
12月31日（土）応募
締切

庄内観光コンベンション協会　 TEL 0235-66-5726お問合せ先

こちらのQRコードから参加してね！

対象スポットを巡ってスマホでスタンプを集めよう!
スタンプをたくさんゲットするほど当選確率アップ♪
※60個で2倍、70個で4倍、80個で6倍、90個で8倍、100個で10倍。

山伏の庄ちゃん

スマホでかんたん♪スマホでかんたん♪

庄内満喫

2022.7.1 ～12.31
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庄
内
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と巡
って豪華景品をゲッ

ト

し
よ
う
!

1等

旅行券
20,000円相当

100スポット\完全制覇/\スタンプ50個以上/

もれなく全員に
認定証プレゼント!

今すぐ または

庄内満喫デジタルスタンプラリー 検索

合
計

名様に
当たる！45抽選で

5名様 2等 3等

庄内の特産品
4,000円相当

庄内の特産品
2,000円相当

10名様 30名様

※景品内容は変更になる場合がございます。　※写真はイメージです。

\スタンプ30個以上/ \スタンプ10個以上/



SCAN QR CODE

STAMP

●スタンプラリーへの参加には、GPS機能を搭載しているスマートフォンまたはタブレットが必要です。
　GPSの設定をONにした状態でご参加ください。
●参加は無料ですが、通信料はご利用者様負担となります。
●景品の内容は予告なく変更になる場合があります。
●ご当選者様の発表は厳正なる抽選のうえ、景品の発送をもって代えさせていただきます。
　なお、発送先は日本国内に限らせていただきます。
●ご応募いただいた方の個人情報は、景品の発送やご連絡時に利用させていただくほか、
　個人を特定しない範囲での集計および分析に使用し、その他の用途には使用いたしません。
●参加中のけが、事故などにつきましては責任を負いかねます。
●ご旅行の際には、感染症対策を十分に行いお楽しみください。
●本キャンペーンについては予告なく中止・変更する場合があります。

※１ 対象スポットは、専用ページに掲載されています。
※2 スポットを回る順番は自由です。また、実施期間中なら1日で集めなくても有効です。
※3 プレゼントの応募は、お1人様1回限りです。（例えば、10個集めて3等に応募すると、30個集めた際に2等・

3等に応募できませんのでご注意ください。）

スタンプを集めると専用
応募フォームが表示され、
応募すると抽選でプレゼ
ントが当たります※3

STEP
3オモテ面のQRコードを

読み込み参加します※1

STEP
1 スポットを巡り、スマホで

スタンプを集めます※2

STEP
2

スタンプラリー応募方法

注 意 事 項

酒田市 玉簾の滝酒田市 玉簾の滝鶴岡市 庄内藩校致道館鶴岡市 庄内藩校致道館 三川町 アトク先生の館三川町 アトク先生の館

遊佐町 丸池様遊佐町 丸池様庄内町 新産業創造館クラッセ庄内町 新産業創造館クラッセ 戸沢村 戸澤藩船番所（最上川船下り）戸沢村 戸澤藩船番所（最上川船下り）

SHONAIMANKITSU ❖ SHONAIMANKITSU ❖ SHONAIMANKITSU ❖ SHONAIMANKITSU ❖ SHONAIMANKITSU

SHONAIMANKITSU ❖ SHONAIMANKITSU ❖ SHONAIMANKITSU ❖ SHONAIMANKITSU ❖ SHONAIMANKITSU

庄内観光
コンベンション協会

庄内満喫デジタルスタンプラリー インスタグラム
もやってます！

手指の消毒
にご協力をお願いします

マスク着用
にご協力をお願いします



① 

② 

③ 

庄内満喫デジタルスタンプラリー 参加方法 ～簡単３ステップ～ 

＜スタンプゲット方法＞ 

【専用ホームページ】          【ラリーサイトＴＯＰ】                                                 【ラリーサイトのスポット詳細】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



