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「泊まっ得！にいがた県民割キャンペーン」対象宿泊施設一覧
01 村上・新発田エリア
（村上市・新発田市・胎内市・聖籠町・関川村・粟島浦村）

No

施設住所

施設名

HP URL

電話番号

001 瀬波ビューホテル

村上市

瀬波温泉3-5-38

0254-53-3211

https://ssl.senamiview.com

002 木もれびの宿ゆのか

村上市

瀬波温泉2-4-17

0254-75-5777

http://www.sake3.com/stay/onsen

003 椿の宿 吉田や

村上市

瀬波温泉2-5-36

0254-53-2145

http://www.tyy.jp

004 いづみや旅館

村上市

坂町2486-2

0254-62-2018

https://www.izumiya3.com

005 瀬波グランドホテル はぎのや

村上市

瀬波温泉2-5-45

0254-53-1212

https://senamionsen.com

006 おもてなしの宿石田屋

村上市

田端町10-24

0254-53-2016

http://ishidaya-murakami.jp

007 大観荘せなみの湯

村上市

瀬波温泉2-10-24

0254-53-2131

https://www.taikanso.senaminoyu.co.jp

008 旅館大清荘

村上市

瀬波温泉1-2-50

0254-53-2522

https://taiseisou-net.com

009 野天風呂湯元龍泉

村上市

瀬波温泉2-2-25

0254-52-5251

http://www.ryusen.org

010 ゆ処そば処磐舟

村上市

瀬波温泉3-2-30

0254-50-7488

https://www.taikanso.senaminoyu.co.jp/bansyu

011 民宿 なみ司

村上市

浜新保384-7

0254-79-2128

-

012 大和屋旅館

村上市

瀬波温泉2-5-28

0254-53-2175

https://www.mu-cci.or.jp/co/yamatoya/

013 民宿ことぶき

村上市

瀬波温泉2-8-24

0254-52-2616

http://www16.plala.or.jp/senami

014 瀬波はまなす荘

村上市

瀬波温泉1-2-17

0254-52-5291

http://www.kyousai-niigata.jp

015 農家民宿ざいごもん

村上市

高根728

0254-73-1171

http://www.zaigomon.com

016 朝日みどりの里ほんわ館

村上市

猿沢1293

0254-72-1551

https://asahimidori.com

017 タウンホテル村上

村上市

田端町3-41

0254-52-2010

-

018 くつろぎの宿 旅館 静雲荘

村上市

瀬波温泉1-2-35

0254-52-1766

http://www.seiunsou.com

019 通年民宿 海楽

村上市

桑川800

0254-79-2137

-

020 岩船荘

村上市

岩船2130-1

0254-56-8217

-

021 扇屋旅館

村上市

田端町10-15

0254-53-2167

http://www.ougiya-murakami.com

022 民宿食堂ちどり

村上市

桑川904-3

0254-79-2417

http://www.e-chidori.com/

023 交流の館「八幡」（さんぽく体験交流企業組合）

村上市

勝木1099

0254-60-5050

http://www.chuokai-niigata.or.jp/sanpoku-taiken/

024 トラベルＩＮＮ

村上市

田端町9-39

0254-52-2283

-

025 いろむすびの宿

村上市

佐々木808-23

0254-62-7147

https://guesthouse.iromusubi.biz/

026 大江戸温泉物語 汐美荘

村上市

瀬波温泉2-9-36

050-3851-0784

https://shiomiso.ooedoonsen.jp/

027 白玉の湯 泉慶

新発田市

月岡温泉453

0254-32-1111

https://www.senkei.com

028 白玉の湯 華鳳

新発田市

月岡温泉134

0254-32-1515

https://www.kahou.com

029 白玉の湯 華鳳 別邸越の里

新発田市

月岡温泉134

0254-32-3030

https://www.koshinosato.com

030 月岡温泉ホテルひさご荘

新発田市

月岡温泉552-16

0254-32-3111

http://www.hisagosou.com/

031 広瀬館 ひてんの音

新発田市

月岡温泉278-4

0254-32-2421

http://hirose-hiten.com

032 村上館湯伝

新発田市

月岡温泉230

0254-32-2231

http://www.murakamikan.com

033 湯あそび宿曙

新発田市

月岡温泉552-4

0254-32-2111

https://www.yado-akebono.jp

034 ホテル清風苑

新発田市

月岡温泉278-2

0254-32-2000

https://www.seifuen.com

035 したしみの宿 東栄館

新発田市

月岡温泉552-2

0254-32-2711

http://toueikan.com/

036 新発田第一ホテル

新発田市

諏訪町1-2-3

0254-26-7333

http://shibata-daiichihotel.com

037 角米澤屋旅館

新発田市

菅谷863

0254-29-2008

http://www.inet-shibata.or.jp/~kadoyone

038 割烹旅館 庭山

新発田市

石喜169

0254-25-2028

-

039 月岡温泉摩周

新発田市

月岡温泉654-1

0254-32-2131

http://www.masyuu.co.jp

040 新発田ニューホテルプラザ

新発田市

諏訪町1-9-29

0254-28-8322

https://www.shibata-plaza.com/

041 ホテル丸井

新発田市

諏訪町2-1-9

0254-26-1205

http://www.hotel-marui.co.jp

042 駅前竹内旅館

新発田市

諏訪町1-2-1

0254-22-2465

https://travel.rakuten.co.jp/HOTEL/111186/111186.html

043 深層湯温泉 紫雲の郷

新発田市

藤塚浜966

0254-41-4841

https://www.shiunnosato.com

044 湯宿あかまつ

新発田市

月岡温泉552-24

0254-20-8201

http://www.yunoyado-akamatsu.com

045 割烹の宿 いま井 五十嵐邸 結

新発田市

月岡温泉350

0254-32-3000

http://ky-imai.com

046 ますがた荘

新発田市

五十公野4498-1

0254-22-3473

http://masugatasou.jp

047 風鈴屋

新発田市

月岡温泉130

0254-32-1000

http://www.hotel-areaone.com/tsukioka

048 ホテルルートイン新発田インター

新発田市

舟入町3-3-12

0254-20-3355

https://www.route-inn.co.jp/hotel_list/nigata/index_hotel_id_237/

049 ハミングの宿 華灯

新発田市

月岡温泉530

0254-28-7220

https://www.humming-tour.jp

050 at inn中条 村上屋旅館

胎内市

表町6-19-6

0254-43-2011

https://at-inn.jp

051 伊勢屋旅館

胎内市

東本町17-41

0254-43-2905

http://www.iseyaryokan.jp
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「泊まっ得！にいがた県民割キャンペーン」対象宿泊施設一覧
01 村上・新発田エリア
（村上市・新発田市・胎内市・聖籠町・関川村・粟島浦村）

No

施設住所

施設名

HP URL

電話番号

052 ロイヤル胎内パークホテル

胎内市

夏井1191-3

0254-48-2211

https://royal-tainai.jp/

053 ときや旅館

胎内市

西栄町6-21

0254-43-2201

-

054 中条グランドホテル

胎内市

東本町25-50

0254-43-6060

https://www.nakajo-gh.com/

055 ホテルざぶーん

北蒲原郡聖籠町 大字諏訪山652-3

0254-32-5580

http://zaboon.co.jp/

056 パンションプチカザデラ

北蒲原郡聖籠町 次第浜小谷内3267-1

0254-27-3949

http://www.casadeela.com

057 ビジネス旅館ぴこ

北蒲原郡聖籠町 大字蓮野3381−1

025-256-2800

https://www.seiro-piko.jp/

058 鷹の巣館

岩船郡関川村

大字湯沢1072

0254-64-1009

http://www.takanosukan.com/

059 あらかわ荘

岩船郡関川村

大字湯沢308

0254-64-2118

https://arakawaso.com/

060 四季の郷喜久屋

岩船郡関川村

鷹ノ巣1076-1

0254-64-2393

http://www.takanosu.jp

061 旅館山路

岩船郡関川村

高瀬324

0254-64-1296

https://oyajiyamaji.com

062 寿荘

岩船郡関川村

大字上関669

0254-64-1130

-

063 かじかの宿 和らぎ荘

岩船郡関川村

湯沢393

0254-64-2131

-

064 ちょっといい宿 高橋屋観山荘

岩船郡関川村

大字湯沢228-4

0254-64-1188

https://www.kanzansou.net

065 花みちる宿 ニュー萬力

岩船郡関川村

大字湯の沢350

0254-64-2255

http://www.manriki.jp

066 古川館

岩船郡関川村

大字湯沢231-24

0254-64-1251

http://furukawakan.sakura.ne.jp

067 農家民宿おくやま

岩船郡関川村

深沢663

0254-64-0190

http://www.okuyama-farm.jp

068 かくれ里 清流荘

岩船郡関川村

大字上関134

0254-64-2100

http://www.kakuresato.com/

069 えびすや旅館

岩船郡関川村

大字湯沢292

0254-64-1020

https://ebisuya-sekikawa.com/

070 民宿 渡佐

岩船郡粟島浦村 1086

0254-55-2524

-

071 旅館たてしま

岩船郡粟島浦村 2

0254-55-2453

-
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02 新潟・阿賀エリア
（新潟市・五泉市・阿賀野市・阿賀町）

