使っ得！にいがた県民割キャンペーン対象宿泊施設一覧
05 湯沢・魚沼エリア
2022/1/20現在
施設住所

施設名

電話番号

HP URL

001 ひなの宿ちとせ

十日町市

松之山湯本49-1

025-596-2525

http://chitose.tv

002 心の宿やすらぎ

十日町市

戊332-1

025-757-1547

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

003 林屋旅館

十日町市

山崎己1463子

025-763-2016

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

004 ミオンなかさと

十日町市

宮中己4197

025-763-4811

https://nakasato-mion.com/

005 貸古民家 百年の館

十日町市

川治2224-6

025-761-7123

http://www.100nennoyakata.com

006 よし本旅館

十日町市

高田町6-771-5

025-752-2767

-

007 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/

008 旅館 清水屋

十日町市

昭和町4-131-2

025-752-2477

http://www.ryokan-shimizuya.com

009 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

010 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

011 ハヤマ荘

十日町市

川治2186-5

025-757-5760

-

012 清津館

十日町市

小出癸2126-1

025-763-2181

http://www.kiyotsukan.com

013 白川屋旅館

十日町市

松之山湯本55-1

025-596-2003

http://shirakawaya.sakura.ne.jp

014 まつだい芝峠温泉 雲海

十日町市

蓬平11-1

025-597-3939

https://shibatouge.com

015 醸す森

十日町市

松之山黒倉1879-4

025-596-2200

https://kamosumori.com

016 酒の宿玉城屋

十日町市

松之山湯本13

025-596-2057

https://www.tamakiya.com

017 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

018 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/

019 光の館

十日町市

上野甲2891

025-761-1090

https://hikarinoyakata.com

020 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/

021 ホテルしみず

十日町市

本町2-223

025-752-2058

http://www.hotel-simizu.com

022 農家民宿茅屋や

十日町市

新座乙764

090-4454-1669

https://tokamachi-kayaya.com/

023 壱番館

十日町市

八箇甲457-1

025-757-8837

-

024 こめや旅館

十日町市

松之山湯本60-1

025-596-2163

http://www.komeyaryokan.com/

025 旅館明星

十日町市

松之山天水越88-2

025-596-2544

http://www.myojyo.in/

026 KOMEHOME

十日町市

馬場丙472

025-755-5080

https://komehome.jp/

027 三省ハウス

十日町市

松之山小谷327

025-596-3854

http://www.sanshohouse.jp/

028 民宿 萬代

十日町市

中条甲1369

025-752-6627

http://www.yado-bandai.jp

029 ホテルゆのたに荘

魚沼市

下折立245

025-795-2206

http://www.yunotanisou.co.jp

030 ホテルさかえや

魚沼市

下折立494-2

025-795-2134

http://sakaeya-yu.com/

031 友家ホテル

魚沼市

大湯温泉282

025-795-2111

http://tomoyahotel.com/

032 ホテル湯元

魚沼市

折立460

0570-055-780

www.itoenhotel.com/yumoto/

033 民宿 浦新

魚沼市

須原904

025-797-2149

-

034 源泉湯の宿かいり

魚沼市

大湯温泉301

025-795-2311

http://www.kairi.co.jp

035 神湯とふれあいの里

魚沼市

清本583

025-799-3350

http://www.kamiyuonsen.com

036 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

037 湯元庄屋 和泉屋旅館

魚沼市

大湯温泉298

025-795-2031

https://izumiya-oyu.com

038 小出ホテルオカベ

魚沼市

四日町1315

025-792-6677

https://hotelokabe.com

039 民宿旅館才七

魚沼市

大白川356-2

025-796-2540

-

040 民宿 小西屋

魚沼市

須原932

025-797-2134

http://www.konisiya.com/

041 民宿休み場

魚沼市

大白川167

025-796-2901

-

042 港屋旅館

魚沼市

須原2908-2

025-797-2005

http://www.minatoya.cc/

043 旅館長者

魚沼市

下折立501

025-795-2204

http://choja.net/

044 自在館

魚沼市

上折立66

025-795-2211

https://www.jizaikan.jp/

045 治兵衛

魚沼市

須原936

025-797-2135

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

046 銀泉荘

魚沼市

大湯温泉282

025-795-2700

http://www.ginsenso.com/

047 須田屋旅館

魚沼市

本町1-7

025-792-0027

https://sudayado.com/

048 奥只見山荘

魚沼市

下折立字北ノ又1039

025-795-2239

https://www.okutadami.jp

049 民宿 加賀屋

魚沼市

須原1327

025-797-2069

-

050 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/
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施設住所

