
滞在型施設を目指したミライニ内には、皆さまから思い思いの時間を過ごしていただけるよう
各エリアに様々なお席をご用意しています。
書架や家具の制作にあたっては酒田産の木材の使用に努めており、伝統工芸等を取り入れるなど、
酒田の文化、自然、風土等の酒田らしさを表現しています。

ミライに、スタート！

「ヒト・モノ・コトが行き交い、多様なコミュニケーションが
創出され、知（地）的好奇心がインスパイアされるみんな
の居場所」を基本理念としています。

「ミライニ」という名前は、「未来に」向かう、「未来に」はばたく、目線を
上にして前に進むようなポジティブなイメージを与えます。ここから始
まる、酒田から「未来に」向かって発信していくという、未来への期待が
込められています。

ミライニに人が集まり、交流し、対話をしながら学び、未来で活躍して
いく。そんなイメージを「本」「船」「芽ぶき」「鳥」「灯台」の５つのモチー
フを一体化させたシンボルです。
　　◎「本」様々な学びの場であること・知識の象徴
　　◎「灯台」場を明るく照らし、温かく見守るように
　　◎「船」未来に勢いよく進んでいくように
　　◎「芽」成長していく場所であること
　　◎「鳥」大空を美しく飛翔するような躍動感
集中線が下に向いているのは、元気に飛び立った鳥が「集まる」「酒田
へ帰る」意味を持つため。
ミライニが訪れる人にとって心地よく光り輝くための始まりの場所とな
るようにと願いを込めています。

施設の基本理念 知（地）のアリーナ

施設の４つの基本方針

NAMING CONCEPT　ネーミングコンセプト

LOGO CONCEPT　ロゴコンセプト

情報発信の場
◎ 庄内地方、酒田らしさを
 積極的に発信する。
◎ 明確な情報が拡散、
  口コミで広がる。

子育ての場
◎ 親子で気兼ねなく、
 安心し、利用できる。

学び、成長する場
◎ 地域を知り、学び、好きになる。
◎ 市民の知的好奇心に応え、
 支援し、暮らしを豊かにする。

交流の場
◎ 日常のライフシーンに応える。
◎ 市民も、観光客も寛ぎ、交わる。

●新刊情報はデジタルサイネージでご覧いただけます（館内4台）。●館内は
無料Wi-Fiをご利用いただけます。●dマガジン（電子雑誌）をご覧いただけま
す（同時接続10台）。●拡大読書機が必要な方はスタッフにお問い合わせ
ください。●飲み物はフタ付きに限ります（持ち込み可）。●食べ物の持ち込
みやパソコンの使用については館内のルールに従ってください。●電源コン
セントのある席もご用意しています。●ゴミはご自身でお持ち帰りください。

1F 2F 3F

フロアマップ
Floor Map

エリアマップ
Area Map

24時間年中無休でご利用できる、262台収容可能な市営の立体
駐車場です。ミライニ利用を問わず、所定の時間内であれば2時間
まで無料でご利用いただけます。 （令和4年4月30日供用開始）

●駐車場使用料

  8:00～22:00
  0:00～  8:00
22:00～24:00
24時間以内＝上限1,000円
24時間を超えた場合＝1,000円（24時間毎）＋110円/30分

最初の２時間まで無料 ２時間を超える分は110円/30分

110円/30分

酒田駅前駐車場
Parking

酒田駅前観光案内所
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吹抜吹抜

吹抜吹抜

吹抜吹抜
光の湊
ロビー 2階

カウンター

光の湊エリア中央に芝生の広場を設けています。市民の憩いの場と
してご利用いただけます。
イベント等で広場を占有して使用したい場合は、申請により有料で
お貸しします。 （令和4年8月1日供用開始）

ミライニ広場
MIRAINI Square

●広場使用料（占用する場合）

9:00～13:00
10円／㎡ （営利目的2倍、興行目的5倍）13:00～17:00

17:00～21:00 ※広場面積は645㎡

ミライニ 広場
（令和4年8月1日
供用開始）

2階 ル・ポットフー

1階 月のみち

酒田駅前交流拠点施設ミライニ 

酒田駅前観光案内所

酒田市立中央図書館

月のホテル

広場2広場3

酒田駅前駐車場

分譲マンション
ポレスター

酒田駅前レジデンス

庄内交通バス
トラベルカウンター

（令和4年8月1日供用開始）
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駐輪場ミライニ 

ミライニHP InstagramFacebook酒田市立図書館HP〒998-0023 山形県酒田市幸町一丁目10番1号
酒田市立中央図書館 TEL：0234-24-2996
酒田駅前観光案内所 TEL：0234-24-2454
FAX：0234-43-6313（共通）　e-mail：info@miraini-sakata.jp
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観光案内所前の展示コーナーでは、
地域伝統工芸品の展示や酒田の四
季折々の風物を発信しています。
パンフレットコーナーでは、酒田市内をはじめと
した庄内地域周辺の観光地のパンフレットや旬
の街の情報を取り揃えております。