No

施設住所

施設名

HP URL

電話番号

072 ホテルサンルート新潟

新潟市

中央区東大通1-11-25

025-246-6161

https://www.sunrouteniigata.jp

073 新潟東映ホテル

新潟市

中央区弁天2-1-6

025-244-7101

https://www.toeihotel-niigata.com/

074 木のぬくもりの宿濱松屋

新潟市

西蒲区岩室温泉328

0256-82-5533

http://hamamatuya.com/

075 割烹の宿湖畔

新潟市

中央区紫竹山7-5-13

025-247-3355

https://niigata-kohan.com

076 富士屋

新潟市

西蒲区岩室温泉639

0256-82-4151

http://www.hotel-fujiya.co.jp

077 植田旅館

新潟市

中央区礎町通4ノ町2120

025-225-1111

http://www.uedaryokan.com

078 万代シルバーホテル

新潟市

中央区万代1-3-30

025-243-3711

http://www.silverhotel.co.jp/

079 著莪の里 ゆめや

新潟市

西蒲区岩室温泉905-1

0256-82-5151

www.i-yumeya.com

080 めんめん亭わたや

新潟市

西蒲区岩室温泉581

0256-82-0001

http://www.menmentei-wataya.com

081 ANAクラウンプラザホテル新潟

新潟市

中央区万代5-11-20

025-245-3334

https://www.anacrowneplaza-niigata.jp/

082 柏木屋鮮魚

新潟市

西蒲区間瀬4238

0256-85-2425

-

083 小さなお宿 小松屋

新潟市

西蒲区岩室温泉681

0256-82-2021

http://www.iwamuro-komatsuya.com

084 新潟ターミナルホテル

新潟市

中央区花園1-6-31

025-241-7777

http://www.sato-syokai.co.jp/terminalhotel/

085 スーパーホテル新潟

新潟市

中央区明石1ｰ6-13

025-247-9000

https://www.superhotel.co.jp/s_hotels/nigata/

086 ホテルディアモント新潟

新潟市

中央区本町通6-1099

025-223-1122

http://www.diasmont.co.jp/niigata

087 ゆもとや

新潟市

西蒲区岩室温泉91-1

0256-82-2015

https://www.yumotoya.co.jp

088 海華亭かわい

新潟市

西蒲区間瀬7077

0256-85-2222

https://kaikatei-kawai.com

089 ホテルクラウンヒルズ新潟

新潟市

中央区東堀通8-1429

025-229-1695

https://breezbay-group.com/hch-niigata

090 新潟シティホテル

新潟市

中央区古町通8-1430

025-224-4121

https://breezbay-group.com/niigata-city

091 新潟パークホテル

新潟市

中央区南笹口1-8-10

025-245-5571

https://breezbay-group.com/niigata-ph

092 髙志の宿髙島屋

新潟市

西蒲区岩室温泉678-甲

0256-82-2001

http://www.takasimaya.co.jp

093 長岡屋

新潟市

北区白新町2-3-24

025-387-2245

http://icss.jp/~nagaoka

094 旅館橋本屋

新潟市

西区黒鳥5956

025-377-2306

https://www.ekiten.jp/shop_4530491/

095 ホテルビジネスイン新潟南

新潟市

江南区下早通柳田2-3-1

025-381-8800

http://binn.jp/index.html

096 ホテルオークラ新潟

新潟市

中央区川端町6-53

025-224-6123

http://www.okura-niigata.co.jp

097 新潟第一ホテル

新潟市

中央区花園1-3-12

025-243-1111

https://0252431111.com

098 アートホテル新潟駅前

新潟市

中央区笹口1-1

025-240-2111

http://www.art-niigata-station.com

099 天然 多宝の湯 ドーミーイン新潟

新潟市

中央区明石1-7-14

025-247-7755

https://www.hotespa.net/hotels/niigata

100 ホテルイタリア軒

新潟市

中央区西堀通7-1574

025-224-5111

http://www.italiaken.com

101 東横イン新潟駅前

新潟市

中央区花園1-2-2

025-241-1045

https://www.toyoko-inn.com

102 新潟グランドホテル

新潟市

中央区下大川前通3ノ町2230

025-228-6111

https://www.ni-grand.co.jp

103 割烹旅館 松屋

新潟市

西蒲区岩室温泉605

0256-82-5120

http://matsuya.travel.coocan.jp/

104 菱風荘

新潟市

北区前新田乙364-1

025-388-5314

http://park1.wakwak.com/~ryoufusou/

105 やすらぎの宿 大倉

新潟市

江南区西町4-1-5

025-381-6175

http://ohkura-ryokan.jp

106 シングルイン新潟第一

新潟市

中央区花園1-6-1

025-290-7112

-

107 シングルイン新潟第二

新潟市

中央区東大通1-11-3

025-383-6613

-

108 シングルイン新潟第二新館

新潟市

中央区東大通1-11-10

025-255-5351

-

109 新潟京浜ホテル

新潟市

中央区弁天1-3-15

025-384-8200

https://www.keihinhotel.com

110 コンフォートホテル新潟駅前

新潟市

中央区弁天3-3-1

025-242-0611

https://www.choice-hotels.jp/hotel/niigata

111 JR東日本ホテルメッツ新潟

新潟市

中央区花園1-96-47

025-246-2100

https://www.hotelmets.jp/niigata

112 コンフォートイン新潟亀田

新潟市

江南区東早通2-1-11

025-382-1500

http://www.choice-hotels.jp

113 新潟市アグリパーク

新潟市

南区東笠巻新田3044

025-378-3109

http://www.niigata-aguri.com/

114 新潟イーストホテル

新潟市

中央区笹口1-11-5

025-246-1711

http://east.niigata.jp

115 ホテルグローバルビュー新潟

新潟市

中央区弁天1-2-4

025-244-5151

https://www.rio-hotels.co.jp/niigata

116 ホテルディアモント新潟西

新潟市

西区山田2517-2

025-230-0055

http://www.diasmont.co.jp

117 ホテルルートイン新潟県庁南

新潟市

中央区東出来島11-14

025-280-9811

https://www.route-inn.co.jp/

118 東横イン新潟古町

新潟市

中央区上大川前通七番町1168-2 025-227-1045

https://www.toyoko-inn.com

119 カントリーホテル新潟

新潟市

中央区本町通6番町1140-1

025-229-3300

http://www.niigata-c.jp/

120 パンション駅南

新潟市

中央区鐙１－１－２２

025-241-409

https://www.pansion.co.jp/index.htm

121 ニイガタステーションホテル

新潟市

中央区弁天1-2-10

025-243-5151

http://www.niigatastationhotel.co.jp/

122 ホテルルートイン新潟西インター

新潟市

西区善久731-1

025-370-7411

https://www.route-inn.co.jp/hotel_list/nigata/index_hotel_id_593/

123 ビジネスホテル秋葉

新潟市

東区秋葉通2-3722-227

025-275-5127

-

124 アパホテル〈新潟東中通〉

新潟市

中央区東中通2番町289-2

025-229-7111

https://www.apahotel.com/hotel/kousinetsu/niigata-higashinakadori/

125 ユースハウス石黒

新潟市

中央区高志1-13-9

025-287-1075

www.ishiguro-shouzi.jp

126 アパホテル（新潟古町）

新潟市

中央区東堀通6番町1037-1

025-229-2211

https://www.apahotel.com/hotel/kousinetsu/niigata-furumachi/
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「泊まっ得！にいがた県民割キャンペーン」対象宿泊施設一覧
02 新潟・阿賀エリア
（新潟市・五泉市・阿賀野市・阿賀町）

No

施設住所

施設名

HP URL

電話番号

127 なり-nuttari NARI-

新潟市

中央区沼垂東2-11-31

025-369-4126

https://nuttari-nari.com

128 ホテル大橋館の湯

新潟市

西蒲区岩室温泉340甲

0256-82-4126

http://www.oohashiya.co.jp

129 ホテルターミナルアートイン

新潟市

中央区笹口1-15-1

025-246-7111

http://www.terminal-artinn.com

130 ホテルターミナルイン

新潟市

中央区笹口1-14-3

025-245-1100

https://hpdsp.jp/terminal-inn/

131 アパホテル新潟

新潟市

中央区東大通2-1-21

025-249-3611

https://www.apahotel.com/hotel/kousinetsu/niigata/

132 ホテルアルファーワン新潟

新潟市

中央区花園1-7-18

025-246-5555

http://www.alpha-1.co.jp/niigata/

133 ホテル寺尾

新潟市

西区寺尾朝日通19-9

025-267-7677

-

134 ゲストハウスＯＲＩ ＯＲＩ

新潟市

西区五十嵐1の町6724-9

090-1809-3793 https://guesthouseoriori.com

135 旅館しかい

新潟市

北区松浜本町2-11-15

025-259-2038

http://shikai-inn.com

136 ホテルリブマックス新潟駅前

新潟市

中央区花園1-7-10

025-241-7700

https://www.hotel-livemax.com/niigata/niigatast/

137 阿賀のめぐみ 望川閣

五泉市

佐取2869

0250-47-1000

http://www.bousenkaku.co.jp/

138 佐取館

五泉市

佐取3008

0250-47-2211

http://www.satorikan.com

139 ホテル平左エ門

五泉市

佐取字宮ノ浦7234

0250-47-2321

https://heizaemon.jp

140 ホテル丸松

五泉市

佐取2986

0250-47-2331

https://hotelmarumatsu.com/

141 河畔の宿 碧水荘

五泉市

佐取3062

0250-47-2011

https://www.hekisuisou.jp/

142 一水荘

五泉市

佐取7209

0250-47-2231

http://www.issuisou.com

143 柳水園

五泉市

佐取7241

0250-47-2121

-

144 ガーデンホテルマリエール

五泉市

赤海1074-1

0250-42-1212

https://www.maryell.jp

145 五泉ゲストハウス 五ろり

五泉市

別所1030

0250-27-1425

https://gorori.jimdofree.com

146 環翠楼

阿賀野市

村杉4527

0250-66-2131

https://www.kansuirou.jp

147 ふるさとがしのばれる宿 角屋旅館

阿賀野市

村杉4631-1

0250-66-2221

https://kadoyasan.com

148 ゆらりゆら 水鳥の宿さきはな

阿賀野市

小松5051-85

0250-47-2111

https://hotel-sakihana.com/

149 風雅の宿 長生館

阿賀野市

村杉4632番地8

0250-66-2111

http://www.chouseikan.co.jp/

150 今板温泉 湯本舘

阿賀野市

今板795-2

0250-66-2321

https://www.gozu-yumotokan.com/

151 五十嵐邸ガーデン 新潟阿賀野リゾート

阿賀野市

金屋340-5

0250-63-2100

https://www.swanlake.co.jp/aganoresort

152 川上屋旅館

阿賀野市

村杉温泉

0250-66-2141

http://www.kawakamiya.jp

153 清廣館

阿賀野市

出湯802

0250-62-3833

https://seikokan.jp

154 割烹旅館 室町

阿賀野市

村杉4806-2

0250-66-2134

http://www.yado-muromachi.com

155 旅館弓月

阿賀野市

出湯761

0250-62-3665

http://www.yuuduki.com

156 大石屋旅館

阿賀野市

出湯760

0250-62-3155

http://www.ooishiya.com

157 安田温泉やすらぎ

阿賀野市

保田6075-3

0250-68-1555

https://yasudaonsen.com/

158 石原館

阿賀野市

村杉4523

0250-66-2121

http://ishiharakan.com/

159 旅館 珍生館

阿賀野市

出湯760-7

0250-62-3726

http://www.chinseikan.com/

160 農民民宿 栃堀の風

東蒲原郡阿賀町

広谷甲700

0254-92-7766

https://tochibori-no-kaze.jp/

161 絵かきの宿 福泉

東蒲原郡阿賀町

鹿瀬5886

0254-92-3131

www.ryokan-fukusen.co.jp

162 雪つばきの宿古澤屋

東蒲原郡阿賀町

鹿瀬5860

0254-92-3322

http://www.furusawaya.com/

163 叶屋旅館

東蒲原郡阿賀町

五十沢1067-1

0254-99-2023

-

164 旅館まるに

東蒲原郡阿賀町

五十沢37

025-499-2880

https://www.maruni-ryokan.com

165 ペットと泊まれる宿三川温泉新かい荘

東蒲原郡阿賀町

五十沢295

0254-99-2013

http://www.shinkaisou.com

166 ホテル角神

東蒲原郡阿賀町

鹿瀬1840

0254-92-2610

http://www.tsunogami.com

167 湯元館

東蒲原郡阿賀町

五十沢1054

0254-99-2015

-

168 ブナの宿 小会瀬

東蒲原郡阿賀町

広谷乙2091-1

0254-95-3535

http://www.koase.com

169 三川温泉 にゅーゆもと

東蒲原郡阿賀町

五十沢

0254-99-2022

-

170 裏五頭山荘

東蒲原郡阿賀町

中ノ沢1187

0254-99-2833

http://www.uragozu.jp/
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「泊まっ得！にいがた県民割キャンペーン」対象宿泊施設一覧
03 弥彦・三条エリア
（三条市・加茂市・燕市・弥彦村・田上町）

