
■ゆざわ小町美人七湯めぐりパスポートとは？ 
 

 ゆざわ小町美人七湯めぐりパスポートとは地元の方が旅人となり、あらためて

地元を旅することにより今まで以上に地元のことを良く知り、また知っているよ

うで知らなかった地元をもっと楽しむきっかけとなるよう企画されたものです。 

 今回のパスポートは湯沢の温泉めぐりを軸として構成され、温泉の紹介や特典、

冬まつりに関する情報またアクセスのための交通に関する情報と特典といった便

利でお得な情報が満載です。 

 

■今回のパスポートの位置づけ 
 

今回のパスポートについて湯沢をもっと元気に、 

観光客も喜ぶまちに！していくための実験＝第 1 歩です。 

 観光を活性化する（元気にしていく）のに一番大切なのは地元の方が地元での

生活を楽しむということです。 

 そのために今回のパスポート実験を通して、地元の方の意向把握、観光パスポ

ートの有効性の検証、及び課題の抽出を行います。その結果は今後の施策展開や

新たな企画等に活かされます。 

 

■実験期間 ： 2007 年 2/3～2/12（期間限定） 
 

■パスポートの使い方（流れ） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
注意事項：パスポートはお申し込みされたご本人様以外はご使用になれません。 
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①パスポートの割引等の特典を利用する際に

は事前に施設従業員にパスポートをご提示く

ださい。 

②その時に裏面の旅の記録にスタンプをもら

うようにします。また忘れないように旅行し

た日に旅の記録に必要な事項を書き込みまし

ょう。 

③パスポート送付時に同封されていたアンケ

ート用紙に記述し、旅の記録頁と一緒に事務

局宛に郵送ください。 
七湯完湯された方は送付先住所を忘れずにご

記入ください。 



■パスポートのテーマ 

湯沢のふゆの魅力を再発見 

ゆざわ小町美人七湯からはじめる湯沢の旅 

 

■ゆざわ小町美人七湯とは 
七つの湯をつなぐプロジェクト 

～ゆざわ小町美人七湯プロジェクト～が始動 

湯沢市では現在、この多彩な七湯の魅力を一つのコンセプトで束ね、湯沢の顔と

して全国の方々に定着させ多くの方々に湯沢市の魅力に触れてもらうための戦略

作りに取り組んでいます。 

 
 

しかし、湯沢市に住む私たちは 

「七湯」の魅力を本当に知っているのでしょうか？ 

合併して間もないこともあり、意外と自分のまちにある温泉は行ったことがある

けど、隣まちだった温泉には行ったことがない、なんてことはありませんか？ 

 
 

まずは地域に住む私たちが七湯を知り、楽しんでもらうことが大切（先決）です！ 

そこで当パスポートは皆様が七湯をよく知るきっかけとなりますように様々な特

典をご用意してあなたの旅を応援します。 

 
小町美人七湯めぐりパスポート 湯めぐり特典一覧 

 温泉宿 日帰り入浴 宿泊（平日

限定） 
その他特典 

秋の宮山荘 無料 2000 円引  

鷹の湯温泉 無料 2000 円引  

稲住温泉 無料 2000 円引  

一の湯 

秋の宮 

温泉郷 

おなじみ荘 無料 

（平日限定） 
1000 円引  

旅館 多郎兵衛 無料 2000 円引 ■来館されたお客様に甘酒・漬物・焼

餅（数量限定）を無料サービス 

■日帰り休憩でお膳料理をご注文さ

れたお客様・お泊りのお客様に手作り

ハタハタ寿司をサービス 

二の湯 

小安峡 

温泉 

元湯くらぶ 無料 1000 円引 ■宿泊されるお客様にぶどうジュース

サービス 

 



 温泉宿 日帰り入浴 宿泊（平日

限定） 
その他特典 

三の湯 

奥小安・ 

大湯温泉 

大湯温泉 

阿部旅館 
無料 1000 円引  

四の湯 

泥湯温泉 
奥山旅館 無料 1000 円引  

五の湯 

木地山 

高原温泉 

秋田いこいの村 無料 

 
2000 円引  

ゆざわ温泉 無料 2000 円引 ■日帰りゆ～ったりプラン 

3000 円⇒2700 円 
六の湯 

湯ノ原温泉 

・湯沢温泉 湯の原温泉 無料 2000 円引  

七の湯 

横堀温泉 

横堀温泉 

紫雲閣 
無料 2000 円引 ■岩盤浴通常セット料金 

1500 円⇒1000 円 

パスポート使用上の注意事項 

■日帰り入浴について 

温泉宿によって利用可能な時間帯が異なります。また温泉の状況によっては入浴できない場合も

ございますのであらかじめご了承ください。 

■温泉宿泊について 

1 泊 2 日の基本料金からの割引となり、企画商品等には適用されません。また事前にご予約い

ただき、パスポート使用の旨をお伝えください。 

 
 
 
 
 
 

■その他の特典 
 

冬まつりの特典 
当パスポートは期間中に行われる冬の魅力、3 つの冬まつりを楽しんでいただく

ために以下の特典を設けています。 

 

