
大人（中学生以上）／小人（小学生以上） 協力：上山市観光キャンペーン推進協議会

プランNO. プラン名 施設名 住所 旅行代金
（お一人様・税込）

お支払い実額 受付人数 定休日・除外日 予約可能時間 閉店時間 内容 食事場所

G１
冬のごちそうでNa zdrowie！
（ナ ズドローヴィエ＝乾杯）

かまね処雪華 上山市十日町1-17
大人　5,000円

★小人　2,000円
大人　2,500円
小人　1,000円

大人1名～
水曜日

（12/29、1/1は営
業）

17:00～20:00スタート
（2時間制）

22:00
季節のものや野菜中心の料理、・飲み放題（生ビール、日本酒、その他アル
コールまたはソフトドリンク、ノンアルコール※ワインは除く）、小人はソフト
ドリンク飲み放題

共用または
個室（2名以上）

G２ 暁スペシャルコース 焼肉暁 上山市南町3-42 5,000円 2,500円 大人2名～

月・火曜日
第3日曜日

12/19～1/2
（12/26，29除く）

17:30～19:00スタート
（L.O 20:30）

21:00
山形牛・米沢牛　食べ比べ（200ｇ）、ご飯、スープ、サラダ、ナムル、キムチ、
生ビールまたはソフトドリンク１杯付

半個室

G３ グルメプラン特別和膳　お土産付き 蔵王山麓あずきや
上山市高野字高野原
103 4,000円 2,000円 大人2名～

火・水曜日
12/28～1/6

11:30～14:00スタート 15:00
前菜（6品）、重箱（4品）、茶わん蒸し、ご飯、味噌汁、選べる甘味（ドリンク
付）、選べるお土産

共用または
個室

G４
かみのやまグルメプラン
笑福特別プラン

笑福 上山市新湯6-2 5,000円 2,500円 大人2名～
水曜日

12/31～1/3

18:00、18:30、19:00
スタート

（L.O 21:30）
22:00

焼肉盛り合わせ300g（山形牛シンタマ、山形牛カルビ、国産牛ハツ、ホルモ
ン）、ライス（つや姫）、スープ、サラダ、ナムル、キムチ、ドリンク1杯（生ビー
ル、タルハイ各種、ハイボール、ソフトドリンク）、ソフトクリーム

共用

G５ 天竜飯店特製サムギョプサルコース 天竜飯店 上山市二日町8-2
大人　4,000円

★小人　4,000円
大人　2,000円
小人　2,000円

大人2名～
水・木曜日

12/29～1/2
18:00スタート
（L.O 19:30）

20:00
国産豚肉厚切りサムギョプサル（150ｇ）、野菜、ライス、焼餃子、韓国のり、
ラージャン麺旨辛（2名様で1杯）、ドリンク1杯（生ビールまたはプーアール
茶）