No

施設住所

施設名

HP URL

電話番号

171 風雅亭山水

三条市

荻堀197-3

0256-46-5311

https://fugatei-sansui.com/

172 嵐渓荘

三条市

長野1450

0256-47-2211

www.rankei.com

173 三条ロイヤルホテル

三条市

本町3-5-25

0256-34-8111

https://www.sanjoy.jp

174 三観荘

三条市

北新保2-2-34

0256-32-3011

http://www.3jo-journey.com/sisetubetu/sankanso.html

175 ほしのや旅館

三条市

東三条1-16-13

0256-33-0232

http://www.sanjo.nct9.ne.jp/hosinoya/

176 割烹旅館 公楽

三条市

高岡786

0256-38-6539

http://www.yado-kouraku.com

177 会六旅館

三条市

本町4-4-45

0256-32-0431

http://airoku.com

178 ホテルニューグリーン燕三条

三条市

須頃 2-116-2

0256-33-8000

https://www.newgreen.co.jp/tsubamesanjo

179 コンフォートホテル燕三条

三条市

須頃2-115

0256-36-5311

https://www.choice-hotels.jp/hotel/tsubamesanjo/

180 越前屋ホテル

三条市

元町2-16

0256-32-6221

https://www.echizenya-hotel.com/

181 ルートイン燕三条駅前

三条市

大字須頃2-19

0256-34-9020

https://route-inn.co.jp

182 アクアホテル 燕三条駅前店

三条市

須頃1-72

0256-36-7700

http://www.aqa-hotel.co.jp

183 石田屋旅館

三条市

本町4-6-30

0256-33-0043

http://w01.fitcall.net/fa04db46/

184 菊屋旅館

加茂市

仲町1-36

0256-52-0064

-

185 ホテル燕ヒルズ

燕市

吉田日之出町30-15

0256-93-3710

https://breezbay-group.com/tsubame-hills

186 アパホテル燕三条駅前

燕市

井土巻3-206

0256-62-4111

https://www.apahotel.com

187 アパヴィラホテル燕三条駅前

燕市

井土巻3-211

0256-62-3111

https://www.apahotel.com

188 燕三条ワシントンホテル

燕市

井土巻3-65

0256-66-1111

-

189 美味満開 名代家

西蒲原郡弥彦村

弥彦2934

0256-94-2013

https://nadaiya.com

190 お宿だいろく

西蒲原郡弥彦村

弥彦946

0256-94-2026

http://www.dairoku.tv

191 山本館

西蒲原郡弥彦村

弥彦670

0256-94-2061

http://www.yamamotokan.info

192 割烹の宿櫻家

西蒲原郡弥彦村

大字弥彦1043-41

0256-94-2009

https://yado-sakura.jp

193 四季の宿みのや

西蒲原郡弥彦村

大字弥彦2927-1

0256-94-2010

http://www.minoya.net

194 弥彦温泉 旅館 清水屋

西蒲原郡弥彦村

大字弥彦2921-1

0256-94-2015

http://yahiko-shimizuya.main.jp

195 冥加屋

西蒲原郡弥彦村

弥彦1237

0256-94-2034

-

196 ホテルヴァイス

西蒲原郡弥彦村

大字弥彦2929

0256-94-5612

https://hotelweib.com/

197 上州苑

西蒲原郡弥彦村

観音寺494

0256-94-2114

https://www.joshuen.com

198 旅館 冥加屋ハウス

西蒲原郡弥彦村

弥彦1043-48

0256-94-2135

-

199 末廣館

南蒲原郡田上町

大字田上乙535-3

0256-57-4747

http://www.suehirokan.com/

200 ホテル小柳

南蒲原郡田上町

大字田上乙1322-1

0256-57-5000

http://www.oyanagi.co.jp

201 越後乃お宿 わか竹

南蒲原郡田上町

大字田上乙1370

0256-57-2044

-

202 旅館初音

南蒲原郡田上町

大字田上丙1318-4

0256-57-2351

http://www.hatune.com
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「泊まっ得！にいがた県民割キャンペーン」対象宿泊施設一覧
04 長岡・柏崎エリア
（長岡市・柏崎市・小千谷市・見附市・出雲崎町・刈羽村）

No

施設住所

施設名

HP URL

電話番号

203 民宿旅館 あだち

長岡市

寺泊郷本195-10

0258-75-2100

https://primenet2010.biz/adachi

204 寺泊きんぱちの湯

長岡市

寺泊松沢町9353番地621

0258-75-5888

http://www.kinpachi.co.jp

205 ホテルニューグリーン

長岡市

城内町1-2-9

0258-33-5000

https://www.newgreen.co.jp/nagaoka

206 長岡グランドホテル

長岡市

東坂之上町1-2-1

0258-33-2111

https://breezbay-group.com/nagaoka-gh/

207 よもぎひら温泉和泉屋

長岡市

蓬平町甲1508-2

0258-23-2231

http://www.yomogi-izumiya.com

208 やすらぎの宿夕華

長岡市

寺泊野積11630-17

0258-75-5032

http://www.yuuhana.jp

209 寺泊温泉 北新館

長岡市

寺泊年友1039

025-75-2172

https://hokushinkan.com

210 西谷温泉 中盛館

長岡市

西谷480

0258-94-2417

https://www.chuseikan.co.jp

211 ビジネスホテルサンパレス

長岡市

城内町1-2-1

0258-33-0800

https://www.hotel-sunpalace.co.jp/

212 ホテルリバーイン

長岡市

宮関1-2-1

0258-28-2288

http://riverinn.co.jp

213 寺泊岬温泉 ホテル飛鳥

長岡市

寺泊野積107

0258-41-6111

www.hotel-asuka.jp

214 丁字谷ホテル

長岡市

新栄町3-2-10

0258-52-2040

-

215 割烹旅館 大倉

長岡市

東が丘3-10

0258-52-2473

-

216 長岡温泉湯元館

長岡市

高畑町42

0258-32-2492

-

217 蓬莱館 福引屋

長岡市

蓬平町1227

0258-23-2221

http://www.fukubikiya.co.jp

218 つたや旅館

長岡市

渡里町7-6

0258-32-0369

http://www.nct9.ne.jp/tutaya/

219 旬食ゆ処宿 喜芳

長岡市

上岩井6964

0258-42-4126

http://www.kihou.jp

220 美味探究の宿 住吉屋

長岡市

寺泊大町7745

0258-75-3228

http://www.h-sumiyoshiya.net

221 花の宿よもやま舘

長岡市

蓬平町甲130-1

0258-23-2121

https://www.yomoyama.co.jp

222 長岡かまぶろ温泉旅館

長岡市

十日町市972-2

0258-22-2036

http://www.kamaburo.com

223 カニの宿きんぱち

長岡市

寺泊花立9353-131

0258-75-4258

-

224 長岡ターミナルホテル

長岡市

城内町2-1-7

0258-32-2344

https://www.terminalhotel.co.jp

225 宿・UNEHAUS

長岡市

一之貝869

0258-86-8121

https://www.une-aze.com

226 ホテルビジネスイン長岡

長岡市

喜多町金輪88-2

0258-47-8000

http://binn.jp/index.html

227 NEMARU Stay&Discovery

長岡市

与板町与板甲170

0258-77-7473

https://www.nagaoka-nemaru.com

228 あまやちの湯(あまやち会館）

長岡市

山古志種苧原4526

0258-59-3620

http://amayachi.com

229 ホテル法華クラブ新潟長岡

長岡市

城内町1-3-2

0258-30-3151

https://www.hokke.co.jp/niigata-nagaoka

230 相野屋旅館

長岡市

小国町横沢268-2

0258-95-2039

-

231 割烹旅館 山長

長岡市

寺泊野積2541

0258-75-2719

http://www.teradomari-yamacho.jp

232 JR東日本ホテルメッツ長岡

長岡市

台町2-4-9

0258-30-5800

http://www.hotelmets.jp/nagaoka

233 お宿まつや

長岡市

寺泊野積10039

0258-75-2821

http://www.matsuya-kayabuki.jp

234 旅館愛鱗

長岡市

乙吉町９７２－１８９

0258-35-6151

-

235 ビジネスホテル白根屋

長岡市

東蔵王3-1-16

0258-24-0678

http://www.nct9.ne.jp/sironeya/hotelindex.htm

236 海風亭寺泊日本海

長岡市

寺泊上荒町9353-126

0258-75-5555

https://teradomari.jp/

237 ホテルルートイン長岡駅前

長岡市

城内町1-1-5

0258-36-2331

https://www.route-inn.co.jp/

238 民宿 清原屋

長岡市

寺泊金山462-1

0258-75-2330

http://kiyoharaya.com/

239 アトリウム長岡

長岡市

弓町1-5-1

0258-30-1250

https://atrium-nagaoka.jp/

240 西谷鉱泉 湯元旅館

長岡市

西谷473

0258-94-2406

-

241 ホテル崇徳館

長岡市

殿町2-3-9

0258-32-0106

-

242 スーパープライスホテルインパクト2002

長岡市

城内町1-1-10

0258-35-3399

http://www.hotel-impact.jp/

243 恵比仁

長岡市

谷内2-1-30

0258-52-2107

-

244 純生の湯 寺宝温泉

長岡市

寺宝町82

0258-29-4126

https://jihou-onsen.jp/

245 越乃湯旅館

長岡市

与板町馬越1082-1

0258-72-4385

-

246 ホテルルートイン長岡インター

長岡市

堺東町85

0258-20-5911

https://route-inn.co.jp

247 ホテルニューオータニ長岡

長岡市

台町2-8-35

0258-37-1111

www.nagaoka-newotani.co.jp

248 アクアーレ長岡

長岡市

新陽2-5-1

0258-47-5656

http://www.aquarenagaoka.or.jp

249 ホテルニューグリーンプラザ

長岡市

城内町2-7-10

0258-33-3333

https://www.newgreen.co.jp/plaza

250 海が見えるコテージ＆キャンプ

長岡市

寺泊野積3260

070-2813-6705

https://umigamieru.eyado.net
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04 長岡・柏崎エリア
（長岡市・柏崎市・小千谷市・見附市・出雲崎町・刈羽村）

No

施設住所

施設名

HP URL

電話番号

251 三幸旅館

長岡市

東坂之上町3-1-12

0258-35-2066

-

252 季節旅館きんとく

長岡市

寺泊上田町地先中央海水浴場内 0258-75-2511

-

253 蒼丘の杜公園 コテージ

長岡市

川口中山2426-8

0258-89-3000

https://nagaokacity.jp/kawaguchi-stay/

254 農村体験施設 古民家

長岡市

川口中山1240-1

0258-89-3000

https://nagaokacity.jp/kawaguchi-stay/

255 ホテルアルファ－ワン長岡

長岡市

城内町1-1-11

0258-37-7600

http://www.alpha-1.co.jp/nagaoka/

256 ホテルリブマックス新潟長岡駅前

長岡市

台町2-3-14

0258-37-2500

https://www.hotel-livemax.com/niigata/nagaokast/

257 じょんのび村

柏崎市

高柳町高尾10-1

0257-41-2222

http://www.jon-nobi.com

258 天屋旅館

柏崎市

西港町5-39

0257-23-5510

-

259 旅館大家

柏崎市

東の輪町3-24

0257-22-6063

https://itp.ne.jp/info/157306367000000899

260 ホテルニューグリーン柏崎

柏崎市

柏崎駅前1-3-8

0257-24-1111

https://www.newgreen.co.jp/kashiwazaki

261 ホテルサンシャイン

柏崎市

駅前1-2-10

0257-23-1211

https://www.h-sunshine.com/

262 ホテルエリアワン番神岬

柏崎市

番神2-10-39

0257-22-5300

http://www.hotel-areaone.com/kashiwazaki

263 民宿 磯美荘

柏崎市

番神2-10-33

0257-24-2101

-

264 シーユース雷音

柏崎市

西港町12-11

0257-22-5740

https://www.ksz.or.jp/seayouthlion

265 柏崎温泉ホテル

柏崎市

北園町20-52

0257-22-6105

-

266 ブルー・マリーン

柏崎市

番神2-630-1

0257-22-2369

http://www.bluemarine-kashiwazaki.com

267 メトロポリタン松島

柏崎市

鯨波1828

0257-24-5505

http://www.metoro.net

268 奥の湯 湯元館

柏崎市

大広田770

0257-25-3500

https://okunoyuyumotokan.com/

269 ホテルルートインコート柏崎

柏崎市

日吉町2-56

050-5847-7300

https://route-inn.co.jp

270 浪花屋 夕凪亭

柏崎市

鯨波3-11-6

0257-23-3030

http://naniwaya.co.jp/

271 荻ノ島かやぶきの宿「萩の家」「島の家」

柏崎市

高柳町荻ノ島1090-2

0257-41-3252

http://www.facebook.com/oginoshima

272 ホテルアルファ－ワン柏崎

柏崎市

駅前1-2-27

0257-24-0022

http://www.alpha-1.co.jp/kashiwazaki/

273 ホテルプラザ片山

小千谷市

本町1丁目7番3号

0258-82-2051

-

274 ホテル千景

小千谷市

城内2-2-1

0258-82-5651

www.hotel-senkei.com

275 古民家民宿おっこの木

小千谷市

真人町戊2518

0258-86-7998

https://okkonoki.wakatochi.jp

276 ホテルニュープラザ

小千谷市

城内1-2-35

0258-82-1185

http://www.newplaza.jp/

277 旅館 上の湯

小千谷市

大字薭生丁546-2

0258-82-4838

-

278 農家民宿へんどん

小千谷市

岩沢1010-4

0258-89-8220

https://iwasawa-ojiya.jimdofree.com/

279 小千谷ふるさとの丘ユースホステル

小千谷市

小栗山2063

0258-59-2951

https://ojiya-yh.com

280 草薙旅館

見附市

本町2-17-5

0258-62-0847

http://kusanagiryokan.com

281 ホテルつるや

見附市

本町4-3-19

0258-62-6511

https://www.hotel-tsuruya.co.jp

282 イングリッシュガーデンホテルレアント

見附市

新幸町5-10

0258-66-1177

http://reant.jp

283 角屋旅館

見附市

本所2-5-28

0258-62-0159

-

284 うるめのお宿割烹旅館原の湯

見附市

本町3-8-31

0258-62-0339

https://haranoyu.com

285 早川屋旅館

見附市

学校町2-8-15

0258-62-0360

http://www.chiisana-oyado.com/

286 農家民宿かっちゃん

三島郡出雲崎町

大字大門66

0258-78-3658

-

287 お宿割烹 たまきや

三島郡出雲崎町

尼瀬183-4

0258-78-2171

http://tamakiya.webcrow.jp

288 割烹なごみの宿 佐平次

三島郡出雲崎町

大字羽黒町111-1

0258-78-2116

www.yado-saheiji.com

289 みよや

三島郡出雲崎町

大字羽黒町101-1

0258-78-3181

https://www.miyoya.jp

290 農家民宿 もりやま

三島郡出雲崎町

大字立石87-2

0258-78-2492

-

291 刈羽村宿泊交流センター ピーチビレッジ

刈羽郡刈羽村

大字刈羽4286-2

0257-31-8600

http://www.tourinbo.com
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292 ひなの宿ちとせ

