
2023/3/31現在

施設名 電話番号 HP URL

001 民宿旅館あだち 長岡市 寺泊郷本195-10 0258-75-2100 -

002 寺泊きんぱちの湯 長岡市 寺泊松沢町9353番地621 0258-75-5888 https://www.yu.kinpachi.co.jp/

003 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/

004 長岡グランドホテル 長岡市 東坂之上町1丁目2番地1 0258-33-2111 https://breezbay-group.com/nagaoka-gh/

005 よもぎひら温泉和泉屋 長岡市 蓬平町甲1508-2 0258-23-2231 www.yomogi-izumiya.com

006 西谷温泉　中盛館 長岡市 西谷480 0258-94-2417 https://www.chuseikan.co.jp

007 ホテルリバーイン 長岡市 宮関1-2-1 0258-28-2288 https://www.riverinn.co.jp/

008 ホテル飛鳥 長岡市 寺泊野積107-125 0258-41-6111 https://www.hotel-asuka.jp

009 割烹旅館　大倉 長岡市 東が丘3-10 0258-52-2473 -

010 旬食・ゆ処・宿　喜芳 長岡市 上岩井6964 0258-42-4126 http://www.kihou.jp

011 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/

012 花の宿よもやま館 長岡市 蓬平町甲130-1 0258-23-2121 https://www.yomoyama.co.jp

013 長岡かまぶろ温泉 長岡市 十日町972-2 0258-22-2036 http://www.kamaburo.com

014 カニの宿きんぱち 長岡市 寺泊花立9353番地131 0258-75-4258 -

015 長岡ターミナルホテル 長岡市 城内町２丁目１－７ 0258-32-2344 https://www.terminalhotel.co.jp

016 宿・UNEHAUS 長岡市 一之貝 0258-86-8121 https://www.une-aze.com/

017 ホテルビジネスイン長岡 長岡市 喜多町金輪88-2 0258-47-8000 -

018 NEMARU  ほんとぐらし 長岡市 与板町与板甲170 0258-77-7473 https://www.nagaoka-nemaru.com

019 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

020 割烹旅館　山長 長岡市 寺泊野積2541-1 0258-75-2719 -

021 JR東日本ホテルメッツ長岡 長岡市 台町2-4-9 0258-30-5800 -

022 海風亭寺泊日本海 長岡市 寺泊上荒町9353番地126 0258-75-5555 https://teradomari.jp

023 清原屋 長岡市 寺泊金山462-1 0258-75-2330 http://kiyoharaya.com

024 アトリウム長岡 長岡市 弓町1-5-1 0258-30-1250 https://atrium-nagaoka.jp

025 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/

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

027 ホテルニューオータニ長岡 長岡市 台町2-8-35 0258-37-1111 -

028 アクアーレ長岡 長岡市 新陽2丁目5番地1 0258-47-5656 https://www.aquarenagaoka.or.jp

029 ホテルニューグリーンプラザ 長岡市 城内町2丁目7-10 0258-33-3333 https://www.newgreen.co.jp/plaza

030 川口運動公園　コテージ 長岡市 川口中山2426-8 0258-89-4511 -

031 農村体験施設　古民家 長岡市 川口中山1240-1 0258-89-4511 -

032 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/

033 ゲストハウス長岡街宿 長岡市 城内町2-5-3 樋熊ビル２F・５F 0258-89-6737 https://nagaokamachiyado.jp

034 農家民宿　山古志百姓や三太夫 長岡市 山古志虫亀1165 0258-59-2386 -

035 ホテルプレミアステイツ長岡北 長岡市 東蔵王3-1-16 0258-24-0678 https://premierstates.com/nagaoka-kita/

036 VILLA VOIX 長岡市 寺泊上田町9773-21 011-827-8018 -

037 東泉閣 長岡市 柏町２－３－１１ 0258-35-2046 http://www.tousenkaku.com

038 ホテルプレミアステイツ長岡南 長岡市 上前島1丁目1800番地 0258-89-8577 https://premierstates.com/nagaoka-minami/

