
2021/11/24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 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://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 脱皮する家 十日町市 本町6-71-26クロステン４階 第７会議室 NPO法人越後妻有里山協働機構 025-761-7767 http://www.tsumari-artfield.com/dappi/

029 民宿 萬代 十日町市 中条甲1369 025-752-6627 http://www.yado-bandai.jp

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

031 ホテルさかえや 魚沼市 下折立494-2 025-795-2134 http://sakaeya-yu.com/

032 友家ホテル 魚沼市 大湯温泉282 025-795-2111 http://tomoyahotel.com

033 ホテル湯元 魚沼市 折立460 0570-055-780 www.itoenhotel.com/yumoto/

034 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/

035 民宿　浦新 魚沼市 須原904 025-797-2149 -

036 源泉湯の宿かいり 魚沼市 大湯温泉301 025-795-2311 http://www.kairi.co.jp

037 神湯とふれあいの里 魚沼市 清本583 025-799-3350 http://www.kamiyuonsen.com

038 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

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

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

041 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

042 民宿旅館才七 魚沼市 大白川356-2 025-796-2540 -

043 民宿　小西屋 魚沼市 須原932 025-797-2134 http://www.konisiya.com/

044 民宿休み場 魚沼市 大白川167 025-796-2901 -

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

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

047 自在館 魚沼市 上折立66 025-795-2211 https://www.jizaikan.jp/

048 治兵衛 魚沼市 須原936 025-797-2135 https://travel.rakuten.co.jp/HOTEL/38572/38572.html

049 銀泉荘 魚沼市 大湯温泉282 025-795-2700 http://www.ginsenso.com/

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