十日町市

松之山湯本49-1

025-596-2525

http://chitose.tv

293 ホテルむかでや

十日町市

高田町2-93-5

025-757-1177

www.mukadeya.net

294 心の宿やすらぎ

十日町市

戊332-1

025-757-1547

http://www.yasuragi-yado.com/

295 林屋旅館

十日町市

山崎己1463子

025-763-2016

http://www.hayashiya-ryokan.com/

296 ミオンなかさと

十日町市

宮中己4197

025-763-4811

https://nakasato-mion.com/

297 貸古民家 百年の館

十日町市

川治2224-6

025-761-7123

http://www.100nennoyakata.com

298 よし本旅館

十日町市

高田町6-771-5

025-752-2767

-

299 山の森のホテル ふくずみ

十日町市

松之山湯本1388-2

025-596-2323

https://www.iiyuyado.com/

300 旅館 清水屋

十日町市

昭和町4-131-2

025-752-2477

http://www.ryokan-shimizuya.com

301 松之山温泉 和泉屋

十日町市

松之山湯本7-1

025-596-2001

http://izumiya-inn.com

302 あてま高原リゾートベルナティオ

十日町市

珠川

025-758-4888

https://www.belnatio.com

303 ハヤマ荘

十日町市

川治2186-5

025-757-5760

-

304 清津館

十日町市

小出癸2126-1

025-763-2181

http://www.kiyotsukan.com

305 白川屋旅館

十日町市

松之山湯本55-1

025-596-2003

http://shirakawaya.sakura.ne.jp

306 塩ノ又温泉 湯元荘

十日町市

十日町市庚５５３

025-752-2169

-

307 まつだい芝峠温泉 雲海

十日町市

蓬平11-1

025-597-3939

https://shibatouge.com

308 醸す森

十日町市

松之山黒倉1879-4

025-596-2200

https://kamosumori.com

309 酒の宿玉城屋

十日町市

松之山湯本13

025-596-2057

https://www.tamakiya.com

310 松之山温泉 凌雲閣

十日町市

松之山天水越81

025-596-2100

http://www.ryounkaku.net

311 ほんのり薫る自然のこころ 野本旅館

十日町市

松之山湯本56

025-596-2013

http://nomotoryokan.com/

312 光の館

十日町市

上野甲2891

025-761-1090

https://hikarinoyakata.com

313 清津峡ホテル せとぐち

十日町市

西田尻辛168

025-763-2431

http://www.setoguti.info/

314 ホテルしみず

十日町市

本町2-223

025-752-2058

http://www.hotel-simizu.com

315 農家民宿茅屋や

十日町市

新座乙764

090-4454-1669

https://tokamachi-kayaya.com/

316 ホテルゆのたに荘

魚沼市

下折立245

025-795-2206

http://www.yunotanisou.co.jp

317 ホテルさかえや

魚沼市

下折立494-2

025-795-2134

http://sakaeya-yu.com/

318 友家ホテル

魚沼市

大湯温泉282

025-795-2111

http://tomoyahotel.com/

319 ペンションデューク

魚沼市

大湯温泉352

025-795-2742

http://pension-duke.sakura.ne.jp/

320 ホテル湯元

魚沼市

折立460

0570-055-780

www.itoenhotel.com/yumoto/

321 荒沢ヒュッテ

魚沼市

下折立字北ノ又1034

025-7895-2548

http://www.ops.dti.ne.jp/~arasawa/

322 民宿 浦新

魚沼市

須原904

025-797-2149

-

323 源泉湯の宿かいり

魚沼市

大湯温泉301

025-795-2311

http://www.kairi.co.jp

324 神湯とふれあいの里

魚沼市

清本583

025-799-3350

http://www.kamiyuonsen.com

325 四季の郷薬師温泉やまびこ荘

魚沼市

七日市1173

025-792-7015

http://park22.wakwak.com/~yamabiko-sou

326 湯元庄屋 和泉屋旅館

魚沼市

大湯温泉298

025-795-2031

https://izumiya-oyu.com

327 小出ホテルオカベ

魚沼市

四日町1315

025-792-6677

https://hotelokabe.com

328 緑の学園1号館

魚沼市

湯之谷芋川字大島1317-3

025-795-2684

http://okutadami.co.jp

329 民宿旅館才七

魚沼市

大白川356-2

025-796-2540

-

330 民宿 小西屋

魚沼市

須原932

025-797-2134

http://www.konisiya.com/

331 民宿休み場

魚沼市

大白川167

025-796-2901

-

332 港屋旅館

魚沼市

須原2908-2

025-797-2005

http://www.minatoya.cc/

333 湯治の宿 神風館

魚沼市

上折立栃尾又温泉59

025-795-2306

-

334 旅館長者

魚沼市

下折立501

025-795-2204

http://choja.net/

335 喜楽荘

魚沼市

大白川872-1

090-9820-2219

-

336 自在館

魚沼市

上折立66

025-795-2211

https://www.jizaikan.jp/

337 治兵衛

魚沼市

須原936

025-797-2135

https://travel.rakuten.co.jp/HOTEL/38572/38572.html

338 銀泉荘

魚沼市

大湯温泉282

025-795-2700

http://www.ginsenso.com/

339 須田屋旅館

魚沼市

本町1-7

025-792-0027

-

340 奥只見山荘

魚沼市

下折立字北ノ又1039

025-795-2239

https://www.okutadami.jp

341 湖山荘

魚沼市

下折立字北ノ又1038

025-795-2226

http://www.kozanso.jp/
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342 民宿樹湖里

