第二弾

かづのに泊まってエールキ ンペーン
ャ

かづのを
応援
しよう！

秋田県鹿角市に泊まっておいしい楽しいを満喫！

3,000

今
な
ら

（限定

40,000 名）

円 おトク！

新型コロナウイルス感染拡大の影響が、観光業界に大打撃を与えています。かづのに元気
を取り戻してもらいたい。そんな思いを込めて「かづのに泊まってエールキャンペーン
ゴールドプラン」を実施することになりました。期間中は地元食材を使ったお料理
やおもてなしのお菓子がグレードアップするなどのサービスをご用意しているほ
か（※宿によって内容は異なります）
、各宿の宿泊費がいつもより 3,000 円も
オトクに！ この機会に、かづのを堪能してみませんか？

8 月 20日 販売開始！
対象期間

2020 年

9月1日（火）-

1月31日（日）

2021 年

※この期間に宿泊される分が対象となります。定員になり次第終了します。 ※宿泊者全員のお名前と連絡先をお伺いします。
※18 才以上の宿泊者全員の身分証明書をご提示いただきます。

予約方法
対 象

ご希望の宿に直接ご予約をお願いします。お電話又は各お宿の公式ＷＥＢサイト、
宿泊予約サイトをご利用ください。 ※裏面の注意事項をご確認の上、ご予約ください。

東北６県在住の方

【ご来訪される皆様へお願い】以下の症状がある方はご来訪をお控えください。

おトク！

◯37.5℃以上の発熱がある方 ◯風邪の症状（発熱・咳・くしゃみ・喉の痛みなど）がある方 ◯強いだるさ（倦怠感）や息苦しさ（呼吸困難）がある方
◯身近に新型コロナウィルス感染症の感染者や濃厚接触者がいる方 ◯その他体調に不安がある方

