため「五色
沼」との別名もある。穏やかそうに見える火口湖だが、蔵王は
有史以来26回の噴…

569 429 811*22
駐車場：あり、800台（刈田駐車場）／無料

住所　　 : 〒989-0916 宮城県刈田郡蔵王町遠刈田温泉

3 

旧笹谷街道 登山道入り口

登山道入り口には案内板と登山計画書を入れる箱があり、ここ
からは徒歩になります。
大きな道しるべとして、従来する人々を見守ってきた栃の木「下
栃」「上栃」を過ぎると、この道で唯一の水場「函水」がありま
す。かつては清水がこんこんと湧き出していた場所で、今でも枯
草を掘ると水が湧いてきます。
遊歩道の中間付近にある「化け石」は、化け物伝説があり、とて
も急な坂道の「駒泣かせ」は八幡太郎義家が馬に「今からあの
岩道を登るのだ」と言い聞かせると、この道は登れないと馬は
涙を流したと言われるほどです。急坂の先の緩やかな場所「乾
平」の次にある「東国山 仙住寺跡」は、伊達2代忠宗公が遭難
者の絶えない峠の助小屋(たすくごや)として建立したと伝えられ
ています。
川崎町から山形県にかけては、鶏亀地蔵のほか、法印地蔵・地
持地蔵・宝性地蔵・法性地蔵・陀羅尼地蔵の6体が、遭難者の
慰霊と道しるべとして、約80mおきに立っています。 笹谷峠の
頂に立つ、山形県出身の歌人・齋藤茂吉の歌碑「齋藤茂吉歌碑
」が折り返し地点です。 
蔵王連峰は、大自然の美しさとともに厳しさも併せ持つ山です。
ルールを守って安全に登山やハイキングを楽しみましょう!

住所　　　：〒989-1502 宮城県柴田郡川崎町今宿

464 480 756*28

駐車場　　：お近くの公共駐車場をご利用ください

情報提供元：かわさきあそび
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立石寺・五大堂

五大堂は、大聖不動明王、東降三世明王、五大明王を祀

って、天下泰平を祈る道場。1714（正徳4）年に再建され
た舞台造りの建物で、立石寺随一の展望台でもある。こ

こからは、麓の家並みが一望できる。

62 202 769*44

電話番号 : 023-695-2843 駐車場：あり、150台（5ヶ所）／1回500円

住所　　 : 〒999-3301 山形県山形市山寺4456-1

営業時間 : 8:00〜17:00

休業日　 : 無休

手打ちそば 川音亭

川崎産そば粉で打つ極上そば。ぜひご賞味ください。

464 246 185*56

電話番号 : 0224-87-2903 駐車場：あり

住所　　 : 〒989-1501 宮城県柴田郡川崎町前川字六方山29-1

営業時間 : 11:00〜16:00(そばがなくなり次第終了)

休業日　 : 不定休

青根温泉じゃっぽの湯

蔵王山麓の青根温泉は、1528（享禄元）年に、当時の藩
主、佐藤掃門が開湯したと伝えられる。のちに伊達家の

御殿湯あるいは隠し湯とも呼ばれた不忘閣が、その湯元

にあたる。青根温泉のシンボルともなる共同湯の大湯が

廃止となり、平成18年4月にあらたに建てられた共同浴場

が「じゃっぽの湯」。木材は川崎町産の無垢材だ…

464 214 140*26

電話番号 : 0224-87-2188 駐車場：あり、180台／無料

住所　　 : 〒989-0908 宮城県柴田郡川崎町青根温泉9-1

営業時間 : 6:30〜21:30

休業日　 : 無休

4 

下栃(旧笹谷街道遊歩道コース ) 