魚沼市

下折立字北ノ又996（銀山平温泉） 025-795-2772

http://www.minsyukukikori.com

343 駒の湯山荘

魚沼市

大湯温泉719-1

090-2560-0305

-

344 旬彩の庄 坂戸城

南魚沼市

坂戸292-4

025-773-3333

http://www.sakadojo.com

345 丸山温泉 古城館

南魚沼市

石打1873

025-783-2219

-

346 いろりあん

南魚沼市

小栗山2089-4

025-773-5847

http://www.irorian.co.jp/

347 いろりあん別館さくら・さくら

南魚沼市

小栗山2089-4

025-773-5847

http://www.irorian.co.jp/

348 グリーンビレッジたかはし

南魚沼市

樺野沢68-2

025-782-1482

-

349 山の宿 雲天

南魚沼市

清水674-348

025-782-3473

http://unten-fan.com/room/

350 和風いん越路

南魚沼市

姥島新田840-1

025-783-2644

http://www.koshiji-inn.jp

351 ロッヂたかとし

南魚沼市

舞子2056-91

025-783-2835

http://www.takatoshi.com

352 ワンダースリー

南魚沼市

石打88

025-783-2253

http://www.wonderthree.com

353 雪の雫

南魚沼市

石打1948-1

025-788-0336

https://yukino-shizuku.jp/

354 ノースポイントロッヂ

南魚沼市

石打2025-11

025-783-3825

-

355 リゾートインのぐち

南魚沼市

吉里1108

025-782-0729

-

356 ホワイトハウス マスエン

南魚沼市

石打1626

025-783-2440

http://masuen.com

357 ペンション オズ

南魚沼市

石打834-20

025-783-6021

http://www.penoz.jp

358 大熊屋旅館

南魚沼市

上野382

025-783-2035

http://www14.plala.or.jp/ohkumaya/

359 エスプリホテル

南魚沼市

石打837-2

025-783-6320

https://esprit-hotel.com

360 金誠舘

南魚沼市

坂戸1-12

025-772-2377

http://www.realis.vc

361 ほてる木の芽坂

南魚沼市

小栗山93-1

025-773-3456

http://www.kinomeht.co.jp/

362 旅館てじまや

南魚沼市

浦佐218-1

025-777-2214

-

363 五十沢温泉ゆもとかん

南魚沼市

宮17-4

025-774-2876

http://www.ikazawaonsen.com

364 丸木屋旅舘

南魚沼市

石打1661

025-783-2140

http://www.marukiya.com

365 とまの湯松寿館

南魚沼市

石打2402

025-783-2128

-

366 ホテル プレステージ

南魚沼市

石打845

025-783-4088

http://www.prestige4088.com

367 お宿いのや

南魚沼市

石打104

025-783-2470

http://www.oyado-inoya.com

368 ラ・ファミーユ中角

南魚沼市

石打1700-2

025-783-2171

http://www.nakakaku.jp

369 大峰館

南魚沼市

吉里1142

025-782-0730

https://oominekan-hayashi.jimdofree.com

370 プチホテルニューフクダヤ

南魚沼市

石打1637

025-783-2057

https://www.newfukudaya.com

371 さえもん旅館（左右ェ門）

南魚沼市

吉里1118

025-782-0738

https://hpdsp.jp/saemon

372 ロッヂ天神山荘

南魚沼市

石打2025-8

025-783-2493

https://www.tenjinsanso.jp

373 ひいらぎ山荘

南魚沼市

小栗山2146

025-773-6279

http://www.hiiragi-sansou.com

374 ヴィレッジ ヨシタニ

南魚沼市

姥島新田636

025-783-2649

http://www.village-yoshitani.com

375 八海山麓サイクリングターミナル

南魚沼市

荒金70

025-779-3230

http://www.hakkai-sanroku.com/

376 心と体の保養の宿 龍氣

南魚沼市

小栗山字上ノ台2310

025-770-2525

http://www.ryuuki.com

377 龍氣 別館

南魚沼市

余川2708-8

025-773-2990

http://www.ryuuki.com

378 割烹旅館いろは亭

南魚沼市

五日町449

025-776-2813

https://www.0257762813.com/

379 ペンションカム

南魚沼市

山口1787-1

025-775-2952

http://www.pension-come.com

380 サンロードインうばしま

南魚沼市

姥島新田667

025-783-2152

http://park19.wakwak.com/~uba/

381 ペンション ドルク

南魚沼市

山口1746-2

025-775-3187

http://www.p-dorf.com/

382 シャトーホテル一本杉

南魚沼市

塩沢2071

025-782-1191

http://www.chateau-shiozawa.jp

383 ペンションわかい

南魚沼市

山口1731

025-775-3078

http://www.p-wakai.com

384 下幅旅館

南魚沼市

姥島新田656

025-783-2153

http://www.shitahaba.com

385 湖畔荘

南魚沼市

小栗山2027-3

025-772-3336

-

386 浦佐ホテルオカベ

南魚沼市

浦佐1139

025-777-4747

http://hotelokabe.com

387 石打ユングパルナス

南魚沼市

石打土堂946

025-783-7888

http://www.yungparunas.com

388 大沢館

南魚沼市

大沢1170

025-783-3773

https://www.hitou.or.jp/provider/detail?providerId=693

389 田中屋旅館

南魚沼市

関58-3

025-783-2044

https://tanakayaryokan.amebaownd.com

390 舞子高原ホテル

南魚沼市

舞子2056-108

025-783-3511

https://www.maiko-resort.com/hotel

391 スカイランド

南魚沼市

石打1858

025-783-2533

-
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392 富徳旅館

南魚沼市

吉里1115

025-782-0739

-

393 ビジネスホテルライフ

南魚沼市

六日町139-7

025-772-3665

-

394 オーベルジュ・アンドラ・モンターニュ

南魚沼市

宮野下1191-1

025-783-3237

http://www.andra.jp/ishiuchi/concept.html

395 ジョイハウスゆたか

南魚沼市

姥島新田567

025-783-2734

http://www.jh-yutaka.com

396 魚沼の隠れ温泉 くつろぎ庵

南魚沼市

小栗山字北沖158-2

025-772-8111

http://www.kutsurogian.com

397 あざみ亭

南魚沼市

石打854-1

025-783-4850

http://www.azamitei.jp

398 六日町ヒュッテ

南魚沼市

小栗山90-4

025-788-0076

https://www.muikamachihutte.com

399 ホテルグリーンプラザ上越

南魚沼市

樺野沢112-1

025-782-1030

https://www.jkokusai.co.jp

400 ロッジ マシュー

南魚沼市

石打2035-2

025-783-2708

https://www.lodge-mashu.com

401 大和屋旅館

南魚沼市

六日町139

025-772-2070

-

402 ロッヂ半二郎

南魚沼市

小栗山2159

025-772-3744

-

403 民宿旅館源次郎

南魚沼市

吉田79-4

025-792-2348

-

404 ホテルエルム石打

南魚沼市

石打1938

025-783-2893

https://www.elm-ishiuchi.com/

405 日章館

南魚沼市

坂戸7-5

025-772-2615

-

406 ロッヂＹＯＵ

南魚沼市

樺野沢77-1

025-782-4334

https://hpdsp.jp/lodgeyou/

407 越後 柾廣館

南魚沼市

寺尾242-1

025-776-2832

-

408 ｒｙｕｇｏｎ

南魚沼市

坂戸1-6

025-772-3470

https://www.ryugon.co.jp/jp/

409 ロッヂはやし

南魚沼市

姥島新田593-1

025-783-2627

https://www.snowmans-land.com/hayashi/

410 ロッヂ アルプス

南魚沼市

石打2017

025-783-3660

https://www.lodge-alps.com/

411 ロッヂ ケルン

南魚沼市

石打1799

025-783-2868

http://www.kern.jp

412 和泉屋旅館

南魚沼市

清水607

025-782-3478

-

413 たもん荘

南魚沼市

浦佐219-1

025-777-2363

-

414 ロッヂ 山美響

南魚沼市

姥島新田603

025-783-2318

https://www.snowmans-land.com/yamabiko/

415 西旅館

南魚沼市

樺野沢156-2

025-782-0490

http://www.darmatz.net/ski/nishi/

416 エコーロッヂ南魚沼市

南魚沼市

石打1929-1

025-783-3209

http://www.echo3209.com

417 スポーツプラザ白樺

南魚沼市

石打855-2

025-783-2792

https://hpdsp.jp/sp-shirakaba/

418 旅館関越

南魚沼市

姥島新田627-1

025-783-4321

-

419 ロッヂアイドル

南魚沼市

石打1991-1

025-783-2569

-

420 グランドールタカノ

南魚沼市

石打2102

0257-83-2121

-

421 かわら崎 湯元館

南魚沼市

六日町272-甲

025-772-2438

http://www.kawarazaki-yumotokan.jp/

422 Ishimaru House

南魚沼市

石打190-1

090-6682-6899

https://www.ishimaruhouse.com/

423 里山十帖

南魚沼市

大沢1209-6

0257-83-6777

http://www.satoyama-jujo.com/

424 ロッヂ花風

南魚沼市

樺野沢61-2

025-782-1494

https://kafuu.m-uonuma.net/

425 名月荘

南魚沼市

上野213

025-783-2885

http://meigetu2885.sakura.ne.jp/

426 石打 ＭＳ館

南魚沼市

石打855

025-783-3627

http://www.sky.hi-ho.ne.jp/snow/index10.html

427 畔地温泉こいし

南魚沼市

畔地1056

025-774-3514

http://azechionsen-koishi.com/

428 むいか温泉ホテル

南魚沼市

小栗山2910-114

025-773-3311

https://www.muikamachi.com

429 中の湯旅館

南魚沼市

上野345

025-783-2174

https://r.goope.jp/nakanoyu/

430 スキー亭フォレスト

南魚沼市

姥島新田586

025-783-2526

http://www.s-forest.info

431 ベルビューニシウラ

南魚沼市

石打1618-1

025-783-2966

https://bellevue-nishiura.com

432 廃寺民宿「ホタル」

南魚沼市

市野江甲2－2

080-4163-4664

https://www.airbnb.jp/rooms/26335347?federated_search_id=801db252-e460-4fbe-af84-95c46e52d8e5&source_impression_id=p3_1615871668_iHrC9lRPAhVp5ZWk

433 幸栄館

南魚沼市

五日町河原沢189-2

025-776-3001

http://www15.plala.or.jp/koueikan/

434 アルミュール

南魚沼市

石打834-28

025-783-4881

http://www.yukiguni.ne.jp/alm/

435 八ッ峰養魚

南魚沼市

山口121

025-775-3421

http://www.yatsumine.jp

436 グリーンヒュッテ

南魚沼市

塩沢2104-2

0257-82-0748

-

437 外谷旅館

南魚沼市

姥島新田569

025-783-2150

http://htoya.sakura.ne.jp/

438 ロッヂヤングメイト

南魚沼市

舞子2056-92

025-783-2185

http://www.youngmate.jp/

439 ヒルサイド イン センタークラブ

南魚沼市

宮野下1200

025-783-2810

https://www.center-club.co.jp

440 ロッヂ ウインターポイント

南魚沼市

姥島新田591

025-783-2757

http://park1.wakwak.com/~wpt/

441 ロッヂやすえもん

南魚沼市

姥島新田601

025-783-2316

-
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442 ロッヂ小春荘

南魚沼市

姥島新田６１８

025-783-2317

https://koharusou.com

443 ファミーユ 神立

南魚沼郡湯沢町

大字神立2630

025-784-3533

http://fami-yu.com/

444 御宿本陣

南魚沼郡湯沢町

三国378

025-789-2012

http://www.oyado-honjin.com/

445 たかさや

南魚沼郡湯沢町

三俣1459

025-788-9253

-

446 エンゼルグランディア越後中里

南魚沼郡湯沢町

土樽4707-1

025-787-2811

http://www.angel-g.co.jp

447 シャーレゆざわ銀水

南魚沼郡湯沢町

大字土樽6301-7

025-787-4141

http://yuzawa.co.jp/

448 越後湯沢温泉さくら亭

南魚沼郡湯沢町

湯沢1926-4

025-775-7830

http://www.sakura-tei.jp

449 四季Four Seasons Yuzawa QUATTRO

南魚沼郡湯沢町

湯沢1926-4

025-788-0444

http://www.quattro-yuzawa.jp

450 湯沢スキーハウス

南魚沼郡湯沢町

大字湯沢498-1

025-784-2455

http://www.21net.co.jp/ysh

451 温泉民宿髙野屋

南魚沼郡湯沢町

大字土樽146-2

025-787-3054

https://www.takanoya.gr.jp

452 セゾン・インたかとし

南魚沼郡湯沢町

大字土樽5081-4

025-787-3152

http://www.takatosi.info/

453 NASPAニューオータニ

南魚沼郡湯沢町

湯沢2117-9

025-780-6111

https://www.naspa.co.jp

454 広川ホテル

南魚沼郡湯沢町

湯沢3203-2

025-784-2310

-

455 なかじま屋

南魚沼郡湯沢町

三国903

025-789-2019

http://nakajimaya-ryokan.com/

456 かぐらみつまたコテージ

南魚沼郡湯沢町

三俣919-1

080-9672-7788

https://kaguramc.jp/

457 ファミリーハウスしらゆき

南魚沼郡湯沢町

大字土樽5081

025-787-3189

http://family-house-shirayuki.com

458 にしのや

南魚沼郡湯沢町

土樽5113

025-787-3174

-

459 ホテル双葉

南魚沼郡湯沢町

湯沢419

025-784-3357

http://www.hotel-futaba.com

460 ロッヂ・モントゼー

南魚沼郡湯沢町

三国636

025-789-2545

http://montoze.com/

461 雪国の宿 高半

南魚沼郡湯沢町

湯沢923

025-784-3333

http://www.takahan.co.jp

462 松泉閣 花月

南魚沼郡湯沢町

湯沢318-5

025-784-2540

www.shousenkaku-kagetsu.com

463 峠の湯 アネックスかしわや

南魚沼郡湯沢町

大字三国97

025-789-2031

https://a-kashiwaya.com/

464 ふるさと

南魚沼郡湯沢町

土樽5139-1

025-787-3234

http://www10.plala.or.jp/ryokan_furusato/indexn.html

465 ロッヂいたしん

南魚沼郡湯沢町

大字三俣1469

025-788-9141

-

466 清つ館

南魚沼郡湯沢町

大字三俣959

025-788-9128

-

467 ロッヂまことや

南魚沼郡湯沢町

湯沢551-3

025-784-2769

-

468 ホットハウスゆのうち

南魚沼郡湯沢町

三俣844

025-788-9180

-

469 温泉民宿さつき

南魚沼郡湯沢町

湯沢2-2-6

025-784-3507

http://m-satsuki.com

470 御湯宿 中屋

南魚沼郡湯沢町

湯沢924

025-784-3522

http://www.onyuyado-nakaya.co.jp

471 ロッヂ飯塚

南魚沼郡湯沢町

岩原スキー場内

025-787-3357

http://lodgeiizuka.com/

472 ゆざわ健康ランド

南魚沼郡湯沢町

湯沢1022-1

025-784-4622

https://nishikigoi-land.com

473 ふぁみりぃはうす あかしや

南魚沼郡湯沢町

三国438-79

025-789-2241

http://www.akashiya-style.com

474 ティアン

南魚沼郡湯沢町

三国469-111

025-789-5783

http://naeba-tiens.com

475 湯けむりの宿 雪の花

南魚沼郡湯沢町

大字湯沢317-1

025-785-2177

http://www.hotespa.net/resort/hotellist/yukinohana

476 王子ペンション苗場

南魚沼郡湯沢町

三国184

090-9640-4556

http://oujip.com

477 プチホテル雪ッ子荘

南魚沼郡湯沢町

大字三国189-1

025-789-2624

-

478 湯沢東映ホテル

南魚沼郡湯沢町

大字湯沢3459

025-784-2150

https://www.toeihotel-yuzawa.com

479 みつまたロッヂ

南魚沼郡湯沢町

大字三俣730

025-788-9116

http://www.mitsumatalodge.com

480 ロッヂサンモリッツ

南魚沼郡湯沢町

三国580

025-789-2548

http://www.tashiro-saintmoritz.com

481 音羽屋旅館

南魚沼郡湯沢町

湯沢419

025-784-3412

http://www.otowaya-jp.com

482 和みのお宿滝乃湯

南魚沼郡湯沢町

大字湯沢345-1

025-784-3421

http://www.yuzawa-takinoyu.com

483 ペンションノア

南魚沼郡湯沢町

土樽6728-20

025-787-3478

https://pension-noah.jimdofree.com/

484 コメドオル アオ

南魚沼郡湯沢町

土樽731-1

025-787-3413

http://www.pitinn.com/

485 旅館雪国（民宿ゆきぐに）

南魚沼郡湯沢町

湯沢595-8

025-784-2382

https://www.jalan.net/yad326516

486 越後のお宿いなもと

南魚沼郡湯沢町

湯沢2497

025-784-2251

http://www.oyadoinamoto.jp

487 湯沢グランドホテル

南魚沼郡湯沢町

湯沢2494

025-784-2351

https://yuzawagrandhotel.jp

488 ホテルアルパイン

南魚沼郡湯沢町

土樽731-1

025-787-3055

http://www.yuzawa-alpine.com

489 貝掛温泉

南魚沼郡湯沢町

大字三俣686

025-788-9911

https://www.kaikake.jp

490 Play＆Crazyペンション

南魚沼郡湯沢町

三国854-1

025-775-7589

http://playandcrazy.com/pension/index.html

491 苗場プリンスホテル

南魚沼郡湯沢町

三国202

025-789-2211

http://www.princehotels.co.jp/naeba
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492 丸大ハウス