冬まつりに行こう！パスポート特典一覧 

まつり 期 間 特 典 

しがっこまつり 2 月 3 日 特産品プレゼント 

かだる雪まつり 2 月 3・4 日 凛の郷秋の宮油とり紙プレゼント 

犬っこまつり 2 月 10・11 日 祭り名物月見（または天ぷら）そばサービス 

※パスポートには祭りのプログラムなどお役立ち情報が掲載されています。 

ゆざわ小町美人七湯を巡ろう！ 完湯記念プレゼント 

期間中に七湯すべて巡った方にはもれなく 1 年間有効のパスポートを差し上

げます。1 年間有効パスポートの内容としては湯めぐり特典のみ（交通及び祭

りに関する特典は含まない）で若干今回のパスポートとは特典内容が異なりま

す。1 年間有効のパスポートをお持ちの方には今後も「ゆざわ小町美人七湯め

ぐり」モニターとして調査等のご協力をお願いすることがあります。 



■交通に関する特典について 
実験期間においてみなさんの湯めぐり旅行を支援するために、クーポン券による

路線バス・タクシーの運賃割引（交通実験）を行います。 

普段バスやタクシーを使われる方はもちろん、あまり乗ったことがない方も、こ

の機会にお得に使ってゆざわ小町美人七湯や冬まつりに出かけましょう！ 

 

バスクーポン券のご案内 

◎クーポン券の内容 

・ 半額（小児運賃と同じ）でバスに乗車できるクーポン券が 4 枚使えます。 

・ 路線バス 1 回乗車につき１枚利用できます。 

-例１：通常運賃が 230 円の区間の場合、クーポン 1 枚+120 円（10 円未満切上げ） 

-例２：通常運賃が 1090 円の区間の場合、クーポン 1 枚+550 円 

・ 期間中、湯沢市内の平日 10～17 時の間に降車する場合と、土・日・祝日全便にて

利用できます。 

 

◎クーポン券利用にあたっての注意事項 

・ 冬季観光地アクセス改善検討という趣旨をご理解の上、ゆざわ小町美人七湯や冬ま

つり、その他観光目的でのお出かけにご利用ください。 

・ モニターの方ご本人のみ有効です。小学生以下のお子様は利用できません。 

・ 湯沢市内での乗降に限り、平日 10～17 時（降車時）、休日全便に利用できます。 

・ すべてのクーポン券に、モニター番号をご記入ください。ご記入のないものは、無

効となります。 

・ ご利用の際は、必ず運転手にゆざわ小町美人七湯めぐりパスポートを見せた上でク

ーポン券を渡し、残りの料金を運賃箱に投入してください。パスポート提示のない

場合は、無効となります。 

・ 現金利用時のみ有効です。回数券、その他割引券との併用はできません。 

 

ゆざわ小町美人七湯めぐり 
パスポート 

路線バス  半額割引券 

※降車時にバスの運転手にゆざわ小町美人七湯めぐりパスポートをご提示の上、クー

ポン券を手渡してください。（回数券、他割引券との併用はできません） 
※乗車地・降車地がともに湯沢市内の利用に限り有効です。 
※有効期間（平成 19 年 2 月 3 日(土)～12 日(月・祝)） 

－2 月 5 日(月)～9 日(金)は、午前 10 時から午後 5 時の間の降車のみ有効です。 
－2 月 3 日(土)・4 日(日)・10 日(土)・11 日(日)・12 日(月祝)は終日有効です。 

 

モニター番号：       

【運転手記入欄】 

利用区間：      ～       割引額：    円 

イメージ 



タクシークーポン券のご案内 

◎クーポン券の内容 

・ 半額（上限 5,000 円）でタクシーに乗車できるクーポン券が 2 枚使えます。 

-例１：料金が 4,010 円の場合、クーポン 1 枚+2,010 円 （10 円未満切上げ） 

-例２：料金が 10,500 円の場合、クーポン 1 枚+5,500 円 

・ タクシー1 回乗車につき１枚利用できます。 

・ 湯沢市内での移動限定で、降車地もしくは乗車地のどちらかが指定場所（ゆざわ小

町美人七湯参加施設、冬まつり会場）の場合にのみ有効です。 

-例１：ご自宅～ゆざわ小町美人七湯参加施設間 

-例２：JR 駅～冬まつり会場 など 

 

◎クーポン券利用にあたっての注意事項 

・ 冬季観光地アクセス改善検討という趣旨をご理解の上、ゆざわ小町七湯や冬まつり、

その他観光目的でのお出かけにご利用ください。 

・ 湯沢市外での乗降はできません。 

・ 全てのクーポン券に予めモニター番号を記入してください。ご記入のないクーポン

券は無効になります。 

・ ご利用の際は、パスポートごと運転手にお渡しください。運転手が切り取ります。

事前に切り離している場合は、無効となりますのでご注意ください。 

・ 現金利用時のみ有効です。タクシーカード、タクシー券との併用はできません。 

・ クーポン券利用時は、領収書の発行ができませんので、予めご了承ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
ゆざわ小町美人七湯めぐりパスポート 

 

タクシー  半額割引券 
 
※割引額の上限は 5,000 円です。（10 円未満切り上げ） 
 
※ご利用の際は、ゆざわ小町美人七湯めぐりパスポートごと運転手
にお渡しください。運転手が切り取ります。事前に切り離してい
る場合は、無効となりますのでご注意ください。（タクシーカード、
タクシー券などとの併用はできません） 

 
※乗車地・降車地のどちらかが指定場所での利用に限り有効です。 

 
乗車または降車指定場所 
湯ノ原温泉、ゆざわ温泉、多郎兵衛、元湯くらぶ、阿部旅館、 
秋田いこいの村、奥山旅館、紫雲閣、鷹の湯温泉、稲住温泉、 
秋の宮山荘、おなじみ荘 
しがっこまつり会場、かだる雪まつり会場、犬っこまつり会場 

 
※有効期間（平成 19 年 2 月 3 日(土)～12 日(月・祝)） 

モニター番号：       

【運転手記入欄】 

利用区間：      ～       割引額：    円 

イメージ 