従来する人々の大きな道しるべとして、日陰をつくり休 

憩場としても重要な役割を持ち、旅人たちの旅路の安全 

を見守ってきた栃の木。 

住所　　　：〒989-1502 宮城県柴田郡川崎町今宿 

569 794 659*44

駐車場　　：お近くの公共駐車場をご利用ください 

情報提供元：かわさきあそび 

メモ
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森のピザ工房・ルヴォワール

川崎町内から、青根温泉に向かう国道457号沿いにあり、
テレビで紹介されてから一躍有名に。土・日には大勢の

お客様が訪れて長蛇の列という「森のピザ工房・ルヴォ

ワール」さんです。以前のオーナーが始めた「石釜屋」

さんのお客さんだった現・オーナーが、味と店を譲り受

け、おいしさはそのまま、新たに「お釜ピザ」を…

464 279 599*55

電話番号 : 0224-86-4678 駐車場：あり

住所　　 : 〒989-1501 宮城県柴田郡川崎町前川字松葉森山1-197

営業時間 : 平日 10:00〜16:00/土日祝 10:00〜17:30(ラストオーダーは閉店3…

休業日　 : 火(祝日は営業)

二口峡谷

仙台市を流れる名取川の源流にほど近い二口温泉近くに

ある峡谷。高さ150m、長さ3kmの巨大な凝灰岩の岩壁・磐
司岩（ばんじいわ）は国の名勝。場所によって表磐司、

裏磐司などという名前が付けられている。磐司とは、こ

の地に伝承される磐司磐三郎の活躍に由来。磐司磐三郎

は、東北山岳民族の首長で、古代東北人の英雄。…

464 665 352*32

駐車場：あり、30台（二口駐車場／二口キャンプ…

住所　　 : 〒982-0244 宮城県仙台市太白区秋保町馬場本小屋

駒草平（蔵王山）

高山植物の宝庫、蔵王連峰にあってドライブ途中に手頃
に自然観察ができるのが蔵王エコーラインの途中にある

駒草平。「高山植物の�王」といわれるコマクサやウツ

ギなどを観察できる。火山荒原に咲くコマクサは実に可

憐だ。また駒草平は、お釜を源とする強酸性の水が落下

する不帰ノ滝（かえらずのたき）や太平洋まで眺…

569 461 739*01

駐車場：あり、30台／無料

住所　　 : 〒989-0916 宮城県刈田郡蔵王町遠刈田温泉

5 

上栃(旧笹谷街道遊歩道コース ) 

下栃とともに大きな道しるべとして、従来する人々を見 

守ってきた。道の上手にあるので上栃という。 

住所　　　：〒989-1502 宮城県柴田郡川崎町今宿 

569 794 687*57

駐車場　　：お近くの公共駐車場をご利用ください 

情報提供元：かわさきあそび 

メモ
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支那そば

国道286号から少し脇に入った、隠れ家的な古民家のお店
。 毎日6時間かけて作る濁りのないスープに、特製の極

細ちぢれ麺。同じく6時間かけて煮込むやわらかい豚モモ
のチャーシュー。いずれもここにしかない、深い味わい

です。

464 429 408*65

電話番号 : 0224-84-6390 駐車場：あり、8台

住所　　 : 〒989-1502 宮城県柴田郡川崎町今宿川岸山1-7

営業時間 : 11:00〜19:00

休業日　 : 木曜 (祝日は営業)

セントメリースキー場

宮城県川崎町のスキー場です。国道286号線沿いに位置し
、山形自動車道笹谷インターより1.5kmの良好なアクセス

。 ぜひ高速道路を利用してお越し下さい。

464 452 778*13

電話番号 : 0224-84-5880 駐車場：あり、シーズン中のみ利用可能

住所　　 : 〒989-1502 柴田郡川崎町今宿猪ノ沢3-10

営業時間 : 2014?2015シーズンのオープン日は、2014年12月19日(金)を予定し…

休業日　 : ホームページをご覧ください。

蔵王・熊野岳

蔵王連峰最高峰が熊野岳。標高は1840.5m。ロープウェイ
を乗り継いだ地蔵山頂駅（標高1661m）からならアルペン
ムードを満喫しながら熊野岳に到達できる（稜線を歩く

