山形県米沢市 新型コロナウイルス感染症緊急経済対策
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東北6県及び新潟県在住の方で、宿泊プランをご利用の方
※連泊予約の場合、1 泊分のみキャンペーン対象とさせていただきます。
※税抜 3,000 円以上のプランからご利用が可能です。

割 引 額

半額割引

1人1泊あたり通常利用料から

平日※月〜木・日曜 割引上限7,000 円

金・土曜 割引上限5,000 円

7 月 22・23・24・25 日、8 月９・13・14・15 日は割引上限 5,000 円となります。
※各種クレジットカードの利用可否は直接施設へお問い合わせください。
※税別料金からの半額割引となります。
※キャンセル料は割引対象となりませんのでご注意ください。

対象施設

チラシ裏面をご覧ください

申込方法

対象施設に直接電話でご予約いただき、
｢宿で癒されてキャンペーンを予約したい」とお伝えください

※割引上限 5,000 円設定の日は除く

50 名様に

※キャンペーン期間中でも予算額に達し次第、終了することがございます。
※他のキャンペーンとの併用はできません。

宿泊施設に直接電話でお問い合わせ、
宿で癒されてキャンペーンを予約

が当たる !!

通常利用料から１人１泊あたり
割引額を差し引いて請求

宿泊利用者

お願い

※当選者の発表は商品の発送をもって
かえさせていただきます。

宿泊施設

新型コロナウイルス感染症の拡大を防ぐため、発熱（37.5
利用をご遠慮いただきます様お願いいたします。

度以上）や咳、体調不良等の症状のある方は

対象施設は裏面を
ご覧ください。

当キャンペーンの詳細や米沢の観光情報については、以下のホームページをご確認ください！

(一社）米沢観光コンベンション協会

米沢観光Navi

http://yonezawa.info/

http://www.yonezawa-kankou-navi.com/

「米沢撮レジャーコンテスト2020」

インスタグラム等に所定のハッシュタグを付けて米沢の写真を投稿して、
米沢の魅力を発信してください！賞に選ばれた方には、温泉宿泊券や

米沢牛ギフト券が贈られます。

米沢市新型コロナウイルス感染症緊急経済対策 キャンペーンお問い合わせ

（一社）米沢観光コンベンション協会

詳しくはこちら！

TEL 0238-21-6226

電話受付時間／

9：00 〜 17：00

〒992-0052 山形県米沢市丸の内 1-4-13 上杉神社臨泉閣内
検索
E-mail info@yonezawa.info 米沢観光コンベンション

ステイホームありがとう！宿で癒されてキャンペーン

対象施設一覧

対象施設は全て「宿泊施設における新型コロナウイルス対応ガイドライン(第１版)」を遵守しており、
感染症対策をしっかり行って営業しておりますので、安心して御利用ください。

小野川

温泉旅館

白布
新高湯
姥湯
滑川
大平
湯の沢

うめや旅館
扇屋旅館
小野川温泉 河鹿荘
旭屋旅館
亀屋万年閣
ししどや旅館 寿楽荘
宝寿の湯
鈴の宿 登府屋旅館
高砂屋旅館
二階堂旅館
名湯の宿 吾妻荘
別館 吾妻園
小野川保養センター
やな川屋旅館
湯杜 匠味庵 山川
白布温泉 東屋旅館
白布温泉別邸 山の季
中屋別館 不動閣
湯滝の宿 西屋
吾妻屋旅館
桝形屋
福島屋旅館
滝見屋
時の宿すみれ

ホテル・旅館

粋の宿 招湯苑
小町の湯 やまぼうし
東京第一ホテル米沢
東横イン米沢駅前
ビジネスホテル ホテル平成
ビジネスホテルみき
ベストウェスタン ザ ジャポナイズ米沢
ホテル・アルファーワン米沢
ホテルつたや
ホテルベネックス米沢
ホテルモントビュー米沢
ホテルルートイン米沢駅東
丸万旅館
丸宮旅館

