
 

 

報道関係各位 

 

観光振興課長 古久保 宏幸 

 

 

「田辺の魅力を再発見！じもたび（地元旅）キャンペーン」の応募結果 

及び田辺市民・和歌山県民優待施設一覧について 

 

 令和２年６月 29 日付けで報道依頼をしました「田辺の魅力を再発見！じもたび（地元旅）

キャンペーン」の応募結果が別紙のとおりとなりましたので、情報提供いたします。 

 また、田辺市民・和歌山県民による観光需要喚起及び地域経済活性化を図るため、市民・県

民向けサービスを提供している市内宿泊施設を取りまとめましたので、併せて情報提供いたし

ます。 

 

記 

 

 ＜情報提供内容＞ 

  １．「田辺の魅力を再発見！じもたび（地元旅）キャンペーン」応募結果 

別紙のとおり 

 

  ２．田辺市民・和歌山県民優待施設一覧 

市民・県民向けサービスを提供している宿泊施設の情報を発信（ＨＰでの公開等を

予定）することにより、市民・県民による観光需要喚起及び地域経済の活性化を図り

ます。 

     ※各施設のサービス内容は別紙のとおり 

 

 

  

（担当）田辺市商工観光部観光振興課 

担当者：武田、佐向、南田 

ＴＥＬ：0739-26-9929（内線：3104） 

 



田辺の魅力を再発見！じもたび（地元旅）キャンペーン 

 

■事業趣旨 

新型コロナウイルス感染症への不安により遠方への外出を控える方も多い中、田辺市在住

の方向けに市内観光を推進するキャンペーンを実施することで、地域一体となって市の観光

産業を応援し、新型コロナウイルス感染症の影響により落ち込んだ観光需要の喚起及び地域

経済の回復に繋げる。 

 

■事業概要 

ご応募いただいた方の中から抽選で計 180 組（360 名）に田辺市内をめぐるツアー、1,000

名に市内宿泊施設で使えるフリー宿泊券２万円分が当たる。（対象は田辺市在住者のみ） 

 

■応募期間 

令和２年７月１日（水）～７月 20 日（月）17 時 

 

■応募結果 

コース コース名 応募数 当選者 

Ａコース 
蘇りの旅 熊野三山めぐり 

熊野古道ウォーキングツアー（１泊２日）  
104 組 50 組 

Ｂコース 秋の高野山・龍神ツアー（１泊２日） 319 組 50 組 

Ｃコース 田辺市内観光ツアー（日帰り） 157 組 80 組 

 

内

訳 

【大 塔】百間山渓谷トレッキングとカヌー体験 

大塔自然ツアー 
48 組 20 組 

 
【龍 神】龍神温泉入浴付！ 

紀州の天空を歩くトレッキングツアー 
31 組 10 組 

 
【中辺路】秋澄む熊野古道 

中辺路ウォーキングツアー 
29 組 20 組 

 
【本 宮】渡瀬温泉入浴付！ 

熊野古道ハイライトウォーキングツアー 
20 組 10 組 

 
【田 辺】体験プラン付 

田辺の三偉人ゆかりの地ツアー 
28 組 20 組 

 どの日帰りツアー、どの日程でも可 1 組 － 

Ｄコース 田辺市内フリー宿泊券２万円分（５千円×４枚） 4,174 人 1,000 人 

計 4,754 件 1,180 件 

※お一人１コースのみ応募可能。 

※当選者には７月 23 日～7 月 29 日にかけて、当選通知を発送いたしました。 



①ビジネスホテル田辺サンシャイン  ②アルティエホテル紀伊田辺  ③紺屋町家  ④泊まれる農家 ゲストハウス タオ 

TEL:0739-25-3719  TEL:0739-81-1111  TEL:0739-25-8230  TEL:080-1508-0713 

田辺市稲成町231-6  田辺市下屋敷町1-77  田辺市紺屋町74  田辺市上芳養1738 

優待期間  優待期間  優待期間  優待期間 

   2020年7月1日～2020年9月30日  2020年7月1日～未定  2020年8月10日～2021年2月28日  2020年7月1日～2021年12月31日 

優待対象  ☑ 市民   ☑ 県民  優待対象  ☑ 市民   □ 県民  優待対象  ☑ 市民   ☑ 県民  優待対象  ☑ 市民   ☑ 県民 

優待内容  優待内容  優待内容  優待内容 

・素泊り宿泊者または金・土・日宿泊者に

限り、予約制でベトナム料理を10％割引に

て提供 

注）電話での直接予約に限る 

 ・田辺市民に限り、宿泊代金から5%割引 

注）チェックイン時に住所の確認できる身

分証を提示していただける方に限る。 

注）公式HPまたは電話予約に限る。 

 ・田辺市民に限り、紀伊田辺駅前の駅前活

性化施設「tanabe en+」内地域産品プロ

モーションカフェで使えるドリンク1杯無料

券を贈呈 

・和歌山県民に限り、宿泊代金10％割引 

 和歌山県民に限り、次回施設利用時に

使える割引券を配布(通常料金からおひ

とりにつき2000円割引) 

