
GoToトラベル　登録宿泊施設リスト（長井市・南陽市・白鷹町・飯豊町）

         ⇒　ご予約は「やまがたアルカディア観光局」まで！！　　℡0238-88-1831

番号 宿泊地域 宿泊施設名 宿泊プラン名／利用条件（参考）
通常　1人当り

宿泊代金（参考）

GoToトラベル

最大35％給付額

1人当り宿泊料金（参考）

GoToトラベル最大35％

給付後お支払い実額

1人当り宿泊料金（参考）

宿泊施設

住 所
参考URL

1 長井市 タスパークホテル
朝食付 朝ご飯は3種類からチョイス

平日：ツイン2名1部屋利用
8,000円税込 2,800円 5,200円税込 〒993-0011 山形県長井市館町北６−２７ http://www.taspark.co.jp/

2 長井市 はぎ苑
基本プラン

平日：和室一般客室・3名以上1部屋　1泊2食
12,100円税込 4,235円 7,865円税込 〒993-0075 山形県長井市成田２１７０−２ https://www.hagien.co.jp/

3 長井市 割烹旅館とらや
本場の味米沢牛すきやき・しゃぶしゃぶプラン

平日.土曜祝前日：和室利用：1泊2食
12,100円税込 4,235円 7,865円税込 〒993-0083 山形県長井市大町3-13 https://toraya-inn.com/

4 長井市 会津屋旅館 平日.土曜祝前日：和室利用：1泊2食 6,380円税込 2,233円 4,147円税込 〒993-0086 山形県長井市十日町1丁目2-37 https://www.mapion.co.jp/phonebook/M05004/06209/20630079202/

5 長井市 土田旅館 平日.土曜祝前日：和室利用：1泊2食 6,050円税込 2,118円 3,932円税込 〒993-0001 山形県長井市ままの上２−３３ https://tsuchidaryokan.localinfo.jp/

6 赤湯温泉 山形座 瀧波
SAKURA01 蔵王石露天風呂付 ツイン

平日：洋室利用　2名1部屋利用　1泊2食
39,765円税込 7,000円 32,765円税込 〒999-2211 山形県南陽市赤湯3005 http://takinami.co.jp/

7 赤湯温泉 上杉の御湯 御殿守
スタンダードプラン山の幸

平日：一般客室・4名以上1部屋　1泊2食
16,500円税込 5,775円 10,725円税込 〒999-2211 山形県南陽市赤湯９８９ https://www.gotenmori.co.jp/

8 赤湯温泉 森の湯旅館
リーズナブル・プライベートダイニング　プラン

平日：和室利用　2名1部屋利用　1泊2食
13,200円税込 4,620円 8,580円税込 〒999-2211 山形県南陽市赤湯５４８ https://www.morinoyu.co.jp/

9 赤湯温泉
大正ロマン香る癒やしの宿

 丹波館

特選　お手軽価格で料理長自慢の和会席を楽しむ♪

平日：和室利用　2名1部屋利用　1泊2食
10,500円税込 3,975円 6,525円税込 〒999-2211 山形県南陽市赤湯１０１４ https://www.tanbakan.com/

10 赤湯温泉 丹泉ホテル
肌に優しい寛ぎの湯と季節替わりの和会席♪

平日：和室利用　2名1部屋利用　1泊2食
10,350円税込 3,623円 6,727円税込 〒999-2211 山形県南陽市赤湯９８８ https://www.tansen.co.jp/

11 赤湯温泉 湯宿 升形屋
米沢牛＆グラスワイン付き♪

平日：和室８畳利用　2名1部屋利用　1泊2食
11,000円税込 3,850円 7,150円税込 〒999-2221 山形県南陽市椚塚１２９１−１ http://masugataya.net/

12 赤湯温泉
美術館のような宿

旅館大和屋

四季の創作料理　当館スタンダード２食付プラン

平日：和室10畳利用　2名1部屋利用　1泊2食
13,000円税込 4,550円 8,450円税込 〒999-2211 山形県南陽市赤湯９７２ http://ryokan-yamatoya.com/

13 赤湯温泉 旅館 松島館
特選山形牛と旬の会席料理プラン

平日：通常洋室利用　2名1部屋利用　1泊2食
22,000円税込 7,000円 15,000円税込 〒999-2211 山形県南陽市赤湯７２５ http://matsushimakan.co.jp/

