
■愛郷ぐんまプロジェクト第5弾「宿泊キャンペーン」対象施設一覧

※現地でお支払いいただく宿泊代金の割引は全施設で対応いたします。キャッシュバック対応不可の施設をお申し込みの際は「現地支払」をお願いいたします。

みなかみ町 29-1 旅館 温もりの宿 辰巳館 可 379-1303 利根郡みなかみ町上牧2052 0278-72-3055 https://www.tatsumikan.com/

みなかみ町 29-2 旅館 檜の宿 水上山荘 可 379-1619 利根郡みなかみ町谷川556 0278-72-3250 https://minakamisansou.co.jp/

みなかみ町 29-3 旅館 みなかみホテルジュラク 可 379-1617 利根郡みなかみ町湯原665 0278-72-2521 https://www.hotel-juraku.co.jp/minakami/

みなかみ町 29-4 ペンション ペンション朝ねぼう 可 379-1725 利根郡みなかみ町網子294-1 0278-72-6761 https://www.asanebou.com/

みなかみ町 29-5 旅館 豆富懐石 猿ヶ京ホテル 可 379-1403 利根郡みなかみ町猿ヶ京温泉1171 0278-66-1101 http://www.sarugakyo.net/

みなかみ町 29-6 その他 KKR水上水明荘 可 379-1727 利根郡みなかみ町大穴859 0278-72-2345 http://www.kkr-minakami.com/

みなかみ町 29-7 旅館 奥利根温泉　ホテルサンバード 可 379-1721 利根郡みなかみ町藤原4957-1 0278-75-2321 https://hotel-sunbird.com/

みなかみ町 29-8 旅館 湯宿温泉 太陽館 可 379-1409 利根郡みなかみ町湯宿温泉2384 0278-64-0211 http://www.taiyoukan.com/

みなかみ町 29-9 民宿 清流の宿 たむら 不可 379-1721 利根郡みなかみ町藤原6273-2 0278-75-2096 https://www.yado-tamura.com/

みなかみ町 29-10 旅館 生寿苑 可 379-1403 利根郡みなかみ町猿ヶ京温泉1048 0278-66-1175 https://shojuen.com/

みなかみ町 29-11 旅館 料理旅館 樋口 可 379-1403 利根郡みなかみ町猿ヶ京温泉1167 0278-66-1500 http://higuchi-r.com/

みなかみ町 29-12 旅館 金盛館せゝらぎ 可 379-1619 利根郡みなかみ町谷川544 0278-72-3260 http://www.seseragi.co.jp/

みなかみ町 29-13 旅館 みねの湯 つきよの館 可 379-1305 利根郡みなかみ町後閑1739-1 0278-62-1207 http://minenoyu.com/

みなかみ町 29-14 旅館 源泉湯の宿 千の谷 可 379-1404 利根郡みなかみ町相俣248 0278-66-1151 https://www.sarugakyo.co.jp/

みなかみ町 29-15 旅館 水素風呂と美食と…。谷川温泉やど莞山KANZAN 可 379-1619 利根郡みなかみ町谷川430 0278-72-3041 https://kanzan108.co.jp/yado/top/

みなかみ町 29-16 旅館 蛍雪の宿 尚文 可 379-1725 利根郡みなかみ町網子277 0278-72-2466 https://www.syoubun.com/

みなかみ町 29-17 旅館 別邸 仙寿庵 可 378-0056 利根郡みなかみ町谷川614 0278-20-4141 https://www.senjyuan.jp/

みなかみ町 29-18 旅館 旅館たにがわ 可 379-1619 利根郡みなかみ町谷川524-1 0278-72-2468 http://www.ryokan-tanigawa.com/

みなかみ町 29-19 旅館 源泉掛流しの湯めぐりテーマパーク 龍洞 可 379-1721 利根郡みなかみ町藤原6192 0278-75-2086 www.ryuudou.com/

みなかみ町 29-20 旅館 旅館 永楽荘 可 379-1728 利根郡みなかみ町湯桧曽96 0278-72-3507 http://www.eirakuso.com/

