


◎掲載されているプランの期間は、7/1～9/30です。　◎表示されている料金　　　　　　　　は、サービス料込、税金別となります。また、利用日や利用人数により異なる場合があります。　◎施設によっては設定除外日を設けている場合があります。　◎詳しくは、各施設へお問い合わせください。

季節の釜飯、お造り、焼物、揚物など旅館の和
食膳又は地元食材を中心としたバイキングを
お楽しみください。

華夕美日本海
TEL.0235-75-2021
鶴岡市下川窪畑1-523
hanayuubi-nihonkai.com

華夕美日本海自慢の会席膳プラン又は
庄内めぐみのバイキングプラン
1泊2食付（お一人様）9,000円～

温泉につかり、お部屋でのんびりお過
ごしください。
松花堂弁当、バスタオル、タオル付。

日帰りプラン

日帰り（お一人様）3,000円～

元

希代の美食家「魯山人」の作品を眺めなが
ら、うつし器で美と美食を愉しむダイニン
グプラン。（除外日：8/1～20）

游水亭 いさごや
TEL.0235-75-2211
鶴岡市湯野浜1-8-7
isagoya.com

魯水の膳

1泊2食付（お一人様）17,000円～

ホテルテトラリゾート
鶴岡
TEL.0235-76-3800
鶴岡市下川東海林場358-3
kairokuen.e-tetora.com

源泉かけ流しの温泉と体にやさしい料理
でリフレッシュしてくださいませ。卓球や
輪投げもございます。

市民・県民リフレッシュプラン

1泊2食付（お一人様）10,000円～

元

元

庄内沖で獲れた紅ズワイガニひとりに1パイ付！
お刺身！平牧三元豚のしゃぶしゃぶ、加茂水族
館のクラゲも付いてます。庄内の素材を中心に
お料理全12品お値段おてごろのご満足です！

はまあかり 潮音閣
TEL.0235-75-2134（受付21時まで）
鶴岡市湯野浜1-26-4
meicoop.com/hamaakari

庄内んめものプラン

1泊2食付（お一人様）10,000円～
牛格付けランクA5の米沢牛のしゃぶしゃぶ付！紅
ズワイガニまるごと1パイ付！お刺身は盛合せス
タイルで！あれもこれもで「ごんげだお膳」になっ
てます。お腹いっぱいお楽しみくださいませ！

ごんげだ味覚プラン

1泊2食付（お一人様）15,000円～

食事の量は少なめ充実コースで通常プランよりお一人様2,000
円お得に。通常15：00チェックインのところ、1時間早く14：00
から可能でゆったりお過ごしいただけます。※表示料金は2名
様1室ご利用時です。（除外日：7/23～25、8/1～15、9/19～21）

海辺のお宿 一久
TEL.0235-75-2121
鶴岡市湯野浜1-10-29
ikkyu.co.jp

県民リフレッシュプラン
お食事はイス、テーブル！早めの到着も安心ゆったりステイ

1泊2食付（お一人様）16,000円～

元気回復キャンペーン対象施設元

元

通常のコースに、グラス生ビール１杯お付
けします。

地魚コース

1泊2食付（お一人様）7,000円～
通常のコースに、グラス生ビール１杯お付
けします。

マグロコース

1泊2食付（お一人様）8,300円～

温泉民宿

真砂子屋
TEL.0235-75-2057
鶴岡市湯野浜1-19-16

元

夏の海を見下ろすお部屋でリフレッシュ。
お料理は当館宿泊プラン「いい塩梅」を無
料グレードアップ。あわび踊り焼き付。

海辺の宿 都屋

鶴岡市湯野浜1-7-3
miyakoya-yunohama.com

1泊2食付（お一人様）10,000円～

TEL.0235-75-2101

山形県民限定
『いい塩梅・アッパーバージョン』

温泉入浴付、ご宿泊（食事なし）プランとな
ります。

ホテル 海山

鶴岡市湯野浜1-14-38
h-kaizan.com

1泊食事なし（お一人様）5,000円～
温泉でのんびり、素泊まりプラン

TEL.0235-76-3300

元

個室食で提供する名物浜焼き・兜揚げも
付いたプランです。（+2,000円で山形牛ス
テーキ80g付に変更可）
（休前日+2,000円）（除外日：7/22～8/16）

