東北6県・新潟県民限定 Gotoトラベルキャンペーン併用 宿で癒されてキャンペーン
対象施設一覧 主な宿泊プラン PR事項
Gotoトラベル
主な宿泊プラン
との併用

施設名

区域

住所 米沢市

電話番号

うめや旅館
扇屋旅館

小野川温泉

小野川町2494

0238-32-2911

可

小野川温泉

小野川町2432

0238-32-2521

申請中

河鹿荘

小野川温泉

小野川町2070

0238-32-2221

可

旭屋旅館
亀屋万年閣

小野川温泉

小野川町2437-1

0238-32-2111

可

小野川温泉

小野川町2481

0238-32-2011

可

①米沢牛・季節の会席膳・選べる米沢牛メイン料理1品チョイス
旬の食材と絶品の米沢牛を味わえる会席膳
②選べる牛肉三昧膳 スタンダードメイン2品チョイス
当館一番人気の7品のメインから2品チョイスできる会席膳
米沢牛のすき焼き しゃぶしゃぶ ステーキの他、山形牛の炙りをセットし
ています。納得のいく内容です。

備考

源泉100％かけ流しの温泉です。
美肌効果も期待できます。
感染予防対策を行いながら、お客さまが安心してご
宿泊していただけるよう努めております。

現金決済のみ
・シンプル湯治プラン ・ １泊 ６､０００円消費税、入湯税別
・米沢牛すき焼 湯治プラン ・ １泊 １０､０００円消費税、入湯税別
湯治プランの夕食に米沢牛のすき焼きがプラス！

ししどや旅館寿楽荘

小野川温泉

小野川町2565

0238-32-2800

可

・米沢牛ミニステーキ 湯治プラン
・ １泊 １１､０００円消費税、入湯税別
湯治プランの夕食に米沢牛のミニステーキ（約１００ｇ）がプラス！

お得な湯治コースとセットのプランで、小野川の温泉
と米沢牛や米沢らーめんをお楽しみいただけます。

・のんびり湯治プラン ・ １泊 ８､０００円消費税、入湯税別
翌日のお昼に米沢ラーメン（醤油）を提供後、チェックアウト！

宝寿の湯

小野川温泉

小野川町2584

0238-32-2214

可

鈴の宿 登府屋旅館

小野川温泉

小野川町2493

0238-32-2611

高砂屋旅館
二階堂旅館

小野川温泉

小野川町2427

0238-32-2224

可

小野川温泉

小野川町2495

0238-32-2900

不可

名湯の湯 吾妻荘

小野川温泉

小野川町2471

0238-32-2311

可

別館 吾妻園

小野川温泉

小野川町2421

0238-32-2312

可

小野川保養センター

小野川温泉

小野川町2305-1

0238-32-2306

可

やな川屋旅館

小野川温泉

小野川町2486

0238-32-2211

可

湯杜 匠味庵 山川
東屋旅館

小野川温泉

小野川町2436

0238-32-2811

可

白布温泉

大字関1537

0238-55-2011

可

別邸山の季

白布温泉

大字関3931-4

0238-55-2141

可

可

その他のプラン40,000円→26000円に！
【GoTo☆フル活用35%割引プラン】米沢のうまいもんを自宅でも♪最
大35％還元で米沢牛とお米・お持ち帰りプラン
今なら35％分の14，000円が国の補助対象！
ご自宅で楽しめる”米沢のうまいもん”をお土産にしたプランになりま
す。
※米沢牛とお米は、大人の人数分をご用意し、指定日に発送いたしま
す。送料込です。
※東北６県と新潟県の皆様へ 申し訳ございませんが、米沢市の宿で癒
されてキャンペーンは適応外となります。
GOTOキャンペーンの35%割引のみとなります。

山形牛すき焼きプラン 13,350円（税込）が
平日 7,350円 金・土 8,350円
米沢牛すき焼きプランもございます。

車いすでも安心のバリアフリー宿です。
ご家族でゆったりとお寛ぎください

明るく眺めの良いお部屋と源泉かけ流しのお風呂で
ゆっくりのんびりとお過ごしいただき、コロナ疲れを癒
してください
客室にかけ流し温泉付き
ペットも同室できます同室できます。
ゆっくりと温泉に入ってお疲れを癒しにお越しくださ
い。
古い施設ですが、客室は1階で足の悪い方にもご利
用しやすいと思います。