共用

G６ 秘伝タレ付き　薬膳しゃぶしゃぶコース 天竜飯店 上山市二日町8-2
大人　6,000円

★小人　6,000円
大人　3,000円
小人　3,000円

大人2名～
水・木曜日

12/29～1/2
18:00スタート
（L.O 19:30）

20:00
国産豚肉しゃぶしゃぶ用（150ｇ）、野菜盛、焼餃子、ザーサイ、〆のもっちり
太麺、デザート、ドリンク2杯（生ビールまたはプーアール茶）

共用

G７ 丹野こんにゃく　グルメプラン
楢下宿丹野こんにゃく
こんにゃく番所

上山市皆沢字諏訪前
608-1 4,000円 2,000円 大人1名～

火曜日
1/1

11:00～15:00スタート 16:30
こんにゃく懐石（食前酒代り、八寸、造り、煮物、酢の物、揚げ物、強肴、焼き
物、御椀、食事、甘味）

共用

G８ 丹野こんにゃく　特別懐石プラン
楢下宿丹野こんにゃく
こんにゃく番所

上山市皆沢字諏訪前
608-1 5,000円 2,500円 大人2名～

火曜日
1/1

11:00～14:00スタート 16:30
こんにゃく懐石（食前酒代り、二の重、御椀、造り、煮物、酢の物、揚げ物、強
肴、焼き物、食事、甘味、コーヒー）

個室

11月16日現在 ※キャンセル料はお支払い実額ではなく、旅行代金に対して発生いたします。

第2弾 2/1～3/31＜1/30発売予定＞

取 消 料 ：前日より100％

予約期限：ご旅行日の2日前まで
※一部プランを除く

第1弾 設定期間

11/24～1/31 ☆市内飲食店を応援☆

日帰り食事プラン（旅行商品）で

かみのやまの冬を楽しもう！！

上山市を応援する日帰り旅行商品（食事プラン）です。

おひとり様 1,000円につき500円割引！！（最大3,000円割引）

お申込み・お問い合わせ

一般社団法人上山市観光物産協会

☎023-672-0839

＜旅行カウンター受付時間＞9：30～16：00
上山市矢来1-2-1 かみのやま温泉観光案内所内

山形県知事登録旅行業第2‐290号 全国旅行業協会正会員

国内旅行業取扱管理者/油井紀子

※お申込みは、おひとり様１件のみです。

※割引枠がなくなり次第終了となります。

事前予約制です。

電話もしくは店頭での受付のみとさせていただきます。

メールやFAX、DM等での受付はいたしません。

かみのやま温泉観光案内所・旅行受付カウンターにて

事前にお支払いください。

その際に利用申込書・参加者名簿のご記入もお願いします。

旅行日当日のお支払いも可能ですが、予約時間１時間前まで

かつ旅行カウンター受付時間内（9：30～16：00）に、

時間に余裕をもってご来店ください。
※土日等はカウンターが混み合うことが予想されます。

お渡しする予約確認書（チケット）は

当日店舗に提出してください。

ご参加されるお客様の人数を予約時に

お申し出ください。（乳児・幼児を含む）

4人です

2人です

注意!!申し込み後の代表者様名変更、

プラン変更、人数増加はできません。

日程変更・人数減の際は変更手数料として

1回550円を申し受けます。

★注意事項★
・新しい旅のエチケットを守りながらご利用ください。

・緊急事態宣言やまん延防止等重点措置の対象の際は、本プランを停止いたします。

・発売日直後は電話が大変込み合い、繋がりにくいことが予想されます。予めご了承ください。

申込み～当日の流れ

全て山形県新型コロナ対策認証店です

かみのやまグルメプラン

★のついている小人代金は小学生以上必須（席のみは不可）／その他は大人小人同額です



大人（中学生以上）／小人（小学生以上） 協力：上山市観光キャンペーン推進協議会

プランNO. プラン名 施設名 住所 旅行代金
（お一人様・税込）

お支払い実額 受付人数 定休日・除外日 予約可能時間 閉店時間 内容 食事場所

G９ 季節のコース料理 宴庭はやと 上山市二日町9-23 6,000円 3,000円 大人1名～
月曜日
1/1

17:30～19:30スタート
（L.O 22:30）

23:00
＜コース一例＞前菜、刺身、天ぷら、炭火焼、お寿司、生ビールまたはソフト
ドリンク１杯付

共用または
個室（2名以上）

G１０
ランチ＆スイーツ
たっぷりコーヒーお土産セット

蔵王の森焙煎工房
かみのやま温泉駅前店

上山市矢来1-2-1
（かみのやま温泉観光案
内所内）

4,000円 2,000円 大人1名～
木曜日

12/30～31

11:00～15:00の間に
ご来店ください。※予約不要

（1/1～3は14：00まで）

16:00
（1/1～3は
15：00）

お好きなランチ（7種類から）、スイーツ（4種類から）、コーヒー、お土産コー
ヒー付（ドリップパックセット、ブレンド200ｇ、ストレート100ｇ）

