富山県南砺市

長野県安曇野市

岩手県遠野市

武蔵野市では、友好都市の９施設を市民宿泊助成の対象にしています。
ご家族やご友人と魅力あふれる友好都市を訪れてみませんか。

助成対象
助成額
利用回数
利用方法

武蔵野市民に限ります。
お一人につき１泊３，０００円を宿泊金額から割り引きます。
※ 3,000 円に満たない場合は､その宿泊費の額
制限はありません。
各自でご予約のうえ、宿泊時に免許証や保険証など住所がわかる
ものをご持参ください。市役所での手続きは不要です。

富山県南砺市
〒939-2513 富山県南砺市利賀村上百瀬 482
TEL ０７６３－６８－８４００ FAX ０７６３－６８－２１３２
http://www.tenjiku-onsen.com/

併

南砺市利賀地域の最高峰「金剛堂山」の麓、1,100 メートルの深さから湧出
した天竺の湯。趣のある岩風呂や桧風呂、露天風呂は、アルカリ性単純泉の美人
の湯で美肌効果が高く、神経痛、疲労回復などに効用があります。百瀬川の渓谷
を臨む大自然の中、開放感あふれるひとときをお楽しみ下さい。

助成適用前のお一人様宿泊基本料金（1 泊 2 食付き・税込み）
大人（中学生以上）
小学生
幼児

和室Ａ（８畳）
１０，９５０円
６，０４８円 ＊大人料理
５，１８４円 ＊大人料理

和室Ｂ（８畳＋板間）
１１，４９０円
４，９６８円
３，９９０円

洋室（ツイン）
１２，０３０円
＊お子様ランチ
＊お子様ランチ

＊年末年始、GW、お盆、そば祭り(例年 2 月中の約 3 日間)の期間は特別料金となります。

〒939-1835 富山県南砺市立野原東 1514
TEL ０７６３－６２－８１８１ FAX ０７６３－６２－８１９１
http：//sakuragaike.co.jp/
里山のリゾートホテルでのんびりステイ。富山、金沢観光にもかかせない最高の
拠点。時間に追われるあわただしい毎日を忘れ、のどかな里山で過ごすスタイル
はいかがですか。クアガーデンの周辺は桜ヶ池やクライミングセンターなど、開
放的なアウトドアスポットが目の前にあります。自然の中で体を動かすと身も心
もリフレッシュできますね。また、クアガーデンは観光のベース拠点としてもお
すすめです。

助成適用前のお一人様宿泊基本料金（1 泊 2 食付き・税込み）
スタンダードツインルーム
デラックスルーム
大人（中学生以上）
１０，８００円～
１１，８８０円～
小学生
７，５６０円 ＊小学生向け食事
６－３歳（寝具付）
５，９４０円 ＊お子様プレート

和洋室
１２，９６０円～

＊休前日、GW、8 月(１日~28 日)、おわら風の盆 、9 月城端むぎや祭り期間、年末年始は特別料金となります。
〒939-1913 富山県南砺市田向 333-1
TEL ０７６３－６６－２３１６ FAX
http：//www.gokasansou.com/

０７６３－６６－２７１７

山間ののどかな田園風景の中に五箇山温泉「五箇山荘」。日本の伝統的な民謡「こ
きりこ」でも有名な民謡と民話の宝庫「こきりこの里」、囲炉裏を囲んでの民話を
体験できる村上家や流刑小屋等（など）が徒歩圏内で、世界文化遺産の五箇山合掌
造り集落「菅沼（すがぬま）」と「相倉（あいのくら）」のちょうど中間に位置し
車で約１０分と観光に適した立地にあります。五箇山荘では、自然で素朴なおもて
なしを心がけております。あなたの寛ぎの空間がきっと見つかります。

助成適用前のお一人様宿泊基本料金（1 泊 2 食付き・税込み・ON シーズン）Ｂ・Ｄタイプ 3 名以上でご利用
大人（中学生以上）
小学生
幼児

Ａタイプ（洋室⁻定員 2 名）
Ｂタイプ（和室 10 畳）
D タイプ（和室 10 畳）
１４，０００円
１３，０００円
１２，０００円
大人料金から 1,000 円引きになります。
2,000 円 ＊素泊まり

