
■助成適用前のお一人様宿泊基本料金（1室 2名様でご利用の場合・1泊 2食付き・税込み） 

 スタンダードルーム デラックスルーム 和洋室 

大人（中学生以上） １８，５９０円～ ２１，３４０円～ ２３，５４０円～ 

小学生 ８，８００円 ＊小学生向け食事 

６－３歳（寝具付） ７，１５０円 ＊お子様プレート 
＊休前日、GW、8/1～8/28、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。詳しくは宿泊施設へお問い

合わせください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

世界遺産 五箇山からもっとも近い里山スパ＆オーベルジュ。 

金沢・白川郷の周遊にも便利で、日本の原風景にふれられる旅

をお楽しみいただけます。地元となみ野の野菜や天然のいけす 

富山湾の海の恵みなど富山の食材を活かしたフランス料理や里

山会席が好評。また、パティシエによる本格スイーツが人気。天

然温泉の桜ヶ池ナチュラルスパでは、“泳がず運動”をテーマに

した温泉バイタルプールが楽しめます。 

 

 

富山県南砺市・長野県安曇野市・岩手県遠野市 
新潟県長岡市・山形県酒田市 

 

市ホームページ 

さらに詳しい情報はこちら 

武蔵野市では、友好都市の 10 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。 

 

令和 
５年度 

友好 
都市 

〒939-1835 富山県南砺市立野原東 1514（https://sakuragaike.co.jp/） 

TEL 0763-62-8181 FAX 0763-62-8191 

 富山県南砺市 

 

中面もご覧ください ＊天竺温泉の郷は無期限の休業中です。 

助成対象     武蔵野市民（武蔵野市に住所を有する方）に限ります。 

助 成 額     お一人につき、１泊 ごとに 3,000 円 を宿泊金額から割り引きます。 

             （※↑幼児等 3,000 円に満たない場合はその額） 

利用回数     泊数や、利用回数に制限はありません。 

利用方法     ①各自で宿泊施設に予約し、その際、武蔵野市の宿泊助成を利用する旨を伝える。 

②当日、宿泊施設で用紙を記入。 

③武蔵野市在住を証明できる身分証等を、全員分 提示する。 

④会計の際、助成金額分が宿泊費から割引になります。 

※市役所での手続きは不要です。 

  お問合わせ     武蔵野市 多文化共生・交流課 （本庁西棟７階） 

Tel 0422-60-1806 / Fax 0422-51-9408 / E-mail sec-koryu＠city.musashino.lg.jp 

 

ご利用の際は、手指消毒その他、各施設が定める感染防止対策等にご協力ください。 

状況により、助成を休止する場合があります。 休止等については上記ホームページでお知らせします。 



 

 

 

  

〒939-1913 富山県南砺市田向 333-1（https://www.gokasansou.com/） 

TEL ０７６３－６６－２３１６ FAX ０７６３－６６－２７１７ 

■助成適用前のお一人様宿泊基本料金（1室 2名様でご利用の場合・1泊 2食付き・税込み） 

 洋室（定員 2 名） 和室（定員 5 名） 和洋室（定員 5名） 

大人（中学生以上） １３，５００円～ １３，５００円～ １４，６００円～ 

小学生 ９，４５０円～ ９，４５０円～ １０，２２０円～ 

幼児 ５，６１０円～  

＊宿泊時期や人数によって宿泊料金が変わりますので、詳しくは宿泊施設へお問い合わせください。 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

■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） 

 安曇野コース 基本コース(研修・合宿向け) 

大人（高校生以上） １１,３００円 ９,８００円 

子供（小・中学生） １０,３００円 ８,８００円 

幼児（３才以上） ６,０００円  ＊お子様用食事付 

２,８００円  ＊素泊まり 

＊土曜日、祝祭日の前日は特別料金として 1,500円が加算されます。GW、お盆、お正月料金は宿泊施設にお問い合わせください。 

 

 

 長野県安曇野市 

 

 
 

 

 

 

 
 
 

■助成適用前のコテージ１棟あたりの宿泊基本料金（税込み） 

 12 月～３月（平日） ７月～８月（平日） 左記以外（平日） 

４人用 ２０，６８０円 １９，１８０円 １７，６８０円 

６人用 ２９，４００円 ２７，９００円 ２６，４００円 

20 人用 ８６，０００円 ８３，０００円 ８０，０００円 
＊休前日、祝日、お盆、年末年始の期間は特別料金となります。詳しくは宿泊施設へお問い合わせください。 

＊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） 

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
ほんむねづくり

」

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、隣接施設において吹きガラス制作等の体験

を行うこともできます。 

 

富山県南砺市の医
い

王山
おうぜん

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。全天候型ＢＢＱで楽しく賑やかに、また、コテー

ジのミニキッチンで自炊も可能です。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・体育館などがあるほか、冬に

はスキー・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。 

 富山県南砺市 

 富山県の山間部にある、のどかな五箇山温泉。世界遺産五箇山
ご か や ま

の

相倉
あいのくら

・菅沼の合掌集落や岐阜県白川郷にもほど近く、又自然豊かな

峡谷の中に「五箇
ご か

山荘
さんそう

」はあります。 

当館では他では味わえない歴史ある五箇山民謡鑑賞（毎週木・

金・日曜日）のほか、郷土料理や肌に優しい温泉でお客様に癒しの

おもてなしをさせていただきます。 

〒399-8201 長野県安曇野市豊科南穂高 6780 番地（https://vil-azumino.jp/） 

TEL ０２６３－７２－８５６８ FAX ０２６３－７２－８５６９ 

 