竹屋ホテル

鶴岡市湯野浜1-9-25
takeyahotel.co.jp

1泊2食付（お一人様）10,800円～
個室会食場（数量限定）or最上階レストラ
ン会食が選べます。
（休前日・お盆期間+5,000円・日曜日+1,000円）
（除外日：7/1～21・8/17～9/30）

家族旅行応援！
夏休み限定プラン

1泊2食付（お一人様）12,800円～

TEL.0235-75-2031

スタンダードプラン
米の粉ぶたの藻塩しゃぶしゃぶ付

2名様～利用可能。
（除外日：8/7～15）

湯野浜ホテル

鶴岡市湯野浜1-3-36
www9.plala.or.jp/yunohama

1泊2食付（お一人様）8,000円～

TEL.0235-75-2359

リフレッシュプラン

通常の基本となる料理内容の他に姿紅ズ
ワイガニ各1杯付。※2名様以上での平日
料金
（除外日：7/20～8/17）

海辺の宿 福住

鶴岡市湯野浜温泉1-9-31
yunohama-fukuzumi.com

1泊2食付（お一人様）10,000円～
居ながらにして雄大な日本海が見える客室で
のお食事。11：00～15：00の時間内でのご利
用。お風呂もどうぞ。※3名様からのご利用
（除外日：7/20～8/17）

海鮮 松花堂プラン

日帰り（お一人様）2,980円～

TEL.0235-75-2141

スタンダードプラン

大人1名毎にワンドリンク付。大人3名以上で更に選べる特典プラス！
（除外日：7/23～25、8/8～15、9/19～21）

奧湯野浜温泉龍の湯

鶴岡市湯野浜2-4-47
tatsunoyu.jp

1泊朝食付（お一人様）9,800円～ 1泊朝食付（お一人様）10,000円～

TEL.0235-75-2241

市民・県民リフレッシュプラン

6/1～7/21、8/18～ 7/22～8/17

地元還元！早め遅めの夏休み
夕食はお部屋で家族ゆったりプラン

地元還元！早め遅めの夏休み
夕食はダイニングで家族ゆったりプラン

通常5名1室利用で17,000円（お一人様）が
12,000円で宿泊できます。夕食はお部屋
で食事プランです。（休前日+3,000円）
（除外日：7/22～25、8/1～22）

亀や

鶴岡市湯野浜1-5-50
kameya-net.com

通常2名1室利用で15,000円（お一人様）が
10,000円で宿泊できます。夕食はダイニン
グで食事プランです。（休前日+3,000円）
（除外日：7/22～25、8/1～22）

TEL.0235-75-2301

1泊2食付（お一人様）12,000円～ 1泊2食付（お一人様）10,000円～

源泉100％源泉かけ流しの温泉で、日頃の
疲れを癒してみては！？（休日前+500円）
（除外日：7/20～8/17）

温泉民宿

しらはま屋

鶴岡市湯野浜1-15－7
www16.plala.or.jp/sirahamaya

1泊2食付（お一人様）6,000円～

TEL.0235-75-2275

しらはまプラン

①～⑤からお選びください。①岩ガキと牛ステー
キ（8/21まで）②山形牛すき焼きと紅ズワイガニ
③地魚の煮魚と車エビフライ④和牛ステーキと
鮑ミニステーキ⑤わっぱ煮と刺身皿盛り
（休前日+3,000円）（除外日：夏季・お盆期間）