ので荒天時や霧の時は危険）。山頂には蔵王山神社（熊

野神社）の祠や斎藤茂吉の歌碑があるが、さらに10分ほ

ど歩いた馬の背まで足を伸ばせば眼下に蔵王のシ…

569 572 054*85

駐車場：あり、50台（蔵王ロープウェイ山麓線蔵…

住所　　 : 〒999-3113 山形県上山市蔵王

営業時間 : 蔵王ロープウェイは8:30〜17:00

休業日　 : 荒天時を除き無休

6 

函水(旧笹谷街道遊歩道コース ) 

この道で唯一の水場であり、かつては清水がこんこんと 

湧き出ていた。旅人や牛馬がここでのどの渇きを潤し、 

ひと休みしたことであろう。今でも枯草を掘ると水が湧 

く。 

住所　　　：〒989-1502 宮城県柴田郡川崎町今宿 

569 794 760*11

駐車場　　：お近くの公共駐車場をご利用ください 

情報提供元：かわさきあそび 

メモ
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ラーメン渓流

笹谷に差し掛かると見えてくる「ラーメン渓流」の大看
板。コクのある「味噌ラーメン」が有名で、アツアツの

味噌スープ、スプーンに盛られた特製辛味噌が味を引き

締めています。

464 455 376*25

電話番号 : 0224-84-5659 駐車場：あり

住所　　 : 〒989-1502 宮城県柴田郡川崎町大字今宿字道下25-6

営業時間 : 11:00〜20:00

休業日　 : 定休日なし

蔵王温泉大露天風呂

由緒ある旅館から近代的なホテルまで様々な宿が建ち並
ぶ蔵王温泉だが、温泉街の一角にある蔵王温泉大露天風

呂は、200人は入れるだろうジャンボな湯船の露天風呂（

男�別）。露天風呂は5段あって、上流3段が�性用、下

流2段が男性用となっている（�性用は目隠しされている

が男性用はやや開放的）。沢の木立ちに囲まれる…

569 573 672*25

電話番号 : 023-694-9417 駐車場：あり、100台／無料

住所　　 : 〒990-2301 山形県山形市蔵王温泉地内

営業時間 : 6:00〜19:00（4月は8:00から、降雪により変更あり）

休業日　 : 4月中旬〜11月初旬営業、期間中無休

仙台市秋保ビジターセンター

秋保大滝から名取川を上流に遡った二口峡谷の入口に建
つ仙台市の施設。二口峡谷は蔵王国定公園と県立自然公

園二口峡谷の指定を受けるエリアだが、その自然を解説

し、情報を提供するのがこのビジターセンター。姉滝、

風の洞橋へと名取川沿いに走る二口林道の状況や、二口

峡谷自然歩道の情報も入手できるので峡谷探勝の…

464 666 346*25

電話番号 : 022-399-2324 駐車場：あり、10台／無料

住所　　 : 〒982-0244 宮城県仙台市太白区秋保町馬場本小屋16-1

営業時間 : 9:00〜16:30

休業日　 : 4月〜11月開館、火曜（祝日の場合は翌日）休

7 

化け石(旧笹谷街道遊歩道コース ) 