山形県民限定10％オフプランがお薦めです。
1泊2食付き、夕食メインは米沢牛（しゃぶしゃぶ、すきやき、ステーキから
選べる）ドリンクオールインクルーシブ（無料)
料金、その他詳細はHPをご覧ください。
A.米沢牛サーロインステーキプラン
キャンペーンの期間おすすめのプランです。
平日／割引適用後価格 15,000円(税込)
休前日・特日／割引適用後価格 18,100円(税込)
B.米沢牛しゃぶしゃぶプラン
平日／割引適用後価格 9,500円(税込)
休前日・特日／割引適用後価格 12,600円(税込)

中屋別館不動閣

白布温泉

大字関1514

0238-55-2121

可

Ｃ.郷土膳 米沢牛付き吾妻膳プラン
平日／割引適用後価格 6,600円(税込)
休前日・特日／割引適用後価格 8,200円(税込)
お一人様 通常12,100円(税込) お一人様 通常13,200円(税込)

当館は白布温泉唯一の最上川源流渓流沿いの
宿です。
標高900ｍの国立公園内 自然いっぱい白布
温泉でリフレッシュしにいらしてください。

D.お料理少なめ お得プラン
平日／割引適用後価格 5,700円(税込)
休前日・特日／割引適用後価格 6,550円(税込)

西屋旅館
吾妻屋旅館
桝形屋旅館
福島屋旅館

白布温泉

大字関1527

0238-55-2480

可

新高湯温泉

大字関3934

0238-55-2031

可

姥湯温泉

大字大沢字姥湯

090-7797-5934

可

滑川温泉

大字大沢15

0238-34-2250

可

滝見屋旅館

大平温泉

大字李山12127

0238-38-3360

可

通常プランに加え、〈ステイホームありがとう！プラン〉好評発売中です！
1泊2食付き 14000円～（税別）
感謝を込めて当地米沢牛（ミニしゃぶしゃぶ）をお気軽に召し上がってい
ただけるプランをご用意しました。

時の宿 すみれ

湯の沢温泉

大字関根12703-4

0238-35-2234

可

スタンダードな基本プランから記念日などのプランに全てご対応いたし
ます。

粋の宿 招湯苑

市内ホテル旅館

門東町1-4-5

0238-21-5066

不可

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
ホテル平成

市内ホテル旅館

赤芝町1472-1

0238-32-2277

可

市内ホテル旅館

中央1-13-3

0238-24-0411

可

市内ホテル旅館

東3-5-28

0238-22-2045

可

市内ホテル旅館

福田町1-1-8

0238-24-1050

可

ビジネスホテルみき

市内ホテル旅館

駅前3-4-4

0238-23-4532

不可

市内ホテル旅館

下花沢2-5-22

0238-24-0026

不可

市内ホテル旅館

東3－3－44

0238-21-7111

可

ベストウェスタン
ザジャポナイズ米沢
ホテルアルファ―ワン米沢

上杉神社も近く、お土産屋さんもあり、観光の立地が
良く、夜は静かで過ごしやすい。
地場の食材を用いた郷土料理をおだししてお出しし
ております。

1泊素泊まり 平日3800円 土曜休前日4300円

＊米沢市麺業組合加盟店お食事券(1,000円)付きプラン
【シングルベッドルーム・喫煙、禁煙】
・素泊まり
6,390円税込
・和朝食御膳付きプラン 7,270円税込
・２食付プラン
9,580円税込

ホテルつたや

市内ホテル旅館

大町3-1-20

0238-22-2354

可

新型コロナウイルスの影響による外出自粛等での
日々の暮らしに協力いただいている皆様、エッセン
シャルワーカーとして暮らしを支えてくださっている皆
様に感謝を込めて。
お疲れ気味の心と体のつかの間の癒しとなりますよう
に。