愉海亭 みやじま

鶴岡市湯野浜1-6-4
yukaitei-miyajima.com

1泊2食付（お一人様）13,000円～

両プラン共に休憩室・お食事・入浴付、
フェイスタオル・バスタオル付。
日帰り10：30～16：00
夕帰り15：00～21：00

日帰りプラン・夕帰りプラン
日帰り（お一人様）4,500円～
夕帰り（お一人様）6,000円～

TEL.0235-75-2311

メイン料理セレクション（選べる料理）

湯野浜温泉観光協会 TEL.0235-75-2258

湯野浜温泉
開湯1,000年、広大な砂浜と日本海に沈む夕日を眺めながら

温泉につかり心身ともに癒される時間をご堪能ください。

開湯1,000年、広大な砂浜と日本海に沈む夕日を眺めながら

温泉につかり心身ともに癒される時間をご堪能ください。

湯野浜温泉 湯野浜温泉
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癒しの源泉かけ流しの宿

温海荘
TEL.0235-43-2888
鶴岡市湯温海甲188
atsumiso.com

源泉かけ流しの温泉でリフレッシュ。通常
12,000円（税別）→2,000円引きの10,000
円（税別）。平日限定特別プランになりま
す。※1室2名様以上でお申込みください。

癒しの源泉かけ流し
温泉満喫プラン

1泊2食付（お一人様）10,000円～

宿泊された方にあつみ温泉の人気ラーメン店、
久太・河畔・ますもとで使える500円券をプレゼ
ント。川風を感じながらのまち歩きをどうぞ。（2
名様以上）（除外日：7/24～26、8/12～15）

あつみ温泉

瀧の屋
TEL.0235-43-3025
鶴岡市湯温海甲169
takinoya.jp

瀧の屋
あつみ温泉ラーメン店コラボプラン♪

当館の会席料理の中で、もっともお得な
会席コースです。ご予算に合せてお気軽に
ご利用ください。

当館の会席料理の中でもお客様から大変
人気のある定番料理となっています。
ワンランク上の華やぎ会席をお楽しみくだ
さい。

たちばなや
TEL.0235-43-2211
鶴岡市湯温海丁3
tachibanaya.jp

スタンダードプラン
季節の彩り会席

1泊2食付（お一人様）16,000円～

旬の味覚と贅沢食材を堪能！
季節の華やぎ会席

1泊2食付（お一人様）12,000円～

元気回復キャンペーン対象施設元

元 元

元

夕食は旬の食材を使った和食膳。朝食には韓国出身
女将の辛旨「夏用ビビンバ」と「キムチ」が味わえます。
ビビンバとキムチは持ち帰りもできます。（生卵or目玉
焼きどちらか選べます。持ち帰りは卵・キムチなし）

仙荘 湯田川

鶴岡市湯田川乙13
senso.jp

1泊2食付（お一人様）10,000円～
日帰り入浴と韓国出身女将の辛旨「夏用ビビ
ンバ」と「キムチ」が味わえます。ビビンバとキ
ムチは持ち帰りもできます。（生卵or目玉焼き
どちらか選べます。持ち帰りは卵・キムチなし）

本場韓国の辛旨料理で
コロナと夏を乗り越えよう！
日帰り（お一人様）4,000円～

TEL.0235-35-3773

本場韓国の辛旨料理で
コロナと夏を乗り越えよう！

源泉かけ流しの3つの貸切風呂を無料貸切
♪本館九兵衛にも湯めぐりOK！個室風食事
処で手づくりでき立て料理に舌鼓♪全室禁
煙♪※表示料金は2名様1室ご利用時です。

九兵衛別館

珠玉や

鶴岡市湯田川乙39
kuheryokan.com/tamaya

1泊2食付（お一人様）14,000円～
珠玉やは夕食なしのお客様も大歓迎♪源泉
かけ流しの3つの貸切風呂を無料貸切♪個
室風食事処で美味しい朝食に舌鼓♪全室禁
煙♪※表示料金は2名様1室ご利用時です。

【片泊まり・一泊朝食付プラン】3つの源泉
源泉かけ流し貸切風呂と美味しい朝食！

1泊朝食付（お一人様）8,000円～

TEL.0235-35-3535

【基本プラン】3つの源泉かけ流し貸切
風呂と季節の手づくりできたて料理

皆様に支えられて営業を再開しています。
ありがとうございます。～滞在中いつでも
入浴できる源泉かけ流し温泉・季節の女
将手料理～

理太夫旅館

鶴岡市湯田川乙51
ridayu.jp

1泊2食付（お一人様）10,000円～
宿泊の目的に合わせてお食事（夕・朝）の
有無が選択できます。

自分流の旅
おひとりさま歓迎

1泊食事なし（お一人様）6,000円～

TEL.0235-35-2888

1日3組様おもてなしスタイル
個室食・貸切風呂有り

当館基本プランの「庄内名物和会席膳」に14
時チェックインと11時チェックアウト+夕食
時ワンドリンクサービス（ハーフグラスサイ
ズ）の特典を付けたスペシャルプランです！！