みなかみ町 29-21 旅館 天空の湯 なかや旅館 可 379-1728 利根郡みなかみ町湯桧曽93 0278-72-3516 https://www.nakaya-ryokan.com/

みなかみ町 29-22 旅館 ル・ヴァンベール湖郷 不可 379-1404 利根郡みなかみ町相俣1731 0278-66-0880 http://sarugakyo-kokyo.com/

みなかみ町 29-23 旅館 仁田屋旅館 可 379-1403 利根郡みなかみ町猿ヶ京温泉1143 0278-66-0114 www.nitayaryokan.com/

みなかみ町 29-24 旅館 温宿 三河屋 可 379-1403 利根郡みなかみ町猿ヶ京温泉155 0278-66-0172 https://www.yado-mikawaya.com/

みなかみ町 29-25 民宿 民宿 吉野屋 可 379-1721 利根郡みなかみ町藤原3737 0278-75-2710 https://e-yoshinoya.com/

みなかみ町 29-26 旅館 旅館みやま 可 379-1727 利根郡みなかみ町大穴737 0278-72-2018 http://www.ryokan-miyama.jp/

みなかみ町 29-27 旅館 蔵やしき野の花畑 可 379-1403 利根郡みなかみ町猿ヶ京温泉107 0278-66-0641 http://www.kurayashiki.co.jp/

みなかみ町 29-28 ペンション ペンション薔薇の詩 可 379-1619 利根郡みなかみ町谷川127-20 0278-72-6234 http://www.baranouta.com/

みなかみ町 29-29 旅館 宝川温泉 汪泉閣 可 379-1721 利根郡みなかみ町藤原1899 0278-75-2611 https://www.takaragawa.com/

みなかみ町 29-30 旅館 旅籠屋丸一 不可 379-1403 利根郡みなかみ町猿ヶ京温泉199 0278-66-0066 https://hatagoya-maruichi.com/

みなかみ町 29-31 旅館 ホテル湯の陣 不可 379-1728 利根郡みなかみ町湯桧曽208 0570-059-780 https://www.itoenhotel.com/yunojin/

みなかみ町 29-32 旅館 大滝屋旅館 可 379-1409 利根郡みなかみ町湯宿温泉2383 0278-64-0602 https://yujuku-onsen.com/

みなかみ町 29-33 旅館 ペットと泊まれる温泉宿 だいこく館 不可 379-1617 利根郡みなかみ町湯原795 0278-72-3278 https://www.daikokukan.jp/

みなかみ町 29-34 旅館 法師温泉 長寿館 可 379-1401 利根郡みなかみ町永井650 0278-66-0005 http://www.hoshi-onsen.com/

みなかみ町 29-35 旅館 宮野旅館 可 379-1403 利根郡みなかみ町猿ヶ京温泉宮野1279-4-50278-66-0648 －

みなかみ町 29-36 旅館 源泉湯の宿松乃井 可 379-1617 利根郡みなかみ町湯原551 0278-72-3200 https://www.matsunoi.com/

みなかみ町 29-37 ペンション ペンション セルバン 不可 379-1619 利根郡みなかみ町谷川568-1 0278-72-2097 http://cervin.chu.jp/
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みなかみ町 29-38 ホテル 水上高原ホテル２００ 可 379-1721 利根郡みなかみ町藤原6152-1 0278-75-2222 https://www.minakamikogen200.jp/

みなかみ町 29-39 旅館 湯元 長生館 可 379-1403 利根郡みなかみ町猿ヶ京温泉1178 0278-66-1131 https://www.yumoto-chouseikan.jp/

みなかみ町 29-40 民宿 温泉農家民宿 はしば 不可 379-1403 利根郡みなかみ町猿ヶ京温泉1093 0278-66-0153 http://hashiba-onm.sakura.ne.jp/

みなかみ町 29-41 民宿 ロッヂ とんち 可 379-1721 利根郡みなかみ町藤原3534-1 0278-75-2337 http://lodge-tonchi.lolipop.jp/