酒田駅前観光案内所 １階
Sakata Tourist Information Center

M
IR
A
IN
I Facility inform

ation

展示コーナー・
パンフレットコーナー

本を読む・しらべる・語らう
■閲覧席数／約340席（1階・2階）

■セルフ貸出

■セルフ返却

観光客と市民がお気に入りの場所やお店を紹
介しあう、双方向参加型のイラストウォールマッ
プです。毎月テーマを変えて酒田の魅力を発
信します。
テーマ別のマップ情報のアーカイブを無料配
布しておりますので、ぜひご利用ください。

観光情報コーナー まちなかウォールマップ

大正14年（1925）に本間光丘の奨学
の遺志を継ぎ開館した光丘文庫の紹
介と所蔵資料の映像、資料の一部を
展示しています。

■予約席
インターネットコーナー（1階4席）としずかな部屋（45
席）は座席予約システムで予約してご利用いただきます。

光丘文庫紹介コーナー

郷土作家コーナーでは、郷土の
偉人を学ぶことができます。

中央図書館の中央にある「おはなしの部屋」。子どもたち
が木のぬくもりを感じながら、読み聞かせをしたり自由に
本を読んだりできる心地よい居場所です。

3階に研修室を2室設けています。研修室の使用については申請が必
要です。使用日の3か月前から受付可能です。詳しくはスタッフにお問
い合わせください。

郷土作家コーナー（2階）

コインロッカー
●コインロッカー使用料

小型8台（幅345mm、高さ405mm、奥行き575mm） 100円／日

大型8台（幅345mm、高さ840mm、奥行き575mm） 400円／日

●研修室使用料

9:00～13:00 1室 760円/4時間 （営利目的2倍、興行目的5倍）
※日曜祝日は19時閉館のため、17:00～19:00の2時間で380円
※ミーティングルームミナトは、予約がない場合に一般開放予定

13:00～17:00
17:00～21:00

エンガワラウンジの地場産杉を
用いたベンチには、庄内刺し子
のクッションを配し、お米をモ
チーフにしたテーブルがアクセン
トになっています。

酒田市立中央図書館 １～３階
Sakata City Library

酒田市内をはじめとした庄内地域周辺の観光地のパンフレットや旬の街の
情報を取り揃え、ミライニから始まる旅のお手伝いをさせていただきます。
また、案内カウンターで観光自転車の無料貸出を行っております。

※支払方法は現金（100円硬貨のみ）となります。電子マネーなどはご利用できません。
※両替機の設置はございません。カウンターでの両替もできませんのでご了承願います。

マップ情報アーカイブの検索はこちらから

光丘文庫の紹介ページ
はこちらから

【開館時間】 9:00～19:00　
【休館・休業日】 年末年始：12/31～1/2
◆観光自転車貸出（無料） ※案内所カウンターで申し込みが必要です。

【開館時間】 9:00～21:00（日曜日及び祝日は19:00まで）
【休館日】 定期休館日：毎月第2・第4水曜日
 年末年始：12/29～1/3  その他：図書整理期間で年間7日以内
◆所蔵数／約25万冊（令和3年3月31日現在） 

1階に5台、2階に2台の自動
貸出機を設置しており、利用
される方がご自身で貸出処
理を行うことができます。

1階予約本コーナーでは、
予約本の受け取りから貸
出し手続きまで、ご自身で
行うことができます。

光の湊共用ロビーに中央図書
館の返却口を用意しています。
返却する資料は返却口に投入
していただきます。

■蔵書の検索
1階に4台、2階に2台の蔵書検索機（OPAC）を設
置しています。そのほか、フロアスタッフが本を探す
お手伝いをしますので、お気軽にお声かけください。

本を借りる・さがす

研修室（ミーティングルームチョウカイ・ミナト）（3階）

■おはなしの部屋　

もりのゆりかごエリアの木玉プール。様々
な樹種の地場産材から作った木玉に触れ
て遊ぶことができます。

山居倉庫をモチーフにした「とんが
りベンチ」も特徴です。子どもたち
に人気のコーナーになるはず。

■木玉プール
児童エリアにはベビールームを用意していま
す。おむつ交換台や調乳用シンクも完備。授乳
室のほか、パパも利用可能なミルク室も設置し
ています。

■ベビールーム

児童エリア（1階）

※1室定員45人 2室つなげて使用する場合は最大90人収容可能

Kids Area

木のぬくもりを
感じる！

三角屋根が

カワイイ！

パパも
入れる！

土門　氏や

吉野弘氏などは

必見です！

※酒田駅前観光案内所は、日本政府観光局（JNTO）の外国人観光案内所認定制度において、カテゴリー1
　（常駐でなくとも何らかの方法で英語対応可能、地域の案内を提供）に認定されています。

https://miraini-sakata.jp/sakata-lib/kokyubunko/

https://miraini-sakata.jp/kanko/wallmap/