あつみ温泉

高見屋別邸 久遠

鶴岡市湯温海字湯之尻83-3
atsumionsen-kuon.com

1泊2食付（お一人様）8,954円～
当館人気の「庄内名物和会席膳」+ズワイガニ60
分食べ放題+貸切風呂50分1回無料の特典付。さ
らにお部屋は当館の5階・6階のお部屋をご用意い
たします。※お部屋を指定する事は出来ません。

1泊2食付（お一人様）11,682円～

TEL.0235-43-4119

【やまがた県民応援割】特典付１万ポッキリ！
基本プラン「庄内名物和会席膳」

【やまがた県民応援割】
ズワイガニ60分食べ放題+特典付

山形牛のしゃぶしゃぶがメインの会席膳。
朝食は、真鯛たっぷりの鯛めしが好評の和
食膳。〆は、だしをかけて茶づけで。※表
示料金は2名様1室ご利用時です。

萬国屋

鶴岡市湯温海丁１
bankokuya.jp

1泊2食付（お一人様）17,000円～
米の娘豚のしゃぶしゃぶをメインとした会
席膳。朝食は、真鯛たっぷりの鯛めしが好
評の和食 膳。〆は、出汁をかけて茶づけ
で。※表示料金は2名様1室ご利用時です。

米の娘豚しゃぶしゃぶ会席膳

1泊2食付（お一人様）15,000円～

TEL.0120-085-980
（受付 9：00～19：00） 

山形牛しゃぶしゃぶ会席膳

「チラシを見た」とお申込みの際にお伝えくださいませ。
夕食時に、生ビール1杯またはソフトドリンク1杯サービス。さらに「温泉の素（1回分）」を
お一人様1袋プレゼント。

あつみ温泉

かしわや旅館

鶴岡市湯温海甲191
atsumi-kashiwaya.com

1泊2食付（お一人様）12,000円～ 1泊2食付（お一人様）12,000円～

TEL.0235-43-2011

かしわやスタンダードプラン（山形県民向け）

期間中お子様の宿泊料金が通常の半額と
なっております。木造の小さな旅 館です
が、ご家族で是非お過ごしください。

（除外日：7/23～26、8/8～16、9/19～22）

あつみ温泉

東屋旅館

鶴岡市湯温海甲171
adumaya.net

1泊2食付（お一人様）10,000円～
温泉に浸かってから地元食材を沢山使っ
た美味しい食事を楽しんでください。

（除外日：7/23～26、8/8～16、9/19～22）

気軽な日帰りプラン

日帰り（お一人様）3,000円～

TEL.0235-43-2345

お子様半額！
家族でのんびりプラン

小学生3,500円　幼児2,500円

親しい皆様とご一緒にごゆっくりお過ごし
ください。貸切なのでお子様連れで遊び
放題。
※10名様以上でお申込みください。

湯田川温泉

つかさや旅館

鶴岡市湯田川乙52
tsukasaya.gr.jp

1泊2食付（お一人様）10,000円～
お部屋でゆったりお過ごしになれます。食
事は個室でご案内。お風呂は貸し切り風呂
でのご案内になります。（11：00～15：00）
※2名様以上でお申込みください。

1日2組限定日帰りプラン

日帰り（お一人様）5,000円～

TEL.0235-35-2301

10名様以上で旅館1棟貸切プラン

源泉かけ流しの温泉でほっとして、季節の美味し
物を食べて、ゆったりのんびりすごしてください。
チェックイン 14：00
チェックアウト 11：00

ますや旅館

鶴岡市湯田川乙63
yu-masuya.net

1泊2食付（お一人様）10,000円～

TEL.0235-35-3211

県民ゆったりプラン

全13室禁煙の小さな湯宿。手づくりでき立ての
美食を朝夕個室で。温泉付客室5室と無料貸切
風呂。別館珠玉やの3つの貸切風呂へ湯めぐり
無料。※表示料金は2名様1室ご利用時です。

