宿泊めぐり

泊まって楽しむ！雫石•田沢湖•角館
限定

500枚

チケット

雫石町の宿から1施設と田沢湖・角館の宿から1施設
に宿泊できる、お得な宿泊チケットです。お友達や
ご家族とご一緒にゆったりお過ごしください。

雫石の施設＋田沢湖・角館の施設

15,000 円

【各１泊２食 １名様】

（税込）

●販 売 期 間

平成30年11月1日（木）〜
完売の場合、追加販売はいたしません。

●ご利用期間

平成30年11月5日（月）〜平成31年3月20日
（水）
※金・土・休前日及び 12/21〜1/6 を除く

●販 売 場 所

①雫石町観光物産センター 9：00〜17：00
岩手県岩手郡雫石町寺の下 46-3 雫石駅 1F
TEL 019-692-5138 ／ FAX 019-692-5914
②仙北市観光情報センター「角館駅前蔵」9：00〜17：30
秋田県仙北市角館町上菅沢 394-2
TEL 0187-54-2700 ／ FAX 0187-54-1755

家族で
ほっこり！

③仙北市田沢湖観光情報センター「フォレイク」 8：30〜17：15
秋田県仙北市田沢湖生保内字男坂 68
TEL 0187-43-2111 ／ FAX 0187-43-2077
④西木観光案内所 8：30〜17：15
秋田県仙北市西木町小山田字八津 249-1
TEL・FAX 0187-42-8480

●お問合せ ──────────────────
雫石・田沢湖・角館地域誘客促進事業実行委員会
事務局：
（一社）しずくいし観光協会
〒020-0524 岩手県岩手郡雫石町寺の下 46-3
TEL 019-692-5138 ／ FAX 019-692-5914

雫石限定

No.
──────

ご宿泊券

※ご利用はいずれも 1 泊 2 食・1 室 2 名様以上となります。（お部屋タイプ、食事
内容は各宿まかせとなります）
※同伴者様がチケットをお持ちでない場合、通常料金でのご利用となります。
※温泉施設利用の場合、入湯税は、別途現地でお支払いください。
※ご予約は、各施設へ直接お申込みください。お申し込みの際は、宿泊めぐり
チケットをご利用の旨をお伝えください。
※キャンセル料については、各施設の宿泊約款によります。

田沢湖・角館限定

No.
──────

ご宿泊券

利用期限：平成30年11月5日（月）〜平成31年3月20日（水）

利用期限：平成30年11月5日
（月）
〜平成31年3月20日
（水）

・現金との交換はできません。
・利用期間を過ぎた場合、利用及び払い戻しはできません。
・紛失時の再発行はできません。
・キャンセル料については、各施設の宿泊約款によります。

・現金との交換はできません。
・利用期間を過ぎた場合、利用及び払い戻しはできません。
・紛失時の再発行はできません。
・キャンセル料については、各施設の宿泊約款によります。
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TEL 019-692-5138

いわて雪まつり

くつろいで
ゆったり！

紙風船上げ

火振りかまくら

田沢湖高原雪まつり

泊まって冬を楽しもう！

ご利用施設 下記の「雫石エリア施設」と「田沢湖・角館エリア施設」から各１施設をお選び頂きそれぞれ１泊できます。

雫石エリア施設

田沢湖・角館エリア施設

❶ 赤い風車

❻ 温泉ペンション くまさんち

❶ プラザホテル山麓荘

〒020-0574 雫石町鶯宿 10-75-2
☎019-695-3211

〒020-0585 雫石町長山岩手山有根 5-35
☎019-693-2027

〒014-1201 仙北市田沢湖生保内字駒ヶ岳 2-32
☎0187-46-2131

❷ ホテル加賀助

❼ ペンションさんりんしゃ

❷ 田沢高原ホテル

〒020-0574 雫石町鶯宿 7-47
☎019-695-2216

〒020-0585 雫石町長山岩手山 22-195
☎019-693-2311

〒014-1201 仙北市田沢湖生保内字駒ヶ岳 2
☎0187-46-2311

❸ 長栄館

❽ ホテル偕楽苑

❸ リゾートホテルニュースカイ

〒020-0574 雫石町鶯宿 6-7
☎019-695-2121

〒020-0574 雫石町鴬宿 10-3-1
☎019-695-2111

〒014-1201 仙北市田沢湖生保内字下高野 73-3
☎0187-46-2006

❹ 鶯宿温泉 清光荘

❾ 川長

❹ 青荷山荘

〒020-0574 雫石町鶯宿 6-14-1
☎019-695-2136

〒020-0574 雫石町鴬宿 10-31-23
☎019-695-2171

〒014-1201 仙北市田沢湖生保内字下高野 73-14
☎0187-46-2256

❺ 雫石プリンスホテル

❿ ロッヂたちばな

❺ ログハウスの宿 仙人

〒020-0584 雫石町西根栗木平 152
☎019-693-1119

〒020-0585 雫石町長山有根 3-5
☎019-693-3356

〒014-1201 仙北市田沢湖生保内字下高野 71-96
☎0187-46-2619

❻ café+inn That Sounds Good!
〒014-1204 仙北市田沢湖田沢字潟前 160-58
☎0187-43-0127

❼ あきた芸術村 温泉ゆぽぽ
〒014-1192 仙北市田沢湖卒田字早稲田 430
☎0187-44-3333

❽ 角館温泉 花葉館
〒014-0344 仙北市角館町西長野古米沢 30-19
☎0187-55-5888

【田沢湖 ·角館エリア利用施設】

【雫石エリア利用施設】

施設名

担当者

利用日

施設名

㊞

担当者

利用日

㊞

FAX：019-692-5914
送信先：雫石・田沢湖・角館地域誘客促進事業実行委員会
事務局：しずくいし観光協会 宛

〔雫石・田沢湖・角館 宿泊めぐりチケット購入申込書〕
ふりがな

購入者氏名
様 （

ご 住 所

（〒

―

歳）

）

お電話番号

※申込書確認後、ご連絡可能なお電話番号をご記入ください。

FAX 番号
購入枚数

15,000 円×

枚＝

円（別途、レターパック代が必要となります）

【返信欄】
受付日・受付番号
※当方で記入します。

受付日

平成

年

月

受付

日

番号

＊申込書を FAX で受信後、事務局より受付番号及び振込先を記載した申込書を返信します。
返信から７日間以内に振込み願います。
振込み確認後、４日間以内にチケットを発送しますが、お急ぎの場合は予めご連絡願います。
① 購入金額：
② レターパック代：

円（購入枚数×１５，０００円）
５１０円

お振込金額
＊①＋②＝振込合計金額

円

＊振込手数料は、購入者様負担となります。

振込先

〔個人情報の取扱について〕
ご記入いただきました情報は、旅行券取扱いに係る個人情報の提供について必要な範囲で使用させていただきます。

