
イベント名・実施主体等 都道府県 展示箇所 所在地 展示期間

おいしい庄内空港 酒田市市浜 令和３年12月24日～

おいしい山形空港 東根市羽入 令和３年12月26日～

ＪＲ山形駅 山形市香澄町

ＪＲ新庄駅 新庄市多門町

ＪＲ米沢駅 米沢市駅前

ＪＲ鶴岡駅 鶴岡市末広町

県庁１階ロビー 山形市松波

文翔館 山形市旅篭町 令和４年１月15日～

宮城県 ＪＲ仙台駅 仙台市青葉区中央 令和４年１月４日～

埼玉県 パレスホテル大宮 さいたま市大宮区桜木町 令和４年２月11日～

東武ホテルレバント東京 墨田区錦糸

東京ガーデンパレス 文京区湯島

まるごとにっぽん 台東区浅草

東京ステーションホテル 千代田区丸の内

ホテルメトロポリタン丸の内 千代田区丸の内

ホテルメトロポリタンエドモント 千代田区飯田橋

ホテルメトロポリタン 豊島区西池袋

歌舞伎座「木挽町広場」 中央区銀座

歌舞伎座「花篭」 中央区銀座

国立劇場 千代田区隼町 令和４年１月３日～

山形県東京事務所 千代田区平河町 令和４年１月４日～

伊勢半本店紅ミュージアム 港区南青山

パレスホテル立川 立川市曙町

リーガロイヤルホテル東京 新宿区戸塚 令和４年１月８日～

ホテル雅叙園東京「百段階段」 目黒区下目黒 令和４年１月15日～

築地ボン・マルシェ 中央区築地 令和４年１月20日～

新橋演舞場 中央区銀座 令和４年２月１日～

第一ホテル東京 港区新橋

第一ホテルアネックス 千代田区内幸町

令和４年１月７日～

令和４年２月２日～

県内外の啓翁桜展示場所、イベント開催状況（予定）

山形県

東京都

おいしい山形推進機構

令和３年12月27日～

令和３年12月27日～

令和４年１月１日～

令和４年１月２日～

展示期間は諸事情により変更となる場合がございます。

新型コロナウイルス感染症の影響により、イベントの中止等の可能性があります。



イベント名・実施主体等 都道府県 展示箇所 所在地 展示期間

第一ホテル東京シーフォート 品川区東品川

吉祥寺第一ホテル 武蔵野市吉祥寺

第一ホテル両国 墨田区横綱

第一イン池袋 豊島区東池袋

天冨良　大坪 中央区銀座

タヴェルナ　グスタヴィーノ 中央区銀座

銀座小はれ日より 中央区銀座

Up　Town 中央区銀座

Cafebar　GINZA３２８ 中央区銀座

株式会社三河屋 中央区銀座

寿司処　銀座ほかけ 中央区銀座

二葉鮨 中央区銀座

三笠会館 中央区銀座

小松庵総本家　銀座 中央区銀座

SUSHI　B　GINZA 中央区銀座

赤坂璃宮　銀座店 中央区銀座

福和 中央区銀座

菊鮨 中央区銀座

銀座　祢保希（ねぼけ） 中央区銀座

味の中華　羽衣　銀座本店 中央区銀座

日本料理　穂の花 中央区銀座

中華料理　小楠国 中央区銀座

裏照ラス 中央区銀座

ホテル椿山荘東京 文京区関口 令和４年２月７日～

ホテルメトロポリタン川崎 川崎市幸区 令和３年12月28日～

ホテルメトロポリタン鎌倉 鎌倉市小町 令和４年１月１日～

横浜ベイシェラトンホテル＆タワーズ 横浜市西区 令和４年２月10日～

中京文化センター 名古屋市中区栄

山形県名古屋事務所 名古屋市中区栄

うなぎ和食　しら河　浄心本店 名古屋市西区城西

うなぎ和食　しら河　今池ガスビル店 名古屋市千種区今池

令和４年２月２日～

令和４年１月17日～

令和４年１月18日～

令和４年２月３日～

東京都

おいしい山形推進機構

神奈川県

愛知県



イベント名・実施主体等 都道府県 展示箇所 所在地 展示期間

オールディーズシアター 大阪市港区弁天 令和４年１月６日～

パナソニックタワー 大阪市中央区城見

㈱パナソニック本社 守口市八雲中町

山形県大阪事務所 大阪市北区梅田

ホテルグランヴィア大阪 大阪市北区梅田

ホテルモントレグラスミア大阪　鉄板焼神戸 大阪市浪速区湊町 令和４年２月１日～