この場所を通ると必ず化け物が出て旅人を襲うと言われ 

ていた。ある日、武士がこの化け物を退治しに夜中にや 

ってきて、刀で一刀両断にした。翌朝そこにあったのは 

、真っ二つに割れた大石だった、という伝説が残ってい 

る。 

住所　　　：〒989-1502 宮城県柴田郡川崎町今宿山岸 

569 793 778*60

駐車場　　：お近くの公共駐車場をご利用ください 

情報提供元：かわさきあそび 

メモ
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源七露天の湯

蔵王温泉に平成9年にオープンした日帰り入浴施設。露天
風呂の他に、男�別の内湯、さらにはシャワーも付いた

立ち寄り湯は蔵王温泉ではここだけ。蔵王温泉は、その

強力なパワーゆえに、肌の弱い人は湯ただれを起こすケ

ースもあるがここなら白湯の上がり湯をかぶれるので安

心。檜造りの内湯、露天風呂に注がれる湯は源泉…

569 573 577*33

電話番号 : 023-693-0268 駐車場：あり、60台／無料

住所　　 : 〒990-2301 山形県山形市蔵王温泉荒敷862-1

営業時間 : 9:00〜21:00（季節により変動）

休業日　 : 水曜午前休

山寺芭蕉記念館

市制施行100周年と、奥の細道300周年を記念して、有名
な「閑かさや 岩にしみ入る 蝉の声」を詠んだ山寺（立
石寺）門前に建てられた山形市営の博物館。景観に配慮

して設計された和風平屋建ての館内には芭蕉真筆の芭蕉

会式「懐紙」や『奥の細道』関連の資料を展示している

。また喫茶コーナーでは抹茶をいただくことも可…

62 203 662*28

電話番号 : 023-695-2221 駐車場：あり、40台／無料

住所　　 : 〒999-3301 山形県山形市山寺南院4223

営業時間 : 9:00〜16:30

休業日　 : 不定休、12月29日〜1月3日休

8 

駒泣かせ(旧笹谷街道遊歩道コース ) 

八幡太郎義家が馬に「今からあの岩道を登るのだ」と言 

い聞かせると、この道は登れないと馬は涙を流したと言 

われるほどとても急な坂道。幾多の旅人も苦しくて涙し 

たことだろう。 

住所　　　：〒989-1502 宮城県柴田郡川崎町今宿山岸 

569 793 650*76

駐車場　　：お近くの公共駐車場をご利用ください 

情報提供元：かわさきあそび 

メモ

18 19



笹谷オートキャンプ場

笹谷峠の「るぽぽかわさき」に併設されている「笹谷オ

ートキャンプ場」には、電源ありサイト11、電源なしサ

イト17があって、清潔なサニタリーハウスや温泉、野外
炊事場なども完備されています。川崎町の名所・象ヶ沢

噴水に近く、蔵王への登山・ハイキングのベースキャン

プとして、またキャンプ場の下を流れる北川で遊…

464 483 009*25

電話番号 : 0224-84-6611 駐車場：あり

住所　　 : 〒989-1502 宮城県柴田郡川崎町大字今宿字小屋沢山39

営業時間 : 営業期間:4月中旬〜10月下旬

立石寺

山寺の通称で知られる立石寺は、860（貞観2）年に慈覚
大師（円仁）が創建したと伝わる天台�の古刹。実際の

開祖は安慧（あんね）で、『奥の細道』で、芭蕉が訪れ

「閑（しづ）かさや岩にしみ入る蝉の声」の句を詠んだ

ことでも知られる。重要文化財の根本中堂には、慈覚大

師作の仏像が安置され、伝教大師（最澄）が比叡…

62 202 769*44

電話番号 : 023-695-2843 駐車場：あり、150台（5ヶ所）

住所　　 : 〒999-3301 山形県山形市山寺4456-1

営業時間 : 8:00〜17:00

休業日　 : 無休

9 

乾平(旧笹谷街道遊歩道コース ) 