案内所共用スペース

G１1 おまかせコース料理（小人はこども膳） 味処松乃屋 上山市金生東2-13-2
大人　4,000円

★小人　3,000円
大人　2,000円
小人　1,500円

大人2名～
木曜日

12/31～1/3
昼11:30～12:30スタート
夜18:00～19:30スタート

昼14:00
夜21:30

先付、珍味、酢の物、お造り、八寸（焼物、寿司、他2点）、天婦羅、鴨鍋（うど
ん）、デザート、小人はこども膳

共用または
個室

G１２
黒毛和牛すき焼きorしゃぶしゃぶコース
（小人はこども膳）

味処松乃屋 上山市金生東2-13-2
大人　7,000円

★小人　3,000円
大人　4,000円
小人　1,500円

大人2名～
木曜日

12/31～1/3
昼11:30～12:30スタート
夜18:00～19:30スタート

昼14:00
夜21:30

先付、珍味、蟹酢の物、お造り、八寸（焼物、寿司、他2点）、天婦羅、すき焼き
orしゃぶしゃぶ、肉そば、デザート、小人はこども膳

共用または
個室

G１３
スッポンコース（小人はこども膳）
※6日前までの予約

味処松乃屋 上山市金生東2-13-2
大人　8,000円

★小人　3,000円
大人　5,000円
小人　1,500円

大人2名～
木曜日

12/31～1/3
昼11:30～12:30スタート
夜18:00～19:30スタート

昼14:00
夜21:30

先付、珍味、蟹酢の物、お造り、スッポン鍋、スッポンの活血ワイン割り、スッ
ポン肝刺身、ぞうすい、デザート、小人はこども膳

個室

G１４ さくら亭　おいしいねプラン① さくら亭 上山市旭町2-2-15 4,000円 2,000円 大人2名～
日曜日

12/29～1/3
18:00スタート
（L.O 19:30）

20:00
通し、刺身、前菜、いも煮、山形牛スキヤキ、天ぷら、茶碗蒸し、黒米ごはん、
吸物、デザート

共用

G１５ さくら亭　おいしいねプラン② さくら亭 上山市旭町2-2-15 5,000円 2,500円 大人2名～
日曜日

12/29～1/3
18:00スタート
（L.O 19:30）

20:00
通し、刺身、前菜、いも煮、庄内豚しゃぶしゃぶ、山形牛ミニステーキ、天ぷ
ら、茶碗蒸し、黒米ごはん、吸物、デザート

共用

11月16日現在 ※キャンセル料はお支払い実額ではなく、旅行代金に対して発生いたします。

☆市内飲食店を応援☆

日帰り食事プラン（旅行商品）で

かみのやまの冬を楽しもう！！

上山市を応援する日帰り旅行商品（食事プラン）です。

おひとり様 1,000円につき500円割引！！（最大3,000円割引）

全て山形県新型コロナ対策認証店です

お申込み・お問い合わせ

一般社団法人上山市観光物産協会

☎023-672-0839

＜旅行カウンター受付時間＞9：30～16：00
上山市矢来1-2-1 かみのやま温泉観光案内所内

山形県知事登録旅行業第2‐290号 全国旅行業協会正会員

国内旅行業取扱管理者/油井紀子

★のついている小人代金は小学生以上必須（席のみは不可）／その他は大人小人同額です

第2弾 2/1～3/31＜1/30発売予定＞

取 消 料 ：前日より100％

予約期限：ご旅行日の2日前まで
※一部プランを除く

第1弾 設定期間

11/24～1/31

※お申込みは、おひとり様１件のみです。

※割引枠がなくなり次第終了となります。

事前予約制です。

電話もしくは店頭での受付のみとさせていただきます。

メールやFAX、DM等での受付はいたしません。

かみのやま温泉観光案内所・旅行受付カウンターにて

事前にお支払いください。

その際に利用申込書・参加者名簿のご記入もお願いします。

旅行日当日のお支払いも可能ですが、予約時間１時間前まで

かつ旅行カウンター受付時間内（9：30～16：00）に、

時間に余裕をもってご来店ください。
※土日等はカウンターが混み合うことが予想されます。

お渡しする予約確認書（チケット）は

当日店舗に提出してください。

ご参加されるお客様の人数を予約時に

お申し出ください。（乳児・幼児を含む）

4人です

2人です

注意!!申し込み後の代表者様名変更、

プラン変更、人数増加はできません。

日程変更・人数減の際は変更手数料として

1回550円を申し受けます。

★注意事項★
・新しい旅のエチケットを守りながらご利用ください。

・緊急事態宣言やまん延防止等重点措置の対象の際は、本プランを停止いたします。

・発売日直後は電話が大変込み合い、繋がりにくいことが予想されます。予めご了承ください。

申込み～当日の流れ

かみのやまグルメプラン

★のついている小人代金は小学生以上必須（席のみは不可）／その他は大人小人同額です


