
 

 

 

 

令和２年７月１日から令和２年１０月３１日まで 

 

お一人様一泊につき 

「最大 割引！」 
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別紙資料 



 

令和2年6月29日現在

地域 宿泊施設　名称 所在地 電話 HP 参考宿泊料金

市街地 盛岡グランドホテル 愛宕下1-10 019-625-2111 https://www.m-grand.jp/ 7,900円～（税込）

市街地 グランドホテルアネックス 中央通1-9-16 019-625-5111 http://www.m-grand-annex.jp 6,600円～

市街地 ホテルロイヤル盛岡 菜園1-11-11 019-653-1331 https://www.hotelroyalmorioka.co.jp/ 6,000円～

市街地 盛岡シティホテル 盛岡駅前通8-14 019-651-3030 https://www.moriokacityhotel.co.jp/city/ 6,000円～

市街地 盛岡ニューシティホテル 盛岡駅前通13-10 019-654-5161 https://www.moriokacityhotel.co.jp/newcity/ 6,000円～

市街地 ホテルメトロポリタン盛岡 盛岡駅前通1-44 019-625-1211 https://morioka.metropolitan.jp シングル　9,680円（税・サービス料込） ツイン　19,118円（税・サービス料込）

市街地 ホテルメトロポリタン盛岡 NEW WING 盛岡駅前北通2-27 019-625-1211 https://morioka.metropolitan.jp シングル　12,705円（税・サービス料込） ツイン　22,990円（税・サービス料込）

市街地 アートホテル盛岡 大通3-3-18 019-625-2131 https://art-morioka.com/ 9,215円～

市街地 ホテルニューカリーナ 菜園2-3-7 019-625-2222 http://hotel-newcarina.co.jp/ 8,000円～

市街地 ホテルエース盛岡 中央通2-11-35 019-654-3811 https://www.hotel-ace.co.jp シングル素泊4,400円～

市街地 盛岡リフホテル 名須川町18-5 019-654-4151 http://www.rifu-hotel.com/ 4,000円～（税込）

市街地 ホテル小田島 中央通1-12-24 019-622-3151 https://www.hotel-odashima.com シングル3,300円～　ツイン6,600円～

市街地 北ホテル（8月末まで休業予定） 内丸17-45 019-625-2711 http://kitahotel.jp 6,000円～

市街地 ホテルブライトイン盛岡 中ノ橋通1-1-21 019-652-7300 http://www.brightinn-morioka.co.jp 3,000円～

市街地 パシフィックホテル盛岡 中央通1-13-55 019-625-3000 https://www.pacific-hotel-morioka.com/ 6,000円～（税抜）

市街地 R＆B盛岡駅前 盛岡駅前通9-4 019-653-3838 http://randb.jp 7,900円

市街地 東横イン盛岡駅前 盛岡駅前通14-5 019-625-1045 https://www.toyoko-inn.com シングル　平日6,000円～，日・連休最終日4,900円～　 ツイン　平日10,000円，日・連休最終日8,300円

市街地 東横イン盛岡駅南口駅前 盛岡駅前通3-60 019-604-1045 https://www.toyoko-inn.com シングル　6,200円～（税込）

市街地 HOTEL盛岡ヒルズ 盛岡駅前通15-25 019-623-7008 http://hotel-moriokahills.jp/ シングル4,500円～　ダブル3,390円～（1名）　ツイン4,000円～（1名）　和室4,000円～（1名）

市街地 スーパーホテル盛岡 盛岡駅前北通10-38 019-621-9000 http://www.superhotel.co.jp 4,000円～

市街地 ホテルルートイン盛岡駅前 盛岡駅前3-25 019-604-3100 https://route-inn.co.jp シングル6,300円～　ツイン6,150円～（1名）

市街地 ダイワロイネットホテル盛岡 大通1-8-10 019-604-2155 https://www.daiwaroynet.jp/morioka/ 8,000円～