みなかみ町 29-42 旅館 別邸やえ野 可 379-1725 利根郡みなかみ町綱子３５６ 0278-72-1266 https://www.yaeno.jp/

みなかみ町 29-44 旅館 旅籠 しんでん 可 379-1403 利根郡みなかみ町猿ヶ京温泉1528 0278-66-0205 http://www.hatagoshinden.com/

みなかみ町 29-45 ペンション シャレー・ラ・ネージュ 可 379-1721 利根郡みなかみ町藤原3831-7 0278-75-2828 http://la-neige.com/

みなかみ町 29-46 旅館 清野旅館 不可 379-1403 利根郡みなかみ町猿ヶ京温泉1124 0278-66-1100 http://www.kiyono-r.com/

みなかみ町 29-47 旅館 水上館 可 379-1612 利根郡みなかみ町小日向573 0278-72-3221 http://www.minakamikan.com/

みなかみ町 29-48 民宿 猿ヶ京温泉 スポーツ民宿 ふじや 不可 379-1403 利根郡みなかみ町猿ヶ京温泉876 0278-66-0296 http://sports-fujiya.com/

みなかみ町 29-49 民宿 照葉荘 可 379-1721 利根郡みなかみ町藤原6288-1 0278-75-2802 http://teruhasou.com/

みなかみ町 29-50 旅館 月がほほえむ宿 大峰館（※令和4年9月15日宿泊分まで） 可 379-1311 利根郡みなかみ町石倉229 0278-72-3329 http://www.oominekan.jp/

みなかみ町 29-52 旅館 MICASA 可 379-1617 利根郡みなかみ町湯原740 0278-72-3288 https://micasa-minakami.com/

みなかみ町 29-53 旅館 山楽荘 可 379-1617 利根郡みなかみ町湯原788 0278-72-6203 http://www.sanrakusou.jp/

みなかみ町 29-54 ペンション ロッヂ 上の原 山の家 不可 379-1725 利根郡みなかみ町藤原3832-13 0278-75-2215 https://www.yamanoieminakami.com/

みなかみ町 29-55 その他 アジアンキャンプリゾート TAPA 可 379-1311 利根郡みなかみ町石倉1596-62 0278-72-5086 https://www.asiancampresorttapa.com/

みなかみ町 29-57 ペンション ペンション山路 可 379-1721 利根郡みなかみ町藤原15 0278-72-4410 http://p-yamaji.info/

みなかみ町 29-58 旅館 ゆの宿 上越館 可 379-1727 利根郡みなかみ町大穴794 0278-72-2216 http://www.joetsukan.com/

みなかみ町 29-59 旅館 前田屋 可 379-1403 利根郡みなかみ町猿ヶ京温泉291 0278-66-0173 http://maedaya-yuuki.ecnet.jp/

みなかみ町 29-60 旅館 川古温泉浜屋旅館 可 379-1404 利根郡みなかみ町相俣2577 0278-66-0888 http://www.kawafuru.com/index.html

みなかみ町 29-61 旅館 湯宿温泉ゆじゅく金田屋 可 379-1409 利根郡みなかみ町湯宿温泉608 0278-64-0606 http://www.yujuku-kanetaya.com/

みなかみ町 29-62 その他 水上キャンプ場リバーストーン 可 379-1725 利根郡みなかみ町網子221-1 0278-72-5086 https://www.riverstone-glamping.com/

みなかみ町 29-63 旅館 風木立の川辺 紫明館 可 379-1728 利根郡みなかみ町湯桧曽15-1 0278-72-3650 https://www.shimeikan.jp/

みなかみ町 29-64 ホテル ホテルファミリーオみなかみ 可 379-1418 利根郡みなかみ町須川623 0278-20-2020 https://familio-folkloro.com/minakami/

みなかみ町 29-65 旅館 旅籠 庄屋 可 379-1311 利根郡みなかみ町石倉269-2 0278-72-6126 http://www.hatago-syouya.com/