〒939-1681 富山県南砺市才川七アローザ村（http://www.iox.or.jp/） 

TEL・FAX ０７６３－５５－１９６９ 

 富 山 県 南 砺 市 

 



〒399-8211 長野県安曇野市堀金烏川 11-1（http://www.holiday-you.co.jp/） 

TEL ０２６３－７３－８５００ FAX ０２６３－７３－８５０１ 

  

 

  

■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） 

 ツイン(本館) 和室(10 畳) 露天風呂付 和室(12.5 畳) 

大人（中学生以上） １６，１００円 １３，３５０円 １９，４００円 １４，４５０円 

小学生以下（大人料理） １４，３５５円 １１，８８０円 １７，３２５円 １２，８７０円 

小学生以下（お子様料理） １１，１６５円  ９，２４０円 １３，４７５円 １０，０１０円 

＊土曜日・休前日 2,200円/夏期・GW・年末年始等は 4,400円が加算されます。 

 

 

 

 

 

 

 

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

もあり、渓流釣りなどアウトドアライフも楽しめます。 

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しです。 

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） 

 新館・本館の宿泊料 曲り家の宿泊料（1 組限定 17 名まで） 

大人（中学生以上） １０，０３０円～ １１，８６３円～ 

小学生 ７，５３０円  

幼児 ２，８７０円 ＊１泊２食付（お布団なし）＊お布団利用は４,１３０円追加 

＊お食事・お布団なしの素泊まりは無料 

＊料金は１室の人数やシーズンにより異なります。 

■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） 

 ツイン（２名様） 和室（４名様） 展望風呂付和洋室（４名様） 

大人（中学生以上） １３，３５０円 １６，６５０円 １６，６５０円 

小学生以下 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・年末年始等は 1,100～3,300円が加算されます。 

〒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/） 

太陽熱を利用したソーラーの湯がある、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
まが

り家
や

」に貸切りで宿泊することもできます。 

 

〒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/） 

 長野県安曇野市 

 

 長 野 県 安 曇 野 市 

 

 岩手県遠野市 

 



 

■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） 

 
シングル ツイン 和室（定員４名） 

ツイン 

（バリアフリー・バス付） 

大人（中学生以上） １２,０００円～ １４，０００円～ １４，０００円～ 

小学生 ７，６００円 ９，１００円 ９，１００円 

幼児以下 無料（寝具使用料のみかかります）。幼児向け料理あり（夕食：1,300円、朝食：1,100円）。 

＊大人（中学生以上）は、食事内容により３種類のコースから選べます。その際、ご利用人数に応じて割引になるコースがあります。 

詳しくは宿泊施設ホームページをご覧いただくか電話でお問い合わせください。 

＊特定日（4/28～5/5、7/1～8/31、12/29～1/3）と特定日以外の金曜日・土曜日・休前日については宿泊施設にお問い合わせ下さい。 

標高 520 メートルに位置する湯の台温泉「鳥海
ちょうかい

山荘
さんそう

」は、

凛として美しい鳥海山と日本海を望む絶景のロケーションが

評判の宿。夜には、天の川を間近に楽しむこともできます。 

暖炉のあるラウンジが印象的な山小屋風デザインの空間と

料理長が旬の食材を余すところなく使った山の幸、海の幸のお

料理をご堪能ください。 

 
〒999-8207 山形県酒田市草津字湯ノ台 66-1 

TEL ０２３４－６１－１７２７ FAX ０２３４－６４－２５５０ （http://www.choukai.jp/choukaisansou/） 

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。 

〒028-0524 岩手県遠野市新町 1-10（http://www. aeria-tohno.com/） 

TEL ０１９８－６０－１７００ FAX ０１９８－６０－１７０２ 

■助成適用前のお一人様宿泊基本料金（1室 2名様ご利用の場合で 1泊 2食付き・税込み） 

 ツイン シーズン S ツイン シーズン A ツイン シーズン B ツイン シーズン C 

大人（中学生以上） １５，７００円 １３，６００円 １３，１００円 １１，８００円 

小学生 １０，９９０円 ９，５２０円 ９，１７０円 ８，２６０円 

幼児 ７，８５０円 ６，８００円 ６，５５０円 ５，９００円 
＊3名様 1室利用の場合はお一人様 1,000円引きとなります。 

＊1泊朝食付き（夕食なし）・税込みをご希望の場合は、宿泊施設にお問い合わせください。 

 山 形 県 酒 田 市 

 

 岩手県遠野市 

 

〒949-7503 新潟県長岡市川口中山 2515-4 （https://hotel-sunrolla.jp/） 

TEL ０２５８－８９－３０００ 

■助成適用前のお一人様宿泊基本料金（1室 2名様ご利用の場合で 1泊 2食付き・税込み・入湯税別）  

 ツイン シーズン A ツイン シーズン B ツイン シーズン C ツイン シーズン D 

大人（中学生以上） １１，０００円 １３，２００円 １７，６００円 １８，７００円 

小学生 ７，７００円 ９，２４０円 １２，３２０円 １３，０９０円 

幼児 ５，５００円 ６，６００円 ８，８００円 ９，３５０円 

＊年末年始は、宿泊施設にお問い合わせください。 

＊基本料金除外日 ８/２～３(長岡まつり) 

自然環境に恵まれ、効能抜群の天然温泉も併設した、眺望

のよい高台に位置する宿泊施設です。 

隣接施設として、スポーツ施設、ログコテージや古民家も

あり、様々な目的でご利用いただけます。 

 新潟県長岡市 

 