田辺市民・和歌山県民 優待施設一覧《和歌山県田辺市》 

⑤Kumano Winery Guest House  ⑥田辺ゲストハウスICHIE  ⑦パークサイドホテル  ⑧素泊り 灯りや 

TEL:080-8511-6450  TEL:0739-26-3239  TEL:0739-26-1700  TEL:090-8577-7057 

田辺市上野641  田辺市新屋敷町25-1  田辺市新屋敷町6-1  田辺市新庄町1654-37 

優待期間  優待期間  優待期間  優待期間 

   2020年7月1日～2020年12月15日  2020年8月1日～2021年2月28日  2020年8月１日～2021年2月28日  2020年7月1日～2021年3月31日 

優待対象  ☑ 市民   ☑ 県民  優待対象  ☑ 市民   ☑ 県民  優待対象  ☑ 市民   ☑ 県民  優待対象  ☑ 市民   ☑ 県民 

優待内容  優待内容  優待内容  優待内容 

・田辺市民に限り、特別ランチの提供 

・田辺市民に限り、特別ディナーの提供 

・和歌山県民限定で宿泊代金５％割引 

 和歌山県民に限り、二部屋貸切(最大7

名)の宿泊料金20％割引 

 田辺市民・和歌山県民ともに朝食無料サー

ビス 

 宿泊代金から500円割引 

⑨美吉屋旅館  ⑩ホテルNANKAIRO  ⑪DJANGO Hostel & Lounge  ⑫てんつくゲストハウス 

TEL:0739-22-3448  TEL:0739-22-0730  TEL:080-3554-3115  TEL:0739-24-7660 

田辺市湊31-2  田辺市湊41-31  田辺市湊41-33  田辺市湊1-11 

優待期間  優待期間  優待期間  優待期間 

   2020年7月10日～2020年12月31日  2020年7月1日～2020年10月31日  2020年8月1日～2021年2月28日  2020年7月1日～2020年11月30日 

優待対象  ☑ 市民   ☑ 県民  優待対象  ☑ 市民   ☑ 県民  優待対象  ☑ 市民   ☑ 県民  優待対象  ☑ 市民   ☑ 県民 

優待内容  優待内容  優待内容  優待内容 

・和歌山県民に限り、ﾁｪｯｸｲﾝ時間を16時

のところを15時に、ﾁｪｯｸｱｳﾄ時間を10時の

ところを11時に 

・和歌山県民に限り、宿泊料金５％割引 

 和歌山県民に限り、QUOカード500円分

進呈 

注）電話での直接予約に限る 

 和歌山県民に限り、宿泊代金から5％割

引・2泊目以降10％割引 

 ・１部屋貸切プラン（４名まで宿泊可）を

10,000円にて提供 

・ワンドリンクサービス（１人１本） 

⑬かんぽの宿 紀伊田辺  ⑭農家民泊 もんぺとくわ  ⑮まごころの宿 丸井旅館  ⑯民宿せせらぎ 

TEL:0739-24-2900  TEL:0739-78-2124  TEL:0739-78-0018  TEL:0739-79-0158 

田辺市目良24-1  田辺市龍神村西261  田辺市龍神村西9-2  田辺市龍神村湯ノ又577-2 

優待期間  優待期間  優待期間  優待期間 

   2020年8月1日～2020年10月31日  2020年7月１日～2020年9月30日  2020年6月1日～2020年11月30日  2020年7月1日～2020年12月31日 