施設名
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HP URL

051 旬彩の庄 坂戸城

南魚沼市

坂戸292-4

025-773-3333

http://www.sakadojo.com

052 丸山温泉 古城館

南魚沼市

石打1873

025-783-2219

-

053 いろりあん

南魚沼市

小栗山2089-4

025-773-5847

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

054 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/

055 グリーンビレッジたかはし

南魚沼市

樺野沢68-2

025-782-1482

-

056 山の宿 雲天

南魚沼市

清水674-348

025-782-3473

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

057 和風いん越路

南魚沼市

姥島新田840-1

025-783-2644

http://www.koshiji-inn.jp

058 ロッヂたかとし

南魚沼市

舞子2056-91

025-783-2835

http://www.takatoshi.com

059 ワンダースリー

南魚沼市

石打88

025-783-2253

http://www.wonderthree.com

060 雪の雫

南魚沼市

石打1948-1

025-788-0336

https://yukino-shizuku.jp/

061 ノースポイントロッヂ

南魚沼市

石打2025-11

025-783-3825

-

062 リゾートインのぐち

南魚沼市

吉里1108

025-782-0729

-

063 ホワイトハウス マスエン

南魚沼市

石打1626

025-783-2440

http://masuen.com

064 ペンション オズ

南魚沼市

石打834-20

025-783-6021

http://www.penoz.jp

065 大熊屋旅館

南魚沼市

上野382

025-783-2035

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

066 エスプリホテル

南魚沼市

石打837-2

025-783-6320

https://esprit-hotel.com

067 金誠舘

南魚沼市

坂戸1-12

025-772-2377

http://www.realis.vc

068 ほてる木の芽坂

南魚沼市

小栗山93-1

025-773-3456

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

069 旅館てじまや

南魚沼市

浦佐218-1

025-777-2214

-

070 五十沢温泉ゆもとかん

南魚沼市

宮17-4

025-774-2876

http://www.ikazawaonsen.com

071 丸木屋旅舘

南魚沼市

石打1661

025-783-2140

http://www.marukiya.com

072 とまの湯松寿館

南魚沼市

石打2402

025-783-2128

-

073 ホテル プレステージ

南魚沼市

石打845

025-783-4088

http://www.prestige4088.com

074 お宿いのや

南魚沼市

石打104

025-783-2470

http://www.oyado-inoya.com

075 ラ・ファミーユ中角

南魚沼市

石打1700-2

025-783-2171

http://www.nakakaku.jp

076 大峰館

南魚沼市

吉里1142

025-782-0730

https://oominekan-hayashi.jimdofree.com

077 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

078 さえもん旅館（左右ェ門）

南魚沼市

吉里1118

025-782-0738

https://hpdsp.jp/saemon

079 ロッヂ天神山荘

南魚沼市

石打20225-8

025-783-2493

https://www.tenjinsanso.jp

080 ひいらぎ山荘

南魚沼市

小栗山2146

025-773-6279

http://www.hiiragi-sansou.com

081 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

082 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/

083 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

084 割烹旅館いろは亭

南魚沼市

五日町449

025-776-2813

https://www.0257762813.com/

085 ペンションカム

南魚沼市

山口1787-1

025-775-2952

http://www.pension-come.com

086 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/

087 シャトーテル一本杉

南魚沼市

塩沢2071

025-782-1191

http://www.chateau-shiozawa.jp

088 ペンションわかい

南魚沼市

山口1731

025-775-3078

http://www.p-wakai.com

089 下幅旅館

南魚沼市

姥島新田656

025-783-2153

http://www.shitahaba.com

090 浦佐ホテルオカベ

南魚沼市

浦佐1139

025-777-4747

http://hotelokabe.com

091 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

092 大沢館

南魚沼市

大沢1170

025-783-3773

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

093 田中屋旅館

南魚沼市

関58-3

025-783-2044

https://tanakayaryokan.amebaownd.com

094 舞子高原ホテル

南魚沼市

舞子2056-108

025-783-3511

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

095 富徳旅館

南魚沼市

吉里1115

025-782-0739

-

096 ビジネスホテルライフ

南魚沼市

六日町139-7

025-770-2511

-

097 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

098 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

099 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

100 あざみ亭

南魚沼市

石打854-1

025-783-4850

http://www.azamitei.jp

101 六日町ヒュッテ

南魚沼市

小栗山90-4

025-788-0076

https://www.muikamachihutte.com

102 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

103 大和屋旅館

南魚沼市

六日町139

025-772-2070

-

104 ホテルエルム石打

南魚沼市

石打1938

025-783-2893

https://www.elm-ishiuchi.com/
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105 日章館

