
2023/3/29現在

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 -

002 心の宿　やすらぎ 十日町市 戊332-1 025-757-1547 -

003 林屋旅館 十日町市 山﨑己１４６３番地子 025-763-2016 https://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 よし本旅館 十日町市 高田町6-771-5 025-752-2767 -

006 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

007 松之山温泉　和泉屋 十日町市 松之山湯本7-1 025-596-2001 -

008 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/

009 清津館 十日町市 小出癸2126番地1 025-763-2181 https://kiyotsukan.com

010 醸す森 十日町市 松之山黒倉1879-4 025-596-2200 https://www.kamosumori.com

011 酒の宿玉城屋 十日町市 松之山湯本13 025-596-2057 https://www.tamakiya.com

012 清津峡ホテルせとぐち 十日町市 西田尻新１６８番地 025-763-2431 http://www.setoguti.info

013 壱番館 十日町市 八箇甲457-1 025-757-8837 -

014 三省ハウス 十日町市 松之山小谷327 025-596-3854 http://www.sanshohouse.jp/

015 ゲストハウスハチャネ 十日町市 宮ノ下西267-1 025-755-5777 -

016 素泊まりの宿　みよしや 十日町市 松之山湯本19-1 025-596-2930 https://minsyuku-miyosiya.jimdofree.com/

017 さくらハウス 十日町市 稲荷町3丁目南5-1 025-752-3908 -

018 松代棚田ハウス 十日町市 松代5570-1 025-594-7555 -

019 民宿かみや 十日町市 南鐙坂 025-757-6896 -

020 貸古民家百年の館 十日町市 川治2224番地6 090-4537-0805 http://www.100nennoyakata.com/

021 十日町ふれあいの宿交流館 十日町市 稲荷町4丁目367-1 0257-52-3289 https://tokamachi-kouryukan.com/

022 白川屋旅館 十日町市 松之山湯本55-1 025-596-2003 http://shirakawaya.sakura.ne.jp/

023 まつだい芝峠温泉　雲海 十日町市 蓬平11-1 025-597-3939 -

024 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/

025 野本旅館 十日町市 松之山湯本56 025-596-2013 http://nomotoryokan.com/

026 KOME HOME 十日町市 馬場丙472 050-3561-9298 -

027 ビジネスホテル　信江 十日町市 高田町6丁目734-1 025-757-8396 -

028 旅館清水屋 十日町市 昭和町4丁目131-2 025-752-2477 http://www.ryokan-shimizuya.com/

029 ホテルしみず 十日町市 本町2丁目223番地 025-752-2058 https://www.hotel-simizu.com/

030 旅館明星 十日町市 松之山天水越88番地２ 025-596-2544 http://www.myojyo.in

031 ハヤマ荘 十日町市 川治2186-5 025-757-5760 http://tokamachi-ryokan.com/hayamasou.html

032 民宿みらい3号館 十日町市 松代2067-1 050-3700-6231 -

033 ホテルゆのたに荘 魚沼市 下折立245 025-795-2206 http://www.yunotanisou.co.jp

034 ホテルさかえや 魚沼市 下折立494-2 025-795-2134 -

035 友家ホテル 魚沼市 大湯温泉282 025-795-2111 -

036 ペンション　デューク 魚沼市 大湯温泉352 025-795-2742 -

037 伊東園ホテルズ　ホテル湯元 魚沼市 上折立460 025-795-2221 https://www.itoenhotel.com/yumoto/

038 源泉湯の宿かいり 魚沼市 大湯温泉301 025-795-2311 -

039 四季の郷薬師温泉やまびこ荘 魚沼市 七日市１１７３番地 025-792-7015 -

040 湯元庄屋　和泉屋旅館 魚沼市 大湯温泉298 025-795-2031 https://izumiya-oyu.com

041 小出ホテルオカベ 魚沼市 四日町1315 025-792-6677 http://hotelokabe.com

042 民宿才七 魚沼市 大白川356-2 0257-96-2540 -

043 港屋旅館 魚沼市 須原2908-2 025-797-2005 https://www.minatoya.cc/

044 自在館 魚沼市 上折立66 0257-95-2211 -

045 銀泉荘 魚沼市 大湯温泉282 025-795-2700 -

046 須田屋旅館 魚沼市 本町1-7 025-792-0027 https://sudayado.com

047 奥只見山荘 魚沼市 下折立字北ノ又1039 025-795-2239 https://www.okutadami.jp

048 民宿加賀屋 魚沼市 須原１３２７番地 025-797-2069 -

049 とんじろ 魚沼市 湯之谷芋川１３１７－４ 025-795-2646 -
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050 神湯とふれあいの里 魚沼市 清本583番地 025-799-3350 -