優待対象  ☑ 市民  ☑ 県民  優待対象  ☑ 市民  ☑ 県民  優待対象  ☑ 市民  ☑ 県民  優待対象  ☑ 市民  ☑ 県民 

優待内容  優待内容  優待内容  優待内容 

和歌山県民かつ１泊２食利用の大人の方

に限り、夕食時ワンドリンクサービス・売店

５％割引券贈呈 

 ・１泊２食付プラン代金から５％割引（１名様） 

・１棟貸切プラン（７名様・素泊まり可能）

代金から10％割引 

注）現金決済の場合のみ対応 

 ・通常1泊9,900円(税別)のプランを1泊

9,000円(税別)にて提供 

※県民プランとしての販売は～7/31 

※市民プランとしての販売は～11/30 

 和歌山県民に限り、宿泊代金5％割引 

⑰旅館 さかい  ⑱龍神温泉 上御殿  ⑲美人亭  ⑳ゲストハウス ムイ 

TEL:0739-79-0577  TEL:0739-79-0005  TEL:0739-79-0777  TEL:080-6700-1617 

田辺市龍神村龍神23-1  田辺市龍神村龍神42  田辺市龍神村龍神96－３  田辺市中辺路町野中284－５ 

優待期間  優待期間  優待期間  優待期間 

   令和2年7月1日～12月31日  2020年７月１日～2020年９月30日  2020年７月１日～2020年12月31日  2020年７月13日～2021年６月30日 

優待対象  ☑ 市民   ☑ 県民  優待対象  ☑ 市民   ☑ 県民  優待対象  ☑ 市民   ☑ 県民  優待対象  ☑ 市民   ☑ 県民 

優待内容  優待内容  優待内容  優待内容 

宿泊代金から20％割引  ご宿泊のお客様お１人様にドリンク１杯

サービス（ビール・日本酒・焼酎はｸﾞﾗｽ１

杯ソフトドリンクは１本） 

 朝食時にモーニング温泉コーヒーをサービ

ス（大人のみ） 

 和歌山県民に限り、宿泊料金500円割

引 



㉑熊野野菜ベース  ㉒熊野古道のお宿 まんまる  ㉓民宿ちかつゆ  ㉔近露そら 
TEL:090-3964-4141  TEL:090-7368-1728  TEL:0739-65-0617  TEL:090-5555-4852/0739-65-0710 

田辺市中辺路町近露1416－１  田辺市中辺路町近露2722  田辺市中辺路町近露401－12  田辺市中辺路町近露614 

優待期間  優待期間  優待期間  優待期間 
2020年７月１日～2020年11月30日  2020年７月15日～2020年８月31日  2020年７月１日～2020年９月30日  2020年７月11日～2020年９月30日 

優待対象  ☑ 市民   ☑ 県民  優待対象  ☑ 市民   ☑ 県民  優待対象  ☑ 市民   ☑ 県民  優待対象  ☑ 市民   ☑ 県民 

優待内容  優待内容  優待内容  優待内容 

朝食を半額にてご提供  宿泊代金から10％割引  夕食時に無料でワンドリンク提供  ・夕食時にワンドリンクサービス 

㉕ちかつゆ 櫻の園  ㉖近露 櫻の園 別館 山櫻  ㉗GUEST HOUSE 熊野野菜  ㉘熊野古道 古民家宿 HAGI 
TEL:090-9625-0402  TEL:090-9625-0402  TEL：090-3964-4141  TEL:070-5371-2044 

田辺市中辺路町近露729  田辺市中辺路町近露729  田辺市中辺路町川合1547－２  田辺市中辺路町野中1068 

優待期間  優待期間  優待期間  優待期間 
2020年８月１日～2021年４月30日  2020年８月１日～2021年４月30日  2020年７月１日～2020年11月30日  2020年６月16日～2021年３月31日 

優待対象  ☑ 市民   ☑ 県民  優待対象  ☑ 市民   ☑ 県民  優待対象  ☑ 市民   ☑ 県民  優待対象  ☑ 市民   ☑ 県民 

優待内容  優待内容  優待内容  優待内容 

・和歌山県民に限り、1,500円割引 

 （素泊まりは500円割引） 

・洗濯機利用料無料 

 ・和歌山県民に限り、1,500円割引 

 （素泊まりは500円割引） 

・洗濯機利用料無料 

 朝食を半額にてご提供  ・ウェルカムドリンクサービス 

・優待券プレゼント 

㉙熊野古道いろり庵  ㉚農家民泊さーどぷれいす熊野古道  ㉛亀屋旅館  ㉜山水館 川湯みどりや 

TEL:0739-65-0105  TEL：0739-65-0170  TEL:0735-42-0002  TEL：0735-42-1011 

田辺市中辺路町野中2007－２  田辺市中辺路町野中2045  田辺市本宮町川湯1434  田辺市本宮町川湯13 

優待期間  優待期間  優待期間  優待期間 

2020年７月１日～未定  2020年７月１日～2020年12月31日  2020年７月10日～2020年12月25日  2020年６月20日～2020年９月30日 