南魚沼市

坂戸7-5

025-772-2615

-

106 ロッヂＹＯＵ

南魚沼市

樺野沢77-1

025-782-4334

https://hpdsp.jp/lodgeyou/

107 ｒｙｕｇｏｎ

南魚沼市

坂戸1-6

025-772-3470

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

108 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/

109 ロッヂ アルプス

南魚沼市

石打2017

025-783-3660

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

110 和泉屋旅館

南魚沼市

清水607

025-782-3478

-

111 ロッヂ 山美響

南魚沼市

姥島新田603

025-783-2318

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

112 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

113 旅館関越

南魚沼市

姥島新田627-1

025-783-4321

-

114 ロッヂアイドル

南魚沼市

石打1991-1

025-783-2569

-

115 かわら崎 湯元館

南魚沼市

六日町272-甲

025-772-2438

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

116 Ishimaru House

南魚沼市

石打190-1

090-6682-6899

http://ishimaruhouse.com

117 里山十帖

南魚沼市

大沢1209-6

0257-83-6777

http://satoyama-jujo.com

118 名月荘

南魚沼市

上野213

025-783-2885

http://meigetu2885.sakura.ne.jp

119 畔地温泉こいし

南魚沼市

畔地1056

025-774-3514

http://azechionsen-koishi.com/

120 むいか温泉ホテル

南魚沼市

小栗山2910-114

025-773-3311

https://www.muikamachi.com

121 中の湯旅館

南魚沼市

上野345

025-783-2174

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

122 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

123 ベルビューニシウラ

南魚沼市

石打1618-1

025-783-2966

https://bellevue-nishiura.com

124 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

125 アルミュール

南魚沼市

石打834-28

025-783-4881

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

126 八ッ峰養魚

南魚沼市

山口121

025-775-3421

http://www.yatsumine.jp

127 グリーンヒュッテ

南魚沼市

塩沢2104-2

0257-82-0748

-

128 ロッヂヤングメイト

南魚沼市

舞子2056-92

025-783-2185

http://www.youngmate.jp/

129 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

130 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/

131 ロッヂやすえもん

南魚沼市

姥島新田601

025-783-2316

-

132 ダ・フェール イン 六日町

南魚沼市

六日町1418

025-788-1188

http://www.daffaires.jp

133 ペンション ヴィーナスフォート湯沢・石打 南魚沼市

石打834-21

070-4806-6180

-

134 ロッヂ小春荘

南魚沼市

姥島新田６１８

025-783-2317

https://koharusou.com

135 ホテル綿ぼうし

南魚沼市

宮野下1200-49

025-783-2633

http://www.wataboushi.com/info.html

136 こぐりやま山荘

南魚沼市

小栗山2910-120

025-786-4170

https://koguriyamasanso.com

137 石打スキーセンター

南魚沼市

石打 2321

025-783-3131

http://ishiuchi-ski.jp

138 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

139 御宿本陣

南魚沼郡湯沢町 三国378

025-789-2012

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

140 たかさや

南魚沼郡湯沢町 三俣1459

025-788-9253

-

141 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

142 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/

143 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

144 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

145 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

146 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

147 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

148 広川ホテル

南魚沼郡湯沢町 湯沢3203-2

025-784-2310

-

149 なかじま屋

南魚沼郡湯沢町 三国903

025-789-2019

http://nakajimaya-ryokan.com

150 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

151 にしのや

南魚沼郡湯沢町 土樽5113

025-787-3174

-

152 ホテル双葉

南魚沼郡湯沢町 湯沢419

025-784-3357

http://www.hotel-futaba.com

153 ロッヂ・モントゼー

南魚沼郡湯沢町 三国636

025-789-2545

http://montoze.com

154 雪国の宿 高半

南魚沼郡湯沢町 湯沢923

025-784-3333

http://www.takahan.co.jp

155 松泉閣 花月

南魚沼郡湯沢町 湯沢318-5

025-784-2540

www.shousenkaku-kagetsu.com

156 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

http://a-kashiwaya.com

157 ホットハウスゆのうち

南魚沼郡湯沢町 三俣844

025-788-9180

-

158 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
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159 御湯宿 中屋