「駒泣かせ」の急坂の先にある緩やかな場所。ここから 

乾(北西)の方向に仙住寺があったので、こう呼ばれたと  

いう。 

住所　　　：〒989-1502 宮城県柴田郡川崎町今宿山岸 

569 793 527*45

駐車場　　：お近くの公共駐車場をご利用ください 

情報提供元：かわさきあそび 

メモ
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蔵王ロープウェイ

蔵王温泉にある蔵王山麓駅から樹氷高原駅を経由して地
蔵山頂駅とを結ぶロープウェイ。樹氷高原駅からはユー

トピア�山リフトを乗り継いで観松平まで歩かずに到達

できる。観松平には一周40分の遊歩道も用意されている
。観松平はキタゴヨウマツの群生地で、厳しい気象で盆

栽のように生育する五葉松は実に見事。また冬は…

569 572 083*05

電話番号 : 023-694-9518 駐車場：あり、50台／無料

住所　　 : 〒990-2301 山形県山形市蔵王温泉

営業時間 : 4月〜11月は8:30〜17:00、12月〜3月は山麓駅〜樹氷高原駅が8:15〜…

休業日　 : 荒天時を除き無休、ユートピア�山リフトは5月上旬〜10月下旬営業

蔵王中央ロープウェイ

蔵王温泉にある温泉駅と、標高1387mの鳥兜山頂にある鳥
兜駅とを結ぶロープウェイ。標高差524mを101人乗りのゴ

ンドラが7分30秒で結んでいる。ロープウェイで上った蔵
王中央高原には、なだらかな森林地帯にドッコ沼、片貝

沼などの沼が点在。湖沼群を一巡する中央高原散策路も

あり、1時間〜3時間ほどの散策が楽しめる。下山…

569 572 386*24

電話番号 : 023-694-9168 駐車場：あり、250台／無料／土・日曜、祝日、12月…

住所　　 : 〒990-2301 山形県山形市蔵王温泉940-1

営業時間 : 4月〜10月は8:30〜17:00、11月〜12月20日は8:30〜16:00、12月21…

休業日　 : 整備期間、荒天時を除き無休

10 

東国山 仙住寺跡(旧笹谷街道遊歩道コース) 

寛永19年(1642)年、伊達家2代目藩主・伊達忠�の寄進に  

より、旅人の安全を念じ、遭難者の絶えない峠の助小屋 

として建立。仙台市青葉区八幡町に現存する宝光寺の末 

寺として眞海和尚が開山したものである。 当時の旅人に 

とっては心強く、特に冬期は頼もしい存在であった。 

ご本尊は十一面観音立像で、現在は笹谷集落の「笹谷十 

一面観音堂」に安置されている。 

住所　　　：〒989-1502 宮城県柴田郡川崎町今宿山岸 

569 792 406*03

駐車場　　：お近くの公共駐車場をご利用ください 

情報提供元：かわさきあそび 

メモ
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蔵王温泉

蔵王連峰の西の中腹、標高850m内外に位置する蔵王温泉
は、白布温泉（米沢市）、高湯温泉（福島市）とともに

奥羽三高湯のひとつ。温泉の開湯は、日本武尊の東征の

際、同行した吉備多賀由の発見に溯ると伝えられる古湯

だ。天武天皇の時代には荒れる蔵王山を鎮めるため、役

の行者を派遣し、金峯山の蔵王権現を祀ったとい…

569 602 026*25

駐車場：あり、500台／無料

住所　　 : 〒990-2301 山形県山形市蔵王温泉

滝見台（蔵王山）

蔵王連峰を東西に横断し遠刈田（とおがった）温泉と山

形県側の蔵王坊平高原を結ぶ全長26kmの蔵王エコーライ
ンの途中にある展望台。「日本の滝百選」に選定される

落差181mの三階滝と落差54mの不動滝を眺望するのでドラ
イブ途中にぜひ寄り道を。三段となって落下する三階滝

は澄川渓谷にかかる名瀑で、蔵王溶岩流の末端に…

464 153 701*86

駐車場：あり、20台／無料

住所　　 : 〒989-0916 宮城県刈田郡蔵王町遠刈田温泉

11 

八丁平の六地蔵(旧笹谷街道遊歩道コース) 