市街地 ホテルJIN盛岡駅前 盛岡駅西通1-6-15 019-622-1115 https://www.paco.co.jp/morioka/ 5,000円～

市街地 ドーミーイン盛岡 中央通2-8-10 019-622-5489 https://www.hotespa.net/hotels/morioka/ 7,490円～

市街地 扇屋旅館 盛岡駅前通15-17 019-651-3964 http://www.ougiya.cc 4,700円～（税込）

市街地 大正館 大沢川原2-5-30 019-622-4436 - 大人1名4,400円

市街地 瀬川屋 八幡町3-21 019-622-7141 - 素泊1人部屋5,200円，2人以上4,400円，2食付1人部屋7,200円，2人以上6,400円

市街地 青滝旅館 西青山2-32-10 019-646-1500 - 1泊2食付6,500円（税別）

市街地 蔵の宿 FROG BEE 黒川13-14 019-696-3291 https://kitadafrogbee.wixsite.com/ringo 4,400円～

市街地 ぶちょうほの宿 盛岡 八幡町1-16 090-3369-3665 https://www.facebook.com/morioka.hachiman.buchouho/ 4,400円～

市街地 岩手県青少年会館 みたけ三丁目38-20 019-641-4550 https://www.iwate-sk.com 学生（1泊2食）4,519円～　一般（1泊2食）5,873円～

市街地 サンセール盛岡 志家町1-10 019-651-3322 http://www.kourituyasuragi.jp/morioka/ 1泊朝食付6,000円～

市街地 エスポワールいわて 中央通一丁目1-38 019-623-6251 http://espoir-iwate.com/ シングル　組合員6,050円　一般7,260円

市街地 ととと　-盛岡の泊まれるたまり場- 鉈屋町1-2 080-4693-1837 https://bokunohosomichi.fun 3,000円～（税抜）

繋 湯守　ホテル大観 繋字湯ノ舘37-1 019-689-2121 http://www.hotel-taikan.com/ 7,000円～

繋 ホテル紫苑 繋字湯ノ舘74-2 016-689-2288 http://www.hotel-shion.com/ 10,000円～

繋 愛真館 繋字塗沢40-4 019-689-2111 http://www.aishinkan.co.jp/ 8,000円～

繋 四季亭 繋字湯ノ舘137-1 019-689-2021 http://www.shikitei.jp 1泊2食付18,000円（諸税別）

繋 旅染屋 山いち 繋字舘市83-1 019-689-2704 http://www.tsunagi-yamaichi.jp 10,000円～

繋 菅旅館 繋字塗沢54 019-689-2229 - 4,000円　4,300円　4,850円（消費税・入湯税別）

繋 丸家旅館 繋字舘市2-4 019-689-2016 - 1泊2食7,000円（税別）

繋 民宿 山新 繋字湯ノ舘121-6 019-689-2429 - 1泊2食6,000円～　1泊朝食付5,000円～　素泊まり3,300円～

繋 癒しの宿　ロデム 繋字萪内沢83-1 019-689-2266 http://www.rodem.info/ 4,000円～（税別）

繋 別荘 佳景 繋字上野23-36 019-691-7200 https://www.bessou-kakei.jp 1名1室70,400円，2名1室35,200円，3名1室29,700（1名あたり・税込）

繋 地方職員共済組合繋保養所（清温荘） 繋字湯ノ舘33 016-689-2321 https://seionsou.com 7,700円～

繋 盛岡市つなぎスポーツ研修センター 繋字舘市69-2 019-681-6880 http://tsunagi-sports.com/ 要問合せ（スポーツ合宿，大会での宿泊利用に限るため）

都南 つどいの森こもれびの宿 湯沢1地割1-41 019-637-0876 http://park20.wakwak.com/~tudoi/ 2食付6,600円～（税込）　素泊り3,600円～（税込）

都南 盛岡市都南つどいの森 湯沢1地割1-88 019-638-2270 http://park20.wakwak.com/~tudoi/ バンガロー15,000円（税込・定員6名）　キャビン2,000円（税込・定員4名）