051 治兵衛 魚沼市 須原936番地 025-797-2135 -

052 やまきや旅館 魚沼市 下折立528 025-795-2704 http://www.yamakiya.net/

053 民宿浦新 魚沼市 須原904 025-797-2149 -

054 民宿　小西屋 魚沼市 須原932番地 0257-97-2134 https://www.konisiya.com

055 民宿休み場 魚沼市 大白川167 0257-96-2901 -

056 旅館　長者 魚沼市 下折立501 025-795-2204 http://choja.net/

057 湖山荘 魚沼市 下折立字北の又1038 025-795-2226 http://www.kozanso.jp

058 緑の学園1号館 魚沼市 湯之谷芋川字大鳥1317-3 025-795-2684 http://okutadami.co.jp/nature/

059 奥只見　六方 魚沼市 湯之谷芋川200番地 025-795-2685 http://www13.plala.or.jp/roppou/

060 奥只見レイクハウス 魚沼市 湯之谷芋川字大鳥1317-4 025-795-2445 https://www.okutadami-lakehouse.com

061 民宿樹湖里 魚沼市 下折立字北ノ又996 025-795-2772 https://minsyukukinori.com

062 旬彩の庄　坂戸城 南魚沼市 坂戸292-4 025-773-3333 http://www.sakadojo.com

063 丸山温泉　古城館 南魚沼市 石打1873 025-783-2219 https://kojyokan.com/

064 いろりあん 南魚沼市 小栗山2089-4 025-773-5847 http://www.irorian.co.jp/

065 和風いん越路 南魚沼市 姥島新田840-1 025-783-2644 https://www.koshiji-inn.jp/

066 ロッヂたかとし 南魚沼市 舞子2056-91 025-783-2835 http://www.takatoshi.com

067 ワンダースリー 南魚沼市 石打88 025-783-2253 http://www.wonderthree.com/pc/

068 雪の雫 南魚沼市 石打1948-1 025-788-0336 -

069 ノースポイントロッヂ 南魚沼市 石打2025-11 025-783-3825 -

070 ホワイトハウス　マスエン 南魚沼市 石打1626-1 025-783-2440 https://masuen.com/

071 ペンションオズ 南魚沼市 石打834-20 025-783-6021 https://www.penoz.jp/

072 エスプリホテル 南魚沼市 石打837-2 025-783-6320 https://www.esprit-hotel.com

073 金誠舘 南魚沼市 坂戸1-12 0257-72-2377 -

074 真心一途の宿　ほてる木の芽坂 南魚沼市 小栗山93-1 025-773-3456 http://kinomeht.co.jp/

075 五十沢温泉ゆもとかん 南魚沼市 宮17-4 025-774-2876 https://www.ikazawaonsen.com/

076 丸木屋旅館 南魚沼市 石打1661 025-783-2140 http://www.marukiya.com/

077 ホテル　プレステージ 南魚沼市 石打845 025-783-4088 http://www.prestige4088.com/

078 お宿いのや 南魚沼市 石打104 025-783-2470 -

079 ラ・ファミーユ中角 南魚沼市 1700番地2 025-783-2171 http://www.nakakaku.jp

080 大峰館 南魚沼市 吉里1142 025-782-0730 -

081 さえもん旅館 南魚沼市 吉里1118 025-782-0738 -

082 ヴィレッジ　ヨシタニ 南魚沼市 姥島新田６３６ 025-783-2649 -

083 心と体の保養の宿　龍氣 南魚沼市 小栗山2310番地 025-770-2525 http://ryuuki.com/

084 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 -

086 サンロードインうばしま 南魚沼市 姥島新田667 025-783-2152 https://crunx.co.jp/ubashima/

087 ペンション　ドルフ 南魚沼市 山口1746－2 025-775-3187 http://www.p-dorf.com

088 シャトーテル一本杉 南魚沼市 塩沢2071 025-782-1191 http://www.chateau-shiozawa.jp

089 ペンションわかい 南魚沼市 山口1731 025-775-3078 -

090 下幅旅館 南魚沼市 姥島新田656 025-783-2153 -

091 浦佐ホテルオカベ 南魚沼市 浦佐１１３９ 025-777-4747 -

092 石打ユングパルナス 南魚沼市 石打字土堂946 025-783-7888 http://www.yungparunas.com

093 田中屋旅館 南魚沼市 関58番地3 025-783-2044 -

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 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 -

097 ジョイハウス　ゆたか 南魚沼市 姥島新田567 025-783-2734 -

098 あざみ亭 南魚沼市 石打854-1 025-783-4850 https://www.azamitei.jp/
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099 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