川崎町から山形県にかけて、鶏亀地蔵のほか、法印地蔵 

・地持地蔵・宝性地蔵・法性地蔵・陀羅尼地蔵の6体が、 

遭難者の慰霊と道しるべとして、約80mおきに立っている
。 

住所　　　：〒989-1502 宮城県柴田郡川崎町今宿山岸 

569 792 463*75

駐車場　　：お近くの公共駐車場をご利用ください 

情報提供元：かわさきあそび 

メモ
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蔵王中央ロープウェイ

蔵王温泉にある温泉駅と、標高1387mの鳥兜山頂にある鳥
兜駅とを結ぶロープウェイ。標高差524mを101人乗りのゴ

ンドラが7分30秒で結んでいる。ロープウェイで上った蔵
王中央高原には、なだらかな森林地帯にドッコ沼、片貝

沼などの沼が点在。湖沼群を一巡する中央高原散策路も

あり、1時間〜3時間ほどの散策が楽しめる。下山…

569 572 386*24

電話番号 : 023-694-9168 駐車場：あり、250台／無料／土・日曜、祝日、12月…

住所　　 : 〒990-2301 山形県山形市蔵王温泉940-1

営業時間 : 4月〜10月は8:30〜17:00、11月〜12月20日は8:30〜16:00、12月21…

休業日　 : 整備期間、荒天時を除き無休

山寺後藤美術館

山寺後藤美術館は、山形県河北町出身の後藤季次郎氏の
コレクションを展示する美術館。フランスバルビゾン派

の絵画を中心に、ガレ、ドームなどのアール・ヌーボー

のガラス工芸品、ロダンの彫刻などを展示している。フ

ランスを中心とする17世紀〜19世紀までの絵画コレクシ

ョンは国内有数。展示室は「ヨーロッパ絵画の世…

62 203 604*25

電話番号 : 023-695-2010 駐車場：あり、10台／無料

住所　　 : 〒999-3301 山形県山形市山寺2982-3

営業時間 : 5月〜9月は9:30〜17:30（入館は17:00まで）、10月〜4月は9:30〜17…

休業日　 : 月曜（祝日の場合は翌日）休

12 

有耶無耶の関跡(旧笹谷街道遊歩道コース) 

関跡は、宮城県と山形県の県境の標高906mの笹谷峠にあ 

る。 東の笹谷宿まで一里半、西の関根(関沢)宿まで一里  

半、笹谷峠の八丁平と呼ぶ平坦地の南東側にある。 笹谷 

街道は、平安の時代から太平洋側の奥州と日本海側の羽 

州とを結ぶ重要な街道で、歌枕にも詠まれている。 みち 

のくの難所として聞こえ、「いなむや」「ふやむや」「 

むやむや」などの名称でも呼ばれた。 「義経記」にみえ 

る「伊那の関」、「吾妻鏡」にみえる「大関山」は、こ 

の有耶無耶の関と考えられている。 この峠は、古代から 

太平洋側と日本海側の物資の流通路としてはもちろん、 

古代から官道として都の官人の往来や、戦国期には軍道 

としても重要だった。 近世には羽州街道が整備さ… 

住所　　　：〒989-1502 宮城県柴田郡川崎町今宿字山岸 

569 792 489*13

駐車場　　：お近くの公共駐車場をご利用ください 

情報提供元：かわさきあそび 

メモ
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新東北笹谷渓流つり

笹谷峠近くで、広い釣り場と名物スタッフがいる、新東
北笹谷渓流釣り堀。お子様連れからプロ級の方まで楽し

めます。釣り具、餌、食料や飲み物も持込自由。竹竿(仕

掛け付)無料貸出、バーベキューハウス(300人収容16:00

まで利用可)釣りをされない方の入場は無料です。

464 363 866*66

電話番号 : 0224-84-5297 駐車場：あり、普通車100台

住所　　 : 〒989-1502 宮城県柴田郡川崎町大字今宿字小屋ノ沢山17

営業時間 : 4月12日ごろ〜11月10日ごろ 予約不要 / 営業時間 7:00〜17:00

休業日　 : 毎週 木・金曜日(祝日、ゴールデンウィーク、お盆を除く)

