
※順不同

※12/25 時点

施設名 住所 電話番号

Ishimaru House 新潟県南魚沼市石打１９０−１ 090-6682-6899

OYOホテル パラマウントin浦佐 南魚沼 新潟県南魚沼市浦佐７９６−１ 025-777-5055

ryugon 新潟県南魚沼市坂戸1−６ 025-772-3470

Sasuke Lodge 新潟県南魚沼市石打１８５６−２ 050-6869-7649

SnowHouse Memorie 新潟県南魚沼市石打２１７ 025-783-2072

アーバンヒル石打 新潟県南魚沼市石打１７８４−１ 025-783-3055

アイベックスロッジ 新潟県南魚沼市石打１６９５−５ 025-783-7676

あざみ亭 新潟県南魚沼市石打８５４−１ 025-783-4850

畔地温泉こいし 新潟県南魚沼市畔地１０５６ 025-774-3514

アルペンフォフ護城館 新潟県南魚沼市樺野沢９１ 025-782-2111

アルミュール 新潟県南魚沼市石打８３４−２８ 025-783-4881

いろりあん 新潟県南魚沼市小栗山２０８９−４ 025-773-5847

いろりあん別館 さくら・さくら 新潟県南魚沼市小栗山２２３１ 025-773-5847

ヴィレッジ ヨシタニ 新潟県南魚沼市姥島新田６３６ 025-783-2649

魚沼の隠れ温泉 くつろぎ庵 新潟県南魚沼市小栗山字北沖１５８−２ 025-772-8111

ウッディインすずき 新潟県南魚沼市樺野沢１３６ 025-782-1484

浦佐ホテルオカベ 新潟県南魚沼市浦佐１１３９ 025-777-4747

雲天 新潟県南魚沼市清水６７４−３４８ 025-782-3473

エコーロッヂ 新潟県南魚沼市石打１９２９−１ 025-783-3209

エスプリホテル 新潟県南魚沼市石打８３７−２ 025-783-6320

江戸川区立 塩沢江戸川荘 新潟県南魚沼市舞子字十二木２０６３−２９ 025-783-4701

オーベルジュ アンドラ・モンターニュ 新潟県南魚沼市宮野下１１９１−１ 025-783-3237

お宿いのや 新潟県南魚沼市石打１０４ HPからのご予約

割烹旅館 いろは亭 新潟県南魚沼市五日町４４９ 025-776-2813

グランドールタカノ 新潟県南魚沼市石打２１０２ 025-783-2121

グリーンビレッジたかはし 新潟県南魚沼市樺野沢 025-782-1482

幸栄館 新潟県南魚沼市１８９１−２ 025-776-3001

サンロードインうばしま 新潟県南魚沼市姥島新田６６７ 025-783-2152

シャトーテル一本杉 新潟県南魚沼市塩沢２０７１ 025-782-1191

シャトーテル吉里 新潟県南魚沼市吉里１５６２ 025-782-0303

ジョイハウス アベ 新潟県南魚沼市樺野沢１４６−１ 025-782-1418

ジョイハウスゆたか 新潟県南魚沼市姥島新田５６７ 025-783-2734

新田旅館 新潟県南魚沼市関１２８６−２ 025-783-2780

スカイランド 新潟県南魚沼市石打１８５８ 025-783-2533

スキー亭フォレスト 新潟県南魚沼市姥島新田５８６ 025-783-2526

スポーツプラザ白樺 新潟県南魚沼市石打８５５−２ 025-783-2792

ダ・フェールイン六日町 新潟県南魚沼市六日町１４１８ 025-788-1888

豊新旅館 新潟県南魚沼市石打１２５６−１８ 025-783-3114

ニュー福田屋 新潟県南魚沼市石打１６３７ 025-783-2057

ノースポイントロッヂ 新潟県南魚沼市石打２０２５−１１ 025-783-3825

GoToトラベル対応宿泊施設



八海山麓サイクリングターミナル 新潟県南魚沼市荒金５６ー１ 025-779-3230

ひいらぎ山荘 新潟県南魚沼市小栗山２１４６ 025-773-6279

ビジネスホテルライフ 新潟県南魚沼市六日町１３９−７ 025-770-2511