100 大和屋旅館 南魚沼市 六日町139 025-772-2070 -

101 ホテルエルム石打 南魚沼市 石打1938 025-783-2893 https://www.elm-ishiuchi.com/

102 割烹旅館　日章館 南魚沼市 坂戸7-5 025-772-2615 -

103 ロッヂはやし 南魚沼市 姥島新田593－1 025-783-2627 -

104 ロッヂ アルプス 南魚沼市 石打2017 025-783-3660 -

105 ロッヂ山美響 南魚沼市 姥島新田603 025-783-2318 -

106 エコーロッヂ(南魚沼市） 南魚沼市 石打1929-1 025-783-3209 -

107 かわら崎　湯元館 南魚沼市 六日町272-甲 025-772-2438 https://www.kawarazakiyumotokan.com/

108 名月荘 南魚沼市 上野213 025-783-2885 -

109 石打MS館 南魚沼市 石打855 025-783-3627 www.sky.hi-ho.ne.jp

110 むいか温泉ホテル 南魚沼市 小栗山2910-114 025-773-3311 https://www.muikamachi.com/

111 中の湯旅館 南魚沼市 上野345 025-783-2174 -

112 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

113 アルミュール 南魚沼市 石打834-28 0257-83-4881 http://www.yukiguni.ne.jp/alm/

114 ロッヂヤングメイト 南魚沼市 舞子2056-92 025-783-2185 https://www.youngmate.jp/

115 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/

116 ロッヂ小春荘 南魚沼市 姥島新田618-1 025-783-2317 https://koharusou.jimdofree.com/

117 ホテル　綿ぼうし 南魚沼市 宮野下1200－49 0257-83-2633 http://www.wataboushi.com/

118 こぐりやま山荘 南魚沼市 小栗山2910-120 025-786-4170 https://koguriyamasanso.com

119 塩沢江戸川荘 南魚沼市 舞子字十二木2063-29 025-783-4701 -

120 幸七旅館 南魚沼市 姥島新田240 025-783-2628 http://kou7axis.com/

121 ミストラル 南魚沼市 石打1659 025-783-4515 http://mistral-snowfairy.jp

122 ペンション　あぷりこっと 南魚沼市 姥島新田890-2 025-783-3848 -

123 ピッコロ・カーサ・ラ・ノーチェ 南魚沼市 天野沢282 025-782-1617 -

124 舞子ロッヂどん 南魚沼市 舞子１８１９－４６１ 025-783-2380 https://mars.jstar.ne.jp/~don/

125 ＴＡＢＩＮＡＷ（タビナウ） 南魚沼市 大沢930-1 090-3214-7549 -

126 シャトーテル吉里 南魚沼市 吉里1562 025-782-0303 http://www.chateau-shiozawa.jp

127 みせ旅館 南魚沼市 石打2026 025-783-2532 http://www.i-mise.com/

128 CHENDA INTERNATIONAL HOTEL 南魚沼市 石打927-1 025-778-3911 https://chendahotel.com/

129 畔地温泉こいし 南魚沼市 畦地1056 025-774-3514 https://azechionsen-koishi.com/

130 ロッヂとんや 南魚沼市 舞子2056-94 0257-83-2217 https://www.maikotonya.com/

131 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://center-club.co.jp

132 第一ヒュッテ 南魚沼市 石打2285 025-783-2759 -

133 石打スキーセンター 南魚沼市 石打2321 0257-83-3131 https://ishiuchi-ski.jp/

134 魚沼の隠れ温泉　くつろぎ庵 南魚沼市 小栗山字北沖158-2 0257-72-8111 http://www.kutsurogian.com/

135 ryugon 南魚沼市 坂戸1-6 0257-72-3470 -

136 IWASKI 南魚沼市 石打974-4 080-3255-4888 -

137 ロッヂ坂 南魚沼市 石打995 080-3255-4888 -

138 グリーンビレッジたかはし 南魚沼市 樺野沢68-2 025-782-1482 -

139 プチハウスひろみ 南魚沼市 樺野沢59 090-8850-5545 -

140 アーバンヒル石打 南魚沼市 石打1784-1 090-8850-5545 -

141 大沢館 南魚沼市 大沢1170番地 025-783-3773 -

142 六日町ヒュッテ 南魚沼市 小栗山90-4 0257-88-0076 https://www.muikamachihutte.com/

143 ロッヂ　アイドル 南魚沼市 石打1991-1 025-783-2569 -

144 里山十帖 南魚沼市 大沢1209-6 0257-83-6777 -

145 八ッ峰養魚 南魚沼市 山口121 025-775-3421 -

146 飯酒盃旅館 南魚沼市 上野271 025-783-2119 https://www.isahai.com/

147 スノーハウスメモリー 南魚沼市 石打217 025-783-2072 -
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148 中新旅館 南魚沼市 石打91 025-783-2070 https://nakashinan.wixste.com/mysite