九兵衛旅館

鶴岡市湯田川乙19
kuheryokan.com

1泊2食付（お一人様）16,500円～
岩場に生息する天然の岩ガキを贅沢に使い
ます。岩ガキポン酢、岩ガキ握り、岩ガキ唐
揚げ、焼き岩ガキなど。（期間：6/20～7/31）
※表示料金は2名様1室ご利用時です。

九兵衛の絶品シリーズ庄内の夏の海の
幸と言えば岩ガキ【岩牡蠣の膳】

1泊2食付（お一人様）20,500円～

TEL.0235-35-2777

【基本プラン】源泉かけ流し温泉と
朝夕個室の季節の手づくりできたて料理

チェックイン15：00～、チェックアウト15：00
のまる一日滞在プラン。昼食付でゆっくり
出来て心もからだもリフレッシュ！

湯田川温泉

隼人旅館

鶴岡市湯田川乙56
hayato-ryokan.jp

1泊3食付（お一人様）13,000円～

TEL.0235-35-3355

【平日限定】午後までゆっくりプラン

湯田川温泉

共同浴場
料　金
時　間

休業日
泉　質

200円
7：00～19：00
下記清掃時間は入浴できません
正面湯／9：00～10：30
田の湯／10：00～11：30
無し
ナトリウム・カルシウム-硫酸塩温泉

※共同浴場をご利用の際は、船見商店で入湯券をお求めいただき、ドアを開けてもらってください。
※ご宿泊のお客様は、お泊まりの各旅館でご対応いたします。

正面湯

湯治に最適な
良質の天然

源泉かけ流し温泉

あつみ温泉 湯田川温泉
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元気回復キャンペーン対象施設元

個室・別室でのお食事をご案内いたしま
す。季節の先付3品、あんかけ、焼き物、刺
身、揚げ物、汁物、焼きおにぎり、漬物、デ
ザートをお出しいたします。

個室・別室でのお食事をご案内いたしま
す。季節の先付3品、あんかけ、焼き物、刺
身、揚げ物、汁物、季節の逸品料理、焼きお
にぎり、漬物、デザートをお出しします。

TEL.0235-73-2003
鶴岡市三瀬己91
sakamotoya.sanze.net

1泊2食付（お一人様）14,300円～

季節の庄内浜
満喫コース

1泊2食付（お一人様）12,100円～

網元ならではの新鮮な海の幸を味わい、
宿からの雄大な日本海を眺めながら心ゆ
くまでお寛ぎください。

漁師の宿ならではで鮮度は抜群、当然美
味い！四季折々の獲れたての食材を味わ
い、ごゆっくりとお寛ぎください。

旅館 仁三郎
TEL.0235-73-2109
鶴岡市大字三瀬己308
nisaburo.co.jp

リフレッシュお泊りプラン

日帰り（お一人様）3,300円～

リフレッシュお食事プラン

1泊2食付（お一人様）11,000円～

元

季節の庄内浜
腹八分目コース

元

鶴岡市由良3-16-31 
yaotome.in.net

令和2年、八乙女のおすすめ通年プラン！
由良の味覚を存分に味わってくださいま
せ。（客室グレードアップ+2,000円）（休前
日+3,000円）（除外日：夏期7/18～8/16）