南魚沼郡湯沢町 湯沢924

025-784-3522

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

160 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/

161 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

162 ティアン

南魚沼郡湯沢町 三国469-111

025-789-5783

http://naeba-tiens.com

163 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

164 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

165 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

166 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

167 音羽屋旅館

南魚沼郡湯沢町 湯沢419

025-784-3412

http://www.otowaya-jp.com

168 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

169 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/

170 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/

171 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

172 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

173 貝掛温泉

南魚沼郡湯沢町 大字三俣686

025-788-9911

https://www.kaikake.jp

174 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

175 民宿 中澤

南魚沼郡湯沢町 湯沢2-2-8

025-784-3768

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

176 元橋ヒュッテ

南魚沼郡湯沢町 三国487

025-789-2235

-

177 神楽ハウス

南魚沼郡湯沢町 三俣783-7

025-788-9008

-

178 ロッヂ丘

南魚沼郡湯沢町 三国469-7

025-789-2421

179 なかすみ旅館

南魚沼郡湯沢町 大字土樽5810

025-787-3218

http://nakasumi.com

180 ロッジスエヒロ

南魚沼郡湯沢町 湯沢1939-1

025-784-2857

http://suehiro88.jp

181 ペンションさんらいず

南魚沼郡湯沢町 土樽1317-3

025-787-4133

-

182 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

183 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

184 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

185 湯沢ロッヂ政エ門

南魚沼郡湯沢町 大字湯沢589-1

025-784-2644

-

186 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://turax.com

187 サンヴィレッジ苗場

南魚沼郡湯沢町 三国270

025-789-2261

-

188 平標茶屋

南魚沼郡湯沢町 三国999-10

025-789-5242

http://tairapyo.jp/

189 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/

190 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/

191 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

192 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

193 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/

194 越後湯澤 ＨＡＴＡＧＯ井仙

南魚沼郡湯沢町 湯沢2455

025-784-3361

http://hatago-isen.jp/

195 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/

196 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/

197 民宿 きのえね

南魚沼郡湯沢町 湯沢2-6-14

025-784-2173

-

198 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/

199 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

200 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/

201 the Kinta Naeba

南魚沼郡湯沢町 三国469-91

025-789-3911

http://www.kinta.com

202 板屋旅館

南魚沼郡湯沢町 大字土樽5092-1

025-787-3045

https://www.itayaryokan.com/

203 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

204 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/

205 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

206 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

http://sierraresorts.jp/yuzawa/

207 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

208 HOTEL climb

南魚沼郡湯沢町 湯沢布場606-1

025-785-2030

http://climb-yuzawa.com

209 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

http://piccolo-hotel.jp

210 苗場ウエスト

南魚沼郡湯沢町 大字三国91-1

025-789-2012

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

211 御宿本陣 仙山亭

南魚沼郡湯沢町 大字三国378

025-789-2012

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

212 KKR湯沢ゆきぐに

南魚沼郡湯沢町 湯沢2574

025-784-3424

https://www.kkryuzawa.com
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213 ゲストハウスＣlimb-dining

南魚沼郡湯沢町 土樽731-1（岩原スキー場内） 025-787-3040

http://climb-dining.com

214 苗場 スプリングス ホテル

南魚沼郡湯沢町 三国184

025-789-2804

http://www.naeba-jp.com/

215 Sansan Yuzawa

南魚沼郡湯沢町 湯沢4-1-36

080-4020-3224

https://sansanyuzawa.com/

216 エンゼルリゾート湯沢

南魚沼郡湯沢町 大字土樽173-1

025-787-2811

https://www.angel-g.co.jp/minpaku/

217 ライオンズマンション越後湯沢

南魚沼郡湯沢町 大字湯沢2557-3

025-787-2811

https://www.angel-g.co.jp/minpaku/

218 湯沢ホテル

南魚沼郡湯沢町 388-3

025-784-2044

http://yuzawa-hotel.com/

219 ロッジ きくのや

南魚沼郡湯沢町 岩原731

025-787-3049

http://kikunoya.net

220 ふじや旅館

南魚沼郡湯沢町 大字三国125

025-789-2037

http://www.naeba-fujiya.com/

221 湯沢パークホテル

南魚沼郡湯沢町 土樽1613

025-787-4111

https://www.park-resort.com

222 三国屋旅館

南魚沼郡湯沢町 三国284

025-789-2034

-

223 ロッヂ ニューひとみ

南魚沼郡湯沢町 三国163-1

025-789-2170

www.newhitomi.com

224 ムルメルン

南魚沼郡湯沢町 三国469-57

025-789-5060

https://www.murmelnnet.com

225 K・Lodge

南魚沼郡湯沢町 三俣957-1

025-788-9733

https://klodge-kagura.com

226 かぐらスキーイン

南魚沼郡湯沢町 大字三俣883-2

025-716-0723

https://kaguraskiinn.mystrikingly.com/

227 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

228 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

229 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

230 萌木の里

中魚沼郡津南町 結東子984-9

025-767-2000

http://www.moeginosato.com

231 綿屋旅館

中魚沼郡津南町 大字下船渡450

025-765-2034

https://wataya-tsunan.com/#

232 伴茶夢

中魚沼郡津南町 外丸丁1520-9

025-765-2567

https://banchamuoyado.wixsite.com/banchamu

233 逆巻温泉 川津屋

中魚沼郡津南町 大字結東丑84-1

025-767-2001

-

234 農家民宿サンベリー

中魚沼郡津南町 中深見丁114-2

025-765-3403

http://sun-berry.com

235 伊勢屋旅館

中魚沼郡津南町 大字下船渡丁2447-1

025-765-2004

-
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