【ツインベッドルーム】
・素泊まり
5,400円税込×２名
・和朝食御膳付きプラン 6,500円税込×２名
・２食付プラン
8,810円税込×２名
【セミダブルベッドルーム】１名利用 ・ ２名利用
・素泊まり
7,050円税込 5,180円税込×２名
・和朝食御膳付きプラン 8,150円税込 6,280円税込×２名
・２食付プラン
10,130円税込 8,260円税込×２名

駅より徒歩3分 無料駐車場有り
市内最安値 駅近 アクセス良し

可

ホテルベネックス米沢

市内ホテル旅館

門東町3-2-16

0238-23-1811

ホテルモントビュー米沢
丸万旅館
丸宮旅館

市内ホテル旅館

門東町3-3-1

0238-21-3211

可

市内ホテル旅館

中央3-9-28

0238-23-0640

不可

市内ホテル旅館

駅前3-4-10

0238-21-0158

不可

ペンション＆コテージ山太郎

米沢スキー場ペンション

万世刈安24156-119

0238-28-2857

可

TANPOPO-INN

米沢スキー場ペンション

万世刈安24156-82

0238-28-2631

不可

素泊まり税込
シングル6800円 セミダブル2名9500円 セミダブル1名7400円
ツイン2名13000円 ツイン1名9500円
ダブル2名12000円 ダブル1名8640円
朝食付き税込
シングル7800円 セミダブル2名11500円 セミダブル1名8400円
ツイン2名15000円 ツイン1名10500円
ダブル2名14000円 ダブル1名9640円
※チェックイン 15:00～ チェックアウト 10:00～

お寛ぎに泊まりにお越しください！

ご朝食はレストラン会場（和洋から選べるセットメ
ニュー）7:00～9:30

コテージに泊まってバーベキューを楽しもう！

コテージは仲間だけの貸し切りです。

コテージⅠ 31,000円 コテージⅡ 33,000円

BBQコーナーは屋根付きで雨の日もok！

6名様まで 両棟とも1名追加毎に4000円プラス

10名様くらいまでokです。

A 選べる米沢牛ご堪能プラン+もっとお肉プラン
￥11000/1名2食付き税別
（このプランは当キャンペーンのみです）
B ステーキプラン
￥11000/1名2食付き税別

ぜひこの機会に、コロナ不安も払拭される緑豊かな
山の中でゆっくり泊まられて、米沢牛をご堪能くださ
い。

割引きは 平日 ￥5500
金・土・指定日 ￥5000 となります

ペンションアルペン
ペンションヴェンシス

米沢スキー場ペンション

万世町刈安24156-74

0238-28-8515

不可

米沢スキー場ペンション

万世刈安24156-87

0238-28-8532

不可
★癒されてAプラン★～最大半額OFF！米沢牛堪能フルコース
サーロインステーキがメインの当館1番人気、米沢牛を多彩に採り入れ
たフルコースです。
お一人様 通常価格（税別）14,000円（税別）のところ
日～木曜チェックイン⇒7,000円（税別）（半額割引！）
金土・特定日チェックイン⇒9,000円（税別）～

ペンションおもちゃばこ

米沢スキー場ペンション

万世刈安24156-131

0238-28-1837

可

★癒されてBプラン★～お肉増量３００ｇ☆米沢牛焼肉プラン
おもちゃばこ焼肉プランは通常、米沢牛１人前１５０gですが、
今回は倍増で３００ｇご提供いたします！
お一人様 通常価格（税別）14,000円（税別）のところ
日～木曜チェックイン⇒7,000円（税別）
金土・特定日チェックイン⇒9,000円（税別）～
★癒されてCプラン★～お手頃価格で米沢牛焼肉プラン
３プランの中で一番リーズナブルに米沢牛を楽しめるプランです。
お一人様 通常価格（税別）10,000円（税別）のところ…
最大半額割引：5,000円（税別）～

アルブ天元台

天元台

大字李山12118-6

0238-55-2236

不可

1泊2食付き 昼食お弁当 ロープウェイ夏山リフト共通往復券付き
平日 12000円（税別） 休前日13000円（税別）
※2名様以上でお申し込みください。
※ご夕食は天元台おすすめ料理
※お部屋和室/トイレなしタイプです。
※お部屋和室トイレ付タイプ 1000円増（税別）
ご夕食「和牛すき焼き」料理 1000円増（税別）にて承ります。