優待対象  ☑ 市民   ☑ 県民  優待対象  ☑ 市民   ☑  県民  優待対象  ☑ 市民   ☑ 県民  優待対象  ☑ 市民   ☑ 県民 

優待内容  優待内容  優待内容  優待内容 

２回目宿泊以降、2,000円割引 

例）通常12,000円→10,000円 

 下記価格にてプランを提供 

 素泊りプラン7,900円→5,900円 

 朝食付プラン9,900円→6,700円 

 １泊２食付プラン12,300円→8,000円 

注）HP直接予約に限る 全て税込 

 ・和歌山県民に限り、宿泊代金５％割引 

・和歌山県民に限り、電話にて直接予約 

 の場合は15％割引 

 ６月20日付紀伊民報記事または当館HP

内に掲載している割引券（大人1,000

円、お子様500円割引）を印刷、もしくは

スマホ画面にてご提示いただいた方５

名様まで割引 

㉝山水館 川湯まつや  ㉞ペンション あしたの森  ㉟温泉民宿わだま  ㊱民宿やまね 

TEL:0735-42-1004  TEL:0735-42-1525  TEL：090-6607-3474  TEL：0735-42-0113 

田辺市本宮町川湯29  田辺市本宮町川湯1440－２  田辺市本宮町湯峯156  田辺市本宮町湯峯171 

優待期間  優待期間  優待期間  優待期間 

2020年６月20日～2020年９月30日  2020年７月１日～2020年12月31日  2020年７月10日～2021年３月31日  2020年７月１日～2020年12月31日 

優待対象  ☑ 市民   ☑ 県民  優待対象  ☑ 市民   ☑ 県民  優待対象  ☑ 市民   ☑ 県民  優待対象  ☑ 市民   ☑ 県民 

優待内容  優待内容  優待内容  優待内容 

６月20日付紀伊民報記事または当館HP内

に掲載している割引券（大人1,000円、お

子様500円割引）を印刷、もしくはスマホ画

面にてご提示いただいた方５名様まで割

引 

 宿泊料金から5％割引  ・下記特別価格プランを提供 

  湯治自炊コース３連泊 ２名20,000円 

  湯ったり素泊りコース 

        ２名12,000円、３名15,000円 

 1グループに地酒の冷酒1本サービス 

㊶川湯温泉 旅の宿 しば  ㊷民宿すみ家  ～優待を受けたい場合～ 

TEL:080-5365-1190  TEL：0735-42-0097  
 

本チラシに掲載されている優待を受けたい場合は、予約時に

あらかじめ田辺市観光振興課で作成した市民・県民向け優待

チラシを見たという旨と、優待を受けたい旨を事前に宿泊施設

にお申し出ください。  

■田辺市観光振興課 

TEL：0739-26-9929/FAX：0739-22-9903  

田辺市本宮町川湯1425－２  田辺市本宮町川湯1429  

優待期間  優待期間  

2020年７月１日～2021年３月31日  2020年７月１日～2020年９月30日  

優待対象  ☑ 市民   ☑ 県民  優待対象  ☑ 市民   ☑ 県民  

優待内容  優待内容  

・ﾁｪｯｸｲﾝ時に飲み物１本サービス 

・７月、８月はお子様に花火のﾌﾟﾚｾﾞﾝﾄ 

・次回宿泊時に利用できる20％割引券 

 を進呈（有効期限１年） 

 ・お申し出いただいたお客様に、ウェルカ 

 ムドリンク（梅ジュース）をサービス 

 

㊲民宿 瀧よし  ㊳山伏宿 拝庵  ㊴ゲストハウス結  ㊵温泉民宿 大村屋 

TEL:0735-42-1515   TEL:0735-30-0435  TEL：090-2598-1284  TEL:0735-42-1066 

田辺市本宮町湯峯260－４  田辺市本宮町伏拝781  田辺市本宮町本宮619  田辺市本宮町川湯1406－１ 

優待期間  優待期間  優待期間  優待期間 

2020年７月１日～2020年12月31日  2020年６月20日～2020年８月31日  2020年７月１日～2021年２月28日  2020年７月１日～2020年９月30日 

優待対象  ☑ 市民   □ 県民  優待対象  ☑ 市民   ☑ 県民  優待対象  ☑ 市民   ☑ 県民  優待対象  ☑ 市民   ☑ 県民 

優待内容  優待内容  優待内容  優待内容 

田辺市民に限り、宿泊代金５％割引  和歌山県民に限り、宿泊代金５％割引  和歌山県民に限り、宿泊代金10％割引  ・田辺市民に限り宿泊代金からおひとり

様ずつ1,000円割引 

・和歌山県民に限り宿泊代金から５％割

引 


