
1 前橋市 ホテル オーベルジュ　⾳⽻倶楽部 379-2103 前橋市 神沢の森 1-16 027-280-1212 http://otowaclub.plus.co.jp/
2 前橋市 旅館 旅籠　忠治館 371-0241 前橋市苗ヶ島町2036 027-283-3015 http://www.chujikan.com/
3 前橋市 旅館 ⾚城温泉　花の宿　湯之沢館 371-0241 前橋市苗ヶ島町2027 027-283-3017 http://yunosawakan.com/
4 前橋市 旅館 ⾚城温泉　御宿　総本家 371-0241 前橋市苗ヶ島町2034 027-283-3012 http://souhonke.info/
5 前橋市 旅館 にごり湯の宿　⾚城温泉ホテル 371-0241 前橋市苗ヶ島町甲2031 027-283-2619 http://www.akagionsen.com/
6 前橋市 ホテル 前橋 ホテルルカ 379-2154 前橋市天川⼤島町1-19-22 027-224-5181 https://www.luka.co.jp/
7 前橋市 旅館 ⻘⽊旅館 371-0101 前橋市富⼠⾒町⾚城⼭8 027-287-8511 https://www.aokiryokan.co.jp/
8 前橋市 旅館 旅館　三⼭センター 371-0235 前橋市滝窪町1226 027-283-2508 http://miyamacenter.sakura.ne.jp/
9 前橋市 ホテル ドーミーイン前橋 371-0024 前橋市表町2-24-7 027-220-5489 https://www.hotespa.net/hotels/maebashi/
10 前橋市 旅館 割烹料理旅館　新花の茶家 371-0036 前橋市敷島町240-22 027-231-3288 －
11 前橋市 ホテル ホテルグリーンガーデン 371-0847 前橋市⼤友町3-23-14 027-252-0666 http://www.greengarden.jp/
12 前橋市 ホテル ベルズイン前橋 371-0024 前橋市表町2-24-1 027-260-8000 https://maebashi.bells-inn.jp/index.php
13 前橋市 ホテル ホテル　サンダーソン 371-0841 前橋市⽯倉町3-12-2 027-250-5151 https://www.sanderson.jp/
14 前橋市 ホテル アパホテル〈前橋駅北〉 371-0015 前橋市三河町1-8-3 027-224-3900 https://www.apahotel.com/hotel/shutoken/maebashieki-kita/

15 前橋市 ホテル 前橋テルサ 371-0022 前橋市千代⽥町2-5-1 027-231-3211 http://www.maebashi-cc.or.jp/terrsa/
16 前橋市 旅館 ⼭屋蒼⽉ 371-0241 前橋市苗ヶ島町1432-2 027-283-5211 https://www.yamaya-sougetsu.com/
17 前橋市 ホテル ホテル123前橋マーキュリー 371-0847 前橋市⼤友町3-24-1 027-252-0111 http://www.hotel123.co.jp/maebashi/
18 前橋市 ホテル シロタホテル 371-0847 前橋市⼤友町1-7-5 027-252-1166 https://www.sirota.jp/
19 前橋市 旅館 滝沢館 371-0202 前橋市粕川町室沢滝沢241 027-283-5711 http://www.takizawakan.com/
20 前橋市 ホテル ホテル平安 371-0026 前橋市⼤⼿町3-9-11 027-231-3010 http://www.hotelheian.co.jp/
21 前橋市 ホテル 新前橋ステーションホテル 371-0843 前橋市新前橋町19-27 027-251-6680 http://www.shinmaebashi-sthotel.jp/index.php
22 前橋市 ホテル ちぎらホテル 371-0013 前橋市⻄⽚⾙町4-14-1 027-224-7777 http://www.chigira-hotel.jp/
23 前橋市 ホテル 前橋ホテル　サンカント 371-0023 前橋市本町1-3-2 027-221-1750 https://www.cinquante.net/
24 前橋市 その他 ⾚城⼭オートキャンプ場 371-0247 前橋市三夜沢町425-1 027-283-8368 http://autocamp-akagi.com/
25 前橋市 ホテル ホテルラシーネ新前橋 371-0844 前橋市古市町1-35-1 027-251-1144 https://racine.tsudoie.co.jp/
26 前橋市 ホテル 群⾺ロイヤルホテル 371-0026 前橋市⼤⼿町1-9-7 027-223-6111 https://grh.co.jp/
27 前橋市 ホテル 東横イン前橋駅前 371-0805 前橋市南町3-9-1 027-223-1045 https://www.toyoko-inn.com/index.php/search/detail/00124.html

28 前橋市 ホテル 新前橋ターミナルホテル 371-0843 前橋市新前橋町18-17 027-252-2121 http://maebashi-terminalhotel.co.jp/
29 ⾼崎市 ホテル ホテル・セゾン ド はるな 370-3348 ⾼崎市榛名湖町847 027-374-9611 http://www.haruna.yad.jp
30 ⾼崎市 旅館 榛名湖温泉ゆうすげ元湯 370-3348 ⾼崎市榛名湖町846-3 027-374-9211 http://www.yusuge.co.jp/
31 ⾼崎市 その他 榛名湖温泉ゆうすげコテージ 370-3348 ⾼崎市榛名湖町846-3 027-374-9211 http://www.yusuge.co.jp/
32 ⾼崎市 旅館 はまゆう⼭荘 370-3405 ⾼崎市倉渕町川浦27-80 027-378-2333 http://www.hamayu.org/
33 ⾼崎市 ホテル 榛名の湯　ドーミーイン⾼崎 370-0831 ⾼崎市あら町55-1 027-330-5489 https://www.hotespa.net/hotels/takasaki/
34 ⾼崎市 ホテル パークイン⾼崎 370-0058 ⾼崎市九蔵町31-1 027-320-8910 https://www.parkinn-hotels.com/takasaki/
35 ⾼崎市 その他 相間川温泉　ふれあい館 370-3403 ⾼崎市倉渕町⽔沼27 027-378-3834 http://www.aimagawa.co.jp/
36 ⾼崎市 その他 ⿓澤禅寺　宿坊 370-3117 ⾼崎市箕郷町⽩川1583 027-371-3393 http://www.ryutakuzenji.com/
37 ⾼崎市 ホテル 新町ステーションホテル 370-1301 ⾼崎市新町2163-1 0274-42-8571 https://travel.rakuten.co.jp/HOTEL/38642/
38 ⾼崎市 ホテル セントラルホテル⾼崎 370-0849 ⾼崎市⼋島町263 027-321-7000 http://www.central-hotel-group.co.jp
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39 ⾼崎市 ホテル ニューサンピア株式会社 370-0015 ⾼崎市島野町1333 027-353-1107 http://www.newsunpia.com/
40 ⾼崎市 ホテル ビジネスホテル寿々屋 370-0053 ⾼崎市通町49-3 027-327-0011 http://suzuya-hotel.jp/
41 ⾼崎市 ホテル ⾼崎駅前プラザホテル 370-0053 ⾼崎市通町4 プラザビル 027-322-1011 https://breezbay-group.com/takasaki-ph/
42 ⾼崎市 ホテル ホテル1-2-3⾼崎 370-0841 ⾼崎市栄町2-23 027-321-0123 http://www.hotel123.co.jp/takasaki/
43 ⾼崎市 ホテル ホテルメトロポリタン⾼崎 370-0849 ⾼崎市⼋島町222 027-325-3311 https://takasaki.metropolitan.jp/
44 ⾼崎市 旅館 旅館⾼原 370-3348 ⾼崎市榛名湖町845-1 027-374-9107 http://www6.wind.ne.jp/h-kougen/
45 ⾼崎市 ホテル ⾼崎ワシントンホテルプラザ 370-0849 ⾼崎市⼋島町70 027-324-5111 http://washington.jp/takasaki/
46 ⾼崎市 ホテル ホテルナガイ 370-0073 ⾼崎市緑町3-1-20 027-362-2626 http://www.hotel-nagai.jp/
47 ⾼崎市 ホテル ⾼崎アーバンホテル 370-0849 ⾼崎市⼋島町58-1　ウエストワンビル10階 027-322-0111 https://www.takasaki-urbanhotel.com/
48 ⾼崎市 ホテル ホテル　ココ・グラン⾼崎 370-0045 ⾼崎市東町3-5 027-320-1155 http://www.cocogrand.co.jp/takasaki/
49 ⾼崎市 ホテル ホテルルートイン⾼崎駅⻄⼝ 370-0052 ⾼崎市旭町128-4 027-327-1011 https://www.route-inn.co.jp/hotel_list/gunma/index_hotel_id_37/

50 ⾼崎市 ホテル アパホテル⾼崎駅前 370-0849 ⾼崎市⼋島町232-8 027-326-3111 https://www.apahotel.com/hotel/shutoken/takasaki-ekimae/

51 ⾼崎市 ホテル 東横INN　⾼崎駅⻄⼝I 370-0848 ⾼崎市鶴⾒町2-2 027-324-1045 https://www.toyoko-inn.com/index.php/search/detail/00133.html

52 ⾼崎市 ホテル 東横INN　⾼崎駅⻄⼝II 370-0848 ⾼崎市鶴⾒町2-2 027-323-1045 https://www.toyoko-inn.com/index.php/search/detail/00134.html

53 ⾼崎市 ホテル ビジネスホテル　たきざわ 370-0838 ⾼崎市鍛冶町1-15 027-323-6177 https://businesshoteltakizawa.com
54 ⾼崎市 ホテル ホテルサン 370-0047 ⾼崎市⾼砂町137-1 027-325-9330 http://hst20.com/
55 ⾼崎市 ホテル HOTEL SANKO72 370-2131 ⾼崎市吉井町岩崎2179 027-388-2800 https://www.sanko72.com
56 桐⽣市 ホテル パークイン桐⽣ 376-0021 桐⽣市巴町2-2-3 0277-22-8910 https://www.parkinn-hotels.com/kiryu/
57 桐⽣市 ホテル 桐⽣グランドホテル 376-0011 桐⽣市相⽣町5-111-3 0277-53-6211 http://www.kg-hotel.com/
58 桐⽣市 旅館 梨⽊館 376-0143 桐⽣市⿊保根町宿廻285 0277-96-2521 http://www.nashigi.com/
59 桐⽣市 旅館 旅館　清⾵園 376-0601 桐⽣市梅⽥町5-7652 0277-32-1181 http://www.kiryu-seifuen.jp/
60 桐⽣市 ホテル ビジネスホテル⻄桐⽣ 376-0044 桐⽣市永楽町4-14 0277-22-2985 https://hotel-nishikiryu.com/
61 桐⽣市 ホテル パールホテル 376-0045 桐⽣市末広町2-9 0277-22-0166 －
62 桐⽣市 旅館 Temple Hotel 観⾳院 376-0034 桐⽣市東2-13-18 0277-45-0066 https://oterastay.com/kannon-in/
63 桐⽣市 ホテル エースホテル 376-0027 桐⽣市巴町2-1893-9 0277-47-4910 http://www.ace-hotel.jp/
64 桐⽣市 ホテル 株式会社東横イン桐⽣駅南⼝ 376-0021 桐⽣市巴町2-1810-18 0277-44-1045 https://www.toyoko-inn.com/index.php/search/detail/00180/