南魚沼郡湯沢町

大字土樽1310

025-787-3612

https://www.marudai-house.jp

493 民宿 中澤

南魚沼郡湯沢町

湯沢2-2-8

025-784-3768

http://www.c-il.net/

494 元橋ヒュッテ

南魚沼郡湯沢町

三国487

025-789-2235

-

495 神楽ハウス

南魚沼郡湯沢町

三俣783-7

025-788-9008

-

496 ロッヂ丘

南魚沼郡湯沢町

三国469-7

025-789-2421

497 なかすみ旅館

南魚沼郡湯沢町

大字土樽5810

025-787-3218

http://nakasumi.com

498 民宿おぐらや

南魚沼郡湯沢町

大字湯沢336-3

025-784-2448

-

499 ロッジスエヒロ

南魚沼郡湯沢町

湯沢1939-1

025-784-2857

http://suehiro88.jp

500 ペンションさんらいず

南魚沼郡湯沢町

土樽1317-3

025-787-4133

-

501 ギンレイホテル

南魚沼郡湯沢町

大字土樽731

025-787-3012

http://iwappara.co.jp

502 サンシャイン苗場

南魚沼郡湯沢町

三国438-56

025-789-2160

http://s-naeba.com

503 ホテル湯沢湯沢でんき屋

南魚沼郡湯沢町

岩原155

025-787-3020

http://www.yuzawa-yuzawa.com

504 ロッヂ伯楽

南魚沼郡湯沢町

大字土樽232

0257-87-3047

https://snow.co.jp

505 ペンションザイオン

南魚沼郡湯沢町

三俣546-3

025-788-9510

https://www.aco.co.jp/zion

506 ヴィラまつのや

南魚沼郡湯沢町

大字湯沢680-31

025-784-2258

https://www.villa-matsunoya.com/

507 湯沢ロッヂ政エ門

南魚沼郡湯沢町

大字湯沢589-1

025-784-2644

-

508 越後湯沢ガーデンタワーホテル

南魚沼郡湯沢町

湯沢2117-9

025-788-0700

http://yurax.co.jp/

509 サンヴィレッジ苗場

南魚沼郡湯沢町

三国270

025-789-2261

-

510 平標茶屋

南魚沼郡湯沢町

三国999-10

025-789-5242

http://tairapyo.jp/

511 ホテルエフ

南魚沼郡湯沢町

三国469-69

025-789-3390

http://www5a.biglobe.ne.jp/~effe/

512 ホテルエフ別館

南魚沼郡湯沢町

三国469-42

025-789-3390

http://www5a.biglobe.ne.jp/~effe/

513 清津レイクサイドロッヂ

南魚沼郡湯沢町

三俣962-1

025-788-9026

https://www.lakeside55.com

514 ヴィラ・グリーングラス

南魚沼郡湯沢町

土樽5869

025-787-3217

https://vggvgg.com

515 ヒルトップ

南魚沼郡湯沢町

神立3880

025-788-0636

-

516 ビューリゾートインとみや

南魚沼郡湯沢町

三国202-4

025-789-2033

https://www.r-tomiya.com/

517 越後湯澤 ＨＡＴＡＧＯ井仙

南魚沼郡湯沢町

湯沢2455

025-784-3361

http://hatago-isen.jp/

518 シャレーカスケード

南魚沼郡湯沢町

大字三国469-47

025-789-2324

https://naeba-cascade.jimdofree.com/

519 湯沢ニューオータニ

南魚沼郡湯沢町

湯沢330

025-784-2191

https://www.yuzawa-newotani.jp/

520 民宿 きのえね

南魚沼郡湯沢町

湯沢2-6-14

025-784-2173

-

521 ホテルやなぎ

南魚沼郡湯沢町

湯沢1-10-16

025-785-5570

http://www.yanagi.yad.jp/

522 苗場プレジデントホテル別館

南魚沼郡湯沢町

三国245-1

025-789-4671

-

523 湯元眺望閣 湯居間蔵

南魚沼郡湯沢町

大字湯沢933

025-784-2033

http://www.yuimakura.jp/

524 湯沢玉城屋

南魚沼郡湯沢町

大字土樽5081-5

025-787-3019

http://yuzawa-tamakiya.com/

525 ホテル バレ・ヴィラージュ

南魚沼郡湯沢町

湯沢2-2-14

025-784-2711

http://valleevillage.net/

526 the Kinta Naeba

南魚沼郡湯沢町

三国469-91

025-789-3911

http://www.kinta.com

527 ホワイト・イン・スズヤ

南魚沼郡湯沢町

大字土樽5103-6

025-787-3107

https://www.whiteinnsuzuya.com

528 板屋旅館

南魚沼郡湯沢町

大字土樽5092-1

025-787-3045

https://www.itayaryokan.com/

529 ロッヂ 添路

南魚沼郡湯沢町

大字土樽731-54

025-787-4404

http://soiji.sakura.ne.jp/

530 ロッヂ山びこ

南魚沼郡湯沢町

土樽6304

025-787-3480

https://e-yamabiko.com/#

531 ホテル アルファスター岩原

南魚沼郡湯沢町

土樽731-1

025-787-3926

https://www.hotel-alphastar.jp/

532 ファミール しらかば

南魚沼郡湯沢町

大字三国371

025-789-2108

http://sirakaba-fancy.sakura.ne.jp/index.html

533 ホテルシェラリゾート湯沢

南魚沼郡湯沢町

土樽731-1

025-787-3250

https://sierraresorts.jp/yuzawa/

534 ヒルサイドイン ガーデンクレス

南魚沼郡湯沢町

土樽731-49

025-787-4411

https://g-cress.wixsite.com/home

535 Heidi Guest House

南魚沼郡湯沢町

三国177-2

025-789-2370

https://www.naeba-heidi.com/

536 HOTEL climb

南魚沼郡湯沢町

湯沢布場606-1

025-785-2030

http://climb-yuzawa.com/

537 パーパスリゾート越後湯沢「蔵」

南魚沼郡湯沢町

大字湯沢292-13

050-3784-9550

https://www.purposeresort.com/facilities/

538 ピッコロホテル ラ パーチェ

南魚沼郡湯沢町

三国469-31

025-789-3010

https://piccolo-hotel.jp/

539 KKR湯沢ゆきぐに

南魚沼郡湯沢町

湯沢2574

025-784-3424

https://www.kkryuzawa.com

540 湯沢ホテル

南魚沼郡湯沢町

388-3

025-784-2044

http://yuzawa-hotel.com/

541 花とほたる 湯のさと雪国

中魚沼郡津南町

外丸丁2274

025-765-3359

http://www.tsunan-yukiguni.net
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05 湯沢・魚沼エリア
（十日町市・魚沼市・南魚沼市・湯沢町・津南町）

No

施設住所

施設名

HP URL

電話番号

542 越後田中温泉しなの荘

中魚沼郡津南町

大字上郷上田乙2163

025-765-2442

http://tsunan-kanko.co.jp

543 ニュー・グリーンピア津南

中魚沼郡津南町

大字秋成12300

025-765-4611

http://new-greenpia.com

544 萌木の里

中魚沼郡津南町

結東子984-9

025-767-2000

http://www.moeginosato.com

545 綿屋旅館

中魚沼郡津南町

大字下船渡450

025-765-2034

https://wataya-tsunan.com/#

546 風巻旅館

中魚沼郡津南町

大字外丸丁1444-6

025-765-2023

-

547 伴茶夢

中魚沼郡津南町

外丸丁1520-9

025-765-2567

https://banchamuoyado.wixsite.com/banchamu

548 逆巻温泉 川津屋

中魚沼郡津南町

大字結東丑84-1

025-767-2001

-

549 秋山郷結東温泉かたくりの宿

中魚沼郡津南町

結東子450−1

025-761-5205

http://www.tsumari-artfield.com/katakuri/
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06 上越・妙高エリア
（上越市・糸魚川市・妙高市）