ヒルサイド イン センタークラブ 新潟県南魚沼市宮野下１２００ 025-783-2810

プチハウスひろみ 新潟県南魚沼市樺野沢５９ 025-782-1140

ベルビューニシウラ 新潟県南魚沼市石打１６１８−１ 025-783-2966

ペンション あぷりこっと 新潟県南魚沼市姥島新田８９０−２ 025-783-3848

ペンション わかい 新潟県南魚沼市山口１７３１ 025-775-3078

ペンションヴィーナスフォート湯沢・石打 新潟県南魚沼市石打８３４−２１ 070-4806-6180

ペンションオズ 新潟県南魚沼市石打８３４−２０ 025-783-6021

ペンションカム 新潟県南魚沼市山口１７８７−１ 025-775-2952

ペンションドルフ 新潟県南魚沼市山口１７４６−２ 025-775-3187

ペンションやまぼうし 新潟県南魚沼市山口１７６１ 025-775-3258

ホテル プレステージ 新潟県南魚沼市石打８４５ 025-783-4088

ホテルエルム石打 新潟県南魚沼市石打１９３８ 025-783-2893

ホテルグリーンプラザ上越 新潟県南魚沼市樺野沢１１２−１ 025-782-1030

ホテルジャスティス 新潟県南魚沼市石打８７４−５ 025-783-7701

ホテル綿ぼうし 新潟県南魚沼市宮野下１２００−４９ 025-783-2633

ほてる木の芽坂 新潟県南魚沼市小栗山９３−１ 025-773-3456

ホリデーイン コバヤシ 新潟県南魚沼市姥島新田６３９−１ 025-783-2323

ホワイトハウスマスエン 新潟県南魚沼市石打１６２６ 025-783-2440

舞子ロッジどん 新潟県南魚沼市舞子１８１９−４６１ 025-783-2380

まるぜん 新潟県南魚沼市吉里１２３９ 025-782-1697

丸山温泉 ホテル古城館 新潟県南魚沼市石打１８７３ 025-783-2219

ミストラル 新潟県南魚沼市石打１６５９ 025-783-2529

みせ旅館 新潟県南魚沼市樺野沢１３８ 025-782-9065

みせ旅館 新潟県南魚沼市石打２０２６ 025-783-2532

見晴館 新潟県南魚沼市樺野沢８４ 025-782-0381

六日町温泉郷 彩食一心 金誠館 新潟県南魚沼市坂戸１−１２ 025-772-2377

むいか温泉ホテル 新潟県南魚沼市小栗山２９１０−１１４ 025-773-3311

雪の雫 新潟県南魚沼市石打１９４８−１ 028-788-0336

ラ・ファミーユ中角 新潟県南魚沼市石打１７００−２ 025-783-2171

リゾートインのぐち 新潟県南魚沼市吉里１１０８ 025-782-0729

龍氣 新潟県南魚沼市小栗山２３１０ 025-770-2525

ロッヂ B&W 新潟県南魚沼市舞子２０５６−７ 025-783-2779

ロッヂ you 新潟県南魚沼市樺野沢７７−１ 025-782-4334

ロッヂ アルプス 新潟県南魚沼市石打２０１７ 025-783-3660

ロッヂ ウインターポイント 新潟県南魚沼市姥島新田５９１ 025-783-2757

ロッヂ 花風 新潟県南魚沼市樺野沢６１−２ 025-782-1494

ロッヂ ケルン 新潟県南魚沼市石打１７９９ 025-783-2868

ロッヂ コマツ 新潟県南魚沼市舞子2056-81 025-783-4442

ロッヂ たかとし 新潟県南魚沼市舞子２０５６−９１ 025-783-2835

ロッヂ 天神山荘 新潟県南魚沼市石打２０２５−８ 025-783-2493



ロッヂ とんや 新潟県南魚沼市舞子２０５６−９４ 025-783-2217

ロッヂ ハヤシ 新潟県南魚沼市樺野沢２３０−４ 025-782-0492

ロッヂ はやし 新潟県南魚沼市姥島新田５９３−１ 025-783-2627

ロッヂ 半二郎 新潟県南魚沼市小栗山２１５９ 025-772-3744

ロッヂ ファミリア 新潟県南魚沼市樺野沢４３ 025-782-5026

ロッヂ マロン 新潟県南魚沼市小栗山２２２１−１ 025-773-3391