65 伊勢崎市 ホテル アパホテル〈伊勢崎駅南〉 372-0048 伊勢崎市⼤⼿町23-12 0270-23-1002 https://www.apahotel.com/hotel/shutoken/isesakieki-minami/

66 伊勢崎市 ホテル ホテル若松エクセル 372-0048 伊勢崎市⼤⼿町22-26 0270-25-0353 https://www.wakamatsu-h.com/wakamatsu/
67 伊勢崎市 ホテル 伊勢崎ステーションホテル 372-0054 伊勢崎市柳原19 0270-61-6263 https://www.isesaki.co.jp/
68 伊勢崎市 ホテル ハーベストホテル 372-0014 伊勢崎市昭和町3818 0270-23-8077 https://www.harvesthotel.jp/
69 伊勢崎市 ホテル ホテルルートイン伊勢崎インター 379-2235 伊勢崎市三室町5622-1 050-5847-7773 https://www.route-inn.co.jp/hotel_list/gunma/index_hotel_id_641/

70 伊勢崎市 ホテル 東横INN群⾺伊勢崎駅前 372-0054 伊勢崎市柳原町59-2 0270-30-1045 https://www.toyoko-inn.com/index.php/search/detail/00270.html

71 太⽥市 ホテル 太⽥ナウリゾートホテル 373-0851 太⽥市飯⽥町1267 0276-49-2111 https://www.ota-now-resort-hotel.com/
72 太⽥市 旅館 ホテルふせじま 379-2301 太⽥市藪塚町162 0277-78-2321 http://www.fusejima.com/
73 太⽥市 旅館 今井館 379-2301 太⽥市藪塚町162 0277-78-2421 －
74 太⽥市 ホテル グレースイン太⽥ 373-0851 太⽥市飯⽥町1185 0276-48-8800 http://www.graceinn-ota.com/
75 太⽥市 旅館 今屋 379-2301 太⽥市薮塚町246 0277-78-2318 https://www.yadori-imaya.com/
76 太⽥市 ホテル ホテルモンテローザ太⽥ 373-0851 太⽥市飯⽥町1308 0276-48-0288 http://www.hotel-monteroza.com/
77 太⽥市 ホテル ホテルルートインGrand太⽥駅前 373-0851 太⽥市飯⽥町1380 050-5576-8111 https://www.route-inn.co.jp/hotel_list/gunma/index_hotel_id_680/

78 太⽥市 ホテル ホテルルートイン太⽥南－国道407号－ 373-0817 太⽥市飯塚町1712 0276-60-2600 https://www.route-inn.co.jp/hotel_list/gunma/index_hotel_id_247/
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79 太⽥市 ホテル 太⽥グランドホテル 373-0851 太⽥市飯⽥町1370 0276-46-1264 https://ohta-grand.net
80 太⽥市 旅館 ⻄⼭館 379-2301 太⽥市藪塚町甲163 0277-78-2678 http://www.boreas.dti.ne.jp/~akaishi/
81 太⽥市 ホテル 東横INN群⾺太⽥駅南⼝ 373-0851 太⽥市飯⽥町1320-1 0276-40-1045 https://www.toyoko-inn.com/index.php/search/detail/00238.html

82 沼⽥市 ホテル ⽩沢⾼原ホテル 378-0126 沼⽥市⽩沢町上古語⽗2440 0278-53-2010 http://www.shirasawa-kougen.com/
83 沼⽥市 旅館 伍楼閣 378-0322 沼⽥市利根町⽼神602-10 0278-56-2555 http://www.gorokaku.com/
84 沼⽥市 ペンション ペンション　サントノーレ 378-0071 沼⽥市上発知町⽟原350-1 0278-25-8651 http://www.sainthonore.jp/
85 沼⽥市 旅館 源泉かけ流しの宿　⾦⿓園 378-0322 沼⽥市利根町⽼神592 0278-56-3021 http://kinryuen.com/
86 沼⽥市 ペンション ペンション　バン・デ・ルージュ 378-0071 沼⽥市上発知町字迦葉⼭丙350-1 0278-23-9114 https://www.vinderouge.jp/
87 沼⽥市 ペンション コーヒーカップミルキー館 378-0071 沼⽥市上発知町字迦葉⼭丙350-2 0278-30-4155 https://www.granpy2.com/
88 沼⽥市 旅館 吟松亭　あわしま 378-0322 沼⽥市利根町⽼神603 0278-56-2311 http://g-awashima.com/
89 沼⽥市 旅館 ⽼神温泉　観⼭荘 378-0322 沼⽥市利根町⽼神612 0278-56-2323 http://www.oigami.co.jp/
90 沼⽥市 旅館 上⽥屋旅館 378-0322 沼⽥市利根町⽼神596 0278-56-3211 http://www.uedayaryokan.com/
91 沼⽥市 旅館 ホテル⼭⼝屋 378-0322 沼⽥市利根町⽼神585 0278-56-3333 http://www.h-yamaguchiya.com/
92 沼⽥市 旅館 ⽳原湯　東秀館 378-0322 沼⽥市利根町⽳原1151 0278-56-3024 http://www.toshu-kan.com/
93 沼⽥市 旅館 ⽼神温泉　天然湯　⾒晴荘 378-0322 沼⽥市利根町⽼神564 0278-56-3169 http://miharasi.sakura.ne.jp/
94 沼⽥市 ペンション ペンションもるげんろーて 378-0071 沼⽥市上発知町字迦葉⼭丙350-1 0278-23-9775 https://morgenrote-2960kikuchi.jimdofree.com/
95 沼⽥市 旅館 源泉湯の宿　紫翠亭 378-0322 沼⽥市利根町⽼神550 0278-56-4180 https://www.shisuitei.com/
96 沼⽥市 ペンション ペンションアップル館 378-0071 沼⽥市上発知町字迦葉⼭丙350-1 0278-23-9216 http://www.applekan.com/
97 沼⽥市 ペンション プチペンションツツミスクウェア 378-0071 沼⽥市上発知町字迦葉⼭丙350-1 0278-23-9503 https://komayumi.jimdofree.com/
98 沼⽥市 ホテル ホテルベラヴィータ 378-0045 沼⽥市材⽊町178-1 0278-60-1000 https://anelli-wedding.com/bella-vita/
99 沼⽥市 旅館 萩原旅館 378-0016 沼⽥市清⽔町4213 0278-22-2409 http://www.hagiwara-ryokan.com/
100 沼⽥市 ペンション ペンション　マリールゥ 378-0071 沼⽥市上発知町字迦葉⼭丙350-1 0278-23-9751 https://pension-marielou.jimdo.com/
101 沼⽥市 旅館 仙郷 378-0304 沼⽥市利根町⼤楊2-1 0278-56-2601 https://www.senkyou.jp/
102 沼⽥市 旅館 湯元　楽善荘 378-0322 沼⽥市利根町⽼神598 0278-56-2521 http://www.rakuzensou.jp/
103 沼⽥市 ホテル 伊東園ホテル尾瀬⽼神⼭楽荘 378-0322 沼⽥市利根町⽼神583 0570-060-780 https://www.itoenhotel.com/sanraku/
104 沼⽥市 ペンション ペンション　ハートレストクラブ1959 378-0071 沼⽥市上発知町⽟原⾼原350-1 0278-23-9158 http://www.pluto.dti.ne.jp/~hrc-1959/
105 沼⽥市 旅館 旅館⽯亭 378-0322 沼⽥市利根町⽼神568 0278-56-2145 http://oigami.web.fc2.com/sekitei/sekitei-top.html
106 沼⽥市 ペンション ペンションホワイトルージュ 378-0071 沼⽥市上発知町⽟原⾼原 0278-23-9715 http://www7.wind.ne.jp/rouge/
107 沼⽥市 旅館 ⾼原の宿　⽔芭蕉 378-0071 沼⽥市上発知町40 0278-23-9130 http://tanbara.com/
108 沼⽥市 ⺠宿 ⽟原の宿　みのや 378-0071 沼⽥市上発知町31-1 0278-23-9596 https://tambara-minoya.com/
109 館林市 ホテル 館林グランドホテル 374-0016 館林市松原1-22-2 0276-72-0541 https://tatebayashi-g-h.wixsite.com/tghotel
110 館林市 ホテル 館林ステーションホテル 374-0028 館林市千代⽥町5-5 0276-72-1864 https://stationhotel1588.wixsite.com/stationhotel
111 館林市 ホテル Hotel ファイン Inn 館林 374-0024 館林市本町2-7-18 0276-70-8700 http://www.finegroup.jp/hotel/
112 渋川市 旅館 ⼼に咲く花　古久家 377-0102 渋川市伊⾹保町伊⾹保52 0279-72-3322 https://kokuyaryokan.com/
113 渋川市 旅館 温泉宿 塚越屋七兵衛 377-0012 渋川市伊⾹保町伊⾹保175-1 0279-72-3311 https://www.tsukagoshiya.jp/
114 渋川市 旅館 ⾹雲館 377-0012 渋川市伊⾹保町伊⾹保175-1 0279-72-5501 https://www. kouunkan .jp
115 渋川市 旅館 岸権旅館 377-0102 渋川市伊⾹保町伊⾹保甲48 0279-72-3105 https://www.kishigon.co.jp/
116 渋川市 旅館 お宿⽟樹 377-0102 渋川市伊⾹保町伊⾹保87-2 0120-41-8054 https://www.oyado-tamaki.com/
117 渋川市 旅館 ホテル銀⽔ 377-0102 渋川市伊⾹保町伊⾹保557-23 0279-72-3711 http://ikaho.co.jp/
118 渋川市 旅館 千明仁泉亭 377-0102 渋川市伊⾹保町伊⾹保45 0279-72-3355 http://www.jinsentei.com/
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119 渋川市 ホテル ステイビューいかほ 377-0102 渋川市伊⾹保町伊⾹保105 0279-30-4180 https://www.stayview-ikaho.com/
120 渋川市 旅館 伊⾹保温泉 いかほ秀⽔園 377-0102 渋川市伊⾹保町伊⾹保557 0279-72-3210 www.syusuien.com
121 渋川市 旅館 よろこびの宿しん喜 377-0102 渋川市伊⾹保町伊⾹保557-34 0279-20-3255 http://shin-ki.net/
122 渋川市 旅館 あかりの宿　おかべ 377-0102 渋川市伊⾹保町伊⾹保373-8 0279-72-3353 http://okabe-ikaho.com/
123 渋川市 旅館 森秋旅館 377-0102 渋川市伊⾹保町伊⾹保60 0279-72-2601 http://www.moriaki-ikaho.co.jp/
124 渋川市 旅館 ホテル天坊 377-0195 渋川市伊⾹保町伊⾹保396-20 0279-72-3880 https://www.tenbo.com/
125 渋川市 旅館 美松館 377-0102 渋川市伊⾹保町伊⾹保131 0279-72-2655 https://www.mimatsukan.com/
126 渋川市 旅館 ホテル松本楼 377-0102 渋川市伊⾹保町伊⾹保164 0279-72-3306 http://www.matsumotoro.com/
127 渋川市 旅館 洋⾵旅館ぴのん 377-0102 渋川市伊⾹保町伊⾹保383 0279-72-3308 http://www.pinon.co.jp/
128 渋川市 旅館 和⼼の宿　⼤森 377-0102 渋川市伊⾹保町伊⾹保58 0279-72-0102 http://www.ikaho-omori.com/
129 渋川市 旅館 ホテル⽊暮 377-0102 渋川市伊⾹保町伊⾹保135 0279-72-2701 https://www.hotel-kogure.com/
130 渋川市 旅館 ⼭陽ホテル 377-0102 渋川市伊⾹保町伊⾹保557-13 0279-72-2733 －
131 渋川市 旅館 福⼀ 377-0193 渋川市伊⾹保町伊⾹保8 0279-20-3000 https://www.fukuichi.jp/
132 渋川市 旅館 景⾵流の宿 かのうや 377-0102 渋川市伊⾹保町伊⾹保591 0279-72-2662 http://www.cable-yado.com/
133 渋川市 旅館 如⼼の⾥　ひびき野 377-0102 渋川市伊⾹保町伊⾹保403-125 0279-72-7022 https://www.j-hibikino.com/
134 渋川市 旅館 ヘルシーパル⾚城 379-1104 渋川市⾚城町敷島44 0279-56-3030 https://www.helpal-akagi.com/
135 渋川市 旅館 横⼿館 377-0102 渋川市伊⾹保町伊⾹保11 0279-72-3244 http://www.yokotekan.com/
136 渋川市 旅館 旅館ふくぜん 377-0102 渋川市伊⾹保町伊⾹保396-1 0279-72-2123 https://fukuzen.com/
137 渋川市 旅館 明野屋　御⾷事処　平左衛⾨ 377-0102 渋川市伊⾹保町伊⾹保199-6 0279-72-3578 http://akenoya.com/
138 渋川市 旅館 市川別館　晴観荘 377-0102 渋川市伊⾹保町伊⾹保557 0279-72-2717 https://www.seikanso.co.jp/
139 渋川市 ホテル ノーザンカントリークラブ⾚城ゴルフ場 379-1111 渋川市⾚城町北⾚城⼭15-64 0279-56-3331 https://www.accordiagolf.com/hotel/akagi
140 渋川市 旅館 伊⾹保グランドホテル 377-0102 渋川市伊⾹保町伊⾹保550 0570-061-780 https://www.itoenhotel.com/ikaho/
141 渋川市 旅館 ⾦太夫 377-0102 渋川市伊⾹保町伊⾹保19 0570-062-780 https://www.itoenhotel.com/kindayu/
142 渋川市 旅館 伊⾹保温泉とどろき 377-0102 渋川市伊⾹保町伊⾹保106 0570-063-780 https://www.itoenhotel.com/ikahoonsen_todoroki/