リーガロイヤルホテル 大阪市北区中之島 令和４年２月２日～

ウェスティン都ホテル京都 京都市東山区粟田口

京都市立向島藤の木小学校 京都市伏見区向島

山形田 中央区銀座

平田牧場極KITTE丸の内店 千代田区丸の内

山形おいしいもの広場なりさわ 多摩市落合

河北町アンテナショップかほくらし 世田谷区三軒茶屋

壱縁 中央区銀座

魚と旬の料理　まる 港区赤坂

銀座　米沢牛黄木 中央区銀座

郷土料理大松屋 中央区銀座

郷土料理おば古 千代田区麹町

PADMA official BAR 中央区日本橋小綱町

YAMMA 武蔵野市吉祥寺本町

トラットリアロアジ 世田谷区等々力

和食堂　たこ井 江東区富岡

みちのく 中央区銀座

千葉県 居酒や兼子 市川市福栄

麺ダイニングととこ 千代田区神田

はなみずき 台東区上野

飯豊町アンテナショップIIDE 杉並区高円寺北

小料理　五十鈴 江東区門前仲町

埼玉県 ふるさとごはんまめの さいたま市南区別所

令和４年１月22日～

令和４年１月25日～

大阪府おいしい山形推進機構

パートナーショップにおける
展示PR

(山形県商業・県産品振興課）

東京都

東京都

令和４年２月10日～

令和４年１月13日～

令和４年１月15日～



イベント名・実施主体等 都道府県 展示箇所 所在地 展示期間

山形市役所１階正面入口 山形市旅篭町

山形グランドホテル 山形市本町

ホテルメトロポリタン山形 山形市香澄町

山形七日町ワシントンホテル 山形市七日町

山形駅西口ワシントンホテル 山形市城南町

ホテルキャッスル 山形市十日町

山形国際ホテル 山形市香澄町

Ｎ－ＧＡＴＥ　ＮＡＮＯＫＡＭＡＣＨＩ 山形市七日町

水の町屋　七日町御殿堰 山形市七日町

山形まるごと館紅の蔵 山形市七日町

七日町商店街振興組合　協賛店 山形市七日町

山形市東京事務所
エントランス・エレベーターホール

東京都中央区八重洲

上杉伯爵邸 米沢市丸の内

酒造資料館　東光の酒蔵 米沢市大町

かみのやま温泉観光案内所 上山市矢来

道の駅川のみなと長井 長井市東町

長井市役所市民交流ホール 長井市栄町

JR赤湯駅 南陽市郡山

結城豊太郎記念館 南陽市赤湯

太陽館 高畠町山崎

かわにし森のマルシェ 川西町中小松

川西町浴浴センターまどか 川西町上小松

JR小国駅 小国町栄町

山形鉄道荒砥駅 白鷹町荒砥甲

めざみの里観光物産館 飯豊町松原

野川まなび館 長井市平山

いいで添川温泉　しらさぎ荘 飯豊町添川

白川荘 飯豊町数馬

令和４年１月８日～２月13日

令和４年１月14日～

令和４年１月28日～

やまがた冬のあった回廊
キャンペーン

第13回　さくら咲くやまがた
冬のさくらキャンペーン２０２２

山形県

山形県



イベント名・実施主体等 都道府県 展示箇所 所在地 展示期間

宮城県 JR仙台駅 仙台市青葉区中央

JR福島駅 福島市栄町

JR郡山駅 郡山市燧田

栃木県 JR宇都宮駅 宇都宮市川向町

埼玉県 JR大宮駅 さいたま市大宮区錦町

東京都 JR品川駅 港区高輪

新潟県 JR新潟駅 新潟市中央区花園

JA庄内みどり 山形県 酒田市役所 酒田市本町 令和４年１月下旬～

月山志津温泉　雪旅籠の灯り

https://gassan-shizuonsen.net/
yukihatago/index.html

山形県
志津温泉　各旅館
（宿泊客限定で御覧いただけます。）

西川町志津 令和４年２月５日～27日

たかはたお花見グルメ祭り 山形県 高畠町内飲食店 高畠町内 令和４年２月10日～２月15日

冬の文化回廊まち歩き

https://tour.arcadia-kanko.jp/
products/detail/175

山形県 丸大扇屋 長井市十日町 令和４年２月下旬～３月上旬

やまがた冬のあった回廊
キャンペーン

令和４年１月14日～

福島県