★ペットと泊まれるペンションです。
全プラン、ペット同伴 OK(犬猫 3 匹までペット料金
はかかりません)
米沢牛を使用したディナーが人気です。
米沢市中心部から車で約 20 分ほどの高原の宿。
四季折々の自然が楽しめ、散歩や山遊びもおすすめ
です。静かで爽やかな空気の中、ゆっくりと非日常の
時間をお過ごしください。
絵本やトランプ等もご用意しており、ペット連れの方
以外にもお子様連れの方にも人気の宿です。

※掲載プラン以外にもご希望に応じた貸し切りプラン
などもご用意できます。お気軽にお問い合わせくださ
い

標高1,350mの天元台高原は磐梯朝日国立公園に
属し、晴れた日には蔵王・鳥海・月山・飯豊・朝日連
峰が一望でき、夜は満点の星空の下で思い出多い体
験ができます。
山形県の母なる川、最上川源流散策
標高1,820mまでリフトを利用した西吾妻トレッキン
グ
星空観測、流星群の観測は天元台高原だからこそ可

【超豪華スペシャルプラン】

ペンションアミティエ

天元台ペンション

大字李山12118-17

0238-55-2251

申請中

ペンションエーデルワイス

天元台ペンション

大字李山12118-7

0238-55-2218

申請中

ペンションかもしか

天元台ペンション

大字李山12118-24

0238-55-2217

ペンションこまくさ

天元台ペンション

大字李山12118-7

0238-55-2137

不可

ペンションパル

天元台ペンション

大字李山12118-20

0238-55-2221

可

笠松旅館
喜多路

笠松温泉

大字大沢883

0238-35-2624

不可

民宿・民泊・その他

塩井町宮井703-2

0238-37-5523

不可

くろす家かふぇH

民宿・民泊・その他

万世町堂森545-3
コスモス101

080-8067-8404

不可

農家民宿善左ヱ門
農家民宿若松屋
民宿白布屋

民宿・民泊・その他

大字関270

0238-38-4156

不可

民宿・民泊・その他

大字立石8-1

0238-38-2446

不可

民宿・民泊・その他

大字関1514-2

0238-55-2006

不可

民泊あおぞら館

民宿・民泊・その他

大字上新田1166

070-1143-1166

可

コース 』 通常 18500円 (税込）ですが、
日〜木曜 →→→ 7000円OFFの 11500円(税込）
金・土・他特定日→→→5000円OFFの13500円(税込）
この機会に是非、チャレンジ♪♪♪挑戦♪♪♪してみてください！

夏シーズン限定 米沢牛肥育農家応援プラン！
米沢牛フィレ120g or サーロイン180g付
10,000円（税別）全日同料金

米沢牛肥育農家応援の気持ちを込めて、ほぼ仕入れ
原価でご提供いたします！
この機会に是非ご賞味ください。楽しんでいただけた
ら嬉しいです！

米沢牛しゃぶしゃぶプラン 米沢牛ステーキプラン
1泊2食付き 13,000円（税別）
土曜日と指定日は1000円プラスになります。

標高1300mの宿で米沢牛を味わってみませんか？
夏はクーラーなしでも涼しいし、星空がとても綺麗で
す。

コスモスの民泊 [くろす家かふぇ H] は、木造アパー
トの一室です。
森の景色や緑の風と過ごす貸し切りスペースとして。
期間中は空白日をつくり、感染予防を心がけます。
48 時間を好きなよ うにご利用ください。 尚、タオル
類以外のアメニティグッズはご準備ください。

■宿泊＋創作和風料理
大 人￥3,000/泊+夕飯￥2,500
中高生￥1,500/泊＋夕飯￥2,500
小学生￥1,000/泊＋夕飯￥2,000
幼 児 無料
■宿泊＋保育〈リモートワーク応援プラン〉
 大人の宿泊料金に以下の保育料をプラスできます。
９：００～14:30 2000円
９：００～17:30 3000円


敷地内にツリーハウスや保育所を併設しています。
幼時から小学生、そして大人まで自然豊かな環境で
遊び、癒される民宿です。