No

施設住所

施設名

HP URL

電話番号

550 旅館越路荘

上越市

中央1丁目1番4号

025-543-2343

-

551 潮風薫る宿みはらし

上越市

大潟区九戸浜238-3

025-534-2566

http://unohama.jp/access/

552 高台の宿三景

上越市

大潟区九戸浜254

025-534-2721

http://www.unohama-sankei.com/

553 鵜の浜温泉ロイヤルホテル小林

上越市

大潟区雁子浜304-2

025-534-2555

www.royalhotel-k.com

554 附船屋

上越市

中央1-2-16

025-543-2262

http://tukefuneya.com

555 タカダステーションホテル

上越市

仲町4-2-5

025-522-7878

https://www.takadastationhotel.com

556 アートホテル上越

上越市

本町5-1-11

025-524-0100

http://www.art-joetsu.com

557 割烹旅館 日本海

上越市

大潟区九戸浜239-6

025-534-2686

http://www.kappou-nihonkai.jp

558 旅館割烹 宮田屋

上越市

仲町2-5-16

025-523-2536

-

559 美味海食汐彩の湯 みかく

上越市

大潟区九戸浜239

025-534-2434

http://www.mikaku.net

560 マリンホテルハマナス

上越市

柿崎区上下浜262

025-536-6565

https://www.marine-hamanasu.jp/

561 旅館有楽

上越市

中央5-15-1

025-543-2049

https://www.yuurakus.com

562 川上笑学館

上越市

牧区切光1438

025-533-5079

-

563 高田ターミナルホテル

上越市

仲町4-5-2

025-523-5428

http://t-terminal.jp

564 ホテルセンチュリーイカヤ

上越市

中央1-2-7

025-545-3111

https://www.ikaya.co.jp

565 HOTELビジネスイン上越

上越市

下門前1693-3

025-543-8000

http://binn.jp/index.html

566 お食事の館・旅人の宿 わすけ

上越市

柿崎区上下浜1637

025-536-2110

http://www.wasuke.com

567 上越サンプラザホテル

上越市

新光町1-5-5

025-522-3611

https://www.j-sunplaza.co.jp

568 音羽館

上越市

大貫2ｰ17−25

025-523-2818

-

569 玉屋旅館

上越市

大潟区潟町538-1

025-534-2131

-

570 東横イン上越妙高駅西口

上越市

大和5-2-3

025-527-6045

https://www.toyoko-inn.com

571 鵜の浜民宿センター

上越市

大潟区九戸浜61-15

025-534-4696

-

572 ペンション・アルピーヌ

上越市

安塚区須川5006-1

025-593-2822

-

573 ペンションＬＩＶＥ

上越市

安塚区須川4717

025-593-2218

http://pension.live.noa3.com/winter/

574 うみてらす名立 ホテル光鱗

上越市

名立区名立大町4280-1

025-531-6303

http://www.umiterasu.co.jp/

575 ホテルうの浜館

上越市

大沼潟区九戸浜239-2

025-534-2325

http://www.unohamakan.com/

576 旅館 藤左衛門

上越市

長浜200-1

025-546-2059

-

577 対米館

上越市

大貫2-17-5

025-524-3818

-

578 ホテルルートイン上越

上越市

塩屋新田字下之曲り157-1

025-531-3233

https://www.route-inn.co.jp/

579 くわどり湯ったり村

上越市

皆口601

025-541-2611

https://kuwadori.jp/

580 ゑしんの里やすらぎ荘

上越市

板倉区久々野1624-1

0255-78-4833

http://yasuragisou.com/

581 春日や

上越市

春日山町3-22-1

025-524-6833

-

582 スーパーホテル上越妙高駅西口

上越市

大和5-2-11

025-525-9000

https://www.superhotel.co.jp/

583 ネイチャーリングホテル米本陣

上越市

三和区宮崎新田124-1

025-532-4115

http://www.mypara.co.jp

584 旅館 彦治右エ門

上越市

長浜89

025-546-2028

http://hikojiemon.sakura.ne.jp/

585 アパホテル〈上越妙高駅前〉

上越市

大和2-3-1

025-527-5810

https://www.apahotel.com/hotel/kousinetsu/joetsumyoko-ekimae/

586 牧湯の里 深山莊

上越市

牧区宇津俣285

025-533-6785

www.miyamasou.net

587 スカイトピア遊ランド

上越市

吉川区坪野1458-2

025-547-2221

http://yuuland.jp/

588 ホテルハイマート

上越市

中央1-2-3

025-543-3151

http://www.heimat.co.jp/

589 妙高サンシャインホテル

上越市

中郷区江口846-1

0255-74-2421

https://myokosunshine.co.jp

590 ホテル門前の湯

上越市

下門前1907

025-520-8500

https://www.greens.co.jp/monzen/

591 割烹旅館 晴山荘

上越市

大貫2-17-22

025-523-5230

http://seizansou.net/

592 佐渡見亭

上越市

柿崎区上下浜426

025-536-3521

http://www.sadomitei.com

593 青木屋旅館

上越市

長浜193-2

025-546-2134

-

594 泊処 来食の

上越市

板倉区久々野1602-1

0255-78-7162

http://www.tomaridokorokukuno.com/

595 ホテルアルファ－ワン上越

上越市

石橋1-402-2

025-544-1818

http://www.alpha-1.co.jp/joetsu/

596 旅館ことぶきや

上越市

長浜134-1

025-546-2112

-

597 坪田旅館

上越市

長浜1376

025-546-2025

-

598 キューピットビレッジ

上越市

安塚区須川4820

025-593-2041

https://www.yukidaruma-kogen.com

599 やどバーTATSUJI

上越市

大貫1-11-8

090-8813-4243

https://www.yadobar.com/

600 ホテル國富 翠泉閣

糸魚川市 大字大所885番地1

025-557-2000

http://kunitomi.co.jp/
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06 上越・妙高エリア
（上越市・糸魚川市・妙高市）

No

施設住所

施設名

HP URL

電話番号

601 親不知観光ホテル

糸魚川市 市振119-1

025-562-3005

http://oyasirazu.net

602 旅館 玉屋

糸魚川市 能生2014-3

025-566-2014

www.tamaya-inn.com/

603 白馬岳蓮華温泉ロッジ

糸魚川市 横町5-5-14

025-552-1063

http://rengeonsen.main.jp/

604 ホテル・ジオパーク

糸魚川市 大町1-5-1

025-553-2089

http://hotel-geopark.jp

605 柵口温泉 対岳荘

糸魚川市 大字柵口1097-1

025-568-2720

https://www.taigakusou.jp/

606 柵口温泉 権現荘

糸魚川市 大字田麦平26-1

025-568-2201

http://www.gongenso.com

607 ホテル国富アネックス

糸魚川市 大野298-1

025-550-1000

http://itoigawa-onsen.com/

608 ホテルゑびや

糸魚川市 大町1-4-26

025-552-0067

https://hotel-ebiya.jp

609 笹倉温泉 龍雲荘

糸魚川市 大平5804

025-559-2211

http://www.sasakura-onsen.com

610 ホテルルートイン糸魚川

糸魚川市 横町2-13-2

025-553-1161

https://www.route-inn.co.jp/hotel_list/nigata/index_hotel_id_41/

611 塩の道温泉 ホワイトクリフ

糸魚川市 大字山口151-1

025-558-2311

http://www.seasidevalley.com

612 旅館 坂中屋

糸魚川市 筒石1766-1

025-567-2233

https://sakanakaya.jimdofree.com/

613 民宿 幸右衛門

糸魚川市 大和川砂原48-1

025-552-6678

http://kouemon.sakura.ne.jp/

614 親不知交流センター まるたん坊

糸魚川市 大字外波106

025-562-3002

https://www.o-marutanbo.jp/

615 ホテル糸魚川インター

糸魚川市 上刈3-16-7

025-553-1700

https://www.itoigawa-inter.jp/

616 長者温泉ゆとり館

糸魚川市 木浦18778

025-566-3485

https://yutorikan-onsen.webnode.jp/

617 妙高・山里の湯宿 香風館

妙高市

大字関川643-11

0255-86-2046

http://kofukan.jp

618 板倉旅館

妙高市

大字赤倉498

0255-87-2040

-

619 きよし旅館

妙高市

赤倉426-15

0255-87-2100

-

620 ペンション夢民

妙高市

田口1451-12

0255-87-2415

https://mumin.eyado.net

621 ウッディハウス風見鶏

妙高市

田口1456-7

0255-87-2652

www.3-way.net/kazamidori

622 ロッジ遊山

妙高市

関川2343-2

0255-86-2446

http://yu-zan.server-shared.com/

623 リゾートイン大樹

妙高市

大字赤倉585-180

0255-87-3401

http://www.pat.hi-ho.ne.jp/ai-ai/

624 ホテル太閤

妙高市

大字赤倉402

0255-70-4195

https://h-taiko.net/

625 スポーツプラザ四季原田荘

妙高市

大字杉野沢2590

0255-86-6016

https://www.myoko-harada.com/

626 ペンション ムーミンパパ

妙高市

関川1252-10

0255-86-3940

-

627 朝日屋旅館

妙高市

関山6087-17

0255-82-3139

www.seki-asahiya.com

628 ロッヂ トロンコ

妙高市

田口1438-14

0255-87-3929

https://casa-tronco.com/

629 ペンション 天使の翼

妙高市

二俣1526-272

0255-87-3431

-

630 休暇村 妙高

妙高市

関山6087-10-1

0255-82-3168

www.qkamura.or.jp/myoukou

631 燕ハイランドロッジ

妙高市

燕温泉

0255-82-2322

http://www.2bame.jp/

632 お宿ふるや

妙高市

赤倉549-6

0255-87-2102

https://oyado-furuya.jp/

633 空飛ブウサギ

妙高市

杉野澤229-2

0255-86-6969

https://www.soratobuusagi.com

634 カナディアンハウス

妙高市

田口1394

0255-87-2186

https://canadian-h.com

635 居酒屋民宿 富士美荘

妙高市

杉野沢2462

0255-86-6113

-

636 ペンション スノーグース

妙高市

関川2226-6

0255-86-3992

http://p-snowgoose.sakura.ne.jp/

637 樺太館

妙高市

大字関山6087

0255-82-3101

-

638 登美屋旅館

妙高市

関山（関温泉）6087-25

0255-82-2319

www.seki-tomiya.jp

639 スターホテル赤倉

妙高市

赤倉124

0255-87-2011

https://www.starhotel-akakura.com

640 ホテルヴィレッジ圓山

妙高市

関川2418-22

0255-86-4577

http://enzan.info

641 香嶽楼

妙高市

赤倉115

0255-87-2036

https://www.myoko-kougakuro.jp/

642 白銀館

妙高市

大字杉野沢1963-1

0255-86-6031

-

643 アルファイン秀雲荘

妙高市

杉野沢2005

0255-86-6120

www.shuunso.com

644 ロッヂ ハンター

妙高市

赤倉123

0255-87-2247

http://hunter-myoko.com/

645 赤倉ユアーズ・イン

妙高市

田切219-70

0255-87-2427

http://www.a-yoursinn.com

646 斑尾高原どんぐり村

妙高市

樽本斑尾1101-191

0269-64-3751

https://www.dongurimura.jp/

647 森茂荘

妙高市

杉野沢2569-3

0255-86-6101

https://morishigeso.wordpress.com/

648 みやした荘

妙高市

田切218-2

0255-87-2141

-

649 ペンション モン・セルヴァン

妙高市

二俣1526-334

0255-87-3143

http://www.akakura.gr.jp/montcervin/

650 赤倉荘

妙高市

赤倉30

0255-87-2043

https://akakuraso.com/

651 ロッヂ大野

妙高市

田口1410

0522-87-2037

http://www.lodgeohno.com
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06 上越・妙高エリア
（上越市・糸魚川市・妙高市）

