
※予約先着順
※複数回利用可
※割引上限有

※連泊は2泊まで可

山形県
米沢市

湯の沢

皆様が宿泊施設を利用すると、心と体が癒されるだけでなく、
宿泊施設を経由して農家さん、お肉屋さん、お魚屋さん、酒屋さん、
クリーニング屋さんなど米沢市全体が元気になります。

東北６県とJR東日本が一体となって行う
大型の観光キャンペーン

「東北デスティネーションキャンペーン」
が開催されます。

山形県米沢市では美しい四季だけでなく、
美味しい食べ物や地酒、

温泉を楽しむことができます。
2021年はいつもと一味違った米沢市で、

家族や友人・大切な人と、
特別な思い出づくりをしませんか。

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。

御予約に関するお問い合わせは、
記載の施設に直接電話で
お問い合わせください。

※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。  ※GoTo トラベルキャンペーンが再開された場合は終了となります。
※緊急事態宣言（自治体独自の宣言を含む）の対象区域については対象外となります。
※予約後にお住まいの地域で緊急事態宣言が発令された場合も対象外となりますのでご注意ください。
※その他、新型コロナウイルス感染症の状況により、対象地域の一部でキャンペーンを停止する場合がございます。
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宿泊施設に直接電話
または市内旅行会社から

泊まって支え合いキャンペーンを予約

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

親戚や友達に
会いに行きたい！

日帰り旅行で
リフレッシュしたい！

アウトドアを
楽しみたい！

温泉で
ゆっくりしたい！

卒業旅行、家族との思い出づくりにご利用ください

米沢市新型コロナウイルス感染症緊急経済対策

※4月30日㈮まで
にチェックインして

いただいた方が対
象となります。

※状況により期間
が変更になる場合
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米沢市内の対象宿泊施設

※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。

1人1泊あたり通常利用料（税込）から半額割引
【平日※月～木・日曜】 割引上限7,000円引き
【金・土曜】 割引上限5,000円引き

※連泊予約の場合、2泊までご利用可能です。 ※税込3,000円以上のプランからご利用が可能です。

東北６県及び新潟県在住の方で、宿泊または
食事を含む日帰りプランをご利用の方

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
バリアフリー鈴の宿 登府屋旅館
高砂屋旅館
二階堂旅館
名湯の宿 吾妻荘
ペットと泊まれる 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
時の宿すみれ

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
0238-32-2314
0238-32-2306
0238-32-2211
0238-32-2811
0238-55-2011
0238-55-2141
0238-55-2121
0238-55-2480
0238-55-2031
0238-35-2234

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
丸宮旅館

姥湯温泉 桝形屋（※4/28から営業）
滑川温泉 福島屋旅館（※4/27から営業）

090-7797-5934
0238-34-2250

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
0238-21-0158

高原ロッヂ 山太郎
コテージ 山太郎Ⅰ
コテージ 山太郎Ⅱ
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 パル

0238-28-2857
0238-28-2857
0238-28-2857
0238-28-8532
0238-28-1837
0238-28-4577

0238-55-2236
0238-55-2251
0238-55-2218
0238-55-2217
0238-55-2221

喜多路
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
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0238-37-5523
0238-38-4156
0238-38-2446
0238-55-2006
070-1143-1166

㈱山形読売旅行会
山交観光㈱米沢案内所
㈱米沢ツーリストサービス
㈱農協観光 おきたま営業支店
㈱トラベル企画
JTB プラネット米沢店
米沢平成観光
山形大学生活協同組合 工学部店

0238-23-6256
0238-22-1022
0238-23-0919
0238-26-2545
0238-22-4891
0238-22-5411
0238-28-0975
0238-21-2713

●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  ☎0238-21-6226
〒992-0052  米沢市丸の内1-4-13 上杉神社臨泉閣内

E-mail　info@yonezawa.info
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検索米沢観光コンベンション

対象期間／ 202
1年4月30日（金）まで
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東北6県と新潟県の
皆様を対象に米沢

市内の対象宿泊施
設の

ご利用がおトクな
キャンペーンを実

施いたします。東北6県と新潟県の
皆様を対象に米沢

市内の対象宿泊施
設の

ご利用がおトクな
キャンペーンを実

施いたします。

対象施設または米沢市内の旅行会社に直接電話
または宿直営のホームページでご予約いただき、

とお伝えください。｢泊まって支え合いキャンペーンを予約したい」

（電話受付時間／9：00～17：00）