149 グランドールタカノ 南魚沼市 石打2102 025-783-2121 http://www.g-takano.net/

150 山の宿雲天 南魚沼市 清水674-348 025-782-3473 http://unten-fan.com

151 外谷旅館 南魚沼市 姥島新田569 025-783-2150 http://htoya.sakura.ne.jp

152 上村屋旅館 南魚沼市 山口1739 025-775-3072 -

153 リゾートハウス　飯士館 南魚沼市 姥島新田221-6 025-783-2832 -

154 ロッヂ　ケルン 南魚沼市 石打1799 025-783-2868 http://www.kern.jp/

155 ロッヂ一代 南魚沼市 樺野沢140-9 025-782-0327 -

156 グリーンヒュッテ 南魚沼市 塩沢2104-42 025-782-0748 -

157 Ishimaru House 南魚沼市 石打190-1 090-6682-6899 https://www.ishimaruhouse.com/

158 kosokoso 南魚沼市 石打1650 080-3380-1931 http://kosokoso.jp/

159 御宿本陣 南魚沼郡湯沢町 三国378 025-789-2012 http://www.oyado-honjin.com/

160 たかさや 南魚沼郡湯沢町 三俣1459 025-788-9253 -

161 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 -

162 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/

163 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/

164 湯沢スキーハウス 南魚沼郡湯沢町 湯沢498-1 025-784-2455 http://www.21net.co.jp/ysh

165 温泉民宿高野屋 南魚沼郡湯沢町 土樽146-2 025-787-3054 https://takanoya.gr.jp/

166 セゾン・インたかとし 南魚沼郡湯沢町 大字土樽5081 025-787-3152 http://takatosi.info/

167 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

168 広川ホテル 南魚沼郡湯沢町 大字湯沢3203-2 025-784-2310 https://www.hirokawahotel.com

169 なかじま屋 南魚沼郡湯沢町 三国９０３ 025-789-2019 http://nakajimaya-ryokan.com/

170 かぐらみつまたコテージ 南魚沼郡湯沢町 大字三俣919－1 080-9672-7788 https://kaguramc.jp/

171 白雪旅館 南魚沼郡湯沢町 大字土樽5081 025-787-3189 http://family-house-shirayuki.com

172 にしのや 南魚沼郡湯沢町 土樽5113 025-787-3174 -

173 ホテル双葉 南魚沼郡湯沢町 湯沢9 025-784-3357 http://www.hotel-futaba.com

174 松泉閣花月 南魚沼郡湯沢町 湯沢３１８－５ 025-784-2540 https://www.shousenkaku-kagetsu.com/

175 ロッヂいたしん 南魚沼郡湯沢町 大字三俣1469 025-788-9141 -

176 清つ館 南魚沼郡湯沢町 大字三俣959 025-788-9128 https://kiyotsukan.jp

177 ホットハウス　ゆのうち 南魚沼郡湯沢町 大字三俣841 025-788-9180 -

178 温泉民宿さつき 南魚沼郡湯沢町 湯沢2-2-6 025-784-3507 https://m-satsuki.com/

179 御湯宿　中屋 南魚沼郡湯沢町 湯沢924 025-784-3522 https://www.onyuyado-nakaya.co.jp/

180 ロッヂ飯塚 南魚沼郡湯沢町 大字土樽７３１－８ 025-787-3357 https://lodgeiizuka.com

181 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 https://www.akashiya-style.com/

182 ティアン 南魚沼郡湯沢町 三国469-111 025-789-5783 -

183 湯けむりの宿　雪の花 南魚沼郡湯沢町 大字湯沢317-1 025-785-2511 -

184 ホテルアスター 南魚沼郡湯沢町 湯沢5丁目4番地２ 025-784-2809 https://hotel.travel.rakuten.co.jp/hinfo/5027/

185 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/

186 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/

187 音羽屋旅館 南魚沼郡湯沢町 湯沢419 0257-84-3412 http:///www.otowaya-jp.com

188 和みのお宿　滝乃湯 南魚沼郡湯沢町 湯沢345-1 025-784-3421 -

189 ペンションノア 南魚沼郡湯沢町 土樽6728-20 025-787-3478 https://pension-noah.jimdo.com

190 COMEDOR AO. 南魚沼郡湯沢町 土樽731-1 025-787-3413 -

191 民宿ゆきぐに 南魚沼郡湯沢町 湯沢５９５－８ 0257-84-2382 -

192 越後のお宿いなもと 南魚沼郡湯沢町 湯沢2497 025-784-2251 -

193 湯沢グランドホテル 南魚沼郡湯沢町 湯沢2494 025-784-2351 -

194 ホテルアルパイン 南魚沼郡湯沢町 土樽731-1 025-787-3055 https://alp669.wixsite.com/hotelalpine-iwappara

195 play&crazyペンション 南魚沼郡湯沢町 三国854-1 025-775-7589 www.playandcrazy.com

196 苗場プリンスホテル 南魚沼郡湯沢町 三国202 025-789-2211 https://www.princehotels.co.jp/naeba/
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197 丸大ハウス 南魚沼郡湯沢町 土樽1310 025-787-3612 https://www.marudai-house.jp/