「庄内満喫デジタルスタンプラリー」スポット

No. 市町村 スポット名称 No. 市町村 スポット名称

1 鶴岡市 下田沢かたくり園 51 酒田市 山王くらぶ

2 鶴岡市 月山八合目　弥陀ヶ原 52 酒田市 日和山小幡楼

3 鶴岡市 道の駅月山 月山あさひ博物村 53 酒田市 海向寺

4 鶴岡市 湯殿山総本寺 大網大日坊 54 酒田市 舞娘茶屋　相馬樓　竹久夢二美術館

5 鶴岡市 湯殿山　注連寺 55 酒田市 日和山公園

6 鶴岡市 産直あさひ・グー 56 酒田市 酒田あいおい工藤美術館

7 鶴岡市 足湯カフェ「チットモッシェ」 57 酒田市 旧白崎医院

8 鶴岡市 あつみ温泉ばら園 58 酒田市 酒田駅前交流拠点施設　ミライニ

9 鶴岡市 スタジオセディック庄内オープンセット 59 酒田市 本間美術館

10 鶴岡市 産直あぐり 60 酒田市 酒田北港緑地展望台

11 鶴岡市 黒川能の里王祇会館 61 酒田市 産直たわわ

12 鶴岡市 横綱柏戸記念館 62 酒田市 玉簾の滝

13 鶴岡市 丸岡城跡及び加藤清正墓碑 63 酒田市 鳥海イヌワシみらい館

14 鶴岡市 湯田川温泉　梅林公園 64 酒田市 鳥海高原家族旅行村

15 鶴岡市 松ヶ岡開墾場 65 酒田市 とびしまマリンプラザ

16 鶴岡市 三神合祭殿 66 酒田市 飛島渚の鐘

17 鶴岡市 いでは文化記念館 67 三川町 道の駅庄内みかわ 物産館マイデル

18 鶴岡市 （国宝）羽黒山 五重塔 68 三川町 パルク赤川

19 鶴岡市 今井アートギャラリー 69 三川町 産直みかわ

20 鶴岡市 玉川寺 70 三川町 三川町文化交流館「アトク先生の館」

21 鶴岡市 羽黒山 正善院 71 庄内町 月の沢温泉北月山荘

22 鶴岡市 白山島 72 庄内町 熊谷神社

23 鶴岡市 庄内藩校 致道館 73 庄内町 白狐山 光星寺

24 鶴岡市 致道博物館 74 庄内町 清河八郎記念館

25 鶴岡市 荘内神社 75 庄内町 清川歴史公園　清川関所

26 鶴岡市 旧風間家住宅 「丙申堂」 76 庄内町 楯山公園

27 鶴岡市 修行山 南岳寺 77 庄内町 道の駅しょうない 風車市場

28 鶴岡市 ＦＯＯＤＥＶＥＲ 78 庄内町 亀ノ尾の里資料館

29 鶴岡市 庄内観光物産館 ふるさと本舗 79 庄内町 カートソレイユ最上川

30 鶴岡市 出羽ノ雪酒造資料館 80 庄内町 小出沼農村公園

31 鶴岡市 鶴岡市自然学習交流館「ほとりあ」 81 庄内町 庄内町新産業創造館クラッセ

32 鶴岡市 鶴岡市立加茂水族館（クラゲドリーム館） 82 遊佐町 旧青山本邸(国指定重要文化財）

33 鶴岡市 東田川文化記念館 83 遊佐町 農林漁業体験実習館「さんゆう」

34 酒田市 旧阿部家 84 遊佐町 胴腹滝

35 酒田市 總光寺 85 遊佐町 一ノ滝

36 酒田市 松山文化伝承館 86 遊佐町 中山河川公園

37 酒田市 天体観測館　コスモス童夢 87 遊佐町 道の駅鳥海 ふらっと

38 酒田市 食彩工房いちご畑 88 遊佐町 西浜海水浴場

39 酒田市 初孫酒造資料館「蔵探訪館」 89 遊佐町 永泉寺

40 酒田市 南洲神社 90 遊佐町 丸池様

41 酒田市 土門拳記念館 91 遊佐町 十六羅漢岩

42 酒田市 酒田市美術館 92 遊佐町 釜磯海水浴場

43 酒田市 出羽遊心館 93 遊佐町 大平山荘展望台

44 酒田市 酒田米菓（オランダせんべいFACTORY） 94 遊佐町 三崎公園

45 酒田市 楯の川酒造株式会社 95 戸沢村 角川の大杉

46 酒田市 十二滝 96 戸沢村 道の駅とざわ 高麗館

47 酒田市 山居倉庫 97 戸沢村 戸澤藩船番所

48 酒田市 本間家旧本邸 98 戸沢村 幻想の森

49 酒田市 山形県酒田海洋センター 99 戸沢村 白糸の滝ドライブイン

50 酒田市 酒田市立資料館 100 戸沢村 いきいきランドぽんぽ館
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