＊お部屋、人数によって料金が異なりますので、詳しくは施設にお問合せください。
〒939-1681 富山県南砺市才川七アローザ村
TEL・FAX ０７６３－５５－１９６９
http://www.iox.or.jp/
富山県南砺市の医王山にある花と森のコテージです。春の桜、しゃくなげ、夏のあ
じさい、秋のキバナコスモス、そして落葉樹など群生の花と樹々、優しい風と空、季
節をお楽しみ下さい。４人棟・６人棟には温泉を完備していますが、是非、近くのホ
テル大浴場もご利用下さい。全天候型ＢＢＱで楽しく賑やかに、自炊も可能です。食
材は地元産の山菜、お米、野菜そして富山の新鮮なお肉やお魚を提供しています。
周辺にはパークゴルフ場・ドッグラン・体育館など、冬のスキー・スノーボードも
楽しんでいただけます。富山・石川県の観光の宿泊地としてもご利用下さい。

助成適用前のコテージ１棟あたりの宿泊基本料金
4 人用
6 人用
20 人用

12 月～3 月（平日）
１５，１２０円
２１，６００円
５９，４００円

7 月～8 月（平日）
１４，０４０円
２０，５２０円
５６，７００円

左記以外（平日）
１２，９６０円
１９，４４０円
５４，０００円

＊休前日、お盆、年末年始の期間は特別料金となります。
＊４人用・６人用宿泊利用の場合、別途に入湯税をいただきます。（１２歳以上 1 名につき１泊１５０円）

長野県安曇野市
〒399-8201 長野県安曇野市豊科南穂高 6780 番地
TEL ０２６３－７２－８５６８ FAX ０２６３－７２－８５６９
http://villageadumino.freebook.jp/

併

北アルプスの景観との調和を図った建物は、信州の民家「本棟造り」の特徴を取
り入れています。各種研修会・会議、スポーツ合宿、ご家族旅行、スケッチ旅行な
ど多目的に、どなたにもご利用いただけます。また、人数や時期により、隣接施設
等において宙吹きガラス制作体験やとんぼ玉制作体験を行うこともできます。

助成適用前のお一人様宿泊基本料金（1 室 3 名様以上でご利用の場合で 1 泊 2 食付き・税込み）
大人（高校生以上）
子供（小・中学生）
幼児（３才以上）

安曇野コース
１０，０４５円
８，８６０円
４，７００円
２，０００円

研修・合宿コース
８，６４０円
７，４５５円
＊お子様用食事
＊素泊まり

＊土曜日は特別料金として 1,080 円が加算されます。GW、お盆、お正月料金はお問い合わせください。
〒399-8211 長野県安曇野市堀金烏川 11-1
TEL ０２６３－７３－８５００ FAX ０２６３－７３－８５０１
http:// www.holiday-you.co.jp/

併

北アルプスの山々を望み、緑ゆたかな田園風景が広がる安曇野・堀金。須砂渡
渓谷の近くにある「ほりでーゆ～四季の郷」は、天然温泉を利用した温泉宿泊施
設です。近くには、国営アルプスあづみの公園やキャンプ場、オートキャンプ場、
ゴルフ場、テニスクラブもあり、渓流釣りなどアウトドアライフも楽しめます。

助成適用前のお一人様宿泊基本料金（1 室 3 名様以上でご利用の場合で 1 泊 2 食付き・税込み）
大人（中学生以上）
小学生以下（大人料理）
小学生以下（お子様料理）

ツイン(本館)
１０，９５０円
９，７２０円
７，５６０円

和室(１０畳)
１０，４１０円
９，２８８円
７，２３６円

露天風呂付
１５，２７０円
１３，６０８円
１０，５８４円

＊休前日、夏期(施設の定める期間)、年末年始、GW 等は２，１６０円増しとなります。
〒399-8103 長野県安曇野市三郷小倉 6524-1
TEL ０２６３－７７－７７１１ FAX ０２６３－７７－５２１２
http://www.fineview.co.jp/index2.php