198 元橋ヒュッテ 南魚沼郡湯沢町 三国487 025-789-2235 -

199 なかすみ旅館 南魚沼郡湯沢町 大字土樽5810 025-787-3218 -

200 ロッジスエヒロ 南魚沼郡湯沢町 湯沢1939-1 025-784-2857 http://suehiro88.jp/

201 ペンションさんらいず 南魚沼郡湯沢町 土樽1317-3 025-787-4133 -

202 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

203 サンシャイン苗場 南魚沼郡湯沢町 大字三国438-56 025-789-2160 http://www.s-naeba.net

204 ホテル湯沢湯沢でんき屋 南魚沼郡湯沢町 土樽155 025-787-3020 https://www.yuzawa-yuzawa.com/

205 ペンション　ザイオン 南魚沼郡湯沢町 みつまた546－3 025-788-9510 -

206 越後湯沢温泉ガーデンタワーホテル 南魚沼郡湯沢町 湯沢2117-9 025-788-0700 https://www.yurax.co.jp/

207 ホテルエフ 南魚沼郡湯沢町 469-49 025-789-3390 -

208 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 -

209 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

210 シャレーカスケード 南魚沼郡湯沢町 三国469-47 025-789-2324 -

211 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/

212 民宿 きのえね 南魚沼郡湯沢町 湯沢2-6-14 025-784-2173 -

213 ホテルやなぎ 南魚沼郡湯沢町 湯沢2921-1 025-785-5570 http://www.yanagi.yado.jp/

214 湯沢玉城屋 南魚沼郡湯沢町 大字土樽5081-5 025-787-3019 https://yuzawa-tamakiya.com/

215 theKintaNaeba 南魚沼郡湯沢町 三国469-91 025-789-3911 -

216 板屋旅館 南魚沼郡湯沢町 大字土樽5092-1 025-787-3045 https://www.itayaryokan.com/

217 ロッヂ添路 南魚沼郡湯沢町 土樽７３１－５４ 025-787-4404 http://soiji.sakura.ne.jp/

218 シェラリゾート湯沢 南魚沼郡湯沢町 大字土樽731-1 025-787-3250 https://sierraresorts.jp/yuzawa/

219 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

220 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

221 苗場ウエスト 南魚沼郡湯沢町 三国378 025-789-2012 http://www.naeba-west.com/

222 御宿本陣仙山亭 南魚沼郡湯沢町 三国378 025-789-2012 http://senzantei.jp/