No

施設住所

施設名

HP URL

電話番号

652 ペンション マイルポスト

妙高市

大字二俣1526-359

0255-87-3414

http://milepost-myoko.com

653 お宿銀明荘

妙高市

赤倉107-2

0255-87-2566

https://www.ginmeisou.com

654 リゾートプロジェクト妙高高原

妙高市

関川2441

0255-86-2851

-

655 夢冒険

妙高市

大字杉野沢223-7

0255-86-6048

http://www.yumebouken.com/

656 ゲストハウスボンク

妙高市

大字田口1424-2

0255-87-2741

http://myhp.jcv.jp/bunk/

657 パークロッヂ関根

妙高市

関川2348-2

0255-86-4086

http://sekine.tv

658 ホテル花文

妙高市

関山6087

0255-82-3136

http://www.hanabun.com

659 ホテル岩戸屋

妙高市

関山6087

0255-82-3133

http://www.hotel-iwatoya.com

660 ペンションフォークロア

妙高市

杉野沢365-1

0255-86-6538

-

661 サンヴィレッジまちだ

妙高市

杉野沢2003

0255-86-6117

http://myhp.joetsu.ne.jp/sun_village_machida/

662 関温泉 中村屋旅館

妙高市

関山6087-22

0255-82-2308

http://myhp.jcv.jp/onsen/index.html

663 ペンション山ぶどう

妙高市

田口1556-79

0255-87-2203

http://myoko-yamabudou.com

664 旅館おかやま

妙高市

大字田切218

0255-87-2056

-

665 ペンション夢色のなを

妙高市

関川2243-19

0255-86-2333

http://yumeiroya.sakura.ne.jp/

666 寿楼

妙高市

赤倉389-17

0255-87-3001

http://kotobukirou.com

667 アーデン妙高

妙高市

二俣1526-476

0255-87-3455

https://ardenmyoko.info

668 ホテルミモザ館

妙高市

田切554-1

0255-87-2079

http://hotel-mimozakan.com

669 ほてる千家

妙高市

大字赤倉469-10

0255-87-3012

http://hotel-senke.akakura.net/

670 旅館清風荘

妙高市

赤倉108-2

0255-87-2332

http://hpdsp.jp/akakura-seifuso

671 池廼家旅館

妙高市

大字関川2275-48

0255-86-2116

-

672 赤倉ワクイホテル

妙高市

赤倉28

0255-87-3100

http://www.akakura.gr.jp/wakui

673 エコーロッヂ

妙高市

杉野沢2968

0255-86-6259

http://echo-myoko.com/

674 ヴィラ・シャモア

妙高市

田切218-2

0255-87-2252

http://www.chamois.jp

675 高原ホテル対山

妙高市

赤倉426-2

0255-87-2065

http://www.hoteltaizan.jp

676 MyokoHouse

妙高市

田口1452-13

080-8156-7346

http://myokohouse.com/

677 ホテルアルペンブリック

妙高市

大字関川2452

0255-86-3180

http://www.alpen-blick.com

678 旅館吉野屋

妙高市

関山6087-14

0255-82-2315

http://www.yoshinoya.yad.jp

679 まつや旅館

妙高市

赤倉504

0255-87-2045

https://matsuya-ryokan.net

680 エビスヤ

妙高市

関川2307

0255-86-2115

-

681 ロッテアライリゾート

妙高市

両善寺1966

025-575-1100

https://www.lottehotel.com/arai-resort/ja.html

682 宿ブローディア

妙高市

関川1252-7

0255-86-3206

https://ybrodiaea.wixsite.com/brodiea-hp

683 ロッジあめのうお

妙高市

池ノ平温泉2361

0255-86-2336

http://myoko-city.jp/amenouo

684 赤倉パークホテル

妙高市

赤倉132

0255-87-2221

http://akakura-parkhotel.com

685 シルバー音羽

妙高市

関川2361

0255-86-3160

http://www.mmjp.or.jp/silver-otowa

686 Alpages

妙高市

樽本丙1101-76

090-9239-6741

https://alpages-japan.com

687 赤倉ホテル

妙高市

大字赤倉486

0255-87-2001

http://www.akakura-hotel.com

688 旅館藤原荘

妙高市

大字田切218-2

0255-87-2636

http://sansainoyado.sakura.ne.jp

689 宿なごみ荘

妙高市

大字関川2307-32

0255-86-2050

http://nagomiso.com

690 ホテルモック

妙高市

大字田切218-2

0255-87-2500

http://www.hotelmoc.com/

691 ロッヂ今井

妙高市

関川2275-17

0255-86-4124

https://www.myoko.tv/spots/228

692 赤倉観光ホテル

妙高市

田切216

0255-87-2501

https://www.akr-hotel.com/

693 ホテルタケダ

妙高市

赤倉549-11

0255-87-2345

https://www.jalan.net/yad300118/

694 旅館 よし乃荘

妙高市

赤倉585-105

0255-87-2241

-

695 アパホテル＆リゾート上越妙高

妙高市

桶海1090

0255-82-4111

https://www.apahotel.com/resort/myoko/index.html

696 ホテルルートイン妙高新井

妙高市

高柳1-4-8

050-5864-0362

https://route-inn.co.jp

697 木島屋

妙高市

赤倉585-115

0255-87-2132

-

698 コルチナ荘

妙高市

田切218-2

0255-87-2108

http://akakura-cortina.com/

699 陶芸の宿エペレ

妙高市

関川2275-53

0255-86-2077

http://www.myoko-epele.com/

700 ホテル金甚

妙高市

大字赤倉18

0255-87-3131

http://hotelkanejin.com/

701 池の平温泉ホテルセゾン

妙高市

関川2413-5

0255-70-2550

https://hpdsp.jp/saison

702 赤倉セントラルホテル

妙高市

大字赤倉549-33

0255-87-3311

https://central-akakura.com/
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06 上越・妙高エリア
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施設住所
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703 スーパーホテル新井・新潟

妙高市

大字猪野山120-8

0255-72-9000

https://www.superhotel.co.jp/s_hotels/arai/

704 神の宮温泉 かわら亭

妙高市

神宮寺31-3

0255-72-7307

http://www.kawaratei.net

705 エホー旅館

妙高市

田切218-139

0255-87-2128

-

706 Lodge Raven

妙高市

樽本 1101-210

070-1315-3161

http://lodge-raven.com/

707 山の湯 せきぜん

妙高市

関山6087-24

0255-82-2221

http://yamanoyusekizen.com/

708 うぐいすの初音

妙高市

関山6087-12

0255-82-2312

www.u-hatsune.com

709 ロッジ コクハ

妙高市

大字関川2433-2

0255-86-2259

http://www.kokuha.com/

710 ホテルサットイン新井

妙高市

柳井田町4-11-18

0255-70-6000

https://sattoinn.jp

711 ペンション ハートウォーマー

妙高市

二俣1526-610

0255-87-3717

http://heartwarmer.jp/

712 ホテル十二屋

妙高市

赤倉108-47

0255-87-3128

-

713 ペンション フェニックス

妙高市

田口1556-82

0255-77-4608

-

714 大滝荘

妙高市

大字上小沢357-2

0255-75-3230

http://ootakiso.net/

715 ロッジ しろくま

妙高市

関川2279-28

0255-86-5555

http://www.shirokuma3450.com

716 山小舎ベルグ

妙高市

大字関川2413-23

0255-86-2106

-

717 妙高マウンテンロッジ

妙高市

田口1455-3

090-8113-1648

http://myokomountainlodge.com/

718 斑尾レインストンホテル

妙高市

大字樽本字八坊主丙1101-40 0269-64-3511

http://www001.upp.so-net.ne.jp/lainstons/

719 P.DO

妙高市

大字田口1556-87

0255-87-2192

-

720 ホテル後楽荘

妙高市

赤倉温泉34-1

0255-87-2120

www.korakuso.com

721 須弥山の宿 田端屋

妙高市

杉野沢2468

0255-86-6108

http://www.tabataya.net/

722 ホテルシルバーホーン

妙高市

田切218-2

0255-87-2134

www.myokosilverhorn.com

723 ホテル無門

妙高市

赤倉93−4

0255-87-2266

https://myoko-mumon.com/
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724 ホテルめおと

佐渡市 高瀬1267-5

0259-76-2511

http://meoto.net

725 国際佐渡観光ホテル八幡館

佐渡市 八幡2043

0259-57-2141

http://www.yahatakan.com

726 湖畔の宿 吉田家

佐渡市 両津夷261-1

0259-27-2151

https://yosidaya.com/

727 小木温泉 旅館かもめ荘

佐渡市 小木町11-7

0259-86-2064

http://sado-kamomesou.com

728 いさりびの宿 道遊

佐渡市 相川鹿伏333-1

0259-74-3381

https://douyuu.com/

729 夕日と湖の宿 あおきや

佐渡市 原黒685

0259-27-4145

https://www.sado-aokiya.com/

730 ホテルニュー桂

佐渡市 原黒696-1

0259-27-3151

http://www.sado-katsura.jp

731 ゆたかや旅館

佐渡市 両津夷新47

0259-27-2242

-

732 ドンデン高原ロッジ

佐渡市 椿697

0259-23-2161

http://donden-sanso.jp

733 佐渡リゾートホテル吾妻

佐渡市 相川大浦548-1

0259-74-0001

http://hotel-azuma.jp

734 たびのホテル佐渡

佐渡市 千種113-12

0259-58-8020

https://sado.tabino-hotel.jp

735 伝統と風格の宿 ホテル万長

佐渡市 相川下戸町58

0259-74-3221

http://www.sado-royal.co.jp

736 Ryokan 浦島

佐渡市 窪田978-3

0259-57-3751

http://www.urasima.com

737 いせや新館

佐渡市 中原476-1

0259-57-3089

http://iseya-shinkan.com

738 ゲストハウスじんく

佐渡市 両津湊195-3

0259-58-7386

https://www.zink-sado.com

739 ホテル志い屋

佐渡市 加茂歌代4916-7

0259-27-2127

http://www.hotel-shiiya.com

740 SADO二ツ亀ビューホテル

佐渡市 鷲崎1116-2

0259-26-2311

http://www.sfht.co.jp

741 ふれあいハウス潮津の里

佐渡市 背合38

0259-55-3311

http://www.shiodusado.com

742 かね長旅館

佐渡市 河原田諏訪町205

0259-52-3918

-

743 民宿あさひ荘

佐渡市 相川江戸沢町23-2

0259-74-2246

-

744 佐渡温泉御宿おぎの湯

佐渡市 小木町1494-6

0259-86-1555

https://oginoyu.com

745 ご縁の宿 伊藤屋

佐渡市 真野新町278

0259-55-2019

https://itouyaryokan.com

746 SEASIDEHOUSE in しまふうみ

佐渡市 大小923-5

0259-51-1515

https://www.primosado.jp/seasidehouse.html

747 ホテル大佐渡

佐渡市 相川鹿伏288-2

0259-74-3300

http://www.oosado.com

748 福助屋旅館

佐渡市 願275

0259-26-2358

-

749 カラふる

佐渡市 松ヶ崎1006

03-3527-2678

https://carafuru.jp

750 御宿 花の木

佐渡市 宿根木78-1

0259-86-2331

http://www.sado-hananoki.com/

751 みなみ旅館

佐渡市 住吉215-1

0259-27-5621

http://www.sado373.com

752 ロハスのやかた「こがね荘」

佐渡市 栗野江1810-2

0259-66-2545

http://koganesou.web.fc2.com

753 ホテルファミリーオ佐渡相川

佐渡市 小川1267-1

0259-75-1020

https://familio-folkloro.com/sadoaikawa/

754 1室だけのお宿 おふくろさん

佐渡市 相川一町目12

070-3662-0293

-

755 お宿ふくすけ

佐渡市 相川一町目浜町8-2

070-3662-0293

-

756 Guest House サードプレイス

佐渡市 野沢839-1

0259-57-2500

https://thirdplace.jp/

757 Guest Villa on the 美一

佐渡市 河原田諏訪町207-76

0259-58-7077

https://bi-ichi.com

758 HOSTELperch

佐渡市 河原田諏訪町4

025-958-7311

https://www.s-perch.com

759 朱鷺伝説と露天風呂の宿 佐渡グリーンホテルきらく

佐渡市 原黒658

0259-27-6101

http://sado-kiraku.com

760 まるか旅館

佐渡市 両津夷358

0259-27-2325

-

761 お宿宝家

佐渡市 小木町280-1

0259-86-3165

http://sado-takaraya.sakura.ne.jp/

762 佐渡ベルメールユースホステル

佐渡市 姫津369-4

0259-75-2011

http://sado.bellemer.jp/

763 民宿たきもと

佐渡市 相川大浦1429-3

0259-74-3103

http://minsyukutakimoto.com

764 サンライズ城が浜

佐渡市 三川2915

0259-87-3215

http://www.akadomari.com/

765 宿屋ふくろう

佐渡市 中興甲1106-13

0259-58-7073

http://yadofukurou.webcrow.jp/

766 民宿 桃華園

佐渡市 金井新保乙1636-11

0259-63-2221

http://www.on.rim.or.jp/~toukaen/

767 ホテルみやこ

佐渡市 相川小六町36

0259-74-3500

-

768 ホテル天の川荘

佐渡市 両津夷182-4

0259-27-3215

-
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769 金沢屋旅館

佐渡市 両津湊263-2

0259-27-2829

http://www17.plala.or.jp/kanazawayaryokan/

770 敷島荘

佐渡市 稲鯨1354

0259-76-2640

http://www.sado-shikishima.com/

771 民宿 又七

佐渡市 小木127

0259-86-3029

-

772 ホテルおぎ

佐渡市 小木町1935-11

0259-81-4155

https://www.hotelogi-sado.com

773 民宿 七浦荘

佐渡市 橘1586-3

0259-76-2735

http://www.nanaurasou.com/

774 海府荘

佐渡市 関428-1

0259-78-2311

-

775 佐和田温泉 旅館入海

佐渡市 窪田782

0259-52-3521

www.iriumi.com

776 長浜荘

佐渡市 大須1021-1

0259-55-2511

-

777 カールベンクス古民家民宿 YOSABEI

佐渡市 三瀬川549

0259-67-7284

https://sado-japanese-newold.jimdofree.com/

778 両津やまきホテル

佐渡市 秋津66

0259-23-4141

https://r-yamaki.com/

779 旅荘 みなと

佐渡市 高千1006-1

0259-78-2020

-

780 ペンション永倉

佐渡市 真野699-5

0259-55-2930

http://sadonagakura.jimdo.com

781 長蔵 CHO-ZO

佐渡市 山田58-1

090-4037-3015

https://chozo-sadoisland.com/

782 尖閣荘

佐渡市 姫津1431-2

0259-75-2226

https://senkakusou.com

783 ヴィンセント

佐渡市 中原590-3

0259-55-2930

http://vincent-2020.jimdofree.com

No

施設名

19

HP URL