14 赤湯温泉 旅館 大文字屋
米沢牛満足プラン

平日：和室利用　2名1部屋利用　1泊2食
14,040円税込 4,914円 9,126円税込 〒999-2211 山形県南陽市赤湯１００３ http://daimonjiya.com/

15 赤湯温泉
櫻
サクラユ　サンシュユ

湯　山茱萸

スタンダードプラン　部屋食＋和食会席

平日：和室利用　露天風呂付き客室利用　1泊2食
38,500円税込 7,000円 31,500円税込 〒999-2211 山形県南陽市赤湯７４０ http://sansyuyu.jp/

16 南陽市 釣宿場 長者屋敷
四季の創作料理　当館スタンダード

平日：和室12帖（風呂なし）　1泊2食
12,000円税込 4,200円 7,800円税込 〒992-0472 山形県南陽市宮内４４０２−２８ http://chouja.fishing/

17 南陽市 いとや旅館   （宮内）
米沢牛ステーキ付　山形グルメプラン

平日：和室14畳利用　2名1部屋利用　1泊2食
11,000円税込 3,850円 7,150円税込 〒992-0472 山形県南陽市宮内1024 https://travel.rakuten.co.jp/HOTEL/54682/

18 鷹野湯温泉 鷹野湯温泉 パレス松風
季節のおすすめ　緑風宿泊プラン

平日：本館和室利用　2名1部屋利用　1泊2食
10,350円税込 3,623円 6,727円税込

〒992-0812 山形県西置賜郡西置賜郡白鷹町

                     大字十王５６８７−８
http://www.shirataka.or.jp/

19 白鷹町 木林森カフェB＆B
ベッド・アンド・ブレックファスト

洋室ツイン利用：平日.土曜祝前日　1泊朝食
6,050円税込 2,118円 3,932円税込

〒992-0832 山形県西置賜郡白鷹町

　　　　　   大字荒砥乙557-5
https://kirinmor.wixsite.com/bed-and-breakfast/rooms__rates

20 飯豊町 HOTEL SLOW VILLAGE
朝食＆カフェ(フリードリンク)付

平日：洋室スーペリアツイン利用　1泊朝食
6,578円税込 2,303円 4,275円税込

 〒999-0602 山形県西置賜郡飯豊町

                      大字萩生３５４９−１
http://hotel-slow-village.com/

21 添川温泉 添川温泉 しらさぎ荘
湯治基本プラン

平日：和室利用　2名1部屋利用　1泊2食
7,700円税込 2,695円 5,005円税込

〒999-0605 山形県西置賜郡飯豊町

                     大字添川３０２０−５
http://www.iide-shirasagi.com/

22 白川温泉 白川温泉 白川荘
基本プラン

平日：和室利用　2名1部屋利用　1泊2食
9,180円税込 3,213円 5,967円税込

〒999-0424 山形県西置賜郡飯豊町

                      大字数馬２１８−１
http://snow-man.net/

23 飯豊町 農家民宿　いろり 和室利用：平日.土曜祝前日　1泊2食 6,800円税込 2,380円 4,420円税込
〒999-0436 山形県西置賜郡飯豊町

                     大字岩倉559
http://iide-irori.com/

24 飯豊町 農家民宿　庄太郎 和室利用：平日.土曜祝前日　1泊3食 6,800円税込 2,380円 4,420円税込
〒999-0436 山形西置賜郡飯豊町

                     大字岩倉88
https://www.noukanooyado.net/oyado/13syotaro

■この旅行は Go To トラベル事業支援対象です。

【給付金の受領について】

国からの給付金はお客様に対して支給されま す。当社および GoTo トラベル事務局 は、給付金をお客様に代わって受領（代理受領）致しますので、お客様は、宿泊代金に対する給付金を差し引いた「お支払い実額」をお支払いいただくこととなります。

お客様は、当社 および GoTo トラベル事務局 による代理受領についてご了承のうえお申込みください。なお 、お取消しの際は、所定の取消料を申し受けます。

※別途、10月1日以降宿泊された方に、宿泊代金に応じた地域共通クーポンが付与されます。（宿泊代金の15％程度・1,000円単位）
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