１泊２食付

18,000 円

１泊２食付

15,000 円

１泊２食付

12,000 円

15,000円 12,000円 9,000円

◎ 裏面で各宿泊施設のプランをご確認
ください。宿により紅葉シーズン、

１泊２食付

9,000 円

6,000円

１泊２食付

7,000 円

4,000円

年末年始、連休など、特定日・休前
日の価格変動が発生する場合があり
ます。詳しくは宿までお問合せください。
◎ 価格は消費税込・入湯税別です。

キャンペーン参加宿泊施設
湯瀬

湯瀬

湯瀬

湯瀬

四季彩り 秋田づくし 湯瀬ホテル

和心の宿

両国旅館

ホテル滝の湯

〒018-5141 秋田県鹿角市八幡
平字湯瀬湯端 43

〒018-5141 秋田県鹿角市八幡
平字湯瀬 40-1

〒018-5141 秋田県鹿角市八幡
平小山 61-8

〒018-5141 秋田県鹿角市八幡
平湯瀬湯端 16

TEL. 0186-33-2311
FAX. 0186-33-2118

FAX. 0186-33-2027

FAX.0186-32-2218

FAX.0186-33-2333

TEL.0186-33-2011

TEL.0186-32-2218

TEL.0186-33-2331

ご予約は
Webから

公式 Webサイト有

湯瀬

姫の湯

公式 Webサイト有

八幡平

八幡平

八幡平

六助旅館

後生掛温泉

銭川温泉

民宿えのぐ箱

〒018-5141 秋田県鹿角市八幡
平字湯瀬湯端 37

〒018-5141 秋田県鹿角市八幡
平熊沢国有林内

〒018-5141 秋田県鹿角市八幡
平トロコ

〒018-5141 秋田県鹿角市八幡
平切留平 20-18

FAX. 0186-33-2378

FAX. 0186-31-2223

FAX. 0186-31-2336

FAX. 0186-31-2636

TEL.0186-33-2324

TEL.0186-31-2221

TEL.0186-31-2336

TEL.0186-31-2632

公式 Webサイト有

八幡平

八幡平

公式 Webサイト有

公式 Webサイト有

八幡平

花輪

蒸ノ湯（ふけのゆ）

八幡平高原ホテル

八幡平大沼茶屋湖

ホテルガーデンかわむら

〒018-5141 秋田県鹿角市八幡
平字熊沢国有林内

〒018-5141 秋田県鹿角市八幡
平熊沢国有林内

〒018-5141 秋田県鹿角市八幡
平字熊沢国有林 3133

〒018-5201 秋田県鹿角市花輪
下花輪 24

FAX. 0186-31-2002

FAX. 0186-31-2647

FAX. 0186-33-2660

FAX. 0186-22-1120

TEL.0186-31-2131

TEL.0186-31-2011

TEL.090-1495-0950

TEL.0186-22-2600

公式 Webサイト有
※シングルはありません。※営業期間は 11 月上旬まで。

花輪

公式 Webサイト有
※営業期間は11月中旬まで。

花輪

公式 Webサイト有

（藤七温泉）

公式 Webサイト有

※営業期間は10月１日から11月上旬まで。

花輪

大湯

五の宮のゆ

ホテル茅茹荘

Minpaku AMBO

ホテル鹿角

〒018-5141 秋田県鹿角市八幡
平永田 1-7

〒018-5201 秋田県鹿角市花輪
下中島 112

〒018-5421 秋田県鹿角市十和
田大湯中谷地 5-1

FAX. 0186-32-3351

FAX. 0186-22-1044

〒018-5201 秋田県鹿角市花輪
字寺ノ後 68
FAX. なし

TEL.0186-32-3300

TEL.0186-23-3126

TEL.070-3320-8739

TEL.0186-37-4111

公式 Webサイト有

大湯

公式 Webサイト有

大湯

FAX. 0186-37-4000
公式 Webサイト有

公式 Webサイト有

大湯

大湯

龍門亭千葉旅館

宿 花海館

岡部荘

元の湯旅館

〒018-5421 秋田県鹿角市十和
田大湯上ノ湯 1 丁目 38-1

〒018-5421 秋田県鹿角市十和
田大湯上ノ湯 34-1

〒018-5421 秋田県鹿角市十和
田大湯上ノ湯 1-1

〒018-5421 秋田県鹿角市十和
田大湯川原ノ湯 43-1

FAX. 0186-37-2629

FAX. 0186-37-2002

FAX. 0186-37-3991

FAX. 0186-37-3028

TEL.0186-37-2211

TEL.0186-37-3221

TEL.0186-37-2245

TEL.0186-37-2031

公式 Webサイト有

大湯

お宿 花彩（旧 御宿馬ぶち）

公式 Webサイト有

公式 Webサイト有

注 意事項◯ 宿泊のご予約はご希望の宿に直接お願いいたします。◯ 宿泊代金は消費税込です。宿によっては別途入湯税（１名
15 0円）がかかります。現 地にてお支払いください。◯チェックインの際宿泊者 全員のお名前と連 絡 先をお伺いします。◯ 子ど

〒018-5421 秋田県鹿角市十和
田大湯川原ノ湯 29-1

も料金の設 定はございません。お宿にお問い合わせください。◯別途 追 加でご利用されたお飲み物代金などは現 地にてご精算

予約用

合がございます。予めご了承ください。◯ 宿泊終了後、アンケートへのご協力をお願いする場合がございます。◯お宿 花彩はリ

（㈱タナックス）

TEL.0186-29-2311

※10/1以降の予約からご対応可能。オープン前
は株式会社タナックスにてご予約を承ります。

ください。◯ 定員に達し次第、キャンペーンは終了となります。◯ 新型コロナウイルス感 染 症の状 況などによって終了となる場

ニューアル工事のため、９月１日から９月3 0日はご予約できません。◯GO TO トラベルとの併用は可能です。ただし、ご利用い
ただけないお宿もございます。詳しくは、各お宿にお問い合わせください。◯冬期休 館のお宿もございます。

［キャンペーンに関する問い合わせ先］地域 DMOかづの観光物産公社

TEL. 0186-22-0555

〒018-5201 秋田県鹿角市花輪字新田町11-4
FAX 0186-22-0222
◎ 宿泊の予約・空室の確認等は各お宿へご確認ください。 E-mail kazunodmo@gmail.com