玉山 ユートランド姫神 下田字生出893-11 019-683-3215 http://yutoland-himekami.com 5,300円～（素泊まり）（別途入湯税）

「盛 岡 の 宿 応 援 割」 対 象 宿 泊 施 設 一 覧 （予定）



「盛岡の宿応援割」事業の利用方法等について 

 

利用期間：令和２年７月１日から同年 10月 31日 

１ 「盛岡の宿応援割」の利用方法について 

利用方法は，次のとおりです。 

①  市のホームページで割引対象の宿泊施設を確認。 

②  利用する宿泊施設に直接電話またはメールなどで利用料金や精算方法などを

確認して，宿泊利用の予約。 

③  予約日に宿泊施設を利用。 

④  利用時に宿泊施設で「盛岡の宿応援割宿泊補助申込書」を記入。併せて利用者

が本人であること，県民であることを確認することができる「運転免許証や健

康保険証，マイナンバーカード」などの住所及び本人確認書類を提示。 

※ 外国人は，「在留カード」や「特別永住者証明書」で確認します。 

⑤  割引後の宿泊利用料金を支払い（精算）。（終了） 

※ 利用方法は，宿泊施設により異なる場合がありますので，ご利用の前に各宿

泊施設にお問い合わせください。 

２ 割引対象になる宿泊料金について 

割引対象になる宿泊料は，消費税額（10％）と入湯税を除く額になります。 

 （例１）消費税込みの宿泊料：11,000円の場合（入湯税ありの場合） 

     利用者の負担額：7,150円（① + ② + ③） 

（内訳）宿 泊 料：10,000円－4,000円（割引額）＝6,000円・・・① 

         消費税額：1,000円（10,000円×10％）・・・② 

                 入 湯 税：150円・・・③（※入湯税加算の場合のみ） 

 （例２）消費税込みの宿泊料：3,850円の場合（入湯税なしの場合） 

     利用者の負担額：350円（① + ②） 

     （内訳）宿 泊 料：3,500円－3,500円（割引額）＝0円・・・① 

         消費税額：350円（3,500円×10％）・・・② 

 

３ １人あたりの利用回数に上限について 

  割引補助の対象者を岩手県民としているほか，事業期間中（7/1～10/31）の１人

あたりの利用回数に上限はありません。ただし，宿泊施設ごとに割引補助定員の上

限を設定していますので，この定員数の上限に達した宿泊施設は，事業期間終了前

に「盛岡の宿応援割」事業による割引宿泊は終了になります。 

 



「盛岡の宿応援割」事業の利用方法等について 

 

 

４ 「盛岡の宿応援割」と他の割引事業との併用について 

「盛岡の宿応援割事業」は，他の割引事業との併用は可能です。 

  ただし，受入れ側の宿泊施設によって，割引適用の対応が異なる場合もあります

ので，他の割引企画などとの併用が可能か否かは利用する宿泊施設に事前に確認し

てください。 

５ 県が独自に行う宿泊料金２千円割引との併用について 

  県が実施する予定の「地元の宿応援事業（泊まるなら地元割クーポン）」と「盛

岡の宿応援割」との併用も可能です。 

  ただし，県の「地元の宿応援事業（泊まるなら地元割クーポン）」は，他の割引

適用後の宿泊料金（消費税額，入湯税を除く）が３千円以上の場合に定額２千円の

割引が適用される予定ですので，利用方法や併用が可能か否かは，利用する宿泊施

設により異なる場合もありますので，事前に宿泊施設に確認してください。 

６ 事業に参加する割引補助の宿泊施設数について 

  「盛岡の宿応援割」事業の割引補助対象の宿泊施設は，９月30日まで募集するこ

ととしています。対象の宿泊施設については，市の公式ホームページで随時情報を

更新することとしています。 

 

 

 
（担当課）問合せ先 

 交流推進部 観光課 観光企画担当 

 ℡ 019-626-7539（直通） 

 E-mail kankou@city.morioka.iwate.jp 