143 渋川市 旅館 旅館　㐂久村 377-0311 渋川市村⼭328-1 0279-59-2711 https://www.kikumura-on.jp/
144 渋川市 ホテル ホテル渋川ヒルズ 377-0008 渋川市渋川⾠⺒町1694 0279-22-2443 https://breezbay-group.com/shibukawa-hills/
145 渋川市 旅館 ホテルきむら 377-0102 渋川市伊⾹保町伊⾹保557-32 0279-72-3333 https://www.hotel-kimura.co.jp/
146 渋川市 旅館 ホテルニュー伊⾹保 377-0102 渋川市伊⾹保町伊⾹保372-1 0279-72-3737 https://newikaho.jp/
147 渋川市 旅館 さくらい旅館 377-0102 渋川市伊⾹保町伊⾹保210-2 0279-72-2575 http://ikaho-sakurai.com/
148 渋川市 旅館 ⽯坂旅館 377-0102 渋川市伊⾹保町伊⾹保67 0279-72-3121 http://ishizakaryokan.com/
149 渋川市 旅館 丸本館 377-0102 渋川市伊⾹保町伊⾹保48 0279-72-2031 http://www.marumotokan.co.jp/
150 渋川市 旅館 たちばなの郷　城⼭ 377-0061 渋川市北橘町下箱⽥606-2 0279-52-2405 https://shiro-yama.com/
151 渋川市 旅館 ⼀冨⼠ホテル 377-0102 渋川市伊⾹保町伊⾹保557-12 0279-72-2622 http://www.ikaho-ichifuji.jp/
152 渋川市 旅館 SUNおのがみ 377-0311 渋川市村上396-1 0120-144-669 http://www.sun-onogami.com/
153 渋川市 旅館 お宿かつほ 377-0102 渋川市伊⾹保町伊⾹保361-9 0279-72-2059 －
154 渋川市 ホテル ホテル永楽 377-0102 渋川市伊⾹保町伊⾹保124-7 0279-25-8688 －
155 渋川市 ホテル ホテルルートイン渋川 377-0008 渋川市渋川1186-1 0279-30-0055 https://www.route-inn.co.jp/hotel_list/gunma/index_hotel_id_580/

156 渋川市 旅館 諧暢楼 377-0102 渋川市伊⾹保町伊⾹保⾹湯5-4 0279-20-3040 http://www.kaichoro.jp/
157 渋川市 旅館 旅館　本陣 377-0008 渋川市渋川3696-18 0279-22-2069 http://ryokanhonjin.link/
158 渋川市 ⺠宿 お宿　古城台 377-0311 渋川市村上322 0279-59-2902 －
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159 渋川市 ホテル ⼤江⼾温泉　伊⾹保 377-0102 渋川市伊⾹保町伊⾹保592-1 0279-72-4109 https://ikaho.ooedoonsen.jp/
160 藤岡市 旅館 茜彩庵⼭⽔ 374-1403 藤岡市保美濃⼭875 0274-56-0321 http://www.san-sui.jp/
161 藤岡市 旅館 神⽔館 370-1406 藤岡市浄法寺6 0274-52-2641 http://www.shinsuikan.sakura.ne.jp/
162 藤岡市 旅館 絹の湯　久惠屋旅館 375-0046 藤岡市下⽇野1254-1 0274-28-0505 https://www.hisaeya.com/
163 藤岡市 旅館 ⼋塩温泉　⼋塩館 370-1406 藤岡市浄法寺127 0274-52-2651 http://www.yashiokan.com/
164 藤岡市 ⺠宿 ふれあいの宿やどや 370-1403 藤岡市保美濃⼭1859-2 0274-56-0006 http://yado-ya.jp/
165 藤岡市 その他 おにし⻘少年野外活動センター 370-1403 藤岡市保美濃⼭1550 0274-56-0123 http://www.taiken-katudou.org/
166 藤岡市 旅館 ⻤⽯観光ホテル 370-1406 藤岡市浄法寺105 0274-52-4143 http://www.4143.jp/
167 藤岡市 ホテル ホテルルートインコート藤岡 375-0002 藤岡市⽴⽯745-1 0274-42-1001 https://www.route-inn.co.jp/hotel_list/gunma/index_hotel_id_52/

168 藤岡市 旅館 ⼤和屋旅館 375-0024 藤岡市藤岡27 0274-22-0249 www.0274220249.jp
169 富岡市 ホテル 妙義グリーンホテル＆テラス 379-0208 富岡市妙義町菅原2678 0274-73-4111 https://www.accordiahotel.com/myogi/
170 富岡市 その他 まちやど蔟屋MABUSHI-ya 370-2316 富岡市富岡28 0274-62-0149 http://www.mabushiya-tomioka.com/
171 富岡市 その他 ゲストハウスなんじゃい 370-2464 富岡市南蛇井1058-1 0274-67-2191 http://www3.wind.ne.jp/vanstaf/sp/Nanjyai0000.htm

172 富岡市 ⺠宿 農家⺠宿ひなた 370-2465 富岡市中沢337-1 0274-67-2191 http://www3.wind.ne.jp/vanstaf/
173 富岡市 ホテル ホテルアミューズ富岡 370-2316 富岡市富岡245-1 0274-64-3636 http://www.hotel-amuse.co.jp/
174 富岡市 旅館 ひしや旅館 379-0201 富岡市妙義町妙義42 0274-73-2311 http://www5c.biglobe.ne.jp/~hishiya/
175 富岡市 旅館 旅館　東雲館 379-0201 富岡市妙義町妙義36 0274-73-2221 http://myogi-tounkan.com/sta13441/
176 富岡市 ⺠宿 ⺠宿ゆきふみ 370-2462 富岡市下丹⽣457-3 0274-67-3875 http://www.net-you.com/yukihumi/
177 安中市 旅館 雀のお宿　磯部館 379-0127 安中市磯部1-5-5 027-385-6411 https://www.isobekan.com/
178 安中市 旅館 せせらぎの湯　桜や作右衛⾨ 379-0127 安中市磯部1-5-21 027-384-0088 https://www.sakuemon.com/
179 安中市 旅館 ⾆切雀のお宿　ホテル磯部ガーデン 379-0127 安中市磯部1-12-5 027-385-0085 http://www.isobesuzume.co.jp/
180 安中市 旅館 ふわふわ⾖腐鍋のおいしいお宿　⾒晴館 379-0127 安中市磯部1-14-5 027-385-6934 https://hpdsp.jp/miharashikan/
181 安中市 旅館 ⾼台旅館 379-0135 安中市郷原551-6 027-385-6006 http://takadairyokan.com/
182 安中市 旅館 碓⽇のお宿　東京屋 379-0301 安中市松井⽥町横川443-6 027-395-2157 https://oyado-tokyoya.com/
183 安中市 その他 碓氷峠くつろぎの郷コテージ 379-0307 安中市松井⽥町坂本1258 027-380-4180 https://www.usuitouge.com/kutsurogi/index.php
184 安中市 旅館 お⾵呂・お⾷事全て貸切できる宿　旭館 379-0127 安中市磯部1-14-2 027-385-3434 －
185 安中市 ホテル オーベルジュ　ルミエア 379-0116 安中市安中5853 027-382-5151 https://raysum-gsr.com/
186 安中市 その他 ゲストイン　⼋城の杜 379-0225 安中市松井⽥町⼋城字⼤⾒⼭1559-6 027-393-4771 http://nextkey.sakura.ne.jp/yasironomori/site/TopPage.html

187 安中市 旅館 ⼩島屋旅館 379-0127 安中市磯部1-13-22 027-385-6534 http://kojimaya12.com/
188 安中市 ホテル ホテルルートイン安中 379-0133 安中市原市398-2 050-5847-7330 https://www.route-inn.co.jp/hotel_list/gunma/index_hotel_id_627/