立石寺・根本中堂

山寺とも呼ばれる宝珠山立石寺は、比叡山延暦寺の分院

で、860（貞観2）年に慈覚大師が創建。本堂にあたる根

本中堂は、1356（延文元）年に初代山形城主斯波兼頼（

しばかねより）が再建したもので、国の重要文化財に指

定されている。堂内には慈覚大師作の薬師如来座像や伝

教大師像、文殊毘沙門像などが安置されている。…

62 202 769*44

電話番号 : 023-695-2843 駐車場：あり、150台（5ヶ所）／1回500円

住所　　 : 〒999-3301 山形県山形市山寺4456-1

営業時間 : 8:00〜17:00

休業日　 : 無休

13 

齋藤茂吉歌碑(旧笹谷街道遊歩道コース) 

笹谷峠の頂に立つ、山形県出身の歌人・齋藤茂吉の歌碑 

。 「ふた國の 生きのたづきの あひかよふ この峠路を 

愛しむわれは」の歌が刻まれています。 「ふた國」 

とは宮城県と山形県のことで、むかし父が通った頃には 

栄えていたが、今ではひっそりとしてしまったと年月の 

流れを嘆いた歌です。 茂吉は14歳の時、この笹谷峠を 

越え、仙台から上京しました。 

住所　　　：〒990-0016 山形県山形市関沢 

569 791 888*51

駐車場　　：お近くの公共駐車場をご利用ください 

情報提供元：かわさきあそび 

メモ
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立石寺・芭蕉句碑

松尾芭蕉は1689（元禄2）年、新暦の7月13日に『奥の細
道』行脚の途中、尾花沢から立石寺を訪れ、「閑かさや

岩にしみ入る蝉の声」の句を詠んだ。根本中堂の脇には

、1853（嘉永6）年に、門人により建立された句碑が立っ
ている。尾花沢で立石寺は一見の価値があると聞いてわ

ざわざ寄り道したのだが、到着が夕方になり岩を…

62 202 769*44

電話番号 : 023-695-2843 駐車場：あり、150台（5ヶ所）／1回500円

住所　　 : 〒999-3301 山形県山形市山寺4456-1

営業時間 : 8:00〜17:00

休業日　 : 無休

14 

るぽぽかわさき 

森の中のふれあいの宿(川崎町交流促進センター)■泉質  

/弱アルカリ性■効能/神経痛・腰痛・ひび・肩こりなど 

静かな森に包まれた「るぽぽかわさき」は笹谷峠にある 

川崎町の交流促進センター。「るぽぽ」という名前は「 

自然を見る」「山菜を採る」「特産品を食べる」の＂る 

＂、温泉で体が＂ぽっぽ＂と温まることから名づけられ 

ました。毎�るぽぽで行われる「自然塾」には多くの親 

子が訪れ、カヤックで川遊び、ニジマス手づかみなどを 

楽しみます。登山やスポーツ合宿のベースキャンプ、冬 

はセントメリースキー場の宿泊施設としても親しまれて 

います。大浴場は神経痛や腰痛に効くヘルストン温泉で 

、スポーツを楽しんだ後にも効果的。窓からは美… 

電話番号　：0224-84-6611 

住所　　　：〒989-1502 宮城県柴田郡川崎町今宿字小屋 

沢山39 

464 483 009*80

営業時間　：チェックイン15:00〜/チェックアウト〜10 

:00/レストラン11:30〜14:00(ランチあり) 

駐車場　　：あり 

料金　　：宿泊:素泊4,500円〜、2食付6,000円〜/日帰 

:一般500円、キャンプ場利用者200円 

情報提供元：かわさきあそび 

メモ
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丑蔵庵

遠刈田（とおがった）温泉街からこけし大橋を渡ると、
遠刈田こけしのふるさと新地こけし集落。こけしはもと

もと温泉の湯治客や蔵王山頂の蔵王権現の参拝者の土産

として木地師が木製の玩具を創案したのがルーツ。そん

な歴史を背景にした遠刈田こけしは東北各地にあるこけ

しのルーツともいわれており、木地師の祖、惟喬…

464 099 780*61

電話番号 : 0224-34-2947 駐車場：あり、30台／無料

住所　　 : 〒989-0916 宮城県刈田郡蔵王町遠刈田温泉新地43

営業時間 : 8:00〜17:00

休業日　 : 無休

とんかつ＆コーヒー駒草

パリッとしたとんかつで評判のお店。野菜たっぷり、ボ

リュームたっぷりです! ハンバーグ定食は若者に人気!