みなかみ町 29-66 旅館 湯宿温泉 湯本館 可 379-1409 利根郡みなかみ町湯宿温泉2381 0278-64-0011 http://www.yujuku-yumotokan.com/

みなかみ町 29-67 旅館 フォレストリゾート 猿ヶ京 誓湖荘 可 379-1404 利根郡みなかみ町相俣1470-9 0278-66-0011 https://seikoso.com/

みなかみ町 29-69 民宿 農園民宿かかし 不可 379-1415 利根郡みなかみ町西峰須川129 0278-64-1204 http://m-kakasi.com/

みなかみ町 29-71 旅館 旅籠 吉長 不可 379-1403 利根郡みなかみ町猿ヶ京温泉906-4 0278-66-1515 －

みなかみ町 29-73 ペンション ペンション シャローム 可 379-1619 利根郡みなかみ町谷川127-12 0278-72-5228 http://www2.wind.ne.jp/shalom/

みなかみ町 29-75 その他 アルパインロッジみなかみ 可 379-1728 利根郡みなかみ町湯檜曽45 0278-72-2811 https://canyons.jp/ja/

みなかみ町 29-76 旅館 米屋旅館 不可 379-1617 利根郡みなかみ町湯原800 0278-72-2367 －

みなかみ町 29-77 その他 源泉の宿 塩屋温泉 塩屋SPA 可 379-1617 利根郡みなかみ町湯原502-2 0278-72-1020 https://www.shioya-minakami.com/

みなかみ町 29-78 旅館 ホテル生京園 不可 379-1403 利根郡みなかみ町猿ヶ京1121 0278-66-0311 －

みなかみ町 29-80 旅館 常生館 不可 379-1311 利根郡みなかみ町石倉317 0278-72-3494 －

みなかみ町 29-81 旅館 湯豆のやど本伝 可 379-1403 利根郡みなかみ町猿ヶ京温泉1180 0278-66-0321 http://www.yuzunoyado.com/

みなかみ町 29-82 旅館 釈迦の霊泉（奈女沢温泉） 不可 379-1303 利根郡みなかみ町上牧3768 0278-72-3173 https://www.shakanoreisen.com

みなかみ町 29-83 民宿 ロッヂ 樹林 可 379-1721 利根郡みなかみ町藤原3628 0278-75-2040 https://minakami-kirin.com/

みなかみ町 29-84 ペンション ナチュラルハウスピュア21 可 379-1619 利根郡みなかみ町谷川127-2 0278-72-3021 http://www.pure21.jp

みなかみ町 29-86 ペンション ペンションアミューズ 可 379-1721 利根郡みなかみ町藤原3552 0278-75-2310 http://pension-amuse.com/

みなかみ町 29-87 ペンション 天神ロッジ（TenjinLodge) 可 379-1728 利根郡みなかみ町湯桧曽220-4 0278-25-3540 http://www.tenjinlodge.com

みなかみ町 29-88 旅館 旅人宿 松葉屋 可 379-1612 利根郡みなかみ町小日向669 0278-72-2232 http://minakami-matsubaya.com/
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みなかみ町 29-89 その他 ちばむらオートキャンパーズリゾート 不可 379-1404 利根郡みなかみ町相俣2325（旧高原千葉村）080-2726-3221 https://www.norn.co.jp/camp/chibamura

みなかみ町 29-90 その他 DOAIVILLAGE 可 379-1728 利根郡みなかみ町湯檜曽218-2　土合駅0278-25-8981 https://villageinc.jp/doaivillage/

みなかみ町 29-91 民宿 民宿みちのく 不可 379-1726 利根郡みなかみ町幸知61-1 0278-72-4180 http://m-michinoku.jp/

みなかみ町 29-92 ペンション ペンション木馬 不可 379-1619 利根郡みなかみ町谷川127-17 0278-72-6152 https://www.pension-mokuba.com/