039 寺泊温泉　北新館 長岡市 寺泊年友1039 0258-75-2172 -

040 民宿お宿まつや 長岡市 寺泊野積10039 0258-75-2821 -

041 寺宝温泉 長岡市 寺宝町82 0258-29-4126 https://jihou-onsen.jp/

042 やすらぎの宿　夕華 長岡市 寺泊野積11630-17 0258-75-5032 http://www.yuuhana.jp/

043 ビジネスホテルサンパレス 長岡市 城内町1-2-1 0258-33-0800 -

044 蓬莱館福引屋 長岡市 蓬平町甲1227 0258-23-2221 http://fukubikiya.co.jp

045 ホテルサンローラ 長岡市 川口中山2515-4 0258-89-3000 -

046 長岡温泉湯元館 長岡市 高畑町42番地 0258-32-2492 -

047 ホテルアルファーワン長岡 長岡市 城内町1-1-11 0258-37-7600 https://www.alpha-1.co.jp/nagaoka/

048 HOTEL S.H.S 長岡市 高畑町660番地 0258-32-0295 https://sweethomewedding.com/hotelshs

049 越路ていしゃば交流施設ここらて 長岡市 来迎寺2602番地2 0258-86-5208 https://cocolate.koshiji-navi.jp/
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04 長岡・柏崎エリア

施設住所

050 Sunset Star Villa 長岡市 寺泊郷本字切石93-子 0258-84-7121 -

051 相野屋旅館 長岡市 小国町横沢268番地2 0258-95-2039 -

052 じょんのび村 柏崎市 高柳町高尾10-1 0257-41-2222 https://www.jon-nobi.com/

053 旅館　大家 柏崎市 東の輪町３－２４ 0257-22-6063 -

054 ホテルニューグリーン柏崎 柏崎市 駅前1丁目3番8号 0257-24-1111 https://www.newgreen.co.jp/kashiwazaki

055 ホテルサンシャイン 柏崎市 駅前１丁目２番１０号 0257-23-1211 https://www.h-sunshine.com/

056 ﾎﾃﾙｴﾘｱﾜﾝ番神岬 柏崎市 番神2丁目10番39号 0257-22-5300 -

057 シーユース雷音 柏崎市 西港町12-11 0257-22-5740 https://www.ksz.or.jp/seayouthlion/

058 柏崎海浜ホテル 柏崎市 北園町20番５２号 0257-22-6105 -

059 奥の湯　湯元館 柏崎市 大広田770 0257-25-3500 https://okunoyuyumotokan.com/

060 ホテルルートインコート柏崎 柏崎市 日吉町2-56 0257-21-0005 https://www.route-inn.co.jp/

061 浪花屋　夕凪亭 柏崎市 鯨波3丁目11番6号 0257-23-3030 http://www.naniwaya.co.jp/

062 ホテル・アルファーワン柏崎 柏崎市 駅前1-2-27 0257-24-0022 -

063 旅館　安田館 柏崎市 安田1724番地3 0257-22-4326 https://yasudakan.com/

064 Tabist ビジネスホテルちとせ 柏崎 柏崎市 日吉町8-8 0257-24-6421 https://tabist.co.jp/h/B15HCIK?utm_source=GMB_JP&utm_medium=organic&utm_campaign=B15HCIK

065 新澤旅館 柏崎市 東の輪町3-3 0257-23-4335 http://shinnzawa.com/

066 クラウドナイン番神 柏崎市 番神2-10-33 0257-23-2826 -

067 ホテルプラザ片山 小千谷市 本町1丁目7番3号 0258-82-2051 -

068 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/

069 ビジネスホテルニュープラザ 小千谷市 城内１－２－３５ 0258-82-1185 https://newplaza.jp

070 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

071 草薙旅館 見附市 本町　２－１７－５ 0258-62-0847 https://kusanagiryokan.com/

072 ホテルつるや 見附市 本町4-3-19 0258-62-6511 https://www.hotel-tsuruya.co.jp/

073 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 -

074 角屋旅館 見附市 本所2-5-28 0258-62-0159 -

075 早川屋旅館 見附市 学校町2-8-15 0258-62-0360 -

076 ホテルルートイン見附 見附市 上新田町160-1 0258-61-5585 https://www.route-inn.co.jp/

077 農家民宿かっちゃん 三島郡出雲崎町 大字大門六六番地 0258-78-3658 https://noukaminshukukacchan.wixsite.com/home

078 割烹・なごみの宿　佐平次 三島郡出雲崎町 羽黒町111-1 0258-78-2116 www.yado-saheiji.com

079 みよや 三島郡出雲崎町 大字羽黒町101番地1 0258-78-3181 https://www.miyoya.jp

080 農家民宿もりやま 三島郡出雲崎町 大字立石87-2 0258-78-2492 -

081 農家民宿さとやま 三島郡出雲崎町 大字立石87-2 0258-78-2492 https://guesthouse-moriyama.jimdofree.com/

082 日本海夕日ヴィラOne Story 三島郡出雲崎町 勝見597 080-4881-1600 https://sunsetvilla-onestory.com/

083 ピーチビレッジ 刈羽郡刈羽村 刈羽4286番地2 0257-31-8600 -
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