併

標高８００ｍの高台に立つ「ファインビュー室山」は眺望が自慢の公共の宿。
夜は松本市街地の夜景が見えてロマンティック。大切なあの人に「この景色を見
せたい」と思うこと間違いないです。
展望露天温泉はゆったりとお湯につかりながら安曇野・松本平を一望でき、特
に美しい夜景は時の過ぎることすら忘れさせてくれます。

助成適用前のお一人様宿泊基本料金（1 室 3 名様以上でご利用の場合で 1 泊 2 食付き・税込み）
大人（中学生以上）
小学生以下

ツイン
和室・和洋室
展望風呂付
１２，０３０円
１３，１１０円
１５，２７０円
大人料金の７０％＊大人料理の場合
大人料金の５０％＊お子様料理

＊金曜日・土曜日・祝前日・夏期(7/20~8/19)等は 2,160 円増しとなります。
＊年末年始(12/31~1/3)は 3,240 円増しとなります。

岩手県遠野市
〒028-0553 岩手県遠野市土淵町柏崎 7-175-2
TEL ０１９８－６２－２８３４ FAX ０１９８－６２－５９６９
http://www.tono-suikouen.jp/
太陽熱を利用したトロン温泉がある、憩いと癒しの施設です。遠野市街を望む
高台にあり、民話のふるさとにふさわしい自然環境に囲まれています。また、6
万 2 千平方メートルの広大な敷地には緑豊な庭園を備え、自由に散策ができるの
も水光園ならではの魅力です。遠野地方の伝統的家屋「南部曲り家」に宿泊する
こともできます。

助成適用前のお一人様宿泊基本料金（1 室 3 名様以上でご利用の場合で 1 泊 2 食付き・税込み）
大人（高校生以上）
中学生
小学生
幼児

新館・本館の宿泊料
曲り家の宿泊料（1 組限定 17 名まで）
９，２２０円 ＊1 室 2 名 9,820 円
８，７９０円
８，５２０円
７，３８０円
２，８００円 ＊１泊２食付 ＊素泊まりの場合は無料
〒028-0524 岩手県遠野市新町 1-10
TEL ０１９８－６０－１７００ FAX
http://www. aeria-tohno.com/

０１９８－６０－１７０２

季節との出逢い、文化との出逢い、人と人との出逢い…
日本のふるさと「遠野」ですてきな何かに出逢える宿。その出逢いの案内人が
当宿の「語り部」です。旅の拠点として、地域の交流の場としてご利用ください。

助成適用前のお一人様宿泊基本料金（1 室 3 名様以上でご利用の場合で 1 泊 2 食付き・税込み）
トリプルシーズン S
大人（中学生以上）
１６，０７７円
小学生
１１，２５３円
幼児
８，０３８円

トリプルシーズン A
１３，５０５円
９，４５３円
６，７５２円

トリプルシーズン B
１２，４７７円
８，７３３円
６，２３８円

トリプルシーズン C
１１，４４８円
８，０１３円
５，７２４円

＊ご宿泊日によって料金が異なりますので、詳しくは施設にお問合せください。

※各施設では、割引後の金額をお支払いいただきます。
※宿泊料金を超えて助成を受けることはできません。
※施設によって、国民健康保険・後期高齢者医療制度加入者は、国民健康保険・後期高齢者医療制度
保養施設利用助成制度が併用できます。
ご利用の際は、市役所保険課またはお近くの市政センターで事前の手続きが必要です。
利用申請など詳しくは保険課へお問合せください。 保険課 Tel：0422-60-1834
併 マークがある施設は補助の併用が可能な施設です。
※お部屋、宿泊日、宿泊人数によって、料金が異なりますので、詳しくは各施設にお問合せください。
【お問い合わせ】武 蔵 野 市 交 流 事 業 課 （本庁西棟 7 階）
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町２－２－２８
Tel 0422-60-1806 Fax 0422-51-9408 E-mail
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