ちょっぴり贅沢八の膳

1泊2食付（お一人様）12,000円～

TEL.0235-73-3811

由良温泉

八乙女

料理・宿

坂本屋

岩ガキ、柳カレイの唐揚げ、サザエのガー
リックバター焼き、鰰の正油漬け、その他
全部由良の食材。

由良温泉

ほり旅館

鶴岡市由良2-3-33 
horiryokan.com

1泊2食付（お一人様）8,800円～

TEL.0235-73-3158

魚貝はぜ～んぶ由良産プラン

由良産！新鮮なあわびの刺身かバター焼
きをお選びください。

1泊2食付（お一人様）12,000円～

あわびプラン

海の幸から山の幸、旬の味覚を厳選いたし
ました。
お手頃なお値段でお試しいただける一押
しプラン。

ホテル

サンリゾート庄内

鶴岡市由良3-17-21
sunresort-shonai.net

1泊2食付（お一人様）8,000円～

おいしい庄内まるかじりプラン

TEL.0235-38-8088

庄 内 浜 で採 れた魚をつかい 、夏には 岩
ガキなど、新 鮮な魚でおもてなしいたし
ます。

民宿 本間義一

鶴岡市由良2-3-24
h-giiti.jp

1泊2食付（お一人様）8,000円～

庄内浜のお魚腹いっぱいプラン

TEL.0235-73-2552

◎掲載されているプランの期間は、7/1～9/30です。　◎表示されている料金　　　　　　　　は、サービス料込、税金別となります。また、利用日や利用人数により異なる場合があります。　◎施設によっては設定除外日を設けている場合があります。　◎詳しくは、各施設へお問い合わせください。

北海屋旅館
TEL.0235-22-0901
鶴岡市日吉町2-34 
machiyado.net/associate/hokkaiya machiyado.net/associate/murakamiya

ホテル・
アルファーワン鶴岡
TEL.0235-25-1212
鶴岡市末広町18-41
alpha-1.co.jp/tsuruoka

村上屋旅館
TEL.0235-22-0737
鶴岡市本町1丁目2-17

何も考えず、ゆっくり、のんびり、日ごろの
疲れをとりませんか？

のんきな我家プラン

1泊朝食付（お一人様）5,000円～

ご家族一緒のお部屋にお泊りいただける様、大き
いお部屋をご用意。夕朝二食付ながらも夕食をコ
ンパクトに抑えて、リーズナブルな料金でお泊り
いただけるプランです。※2名様以上でのご利用。

1泊2食付（お一人様）5,728円～

夕食では街なか飲食店等のご利用をお考えの
方に適した朝一食付のシンプルなプランです。
本プランにはお子様料金がございますのでお
問い合わせください。※2名様以上でのご利用。