464 344 715*80

電話番号 : 0224-84-4609 駐車場：あり、5台

住所　　 : 〒989-1502 宮城県柴田郡川崎町今宿字川崎原262-1

営業時間 : 11:00〜19:00

休業日　 : 不定休

遠刈田温泉

遠刈田（とおがった）温泉は、蔵王連峰東麓を流れる松

川河畔の標高300mに湧く温泉地。開湯は慶長年間の1600

年頃、金の採掘中に発見されたといわれている。温泉街

には「壽の湯」と「センター浴場」の2つの共同浴場もあ
り、気軽に日帰り入浴が楽しめる。壽の湯は、敷地内に

源泉を有し、湯量も豊富。青森ヒバを使った湯屋…

464 129 542*42

電話番号 : 0224-34-1990 駐車場：あり、50台（町営駐車場）／無料

住所　　 : 〒989-0912 宮城県刈田郡蔵王町遠刈田温泉仲町

JR 仙台駅 

住所　　　：〒980-0021 宮城県仙台市青葉区中央1丁目 

1-1 

21 616 787*14

駐車場　　：あり 

情報提供元：かわさきあそび 

メモ
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仙台城跡

仙台城（青葉城）は、1610（慶長15）年に伊達政�が築
城、以後270年間伊達家の居城となっていた。将軍家康の
警戒を避けるためあえて天守閣は設けられていなかった

が、地形を生かした壮大な山城だった。政�時代は青葉

山山中に築いた本丸のみだったが、2代藩主・忠�は山麓

部に二の丸を造営、平和の世となった寛永年間以…

21 583 694*40

電話番号 : 022-227-7077 駐車場：あり、150台（宮城縣護國神社駐車場）／1…

住所　　 : 〒980-0862 宮城県仙台市青葉区川内1

営業時間 : 見学自由

喜助JR仙台駅店

昔ながらの手ぶりでの味付けにこだわる仙台名物牛タン
焼の店。熟成させて余分な水を取り除くことが旨さの秘

訣という。米も宮城米を使うというこだわりだ。一番町

本店のほか定禅寺店など仙台市内に7店舗あるが観光客が

手軽に入れるのが、JR仙台駅店。仙台駅3階の「牛たん通

り」に出店している。牛たん定食1500円。仙台駅2…

21 616 728*86

電話番号 : 022-221-5612 駐車場：あり、300台（仙台駅屋上駐車場、仙台あ…

住所　　 : 〒980-0021 宮城県仙台市青葉区中央1-1-1仙台駅3階牛たん通り内

営業時間 : 10:00〜22:30（オーダーストップ22:00）

休業日　 : 不定休

仙台八木山ベニーランド

仙台市郊外の八木山にある遊園地。最大傾斜55度を急降
下するジェットコースター「八木山サイクロン」、28人

乗りのゴンドラ船体が13mの高さで、360度の急回転・急

降下するドイツ製の無重力体験マシーン「トップスピン

2」、さらに最大5Ｇを体験する日本ではここにしかない

「メガダンス」など迫力いっぱいの絶叫マシンが…

21 582 093*66

電話番号 : 022-229-1603 駐車場：あり、600台／1日500円

住所　　 : 〒982-0837 宮城県仙台市太白区長町越路19-1

営業時間 : 9:00〜17:00、冬期は9:00〜16:30

休業日　 : 冬期は不定休
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