みなかみ町 29-93 その他 泊まれる学校 さる小 不可 379-1404 利根郡みなかみ町相俣1744-15 0278-25-3349 https://www.sarusho.com/

みなかみ町 29-94 民宿 高原ハウス 不可 379-1404 利根郡みなかみ町相俣243-5 0278-66-0090 http://www7b.biglobe.ne.jp/~kougenhouse/

みなかみ町 29-96 その他 土合　山の家 可 379-1728 利根郡みなかみ町湯桧曽土合220 0278-72-5522 http://www.doai.tv/

みなかみ町 29-97 ペンション ペンション オールド・ストリング 可 379-1721 利根郡みなかみ町藤原4985-25 0278-75-2386 http://old-string.com/

みなかみ町 29-98 旅館 湯桧曽の宿　あべ 不可 379-1728 利根郡みなかみ町湯桧曽121 0278-72-3555 －

みなかみ町 29-99 ペンション 温泉ペンション 花さき山 可 379-1721 利根郡みなかみ町藤原4979 0278-75-2808 http://www3.kannet.ne.jp/~hanasakiyama/

みなかみ町 29-100 その他 貸別荘TENTODO 可 379-1619 利根郡みなかみ町谷川472-1 0278-72-4411 http://www10.plala.or.jp/tentodo/

みなかみ町 29-101 その他 コンドミニアムイン水上 不可 379-1614 利根郡みなかみ町寺間18 0278-72-1372 https://www.kappa-club.com/condominium_minakami.html

みなかみ町 29-102 その他 みなかみアウトドアログ＆オートキャンプ場 不可 379-1311 利根郡みなかみ町石倉1575-74 0278-25-4678 http://minakami-camp.com/

みなかみ町 29-104 ペンション ペンション トップス 可 379-1721 利根郡みなかみ町藤原4995 0278-75-2024 https://www.kannet.ne.jp/tops

みなかみ町 29-105 旅館 旅館一楽 可 379-1403 利根郡みなかみ町猿ヶ京温泉1228-2 0278-66-0547 http://www5d.biglobe.ne.jp/~ichiraku/ichiraku

みなかみ町 29-107 民宿 民宿　やぐら 不可 379-1721 利根郡みなかみ町藤原5959 0278-75-2077 http://www3.kannet

みなかみ町 29-108 民宿 小野屋八景苑 不可 379-1404 利根郡みなかみ町相俣76 0278-66-0166 https://onoya-hakkeien.com/

みなかみ町 29-109 ペンション ペンションパル 可 379-1721 利根郡みなかみ町藤原3533-1 080-1176-0279 http://www.pension-pal.com/

みなかみ町 29-110 民宿 民宿並木山荘 可 379-1721 利根郡みなかみ町藤原3632 0278-75-2287 https://namiki-sansou.com/

みなかみ町 29-111 その他 さなざわ　テラス 可 379-1721 利根郡みなかみ町藤原3533-1 0278-20-2121 https://sanazawa.jp/

みなかみ町 29-112 民宿 民宿　関ヶ原 可 379-1721 利根郡みなかみ町藤原3632 0278-75-2132 http://www.m-sekigahara.com/

みなかみ町 29-114 民宿 民宿　奈倉 不可 379-1721 利根郡みなかみ町藤原2101 0278-75-2041 http://www5.kannet.ne.jp/users/nagura

みなかみ町 29-115 民宿 ロッジ宝台樹 不可 379-1721 利根郡みなかみ町藤原3765 0278-75-2035 －

みなかみ町 29-116 旅館 ガルニヴィレッジ 不可 379-1403 利根郡みなかみ町猿ケ京温泉216 0278-25-3769 https://garnivillage.com/

みなかみ町 29-117 ペンション ペンション　ポミエ 不可 379-1417 利根郡みなかみ町東峰273 0278-64-0005 http://www.takuminosato.com/

みなかみ町 29-118 民宿 料理民宿 三枝 可 379-1725 利根郡みなかみ町綱子316-1 0278-72-5122 －
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