189 安中市 旅館 霧積温泉　⾦湯館 379-0307 安中市松井⽥町坂本1928 027-395-3851 http://www.kirizumikintokan.com
190 安中市 ホテル 熱海倶楽部　東軽井沢ゴルフコース 379-0217 安中市松井⽥町⼟塩2934 027-393-2222 http://www.mmgc.co.jp
191 安中市 ホテル ヴィレッジ東軽井沢ゴルフクラブ 379-0307 安中市松井⽥町坂本1417 027-395-3311 https://banryugolf.com/higashikaruizawa/
192 みどり市 旅館 国⺠宿舎　サンレイク草⽊ 376-0302 みどり市東町草⽊1654-1 0277-95-6309 https://sunlake-kusaki.net/
193 みどり市 その他 ⼩平の⾥ 379-2311 みどり市⼤間々町⼩平甲445 0277-72-2148 http://www.odairanosato.com/
194 みどり市 旅館 東陽館 376-0308 みどり市東町⼩中773 0277-97-2840 －
195 みどり市 旅館 古⺠家の隠れ宿　神梅館 376-0104 みどり市⼤間々町上神梅275-1 0277-73-0355 https://kanbaikan.com/
196 みどり市 旅館 松屋旅館 376-0101 みどり市⼤間々町⼤間々1117 0277-72-1080 http://www.watarase-trip.jp/stay/index.htm
197 みどり市 その他 浅原体験村 376-0114 みどり市⼤間々町浅原590-14 0277-72-0122 https://www.city.midori.gunma.jp/www/contents/1000000000992/index.html

198 榛東村 ⺠宿 ⺠宿　しおざわ 370-3502 北群⾺郡榛東村⼭⼦⽥1740 0279-54-3040 －
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199 上野村 ホテル ヴィラせせらぎ 370-1613 多野郡上野村勝⼭684-1 0274-59-2585 http://uenomura-tabi.com/
200 上野村 旅館 不⼆野家 370-1614 多野郡上野村川和134 0274-59-2379 https://m-fujinoya.com/
201 上野村 ⺠宿 すりばち荘 370-1612 多野郡上野村野栗沢甲953 0274-59-2161 https://suribachisou.com/
202 上野村 その他 まほーばの森 370-1613 多野郡上野村⼤字勝⼭1169 0274-59-2146 http://uenomura-tabi.com/
203 神流町 その他 古⺠家の宿川の⾳ 370-1502 多野郡神流町⼤字⿇⽣80番地 0274-20-5888 http://kawanone.jp/
204 神流町 旅館 今井屋旅館 370-1504 多野郡神流町万場25 0274-57-2006 http://imaiyaryokan.wixsite.com/kanna
205 下仁⽥町 旅館 下仁⽥温泉　清流荘 370-2604 ⽢楽郡下仁⽥町吉崎769 0274-82-3077 http://www.s-seiryuusou.com/
206 下仁⽥町 旅館 常盤館 370-2601 ⽢楽郡下仁⽥町下仁⽥359-2 0274-82-2216 https://www.tokiwakan.jp/
207 下仁⽥町 旅館 下仁⽥館 370-2601 ⽢楽郡下仁⽥町下仁⽥364 0274-82-2031 －
208 下仁⽥町 その他 RITA'S RANCH 南軽井沢 370-2627 ⽢楽郡下仁⽥町⻄野牧12154-277 南軽井沢和美リゾート 0273-81-8017 https://www.ritas-ranch.com/
209 南牧村 ⺠宿 ⺠宿かじか倶楽部 370-2816 ⽢楽郡南牧村星尾1235-1 090-1558-2899 http://www.nanmoku.ne.jp/~kajika/
210 ⽢楽町 旅館 ⽢楽ふるさと館 370-2202 ⽢楽郡⽢楽町⼤字⼩幡2014-1 0274-74-2660 https://www.kanra-gunma.jp/
211 中之条町 旅館 かねとく旅館 377-0541 吾妻郡中之条町⼤字上沢渡2338-5 0279-66-2711 －
212 中之条町 旅館 ⼀花館 377-0601 吾妻郡中之条町⼤字四万4237-50 0279-64-2224 http://www.ichigekan.com/
213 中之条町 旅館 四万温泉　寿屋旅館 377-0601 吾妻郡中之条町⼤字四万4367-6 0279-64-2515 http://www.kotobukiya.tv/
214 中之条町 旅館 湯の宿⼭ばと 377-0601 吾妻郡中之条町⼤字四万4358-11 0279-64-2217 https://www.yamabato.com/
215 中之条町 旅館 四万温泉　豊島屋 377-0601 吾妻郡中之条町⼤字四万3887 0279-64-2134 https://tosimaya.co.jp/
216 中之条町 旅館 沢渡温泉　宮⽥屋旅館 377-0541 吾妻郡中之条町⼤字沢渡2163-3 0279-66-2231 http://miyataya.skr.jp/
217 中之条町 旅館 渓声の宿　いずみや 377-0601 吾妻郡中之条町⼤字四万3981-1 0279-64-2404 https://shima-izumiya.com/
218 中之条町 旅館 三⽊屋旅館 377-0601 吾妻郡中之条町⼤字四万甲3894 0279-64-2324 https://mikiya.tv/
219 中之条町 旅館 四万やまぐち館 377-0601 吾妻郡中之条町⼤字四万甲3876-1 0279-64-2011 http://www.yamaguchikan.co.jp/
220 中之条町 旅館 四万温泉　柏屋旅館 377-0601 吾妻郡中之条町⼤字四万3829 0279-64-2255 https://www.kashiwaya.org/
221 中之条町 旅館 星ヶ岡⼭荘 377-1701 吾妻郡中之条町⼤字⼊⼭1539 0279-95-5121 http://hoshigaokasanso.com/
222 中之条町 旅館 なかざわ旅館 377-0601 吾妻郡中之条町⼤字四万4238-41 0279-64-2716 http://www.hatago.net/
223 中之条町 旅館 四万温泉　くれない 377-0601 吾妻郡中之条町⼤字四万4143-2 0279-64-2006 https://www.unaginow.com/
224 中之条町 旅館 時わすれの宿　佳元 377-0601 吾妻郡中之条町⼤字四万4344-2 0279-64-2314 https://yoshimoto.jp/
225 中之条町 旅館 四万たむら 377-0601 吾妻郡中之条町⼤字四万4180 0279-64-2111 http://www.shima-tamura.co.jp/
226 中之条町 旅館 四万グランドホテル 377-0601 吾妻郡中之条町⼤字四万4228 0279-64-2211 https://www.shima-grand.com/
227 中之条町 旅館 国⺠宿舎　四万ゆずりは荘 377-0601 吾妻郡中之条町⼤字四万4345 0279-64-2340 https://www.yuzurihasou.jp/
228 中之条町 旅館 湯元四萬舘 377-0601 吾妻郡中之条町⼤字四万3838 0279-64-2001 http://www.shimakan.com/
229 中之条町 旅館 囲炉裏の御宿　花敷の湯 377-1701 吾妻郡中之条町⼤字⼊⼭1533 0279-95-5307 http://www.hanasikinoyu.jp/
230 中之条町 旅館 つばたや旅館 377-0601 吾妻郡中之条町⼤字四万3985 0279-64-2920 http://www16.plala.or.jp/tubataya/
231 中之条町 旅館 伊東園ホテル四万 377-0601 吾妻郡中之条町⼤字四万4358-1 0570-057-780 https://www.itoenhotel.com/shima/
232 中之条町 旅館 叶屋旅館 377-0601 吾妻郡中之条町⼤字四万4139-12 0279-64-2104 http://www.kanouyaryokan.com/
233 中之条町 その他 野反湖キャンプ場 377-1701 吾妻郡中之条町⼤字⼊⼭国有林内 0279-82-1180 https://nozorikocamp.com/
234 中之条町 旅館 花まめ 377-1704 吾妻郡中之条町⼤字⼩⾬21-1 0279-95-3650 http://www.hanamame-kuni.com/
235 中之条町 旅館 あやめや旅館 377-0601 吾妻郡中之条町⼤字四万4238-45 0279-64-2438 https://shima-ayameya.com/
236 中之条町 ⺠宿 ⽩根の⾒える丘 377-1701 吾妻郡中之条町⼤字⼊⼭682-2 0279-95-5055 https://www.sirane.burari.biz/
237 中之条町 旅館 古⺠家の宿　⾦⽊ 377-0541 吾妻郡中之条町⼤字上沢渡2315 0279-66-2216 https://sawatari-kaneki.jimdo.com/
238 中之条町 旅館 尻焼温泉　ホテル光⼭荘 377-1701 吾妻郡中之条町⼤字⼊⼭696-67 0279-95-5126 http://www.kohzansou.com/