223 ＫＫＲ湯沢ゆきぐに 南魚沼郡湯沢町 大字湯沢２５７４ 025-784-3424 http://yuzawa.kkr.or.jp

224 ロッヂおおみや 南魚沼郡湯沢町 大字三国128番地2 025-789-2520 -

225 かぐらホワイトホースイン 南魚沼郡湯沢町 三俣723-1 080-2228-7788 -

226 Sansan Yuzawa 南魚沼郡湯沢町 湯沢4-2-36 080-4020-3224 -

227 エンゼルリゾート湯沢 南魚沼郡湯沢町 大字土樽173-1 080-5651-9014 https://www.angel-r.com/rse_ang/

228 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2557-3 070-4291-0454 https://www.angel-r.com/rse_lm/

229 ロッヂ　きくのや 南魚沼郡湯沢町 土樽731 025-787-3049 -

230 ふじや旅館 南魚沼郡湯沢町 三国125 025-789-2037 -

231 三国屋旅館 南魚沼郡湯沢町 三国284 025-789-2034 https://www.instagram.com/naeba_mikuniya/

232 ロッヂ　ニューひとみ 南魚沼郡湯沢町 大字三国163-1 025-789-2170 http://www.newhitomi.com/shisetu/index.html

233 ムルメルン 南魚沼郡湯沢町 大字三国469-57 025-789-5060 -

234 K・Lodge 南魚沼郡湯沢町 三俣957-1 025-788-9733 https://klodge-kagura.com

235 舘-YAKATA- 南魚沼郡湯沢町 湯沢552-8 0257-88-0634 https://yakata.yakatathespot.com/

236 ホテル丁 南魚沼郡湯沢町 三国469-45 025-789-2812 https://www.chyo.net

237 私の家中屋 南魚沼郡湯沢町 土樽5804 0257-87-3037 -

238 私の家中屋別館 南魚沼郡湯沢町 土樽5804 0257-87-3037 -

239 わらび荘 南魚沼郡湯沢町 三国213-3 025-789-2036 https://warabiso.com/

240 ロッヂ山の湯 南魚沼郡湯沢町 三国171 025-789-2345 https://yamanoyu.info

241 ロッヂ　エルブロンネ 南魚沼郡湯沢町 三俣941-1 025-788-9037 http://elbronne.com/

242 ヴィラ・パーサー 南魚沼郡湯沢町 大字土樽4984-1 0257-87-5513 https://villapasser.com/

243 峠旅館 南魚沼郡湯沢町 大字三俣３５ 025-788-9042 -

244 Naeba SAZAN 南魚沼郡湯沢町 三国469-105 025-789-4801 -

245 ゲストハウス扇和 南魚沼郡湯沢町 湯沢2-212 025-784-2184 -
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246 えびすや旅館 南魚沼郡湯沢町 大字土樽1305-2 025-787-3730 http://www3.plala.or.jp/ebisuya3730/