1泊朝食付（お一人様）4,637円～

夕朝二食付
バリューパック・ファミリープラン

朝一食付
ファミリープラン

日中は海、山、名所を巡り、夜は市内の飲
食店をお楽しみください。

1泊朝食付（お一人様）6,900円～

日中は海、山、名所を巡り、夜は市内の飲
食店をお楽しみください。

1泊食事なし（お一人様）4,900円～

元

鶴岡巡り 朝食付プラン 鶴岡巡り 素泊りプラン

夏の鶴岡の自然・味覚をお楽しみいただけ
ますようお待ちしております。

朝食付プラン

1泊朝食付（お一人様）5,000円～

近くに居酒屋さんが多数、ビジネス・観光
にお手頃料金です。

1泊朝食付（お一人様）5,500円～

朝食付プラン

「ルームシアター」無料サービス実施中!
大好評のシーズン・プランをご用意させて
いただきました。皆様のご宿泊を心からお
待ちしております。

1泊食事なし（お一人様）3,950円～

「ルームシアター」無料サービス実施中!
お得なシーズン・プランにご朝食をセット
いたしました。皆様のご宿泊を心からお待
ち申し上げております。

ご朝食付シーズン・プランシーズン・プラン

1泊朝食付（お一人様）4,678円～

1室1名様朝食付の宿泊プランです。朝食
定番の料理はもちろん、郷土料理も楽しん
でいただけるようご用意しております。

1泊朝食付（お一人様）5,900円～

1室2名様朝食付の宿泊プランです。朝食
定番の料理はもちろん、郷土料理も楽しん
でいただけるようご用意しております。

1泊朝食付（お一人様）6,900円～

＜シングルルーム＞和洋ビュッフェの
朝食で元気ヤマモリ

＜ツインルーム＞和洋ビュッフェの
朝食で元気ヤマモリ

庄内の夏の味覚を日替わりでどうぞ。お部
屋はバス・トイレ付でご用意いたします。

しっかり食べてビジネスプラン

1泊2食付（お一人様）7,000円～

いさみや旅館

鶴岡市末広町20-12 
http://machiyado.net/associate/isamiya

TEL.0235-22-2788

月山荘

鶴岡市上畑町10-77
gassanso.jp

TEL.0235-23-1125

奈良館

鶴岡市日吉町2-35
machiyado.net/associate/narakan

TEL.0235-22-1202

ホテルイン鶴岡

鶴岡市美咲町33-27
tsuruoka.hotelinn.jp

TEL.0235-29-5000

石狩屋旅館

鶴岡市大宝寺町2-30
ishikariya.travel.coocan.jp

TEL.0235-22-1247

せっかく鶴岡に来たんだもの！

※事前予約が必要です。

ゆらまちっく戦略会議
TEL：0235-73-2905

http://yura-yamagata.jp/

鶴岡らしい体験してみませんか!?

100nenmori.          .jp/

地曳網

貝がら
クラフト

磯ガニ
釣り八乙女浦

クルージング
潮の流れや
風を感じる

磯ガニとの
知恵比べ⁉

思い出を
形に…大漁の喜びを

体験

由良温泉・三瀬地区 まちやど・ホテル
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元気回復キャンペーン対象施設元◎掲載されているプランの期間は、7/1～9/30です。（スイデンテラスは8/6まで休業のため、プラン期間は8/7～9/30までとなります。）
◎表示されている料金は、サービス料込、税金別となります。また、利用日や利用人数により異なる場合があります。
◎施設によっては設定除外日を設けている場合があります。　◎詳しくは、各施設へお問い合わせください。

元

山形県民限定プラン、1泊2食付。
2～3名利用でさらにお得に。選べる夕食は
日本料理 村上、又は、レストランモナミで
お楽しみください♪

1泊2食付（お一人様）12,000円～

山形県民限定
選べる夕食付プラン

県や地元産の食材をふんだんに使った朝
食が楽しめるプランです。
※スイデンテラスは8/6まで休業のため、
プラン期間は8/7～9/30までとなります。

1泊朝食付（お一人様）7,530円～
朝食付プラン

鶴岡市の中心街にあり、荘内病院や飲食店もすぐ近くて便
利です。※県内在住の方か確認いたしますので、チェック
インの際に身分証のご提示をお願いします。

ホテルステイイン

山王プラザ

鶴岡市山王町6-8
stayin.ytbldg.jp/stayin/s

1泊軽朝食（お一人様）3,910円～

TEL.0235-35-0600

市民・県民リフレッシュプラン 市民・県民リフレッシュプラン

JR鶴岡駅から徒歩1分。ビジネス・観光の拠点として大変
便利です。※県内在住の方か確認いたしますので、チェッ
クインの際に身分証のご提示をお願いします。

ホテルステイイン 山王プラザ
プレミアアネックス

SHONAI HOTEL

SUIDEN TERRASSE

鶴岡市末広町2-1
stayin.ytbldg.jp/stayin/sa

1泊軽朝食（お一人様）3,910円～

TEL.0235-24-3666

鶴岡市錦町2-10
tdh-tsuruoka.co.jp/

TEL.0235-24-7611

阪急阪神第一ホテルグループ

東京第一ホテル鶴岡

鶴岡市北京田下鳥ノ巣23-1
suiden-terrasse.yamagata-design.com

TEL.0235-25-7424

重要文化財　旧鶴岡警察署庁舎

　1950年に創立した致道博物館は、今年70周年を迎えまし
た。元々は庄内藩主酒井家の御用屋敷であり、鶴岡の歴史や
文化を知るうえで欠かせない施設です。70周年記念展の中
でも、8月1日から始まる「日本遺産、庄内、悠久の歴史」では、
庄内にある3件の日本遺産の歴史を辿りながら、庄内の地域
性とは何か知ることができます。この機会に、鶴岡庄内の歴
史に触れてみませんか。

つる宿 つるおか観光ナビ 元気回復キャンペーン

鶴岡市家中新町10-18　TEL.0235-22-1199

ホテル
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