


     FILM TOURISM 

中心市街地では、これまで時代劇の撮影がたびたび行われて 

来ました。歴史的な建造物が遺っている街なかをぶらぶらと散 

歩しながら、名作映画のロケ地めぐりなんていかがでしょうか。 

In Yamagata City, many Samurai Films were taken at 

the center part of the city. I suggest you the best film 

tourism during YIDFF 2017.  

 

山形県郷土館「文翔館」 Bunshokan  

文翔館では、映画『るろうに剣心 京都大火編／伝説の最期編』 

 “Rurouni Kenshin: Kyoto Inferno / The Legends Ends” (2014)” 

文翔館の前庭、中庭、知事室、正庁など、色んなシーンに登場。 

荘厳な佇まいや雰囲気がるろ剣ワールドに導いてくれることでしょう！ 

Less than a 10 minute walk from any YIDFF venues, you will  

meet the world of “Rurouni Kenshin”. 

[文翔館 入館料：無料 9:00〜16:30 ※10/2は休館日] 

[Admission Free/ Open 9:00～16：30/ Closed on 2nd Oct.] 

山寺「宝珠山立石寺」 

映画『３月のライオン』のラストシーンに登場 

Yamadera 

“March comes in like a lion” 

約 1,000段の石段をのぼった先には、映画にも登場し、おまけに 

インスタ映えもする壮大な風景が待っています。 

A 20 minute train ride from Yamagata Station will take you  

to the most beautiful mountain with historical temples. 

[宝珠山立石寺 拝観料：¥300] 

[Admission Fee: ¥300] 

🚲 自転車だと山寺へはゆるい登りで約 1時間半！ 

1h30min ride to “Yamadera” by bicycle! 

 

▼山寺芭蕉記念館  
“Yamadera Basho Museum” 

松尾芭蕉の資料など、茶室で日本茶体験もぜひ  

Experience a poet Basho and a Japanese tea ceremony. 

Open 9：00～16：30  

Admission: ¥400  

 
▼後藤美術館  
“Yamadera Goto Museumof Art”  

Open 9：30～17：00 / Closed on Mondays (月曜休) 

Adult ¥800 /Univerisy Student ¥700 /High school 

Student ¥500 

LADY’S TOURISM 

 

山形の夕焼け 

Sunset  

四方を山に囲まれている山形の夕焼けは、かなりの確率で 

キレイです。夕方 5時ごろ、ぜひ西の空を眺めてみてください！ 

Sunset in Yamagata City is very beautiful! 

Please have a look at the sky around 17:00! 

     

 

 

 

 

 

BICYCLE TOURISM 

秋晴れの日には、自転車で風を受けながら自然とアートに包まれてみ 

ませんか？ 

I suggest you a bicycle tourism in autumn with art and nature.  

 

🚲 レンタサイクル貸出所 
Where to Get Bicycle Rental: 

市内ホテル(グランドホテル、キャッスル、七日町ワシントン)、 

山形駅待合室内、紅の蔵、大手町駐車場 

Hotels (Yamagata Grand Hotel, Hotel Castle Yamagata,  

Yamgatata Nanokamachi Washington Hotel), Waiting room  

in Yamagata Station, Beni no Kura, Otemachi Parking 

シャンソン物語 Chanson Story 

ランチメニューの｢パリの朝市｣はさくふわっなチーズ＆シナ 

モントーストにヨーグルト+サラダ+美味しいコーヒーが付いて

くる、嬉しいセット♡内装も相まって気分はパリジェンヌ！ 

I recommend you to have “Marche de Paris”; Cheese 

toast, cinnamon toast with whipped cream, yoghurt, 

salad, and a cup of coffee 

= the loveliest lunch in Yamagata City ♡ 

【YIDFF×「あさがおと加瀬さん。」×ZERO☆23】 

【YIDFF2017×“Asagao to Kase-san”× ZERO☆23】 

10月 7日（土）14：00～ / 7 October, 2017 14:00~ 

＠山形美術館５（３Ｆ） / Yamagata Museum of Art 5 (3F) 

 

アニメ好き必見！アニメ表現における「現実」の切り取り方、アニ

メだからこそできる「リアルを書き換える」瞬間を観て、聞いて、

語り合う企画。あの「STEINS;GATE」の佐藤監督の貴重なお話

が聞けます！ 

In collaboration with ZERO☆23, YIDFF presents “Asagao 

to Kasesan”, an anime program! This is a very opportunity 

to watch anime in YIDFF. MOREOVER, Dir. SATO, a popular 

anime director of “STAINES;GATE”will come to this talk 

event! 

ANIME LOVERS, you cannot miss this event! 

🚲 もみじ公園内清風荘・宝紅庵 なら約 10分！ 

10min ride to “Momiji Park”! 

Beautiful Japanese Garden with Tea House. 

美しい日本庭園、茶室でぜひ日本茶体験もぜひ 

Open 10：00～15：00  

（呈茶 Japanese Tea ¥500） 

 

霞城公園 二の丸東大手門 

二の丸東大手門では、映画『超高速！参勤交代』ラストの 

重要なシーンが撮影されました。 

Kajo Park (Former Yamagata Castle) 

“Mission Impossible: Samurai” 

〜サムライ気分で古に思いを馳せるも良し、観光客気分で 

園内を散策してみるも良し〜「日本１００名城」に指定されている

山形城。山形美術館からも徒歩１分。 

1 minute walk from Yamagata Museum of Art, a YIDFF 

venue, a former Yamagata Castle is selected as one of 

“Japan’s Top 100 Castles”. 

 

🚲 歴史上有名な合戦の舞台、山形城の支城、長谷堂城まで約 30分！ 

30 min ride to “Hasedo Castle”, a branch castle of former 

Yamagata Castle (Kajo Park). 

▼“Domeki Hot Spring” 百目鬼温泉  

Stop by and have a relax moment! 

見学後はホッと一息近くの温泉へ Open 6:00-22:00 /¥350 

Let us help you ENJOY 

Yamagata’s culture 

During YIDFF 2017 

YAMAGATA CREATIVE TOURISM 

1-14 Oct. 2017 

 

Mr.Sugimoto’s 

Mr.Yamakawa’s 

〈蕎麦屋でラーメン！？〉 

山形では、蕎麦屋だけどラーメン（中華そば）が看板メニューという店も少なくありません。県外の方には、違和感があるかも知れませ 

んが、ラーメン王国山形では、ごくごく普通のことです。山形市の１世帯当たりの中華そば（外食）年間支出額は断トツの全国１位! 

In Yamagata City, the Kingdom of Ramen, I must tell you that you have to eat Ramen at Soba noodle restaurant.  

They are incredibly delicious! 

 

Nami’s Recommendation 

Mizuho’s Recommendation 

 