NO. 施設所在地 電話番号 ホームページURL市町村 施設種別 施設名称 郵便番号

239 中之条町 旅館 ペットと泊まれる宿　旅館　三国園 377-0601 吾妻郡中之条町⼤字四万4362 0279-64-2231 http://www.mikunien.com/
240 中之条町 旅館 積善館 377-0601 吾妻郡中之条町⼤字四万4236 0279-64-2101 https://www.sekizenkan.co.jp/
241 中之条町 旅館 ⿅覗きの湯　つるや 377-0601 吾妻郡中之条町⼤字四万4372-1 0279-64-2927 https://tsuruya.net/
242 中之条町 その他 温泉グランピングシマブルー 377-0601 吾妻郡中之条町⼤字四万4155-9 0279-64-2155 https://shimablue.jp/
243 中之条町 旅館 鐘寿館 377-0601 吾妻郡中之条町⼤字四万3895 0279-64-2301 http://www.naf.co.jp/shojukan/
244 中之条町 旅館 四万温泉ひなたみ館 377-0601 吾妻郡中之条町⼤字四万4367-8 0279-64-2021 https://www.hinatamikan.co.jp/
245 中之条町 旅館 沢渡温泉　三喜屋旅館 377-0541 吾妻郡中之条町⼤字上沢渡2179-2 0279-66-2227 https://www.mikiya-inn.com/
246 中之条町 ⺠宿 地酒の宿中村屋 377-0601 吾妻郡中之条町⼤字四万4237-33 0279-64-2601 http://www.zizakenoyado.com/
247 中之条町 旅館 沢渡温泉　まるほん旅館 377-0541 吾妻郡中之条町⼤字上沢渡甲2301 0279-66-2011 http://www.sawatari.jp/
248 中之条町 旅館 たんげ温泉　美郷館 377-0541 吾妻郡中之条町⼤字上沢渡1521-2 0279-66-2100 http://www.misatokan.com/
249 中之条町 旅館 中⽣館 377-0601 吾妻郡中之条町⼤字四万⼄4374 0279-64-2336 http://www.chuseikan.jp/kannai.html
250 中之条町 旅館 ⿓鳴館 377-0541 吾妻郡中之条町⼤字上沢渡2317-1 0279-66-2221 http://ryumeikan.sakura.ne.jp/
251 中之条町 旅館 ⼭⽔荘もりや 377-0541 吾妻郡中之条町⼤字上沢渡2346-8 0279-66-2131 http://sansuiso.com/
252 中之条町 旅館 丸福旅館 377-0541 吾妻郡中之条町⼤字上沢渡2318 0279-66-2331 －
253 中之条町 旅館 はつしろ旅館 377-0601 吾妻郡中之条町⼤字四万4237-53 0279-64-2510 －
254 中之条町 ⺠宿 ⼭野旅館 377-0601 吾妻郡中之条町⼤字四万4237-47 0279-64-2604 －
255 ⻑野原町 ペンション ペンション　エデン 377-1412 吾妻郡⻑野原町北軽井沢1988-400 0279-84-2105 http://eden.c.ooco.jp/
256 ⻑野原町 旅館 丸⽊屋旅館 377-1302 吾妻郡⻑野原町川原湯490-12 0279-83-2121 https://www.marukiya.jp/
257 ⻑野原町 ペンション ペンション　夢紀⾏ 377-1412 吾妻郡⻑野原町北軽井沢2032-5260 0279-84-4645 https://www.yumekikou.holiday/
258 ⻑野原町 旅館 川原湯温泉　⼭⽊館 377-1302 吾妻郡⻑野原町川原湯454-91 0279-83-2221 http://yamakikan.jp/
259 ⻑野原町 その他 北軽井沢　森の別荘 377-1412 吾妻郡⻑野原町北軽井沢1990-3556 0279-86-5150 https://www.aco.co.jp/id/64993.html
260 ⻑野原町 ホテル プレジデントリゾートホテル軽井沢 377-1412 吾妻郡⻑野原町北軽井沢2032-16 0279-84-1441 https://www.presidentresort.jp/
261 ⻑野原町 ホテル ヴィラ北軽井沢エルウイング 377-1412 吾妻郡⻑野原町北軽井沢1924-172 0279-84-5555 https://www.villa-kitakaruizawa.jp/
262 ⻑野原町 ホテル Villa the Club karuizawa 377-1412 吾妻郡⻑野原町北軽井沢2032-279 0279-84-4110 https://www.tc-karuizawa.jp/
263 ⻑野原町 旅館 ホテル北軽井沢 377-1412 吾妻郡⻑野原町北軽井沢1924 0279-84-2550 http://www12.wind.ne.jp/hotel_kitakaruizawa/
264 ⻑野原町 ペンション ペンション南季の灯 377-1412 吾妻郡⻑野原町北軽井沢1990-267 0279-80-5188 http://www.naginohi.net/
265 ⻑野原町 ペンション ペンションひなたぼっこ 377-1412 吾妻郡⻑野原町北軽井沢1990-768 0279-84-6546 http://hinatabokko.travel.coocan.jp/
266 ⻑野原町 ⺠宿 ⾉⼭荘 377-1411 吾妻郡⻑野原町応桑1699-62 0279-85-2028 http://www2.wind.ne.jp/gonzansou/
267 ⻑野原町 旅館 やまた旅館 377-1302 吾妻郡⻑野原町川原湯454-51 0279-83-2408 http://www2u.biglobe.ne.jp/~yamata/
268 ⻑野原町 ⺠宿 ⼭⽔ 377-1302 吾妻郡⻑野原町川原湯485-8 0279-83-2447 https://gohachi-58.com/
269 ⻑野原町 旅館 ゆうあい旅館 377-1302 吾妻郡⻑野原町川原湯484-5 0279-83-2016 http://www.sky.hi-ho.ne.jp/you-i_kawarayu55/
270 ⻑野原町 ホテル 軽井沢⾼原ゴルフ倶楽部 377-1412 吾妻郡⻑野原町北軽井沢2032-5807 0279-84-5454 https://www.karuizawa-kogen.com/
271 ⻑野原町 ペンション ペンション　アゼリア 377-1412 吾妻郡⻑野原町北軽井沢2032-5261 0279-84-4802
272 ⻑野原町 旅館 北軽井沢温泉　御宿　地蔵川 377-1412 吾妻郡⻑野原町北軽井沢1988 0279-84-2311 http://www.jizogawa.com/
273 ⻑野原町 その他 北軽井沢スウィートグラス 377-1412 吾妻郡⻑野原町北軽井沢1990-579 0279-84-2512 https://sweetgrass.jp
274 嬬恋村 旅館 万座ホテルジュラク 377-1528 吾妻郡嬬恋村⼤字⼲俣2401 0279-97-3535 https://www.hotel-juraku.co.jp/manza/
275 嬬恋村 その他 北軽井沢貸別荘フォーウィンド 377-1524 吾妻郡嬬恋村⼤字鎌原1041-55 0279-86-5377 http://f-wind.jp/
276 嬬恋村 その他 軽井沢レンタルログコテージ　ウルベビレッジ 377-1512 吾妻郡嬬恋村⼤字⼤前2263 プリンスランド内 0279-86-2104 https://urube.co.jp/
277 嬬恋村 ペンション ペンションすこやか 377-1613 吾妻郡嬬恋村⼤字⼤笹3454-103 0279-82-5650 https://pension-sukoyaka.com/
278 嬬恋村 その他 つくつく村 377-1615 吾妻郡嬬恋村⼤字鎌原1053-11974 090-9552-3363 https://tsukutsukumura.wixsite.com/tsukutsukumura
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279 嬬恋村 ペンション 北軽井沢ブルーベリーYGH 377-1404 吾妻郡嬬恋村⼤字鎌原1506-12 0279-84-3338 http://kaze3.cc/
280 嬬恋村 ペンション ロッジグリーンフィールド 377-1611 吾妻郡嬬恋村⼤字⼲俣バラギ⾼原2401 0279-96-1413 https://www.lodge-greenfield.com/
281 嬬恋村 ペンション 和⾷温泉ペンションまほうのじゅうたん 377-1615 吾妻郡嬬恋村⼤字鎌原1053-12693 0279-86-5127 https://mahounojuutan.com/
282 嬬恋村 その他 ドギーイン　ぽこあぽこ 377-1615 吾妻郡嬬恋村⼤字鎌原1053-12690 050-3557-6868 http://doggyinn-pocoapoco.com/
283 嬬恋村 ホテル 浅間⾼原ホテル 377-1612 吾妻郡嬬恋村⼤字⼤前2265-50 0279-86-5150 https://www.asama-kogen-hotel.com/
284 嬬恋村 その他 森のツインキャビン 377-1612 吾妻郡嬬恋村⼤字⼤前2265-50 0279-86-5150 https://www.aco.co.jp/id/65151.html
285 嬬恋村 その他 ⼭荘ラリー 377-1612 吾妻郡嬬恋村⼤字⼤前2094-25 0279-86-5150 https://www.aco.co.jp/id/64994.html
286 嬬恋村 ペンション 北軽井沢プチホテル　エトワール・アベニュー 377-1615 吾妻郡嬬恋村⼤字鎌原1053-12538 0279-86-5211 https://www.etoile-avenue.com/
287 嬬恋村 ペンション ペンション　リーブル 377-1402 吾妻郡嬬恋村⼤字鎌原字⻤の泉⽔1486-104 0279-86-2558 http://www.libre2003.net/
288 嬬恋村 旅館 万座温泉　⽇進舘 377-1528 吾妻郡嬬恋村⼤字⼲俣2401 0279-97-3131 https://www.manza.co.jp/
289 嬬恋村 その他 愛ふる貸別荘リゾート・ビラ 377-1404 吾妻郡嬬恋村⼤字鎌原1519-35 0279-84-3610 http://www.krp-vht.com/resortvilla/
290 嬬恋村 旅館 有限会社⿅鳴館 377-1614 吾妻郡嬬恋村⼤字⽥代1017-92 0279-98-0003 http://karuizawanet.com/rokumei/
291 嬬恋村 ホテル 軽井沢倶楽部　ホテル軽井沢1130 377-1402 吾妻郡嬬恋村⼤字鎌原1453-2 0279-86-6111 http://www.karuizawaclub.co.jp/hotel1130/
292 嬬恋村 ホテル 休暇村　嬬恋⿅沢 377-1695 吾妻郡嬬恋村⼤字⽥代1312 0279-98-0511 https://www.qkamura.or.jp/kazawa/
293 嬬恋村 その他 六花　北軽井沢 377-1404 吾妻郡嬬恋村⼤字鎌原1053-2353 0279-82-1662 https://ricca-inn.jp/
294 嬬恋村 ペンション ペンションマスコット 377-1613 吾妻郡嬬恋村⼤字⼤笹3455-168 0279-86-5677 http://p-mascot.com/
295 嬬恋村 ペンション ペンションオールドハウス 377-1404 吾妻郡嬬恋村⼤字鎌原1523-45 0279-84-4415 https://oldhouse2004.net/
296 嬬恋村 ペンション ペンション　モータウン 377-1404 吾妻郡嬬恋村⼤字鎌原1512-34 0279-84-4703 http://21motown.com/
297 嬬恋村 ペンション オーヴェルジュ・ドゥ　ら・ルーナ 377-1611 吾妻郡嬬恋村⼤字⼲俣バラギ⾼原2401 0279-96-1155 http://www.la-luna.com/
298 嬬恋村 旅館 ホテル⿅沢真⽥屋 377-1614 吾妻郡嬬恋村⼤字⽥代682 0279-98-0111 －
299 嬬恋村 旅館 ⼭⽥屋温泉旅館 377-1523 吾妻郡嬬恋村⼤字芦⽣⽥533 0279-97-2057 https://yamadaya-onsen.com/
300 嬬恋村 ホテル ホテルグリーンプラザ軽井沢 377-1512 吾妻郡嬬恋村⼤字⼤前細原2277 0279-86-4111 https://www.hgp.co.jp/karuizawa/
301 嬬恋村 旅館 奥嬬恋温泉　花いち 377-1611 吾妻郡嬬恋村⼤字⼲俣386 0279-96-1511 http://www.hoshikawa.jp/
302 嬬恋村 その他 ⾼原の貸別荘　くるみテラス 377-1612 吾妻郡嬬恋村⼤字⼤前1949-5 0279-82-1995 https://kurumiterasu.wixsite.com/kurumiterasu
303 嬬恋村 ホテル 万座プリンスホテル 377-1595 吾妻郡嬬恋村⼤字⼲俣2401 0279-97-1111 https://www.princehotels.co.jp/manza/
304 嬬恋村 その他 ログコテージ　アルテック北軽井沢 377-1404 吾妻郡嬬恋村⼤字鎌原1054-705 0279-84-5569 http://www.kbesso.com/
305 嬬恋村 その他 ビラ秀琳 377-1512 吾妻郡嬬恋村⼤字⼤前2263 プリンスランド内 0279-86-2353 https://www.shewlin.com/
306 嬬恋村 旅館 万座亭 377-1528 吾妻郡嬬恋村⼤字⼲俣2401 0279-97-3133 https://www.manzatei.com/
307 嬬恋村 ホテル ⾼原のホテル　ラパン 377-1611 吾妻郡嬬恋村⼤字⼲俣2401 0279-96-1122 https://rapan.net/