247 ペンションパセリの森 南魚沼郡湯沢町 土樽6191-19 025-787-3235 http://www.3235.net

248 ロッジチャーリーブラウン 南魚沼郡湯沢町 三俣64 080-1045-8331 https://charliebrown.jp/

249 ウッディハウス　ホスタ 南魚沼郡湯沢町 土樽5484-1 025-787-4727 http://hosta.jp/

250 ユートピア苗場 南魚沼郡湯沢町 三国184-5 090-2411-9221 -

251 ロッヂマウンテン 南魚沼郡湯沢町 土樽１７３－４ 025-787-3545 -

252 AKANE HOSTEL 南魚沼郡湯沢町 三俣80 080-6287-2136 -

253 みのりや 南魚沼郡湯沢町 大字湯沢551-1 025-784-2180 http://www.minoriya.gr.jp/

254 クラウドナイン苗場 南魚沼郡湯沢町 大字三国１７１ 025-789-2516 -

255 苗場ビレッヂ 南魚沼郡湯沢町 三国169-1 025-789-3212 http://www.naeba-village.com

256 TRAX NUNOBA 南魚沼郡湯沢町 湯沢680-30 090-1855-3516 -

257 雪国の宿　高半 南魚沼郡湯沢町 大字湯沢923 0257-84-3333 http://www.takahan.co.jp

258 ロッヂ山びこ 南魚沼郡湯沢町 土樽６３０４ 025-787-3480 -

259 Heidi Guest House 南魚沼郡湯沢町 三国177-2 080-2303-2655 -

260 苗場　スプリングス　ホテル 南魚沼郡湯沢町 三国184番地 025-789-2804 http://www.naeba-jp.com

261 ホテル花梨 南魚沼郡湯沢町 土樽6306-13 025-787-6666 http://www.yuzawa-karin.com

262 SAKAEYA 南魚沼郡湯沢町 大字土樽68-1 025-787-3023 -

263 民宿中澤 南魚沼郡湯沢町 湯沢2-2-8 025-784-3768 -

264 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

265 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/hotel

266 かぐらスキーイン 南魚沼郡湯沢町 三俣883-2 050-5491-5883 -

267 悠客山荘 南魚沼郡湯沢町 三俣785 080-4276-3697 -

268 温泉民宿ゆたかや 南魚沼郡湯沢町 大字三国565番地 0257-89-2542 https://nkqtm284.mond.jp/

269 王子ペンション苗場 南魚沼郡湯沢町 三国184 0257-89-3675 https://oujip.com

270 貝掛温泉 南魚沼郡湯沢町 三俣686 025-788-9911 https://kaikake.jp/

271 越後湯澤HATAGO井仙 南魚沼郡湯沢町 湯沢2455 0257-84-3361 -

272 ロッヂモントゼー 南魚沼郡湯沢町 三国636 0257-89-2545 http://montoze.com/

273 ホテルアルファスター岩原 南魚沼郡湯沢町 土樽731-168 025-787-3926 https://www.hotel-alphastar.jp/

274 湯沢ホテル 南魚沼郡湯沢町 388-3 0257-84-2044 https://yuzawa-hotel.com/

275 シュプールイン苗場 南魚沼郡湯沢町 大字三国153-9 0257-89-2120 -

276 ファミーユ神立 南魚沼郡湯沢町 大字神立2630 025-784-3533 https://fami-yu-kandatsu.com/

277 ホテルシャーレゆざわ銀水 南魚沼郡湯沢町 大字土樽6301-7 0257-87-4141 http://yuzawa.co.jp

278 アネックスかしわや 南魚沼郡湯沢町 三国97 0257-89-2031 https://a-kashiwaya.com/

279 ビューリゾートインとみや 南魚沼郡湯沢町 三国202-4 0257-89-2033 -

280 クリスタルイン苗場 南魚沼郡湯沢町 三国174-1 025-789-4150 -

281 サンヴィレッジ苗場 南魚沼郡湯沢町 三国270 025-789-2261 -

282 hotel climb 南魚沼郡湯沢町 湯沢606-1 025-785-2030 -

283 climb dining 南魚沼郡湯沢町 土樽731-1 0257-87-3040 http://climb-dining.com/green/

284 苗場ラ・ネージュ 南魚沼郡湯沢町 三国469-51 025-789-2295 -

285 神楽ハウス 南魚沼郡湯沢町 三俣783-7 025-788-9008 -

286 ロッヂ丘 南魚沼郡湯沢町 大字三国469-7 025-789-2421 -

287 東屋ロッヂ 南魚沼郡湯沢町 三国186-3 025-789-2040 -

288 ヒルトップ 南魚沼郡湯沢町 大字神立3880 0257-88-0636 https://www.four-1.jp/

289 キャシーズイン 南魚沼郡湯沢町 大字三国1142 0257-80-9230 https://travel.rakuten.co.jp/HOTEL/109527/109527.html