ロッヂ ヤングメイト 新潟県南魚沼市舞子２０５６−９２ 025-783-2185

ロッヂ 一幸 新潟県南魚沼市石打１５８０−５ 025-783-3755

ロッヂ 一代 新潟県南魚沼市樺野沢１４０−９ 025-782-0327

ロッヂ 丸山 新潟県南魚沼市石打１４５２−４ 025-783-2222

ロッヂ 山美響 新潟県南魚沼市姥島新田６０３ 025-783-2318

ロッヂ 小春荘 新潟県南魚沼市姥島新田６１８ 025-783-2317

ロッヂ 睦荘 新潟県南魚沼市小栗山２２４８ 025-772-3478

越前屋旅館 新潟県南魚沼市六日町１８３９ 025-772-2012

割烹旅館 日章館 新潟県南魚沼市坂戸７−５ 025-772-2615

丸木屋旅館 新潟県南魚沼市石打１６６１ 025-783-2140

魚沼山荘 新潟県南魚沼市小栗山２９１０−１２０ 025-770-2255

湖畔荘 新潟県南魚沼市小栗山２０２７−３ 025-772-3336

五十沢温泉ゆもとかん 新潟県南魚沼市宮１７−４ 025-774-2876

五倫荘 新潟県南魚沼市舞子２０５６−８２ 025-783-2855

幸七旅館 新潟県南魚沼市姥島新田２４０ 025-783-2628

佐右エ門旅館（さえもん旅館） 新潟県南魚沼市吉里１１１８ 025-782-0738

山田館 新潟県南魚沼市樺野沢１４ 025-782-0450

旬彩の庄 坂戸城 新潟県南魚沼市坂戸２９２−４ 025-773-3333

上村屋旅館 新潟県南魚沼市山口１７３９ 025-775-3072

石打MS館 新潟県南魚沼市石打８５５ 025-783-3627

石打スキーセンター 新潟県南魚沼市石打２３２１ 025-783-3131

石打ペンション ブルージュ 新潟県南魚沼市石打２０３７ 025-783-3667

石打ユングパルナス 新潟県南魚沼市石打字土堂９４６ 025-783-7888

石打ワンダースリー 新潟県南魚沼市石打８８ 025-783-2253

双子キャビン 新潟県南魚沼市塩沢２１０４−２ 025-788-0455

村上館 新潟県南魚沼市樺野沢４ 025-782-0449

大熊屋旅館 新潟県南魚沼市上野３８２ 025-783-2035

大沢山温泉 大沢館 新潟県南魚沼市大沢１１７０ 025-783-3773

大峰館 新潟県南魚沼市吉里１１４２ 025-782-0730

大和屋旅館 新潟県南魚沼市六日町１３９ 025-772-2070

第一ヒュッテ 新潟県南魚沼市石打２２８５ 025-783-2759

中央ロッヂ 新潟県南魚沼市樺野沢１４１ 025-782-1466

中新旅館 新潟県南魚沼市石打９１ 025-783-2070

田中屋旅館 新潟県南魚沼市関５８−３ 025-783-2044

八ツ峰養魚 新潟県南魚沼市山口１２１ 025-775-3421

飯士館 新潟県南魚沼市姥島新田２２１−６ 025-783-2832

飯士山荘 新潟県南魚沼市舞子２０５６ 025-783-3338



飯酒盃旅館 新潟県南魚沼市上野２７１ 025-783-2119

武蔵ロッヂ 新潟県南魚沼市小栗山２２２６ 025-772-3773

舞子高原ホテル 新潟県南魚沼市舞子２０５６−１０８ 025-783-3511

民宿ホタル 新潟県南魚沼市市野江甲２−１ 080-4163-4664

民宿上田屋食堂 新潟県南魚沼市清水４６５ 025-782-3403

名月荘 新潟県南魚沼市上野２１３−３ 025-783-2885

里山十帖 新潟県南魚沼市大沢１２０９−６ 025-783-6777

龍氣別館 新潟県南魚沼市余川２７０８−８ 025-773-2990

旅館てじまや 新潟県南魚沼市浦佐２１８−１ 025-777-2214

旅館関越 新潟県南魚沼市姥島新田６２７−１ 025-783-4321

六日町ヒュッテ 新潟県南魚沼市小栗山９０−４ 025-788-0076

和風いん越路 新潟県南魚沼市姥島新田８４０−１ 025-783-2644