308 嬬恋村 ホテル ペットと泊まるホテル　CARO　FORESTA　北軽井沢　RIO 377-1524 吾妻郡嬬恋村⼤字鎌原1053-8975 0279-86-6838 https://caro-foresta.com/rio/access/index.html
309 嬬恋村 ペンション プチホテル　マニトゥー 377-1611 吾妻郡嬬恋村⼤字⼲俣2401 0279-96-1567 http://www.manitou.jp/
310 嬬恋村 その他 貸別荘　浅間リゾート・イン 377-1512 吾妻郡嬬恋村⼤字⼤前2279-398 0279-86-5811 https://www.asama-resort.com/
311 嬬恋村 ペンション ペンション　ブロードウェイ 377-1615 吾妻郡嬬恋村⼤字鎌原藤原1053-12692 0279-86-5222 http://p-broadway.com/
312 嬬恋村 その他 セルム北軽井沢 377-1402 吾妻郡嬬恋村⼤字鎌原1475-30 080-7165-1515 https://www.selm-kitakaruizawa.com/
313 嬬恋村 その他 ログコテージ　ふりーたいむ 377-1612 吾妻郡嬬恋村⼤字鎌原1572 0279-80-6000 http://free-time.jp/
314 嬬恋村 ペンション 美⾷家のオーベルジュ　キャトルセゾン 377-1404 吾妻郡嬬恋村⼤字鎌原1054-564 0279-84-5755 http://karuizawa2001.net/
315 嬬恋村 旅館 ⿅沢温泉　紅葉館 377-1614 吾妻郡嬬恋村⼤字⽥代681 0279-98-0421 http://kazawa.jpn.org/
316 嬬恋村 その他 ペットと泊まれる 貸別荘 ウィンディーベル 377-1615 吾妻郡嬬恋村⼤字鎌原1053 0279-86-5180 https://windybell.p-kit.com/
317 嬬恋村 ペンション 花とハーブとグルメの宿シューレビュー 377-1169 吾妻郡嬬恋村⼤字鎌原1053-12534 0279-86-4406 https://www.chourever.jp
318 嬬恋村 その他 ルネス軽井沢 377-1402 吾妻郡嬬恋村⼤字鎌原⻤の泉⽔1902-10 0279-86-4500 https://www.runesu.com/
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319 嬬恋村 旅館 つちや旅館 377-1614 吾妻郡嬬恋村⼤字⽥代1017-59 0279-98-0314 http://www.sikanoyu.com/
320 嬬恋村 ペンション バラギ⾼原ロッジ 377-1611 吾妻郡嬬恋村⼤字⼲俣2401 0279-96-1488 http://baragi.co.jp/
321 嬬恋村 その他 ウォールデン軽井沢 377-1404 吾妻郡嬬恋村⼤字鎌原1528-72 080-1335-6855 https://www.walden-karuizawa.com/
322 嬬恋村 ホテル 東海⼤学嬬恋⾼原研修センター 377-1611 吾妻郡嬬恋村⼤字⼲俣2401 0279-96-1211 http://www.tokaitc.com
323 嬬恋村 その他 コテージ　ら・ルーナ 377-1611 吾妻郡嬬恋村⼤字⼲俣バラギ⾼原2401 0279-96-1800 http://www.la-luna.com/
324 嬬恋村 ホテル パルコールつま恋リゾートホテル 377-1611 吾妻郡嬬恋村⼤字⼲俣バラギ⾼原 0279-96-1166 https://tsumagoiskiresort.life/jp
325 嬬恋村 ペンション 軽井沢のバリ島　エスティバン・クラブ 377-1404 吾妻郡嬬恋村⼤字鎌原1511-25 0279-84-5448 https://www.estivant.cc
326 嬬恋村 ペンション ペンション　森のくまさん 377-1404 吾妻郡嬬恋村⼤字鎌原1053-2317 0279-84-6193 http://www.mkuma.com/
327 嬬恋村 ペンション プチホテル　アジル 377-1611 吾妻郡嬬恋村⼤字⼲俣2401-671 0279-96-1300 －
328 嬬恋村 旅館 嬬恋の宿　あいさい 377-1611 吾妻郡嬬恋村⼤字⼲俣2401 0279-96-1280 http://www.yado-aisai.com
329 嬬恋村 旅館 湯の花旅館 377-1528 吾妻郡嬬恋村⼤字⼲俣2401　万座温泉 0279-97-3152 http://www.yunohana-m.com
330 嬬恋村 ペンション ペットと泊まれるペンション　浅間マンサード 377-1404 吾妻郡嬬恋村⼤字鎌原1050-7050 0279-84-3490 http://www.pam1976.com/
331 嬬恋村 その他 J Brothersのワンログハウス 377-1524 吾妻郡嬬恋村鎌原1132-3 090-5131-1003 https://www.sabinesdogvacation.com/
332 嬬恋村 ペンション ⾼原の丘　ル・マルシェ 377-1611 吾妻郡嬬恋村⼲俣1724-1 0279-96-0480
333 嬬恋村 その他 サンカーサ嬬恋 377-1524 吾妻郡嬬恋村鎌原1040 0279-86-2521 http://www.a-sunland.com/
334 嬬恋村 その他 コテージ　北軽井沢ベルエールの森 377-1615 吾妻郡嬬恋村鎌原1053-2818 0279-86-4234 https://karuizawa-belair.com/
335 嬬恋村　　 その他 貸別荘　ログハウスはにゅうだ 377-1613 吾妻郡嬬恋村⼤字⼤笹2190-12 0279-96-1797 http://www.hanyuda-nouen.com/
336 嬬恋村 旅館 とちぎや旅館 377-1612 吾妻郡嬬恋村⼤前817-10 0279-96-0002 http://www.totigiya.server-shared.com/
337 草津町 旅館 ホテル　松⺒ 377-1711 吾妻郡草津町⼤字草津19-23 0279-88-3155 http://www.matsumi.in/
338 草津町 旅館 ⼭本館 377-1711 吾妻郡草津町⼤字草津404 0279-88-3244 http://yamamotokan.com/
339 草津町 旅館 草津ナウリゾートホテル 377-1711 吾妻郡草津町⼤字草津⽩根750 0279-88-5111 https://www.kusatsu-now.co.jp/
340 草津町 旅館 群⿓館 377-1711 吾妻郡草津町⼤字草津394-2 0279-88-2079 http://www21.cx/gunryu/
341 草津町 旅館 くさつのお宿　清重館 377-1711 吾妻郡草津町⼤字草津280-4 0279-88-2272 https://www.kusatsuspa.com/
342 草津町 旅館 湯畑 草菴 377-1711 吾妻郡草津町⼤字草津118-1 0279-88-0811 https://www.kusatsu-souan.co.jp/
343 草津町 旅館 源泉　⼀乃湯 377-1711 吾妻郡草津町⼤字草津135 0279-89-8122 https://www.kusatsu-ichinoyu.jp/
344 草津町 旅館 奈良屋 377-1711 吾妻郡草津町⼤字草津396 0279-88-2311 https://www.kusatsu-naraya.co.jp/
345 草津町 旅館 湯川　テラス 377-1711 吾妻郡草津町⼤字草津375 0279-82-5911 https://www.yugawa-terrasse.jp/
346 草津町 旅館 草津温泉　望雲 377-1711 吾妻郡草津町⼤字草津433 0279-88-3251 https://www.hotelboun.com/
347 草津町 旅館 ひのき亭　牧⽔ 377-1711 吾妻郡草津町⼤字草津19 0279-88-3708 http://www.bokusui.info/
348 草津町 旅館 喜びの宿　⾼松 377-1711 吾妻郡草津町⼤字草津312 0279-88-3011 http://www.h-takamatsu.com/
349 草津町 旅館 ⼩泉館 377-1711 吾妻郡草津町⼤字草津379 0279-88-2068 http://kusatu.com/koizumikan/
350 草津町 旅館 草津温泉　ホテルおおるり 377-1711 吾妻郡草津町⼤字草津512-3 0120-368-001 https://www.ohruri.com/
351 草津町 旅館 湯の宿　みさご 377-1711 吾妻郡草津町⼤字草津546 0279-88-4369 http://misago.sub.jp/
352 草津町 旅館 草津温泉　⽇新館 377-1711 吾妻郡草津町⼤字草津368 0279-88-2013 https://www.nisshinkan.com/
353 草津町 旅館 ペンション　らんぶる 377-1711 吾妻郡草津町⼤字草津604-11 0279-88-5551 https://www.ranburu.com/
354 草津町 旅館 湯宿　みゆき　本館 377-1711 吾妻郡草津町⼤字草津482 0279-88-3766 http://hotelmiyuki.com/
355 草津町 旅館 宮崎ペンション霊泉平右 377-1711 吾妻郡草津町⼤字草津609-5 0279-88-3312 http://reisenheisuke.com/
356 草津町 旅館 昔⼼の宿　⾦みどり 377-1711 吾妻郡草津町⼤字草津162 0279-88-2522 https://www.kanemidori.co.jp/
357 草津町 旅館 炯-kei- 377-1711 吾妻郡草津町⼤字草津297 0279-82-1800 https://kei-kusatsu.com/
358 草津町 旅館 草津スカイランドホテル 377-1711 吾妻郡草津町⼤字草津530-3 0279-88-5050 http://skylandhotel.jp/
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359 草津町 旅館 ホテル　⼀井 377-1711 吾妻郡草津町⼤字草津411 0279-88-0011 http://www.hotel-ichii.co.jp/
360 草津町 その他 ペットと泊まれるコンドミニアム　フラットレット草津 377-1711 吾妻郡草津町⼤字草津464-1211 0279-88-0311 http://flatlet-kusatsu.com/
361 草津町 旅館 旅館　たむら 377-1711 吾妻郡草津町⼤字草津305 0279-88-2045 https://ryokan-tamura.co.jp/
362 草津町 ペンション 天狗⼭ペンション　トーク 377-1711 吾妻郡草津町⼤字草津524-3 0279-88-4450 https://tenpen.jp/
363 草津町 旅館 つつじ亭 377-1711 吾妻郡草津町⼤字草津639-1 0279-88-9321 http://tsutsujitei.co.jp/
364 草津町 旅館 ホテルスパックス草津 377-1711 吾妻郡草津町⼤字草津470-1 0279-88-2333 https://www.hotel-spax.com/
365 草津町 ペンション ペンションヴァンベール 377-1711 吾妻郡草津町⼤字草津246-46 0279-88-6632 https://pension-ventvert.com/
366 草津町 旅館 お⾖の⼩宿　花いんげん 377-1711 吾妻郡草津町⼤字草津92 0279-88-3447 https://hanaingen.com/
367 草津町 旅館 お宿　⽊の葉 377-1711 吾妻郡草津町⼤字草津⽩根464-214 0279-88-1180 https://www.hotespa.net/hotels/konoha/
368 草津町 旅館 湯宿　季の庭 377-1711 吾妻郡草津町⼤字草津⽩根464-214 0279-89-1158 https://www.hotespa.net/hotels/tokinoniwa/
369 草津町 旅館 ⾹旬の宿　⻑楽 377-1711 吾妻郡草津町⼤字草津601-2 0279-88-8088 http://www.choraku.in/
370 草津町 旅館 伊東園ホテル草津 377-1711 吾妻郡草津町⼤字草津464-1051 0570-058-780 https://www.itoenhotel.com/kusatsu/
371 草津町 旅館 ⼗⼆屋旅館 377-1711 吾妻郡草津町⼤字草津155 0279-88-3277 http://www.kusatsu1028.com/
372 草津町 旅館 滋養の宿　ぶな　　 377-1711 吾妻郡草津町⼤字草津246-25 0279-88-6001 http://www12.plala.or.jp/jiyounoyado_buna/
373 草津町 旅館 ⾳雅 377-1711 吾妻郡草津町⼤字草津740-3 0279-88-1212 https://onga.co.jp/
374 草津町 ペンション 綿貫ペンション 377-1711 吾妻郡草津町⼤字草津557-11 0279-88-3509 https://watapen.com/
375 草津町 ペンション ペンション　マイウエー 377-1711 吾妻郡草津町⼤字草津464-1262 0279-88-7718 https://kusatsu-myway.com/
376 草津町 旅館 草津温泉　ての字屋 377-1711 吾妻郡草津町⼤字草津360 0279-88-3177 http://www.tenojiya.co.jp/
377 草津町 ペンション きんだいペンション 377-1711 吾妻郡草津町⼤字草津542-5 0279-88-7788 http://www.kindaip.jp/
378 草津町 旅館 草津ホテル別館　綿の湯 377-1711 吾妻郡草津町⼤字草津469-4 0279-88-8777 http://watanoyu.net/