米沢スキー場
天元台スキー場

ペンション等

高原ロッヂ 山太郎
コテージ 山太郎Ⅰ
コテージ 山太郎Ⅱ
ＴＡＮＰＯＰＯ−ＩＮＮ
ペンション アルペン
ペンション ヴェンシス
ペットと泊まれるペンション おもちゃばこ
ロッヂ 鳩時計
アルブ天元台
ペンション アミティエ
ペンション エーデルワイス
ペンション かもしか
ペンション こまくさ
ペンション パル

民 宿・民 泊・
その他

笠松温泉 笠松旅館
喜多路
くろす家かふぇＨ
農家民宿 善左エ門
農家民宿 若松屋
民宿 白布屋
民泊あおぞら館

米沢市小野川町 2494
米沢市小野川町 2432
米沢市小野川町 2070
米沢市小野川町 2437-1
米沢市小野川町 2481
米沢市小野川町 2565
米沢市小野川町 2584
米沢市小野川町 2493
米沢市小野川町 2427
米沢市小野川町 2495
米沢市小野川町 2471
米沢市小野川町 2421
米沢市小野川町 2305-1
米沢市小野川町 2486
米沢市小野川町 2436
米沢市大字関 1537
米沢市大字関 3931-4
米沢市大字関 1514
米沢市大字関 1527
米沢市大字関 3934
米沢市大字大沢字姥湯 1
米沢市大字大沢 15
米沢市大字李山 12127
米沢市大字関根 12703-4

0238-32-2911
0238-32-2521
0238-32-2221
0238-32-2111
0238-32-2011
0238-32-2800
0238-32-2214
0238-32-2611
0238-32-2224
0238-32-2900
0238-32-2311
0238-32-2312
0238-32-2306
0238-32-2211
0238-32-2811
0238-55-2011
0238-55-2141
0238-55-2121
0238-55-2480
0238-55-2031
090-7797-5934
0238-34-2250
0238-38-3360
0238-35-2234

米沢市門東町一丁目 4-5
米沢市赤芝町 1472-1
米沢市中央一丁目 13-3
米沢市東三丁目 5-28
米沢市福田町一丁目 1-8
米沢市駅前三丁目 4-4
米沢市下花沢二丁目 5-22
米沢市東三丁目 3-26
米沢市大町三丁目 1-20
米沢市門東町三丁目 2-16
米沢市門東町三丁目 3-1
米沢市下花沢二丁目 10-20-9
米沢市中央三丁目 9-28
米沢市駅前三丁目 4-10

0238-21-5066
0238-32-2277
0238-24-0411
0238-22-2045
0238-24-1050
0238-23-4531
0238-24-0026
0238-21-7111
0238-22-2354
0238-23-1811
0238-21-3211
0238-26-1121
0238-23-0640
0238-21-0158

米沢市万世町刈安 24156-119
米沢市万世町刈安 24156-130
米沢市万世町刈安 24156-171
米沢市万世町刈安 24156-82
米沢市万世町刈安 24156-74
米沢市万世町刈安 24156-87
米沢市万世町刈安 24156-131
米沢市万世町刈安 24156-121
米沢市大字李山 12118-6
米沢市大字李山 12118-17
米沢市大字李山 12118-7
米沢市大字李山 12118-24
米沢市大字李山 12118-7
米沢市大字李山 12118-20

0238-28-2857
0238-28-2857
0238-28-2857
0238-28-2631
0238-28-8515
0238-28-8532
0238-28-1837
0238-28-4577
0238-55-2236
0238-55-2251
0238-55-2218
0238-55-2217
0238-55-2137
0238-55-2221

米沢市大字大沢 883
米沢市塩井町宮井 703-2
米沢市万世町堂森 545-3 コスモス 101
米沢市大字関 270
米沢市大字立石 8-1
米沢市大字関 1514-2
米沢市大字上新田 1166

0238-35-2624
0238-37-5523
080-8067-8404
0238-38-4156
0238-38-2446
0238-55-2006
070-1143-1166

御予約に関するお問合せは、上記の施設に直接電話でお問い合わせください。