290 ファミールしらかば 南魚沼郡湯沢町 三国371 025-789-2108 http://sirakaba-fancy.sakura.ne.jp/index.html

291 ロッヂ仲山 南魚沼郡湯沢町 大字土樽4983-1 025-787-3122 -

292 サンモリッツ一番館 南魚沼郡湯沢町 三国324 025-788-1830 https://www.four-1.jp/

293 サンモリッツ二番館 南魚沼郡湯沢町 三国327-2 025-788-1830 https://www.four-1.jp/

294 たけのこやま山荘 南魚沼郡湯沢町 三国169-3 0257-89-2555 http://naebaracing.sakura.ne.jp/sanso/
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https://charliebrown.jp/
http://hosta.jp/
http://www.minoriya.gr.jp/
http://www.naeba-village.com/
http://www.takahan.co.jp/
http://www.naeba-jp.com/
http://www.yuzawa-karin.com/
http://www.yuimakura.jp/
https://www.park-resort.com/hotel
https://nkqtm284.mond.jp/
https://oujip.com/
https://kaikake.jp/
http://montoze.com/
https://www.hotel-alphastar.jp/
https://yuzawa-hotel.com/
https://fami-yu-kandatsu.com/
http://yuzawa.co.jp/
https://a-kashiwaya.com/
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05 湯沢・魚沼エリア

施設住所

295 サンモリッツ三番館 南魚沼郡湯沢町 三国328-2 025-788-1830 https://www.four-1.jp/

296 ホテルエフ別館 南魚沼郡湯沢町 三国469-49 025-789-3390 -

297 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 -

298 ペンション　ラフランス 南魚沼郡湯沢町 大字土樽1273 025-787-3666 -

299 セーナ　イン　ふじや 南魚沼郡湯沢町 土樽329 025-787-1001 http://www.seina-inn.com

300 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://whiteinnsuzuya.com

301 岩原ニューホテル 南魚沼郡湯沢町 土樽731-1 0257-87-3356 -

302 ゲストハウス　バンヌッフ 南魚沼郡湯沢町 土樽1041-1 025-787-3111 http://yuzawa-net.com/

303 ファミリーハウス山田 南魚沼郡湯沢町 大字湯沢548 025-784-2823 -

304 上越ホテル 南魚沼郡湯沢町 大字土樽5172 025-787-3009 http://www.jyouetsuhotel.com/

305 ロッヂ　サンモリッツ 南魚沼郡湯沢町 大字三国580 025-789-2548 http://tashiro-saintmoritz.com

306 まるぜん旅館 南魚沼郡湯沢町 土樽5721 025-787-3043 http://nakazato.com/maruzen/

307 Little Japan ECHIGO 南魚沼郡湯沢町 三国660 070-9128-1709 https://ljechigo.com/

308 花とほたる　湯のさと雪国 中魚沼郡津南町 外丸丁2274番地 025-765-3359 www.tsunan-yukiguni.net

309 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番地 025-765-2442 http://www.tsunsn-kanko.co.jp

310 ニュー・グリーンピア津南 中魚沼郡津南町 秋成１２３００ 025-765-4611 https://new-greenpia.com

311 秋山郷　萌木の里 中魚沼郡津南町 大字結東子984-9 025-767-2000 http://www.moeginosato.com

312 綿屋旅館 中魚沼郡津南町 下船渡戊450 025-765-2034 https://tsunan-wataya.com

313 伴茶夢 中魚沼郡津南町 外丸丁１５２０－９ 0257-65-2567 https://banchamuoyado.wixsite.com/banchamu

314 伊勢屋旅館 中魚沼郡津南町 大字下船渡丁2447-1 025-765-2004 -

315 逆巻温泉　川津屋 中魚沼郡津南町 大字結東丑84-1 025-767-2001 -

316 かたくりの宿 中魚沼郡津南町 大字結東子450-1 025-761-5205 -
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