379 草津町 旅館 お宿　ゆきずみ 377-1711 吾妻郡草津町⼤字草津39-12 0279-88-3481 －
380 草津町 旅館 草津温泉　不⼆旅館 377-1711 吾妻郡草津町⼤字草津210 0279-88-2274 http://www.fujiryokan.burari.biz/
381 草津町 旅館 旅館ふじ重 377-1711 吾妻郡草津町⼤字草津242 0279-88-3287 http://www21.cx/fujishige/
382 草津町 ペンション ペンションみとも 377-1711 吾妻郡草津町⼤字草津235-114 0279-88-2052 http://www.p-mitomo.com/
383 草津町 旅館 若乃湯　草津館 377-1711 吾妻郡草津町⼤字草津甲419 0279-88-2027 http://www21.cx/932-kan/
384 草津町 その他 草津カントリークラブ 377-1712 吾妻郡草津町⼤字前⼝3-45 0279-88-3610 －
385 草津町 ホテル 草津温泉ホテルリゾート 377-1711 吾妻郡草津町⼤字草津15-8 0279-88-2109 https://kusatsu-resort.com/
386 草津町 ホテル 草津温泉　⼤東館 377-1711 吾妻郡草津町⼤字草津126 0279-88-2611 https://daitokan.co.jp/
387 草津町 ホテル リブマックスリゾート草津温泉 377-1711 吾妻郡草津町⼤字草津548-1 0279-89-1170 https://www.livemax-resort.com/gunma/kusatsu/
388 草津町 ホテル 草津温泉　ホテルヴィレッジ 377-1793 吾妻郡草津町⼤字草津618 0279-88-3232 https://www.hotelvillage.co.jp/
389 草津町 旅館 草津グリーンパークパレス 377-1711 吾妻郡草津町⼤字草津⽩根464-523 0279-88-3960 http://www.kusatsu-gpp.com/
390 草津町 旅館 湯畑の宿　佳乃や 377-1711 吾妻郡草津町⼤字草津95 0279-88-2422 https://yoshinoya932.com/
391 草津町 ペンション セガワ　ペンション 377-1711 吾妻郡草津町⼤字草津543 0279-88-1288 http://scty.net/segawa/
392 草津町 旅館 松乃井旅館 377-1711 吾妻郡草津町⼤字草津58-1 0279-88-6211 －
393 草津町 旅館 前橋館 377-1711 吾妻郡草津町⼤字草津289 0279-88-2288 http://www21.cx/maebashikan/
394 草津町 ペンション 草津⽩根マウンテンビューロッジ 377-1711 吾妻郡草津町⼤字草津464-887 0279-88-8893 http://www.kusatsu-onsenhaitou.com/mountain
395 草津町 旅館 ぬ志勇旅館 377-1711 吾妻郡草津町⼤字草津446 0279-88-2477 http://nushiyu.kusatsu.org/
396 草津町 その他  ペットも泊まれる　Pear tree Kusatsu 377-1711 吾妻郡草津町⼤字草津464-954 090-3239-0932 https://www.pear-tree-kusatsu.com/
397 草津町 旅館 草津湯菜の宿　杓凪華 377-1711 吾妻郡草津町⼤字草津464-１ 0279-88-3603 https://www.shakunage.in/
398 草津町 旅館 草津ホテル 377-1711 吾妻郡草津町⼤字草津479 0279-88-5011 http://www.kusatsuhotel.com/
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399 草津町 旅館 ⼩島屋 377-1711 吾妻郡草津町⼤字草津344 0279-88-2128 http://www.kusatsu.org/kojimaya/
400 草津町 ペンション HANAYADO BAELZ 377-1711 吾妻郡草津町⼤字草津529-10 0279-88-2711 http://www.hotel-baelz.com/
401 草津町 旅館 いで湯荘 377-1711 吾妻郡草津町⼤字草津189-1 0279-88-4174 http://www.kusatsu-ideyuso.com/
402 草津町 旅館 かしきり温泉の宿　五郎次 377-1711 吾妻郡草津町⼤字草津322-1 0279-88-3556 https://hpdsp.jp/gorouji/
403 草津町 ペンション ペンションブルーベル 377-1711 吾妻郡草津町⼤字草津464-424 0279-88-3705 http://www.kusatsu.ne.jp/bluebell/
404 草津町 ペンション ペンションレザン 377-1711 吾妻郡草津町⼤字草津558-2 0279-80-4380 http://p-raisin.com/
405 草津町 ペンション ペンション陽のあたる場所 377-1711 吾妻郡草津町⼤字草津760-5 0279-88-6650 https://pension-sun.com/
406 草津町 旅館 ホテル櫻井 377-1711 吾妻郡草津町⼤字草津465-4 0279-88-1111 https://www.hotel-sakurai.co.jp/
407 草津町 旅館 ゆ宿　⼤蔵 377-1711 吾妻郡草津町⼤字草津290-10 0279-88-3939 https://kusatsu-okura.com/
408 草津町 旅館 益成屋旅館 377-1711 吾妻郡草津町⼤字草津406 0279-88-2005 https://ekinariya.com
409 草津町 旅館 尻焼き⾵呂の桐島屋旅館 377-1711 吾妻郡草津町⼤字草津541 0279-88-2871 http://www.shiriyaki.com/
410 草津町 旅館 草津温泉宿　永⽥屋 377-1711 吾妻郡草津町⼤字草津464-285 0279-82-5353 http://www.eidaya.com
411 草津町 旅館 ⼤阪屋旅館 377-1711 吾妻郡草津町⼤字草津356 0279-88-2411 http://osakaya.in
412 草津町 旅館 ⽥島屋旅館 377-1711 吾妻郡草津町⼤字草津45 0279-88-3392 https://kusatsu-tajimaya.com
413 草津町 旅館 湯治の宿　⼭⼝荘 377-1711 吾妻郡草津町⼤字草津470-3 0279-88-3407 http://yamaguchisou.main.jp
414 草津町 ペンション 和⾵ペンションほしかわ 377-1711 吾妻郡草津町⼤字草津639-49 0279-88-4796 http://www.hoshikawa.co
415 草津町 旅館 松村屋旅館 377-1711 吾妻郡草津町⼤字草津365 0279-88-2323 http://kusatu.com/matumuraya/
416 草津町 ホテル ⼭の湯ホテル 377-1711 吾妻郡草津町⼤字草津326 0279-82-5539 http://yamanoyu326.wix.com/japanese-hotel
417 草津町 旅館 古久⻑旅館 377-1711 吾妻郡草津町⼤字草津355 0279-88-3125 http://kusatu.com/kokucho/
418 草津町 旅館 湯宿　いわふじ 377-1711 吾妻郡草津町⼤字草津249-44 0279-88-0279 http://www.kusatsu-rotenburo.jp/
419 草津町 旅館 草津温泉　ホテルニュー紅葉 377-1711 吾妻郡草津町⼤字草津464-34 0279-89-8011 https://www.ohruri.com/
420 草津町 旅館 旅館するがや 377-1711 吾妻郡草津町⼤字草津507-1 0279-88-2217 https://kusatsu-surugaya.com/
421 草津町 旅館 お宿　雪もみじ 377-1711 吾妻郡草津町⼤字草津468-7 0279-88-2217 https://yukimomiji.com/
422 草津町 旅館 薬師の湯　湯元館 377-1711 吾妻郡草津町⼤字草津366 0279-88-3394 http://www.kusatsu-yumotokan.co.jp/
423 草津町 旅館 お宿　平の家 377-1711 吾妻郡草津町⼤字草津121-2 0279-88-1126 https://kusatsu-hiranoya1126.com/
424 草津町 ペンション さとうペンション・ルーエ 377-1711 吾妻郡草津町⼤字草津235-94 0279-88-5341 https://main-ruhe.ssl-lolipop.jp/
425 草津町 ペンション ペンション　ベルクラント 377-1711 吾妻郡草津町⼤字草津464-1075 0279-88-3983 http://www.bergland.jp/
426 草津町 旅館 草津温泉　ふたばや 377-1711 吾妻郡草津町⼤字草津142-1 0279-88-5403 http://www.hutabaya.com/
427 草津町 旅館 興亜館 377-1711 吾妻郡草津町⼤字草津311-4 0279-88-3342 http://www.kusatu.com/kouakan/
428 草津町 ホテル ルーバン⼭⽥ 377-1711 吾妻郡草津町⼤字草津524-99 0279-88-2010 http://ruban.co.jp/
429 草津町 ⺠宿 ⺠宿　⼭⽥荘 377-1711 吾妻郡草津町⼤字草津23-2 0279-88-3505 http://www.yamadasou.burari.biz/
430 草津町 旅館 湯籠りの⾥　緑⾵亭 377-1711 吾妻郡草津町⼤字草津524-8 0279-88-0131 http://ryokufutei.com/
431 草津町 旅館 ⾚ちゃん キッズ ⼤歓迎の宿 ゆたか 377-1711 吾妻郡草津町⼤字草津97 0279-88-6186 https://kusatsuonsen.net/
432 草津町 ペンション ペンション　シュプール 377-1711 吾妻郡草津町⼤字草津464-113 0279-88-6760 http://kusatu.com/spur/
433 草津町 旅館 上村屋旅館 377-1711 吾妻郡草津町⼤字草津79 0279-88-3436 http://kusatu.com/kamimuraya/
434 草津町 ホテル 丘の上のホテル 377-1711 吾妻郡草津町⼤字草津863-3 0279-88-8000 http://www.ne.jp/asahi/kusatsu/okanoue/
435 草津町 旅館 旅館喜平 377-1711 吾妻郡草津町⼤字草津462-41 0279-88-3169 http://www.ne.jp/asahi/kusatsu/kihei/
436 草津町 旅館 三関屋旅館 377-1711 吾妻郡草津町⼤字草津99 0279-88-7613 http://misekiya.com/
437 草津町 旅館 きむらや別邸 377-1711 吾妻郡草津町⼤字草津464-278 090-5492-7558 https://airbnb.com/h/kimuraya-villa/
438 草津町 旅館 おやど　みゆき別館 377-1711 吾妻郡草津町⼤字草津473 0279-88-2550 https://hpdsp.jp/hotelmiyukibekkan/
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439 草津町 旅館 泉⽔館 377-1711 吾妻郡草津町⼤字草津478 0279-88-2216 http://sensuikan.jp/
440 草津町 旅館 草津温泉　末廣屋旅館 377-1711 吾妻郡草津町⼤字草津55 0279-88-3316 －
441 草津町 旅館 草津さくらリゾートホテル 377-1711 吾妻郡草津町草津下滝原547-5 0279-89-8000 http://www.kusatsu-sakura.com/
442 草津町 旅館 お宿　善 377-1711 吾妻郡草津町草津272-135 0279-82-1304
443 草津町 旅館 草津温泉癒しの隠れ宿　ニューいずみ 377-1711 吾妻郡草津町⼤字草津565-7 0279-88-3442 http://new-izumi.com/
444 草津町 ホテル ビジネスホテル　アゼリア 377-1711 吾妻郡草津町⼤字草津455 0279-88-5151
445 草津町 旅館 松坂屋旅館 377-1711 吾妻郡草津町⼤字草津178-4 0279-88-3557 http://www21.cx/matsuzakaya/
446 草津町 旅館 菊⽔荘 377-1711 吾妻郡草津町⼤字草津甲213 0279-88-2086 https://www.kikusuisou.com/
447 東吾妻町 旅館 かど半旅館 377-0814 吾妻郡東吾妻町⼤字松⾕2432 0279-67-3314 http://www.kawanaka-kadohan.com/index.html
448 東吾妻町 ホテル フォレストリゾート　コニファーいわびつ 377-0801 吾妻郡東吾妻町⼤字原町4399 0279-68-5338 https://www.iwabitsu.co.jp
449 ⽚品村 その他 かたしな⾼原　チャイルドロッヂ 378-0413 利根郡⽚品村越本2990 0278-58-2161 https://katashinakogen.co.jp/
450 ⽚品村 ホテル 尾瀬岩鞍リゾートホテル 378-0412 利根郡⽚品村⼟出2609 0278-58-7131 www.oze-iwakura.co.jp/hotel/
451 ⽚品村 ホテル シャレー丸沼 378-0414 利根郡⽚品村東⼩川4658-58 0278-58-4300 https://www.marunuma.jp/green/hotel-spa/chalet/

452 ⽚品村 ペンション ペンション銀河 378-0408 利根郡⽚品村花咲2792-14 0278-58-4367 https://www.sounkyo-ginga.com/
453 ⽚品村 旅館 尾瀬⼾倉温泉　旅館　⽟泉 378-0411 利根郡⽚品村⼾倉746-1 0278-58-7527 http://www.gyokusen.net/
454 ⽚品村 ペンション プチホテル　リージェントハウス 378-0414 利根郡⽚品村東⼩川4658-65 0278-58-2883 http://www.regent-marunuma.com/top-1.htm
455 ⽚品村 旅館 よろづや旅館 378-0413 利根郡⽚品村越本1162 0278-58-4628 https://oze-yorozuya.com/
456 ⽚品村 ペンション ペンション⻄洋館 378-0408 利根郡⽚品村花咲2789-226 0278-58-3911 http://seiyokan.mystrikingly.com/
457 ⽚品村 ペンション ペンションペチカ 378-0414 利根郡⽚品村東⼩川4658 0278-58-3892 http://www007.upp.so-net.ne.jp/pechika/
458 ⽚品村 その他 ロッヂ⽩い⿃ 378-0411 利根郡⽚品村⼾倉329-3 0278-58-7581 http://shiroitori.net/
459 ⽚品村 ペンション ペンションカレンズ 378-0414 利根郡⽚品村⼤字東⼩川4658-47 0278-58-3923 http://currants.sakura.ne.jp/
460 ⽚品村 旅館 旅館みよしの 378-0412 利根郡⽚品村⼤字⼟出1957-1 0278-58-7550 http://www.miyoshino-ryokan.jp/
461 ⽚品村 旅館 旅舘うめや 378-0412 利根郡⽚品村⼤字⼟出122-1 0278-58-7337 http://www.oze-umeya.com/
462 ⽚品村 旅館 ホテル⽟城屋 378-0411 利根郡⽚品村⼾倉604 0278-58-7211 https://hpdsp.jp/hotel-tamakiya/
463 ⽚品村 ペンション ペンション　ラパン 378-0408 利根郡⽚品村花咲2792-76 0278-58-4323 https://www3.kannet.ne.jp/~rapan/
464 ⽚品村 ペンション ペンション　もくもく 378-0414 利根郡⽚品村東⼩川4658-66 0278-58-3929 http://www.pensionmokumoku.sakura.ne.jp/
465 ⽚品村 その他 リゾートイン⽚品 378-0413 利根郡⽚品村越本730 0278-58-2334 https://katashina.net/
466 ⽚品村 ホテル 尾瀬パークホテル 378-0411 利根郡⽚品村⼾倉982 0278-58-7111 －
467 ⽚品村 旅館 ⼾倉旅館 378-0411 利根郡⽚品村⼾倉614 0278-58-7421 http://www.oze-tokura.com/
468 ⽚品村 旅館 旅館わかば 378-0411 利根郡⽚品村⼾倉651 0278-58-7541 －
469 ⽚品村 旅館 梅⽥屋旅館 378-0415 利根郡⽚品村⼤字鎌⽥4073 0278-58-2355 http://www.umedaya.net/
470 ⽚品村 旅館 尾瀬の宿　いさ 378-0411 利根郡⽚品村尾瀬⼾倉600 0278-58-7001 http://www.oze.biz/
471 ⽚品村 旅館 加羅倉館 378-0414 利根郡⽚品村東⼩川4653-21 0278-58-2251 https://www.karakurakan.com/
472 ⽚品村 旅館 ⽔芭蕉の宿　ひがし 378-0412 利根郡⽚品村⼟出1243 0278-58-7181 http://www.ozehigashi.com/
473 ⽚品村 旅館 尾瀬⽚品温泉　⼦宝の湯　しおじり 378-0413 利根郡⽚品村村越本626-1 0278-58-2328 http://www.siojiri.co.jp/
474 ⽚品村 その他 菅沼キャンプ村 378-0414 利根郡⽚品村東⼩川4655-17 0278-58-2958 https://www.sugenuma.com/
475 ⽚品村 ペンション ペンション　ZAKOJI 378-0412 利根郡⽚品村⼟出1510 0278-58-7500 http://www.mars.dti.ne.jp/~czc11752/
476 ⽚品村 ペンション ヴィラ　アルコ 378-0412 利根郡⽚品村⼟出385-5 0278-58-7515 －
477 ⽚品村 ⺠宿 ⺠宿　⼀⼆美荘 378-0408 利根郡⽚品村⼤字花咲1334 0278-58-3246 https://www.hifumi123.work/
478 ⽚品村 旅館 尾瀬⼾倉マルイ旅館 378-0411 利根郡⽚品村⼾倉591-2 0278-58-7015 http://oze-marui.com/
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479 ⽚品村 その他 尾瀬⼾倉温泉　ロッジまつうら 378-0411 利根郡⽚品村⼾倉609 0278-58-7341 https://oze-matsuura.com/
480 ⽚品村 ⺠宿 平⼈旅館 378-0411 利根郡⽚品村⼾倉654 0278-58-7018  https://www.kannet.ne.jp/ozetour/
481 ⽚品村 旅館 尾瀬⾼原ホテル 378-0411 利根郡⽚品村⼾倉329 0278-58-7511 https://www.ozetokura.co.jp/hotel/
482 ⽚品村 その他 シーハウスヨシミヤ 378-0412 利根郡⽚品村⼟出390-1 0278-58-7114 －
483 ⽚品村 旅館 尾瀬　しんこう荘 378-0413 利根郡⽚品村⼤字越本629 0278-58-2329 http://oze-shinkousou.com/
484 ⽚品村 ペンション ペンション　コーボルト 378-0408 利根郡⽚品村花咲2797-282 0278-58-3611 http://www6.wind.ne.jp/kobold/menu.html
485 ⽚品村 ペンション Cafeと宿　Bonny 378-0414 利根郡⽚品村東⼩川4658-47 0278-58-4151 https://marunuma-bonny.com/
486 ⽚品村 旅館 よしの⼭荘 378-0412 利根郡⽚品村⼟出2305 0278-58-7415 －
487 ⽚品村 ⺠宿 ⺠宿　いこい 378-0413 利根郡⽚品村⼤字越本1217-2 0278-58-2363 －
488 ⽚品村 ペンション ペンションてんとう⾍ 378-0408 利根郡⽚品村花咲2789-44 0278-58-4105 https://www.oze-tentoumushi.com/
489 ⽚品村 ペンション ペンショングリーンフィールド 378-0408 利根郡⽚品村花咲1594-30 0278-58-4560 http://www8.wind.ne.jp/greenf/
490 ⽚品村 ペンション シャレーモンテローザ 378-0408 利根郡⽚品村花咲2797-513 0278-58-3722 https://www.cmonte.jp/
491 ⽚品村 旅館 千代⽥館 378-0412 利根郡⽚品村⼟出21 0278-58-7041 －
492 ⽚品村 ペンション ペンションピノ・ノワール 378-0408 利根郡⽚品村花咲2797-322 0278-58-3732 http://www.oze-info.com/pinot/
493 ⽚品村 旅館 旅館　かねよ志 378-0412 利根郡⽚品村⼟出2292-1 0278-58-7480 https://www.oze-kaneyoshi.com/
494 ⽚品村 旅館 丸沼温泉　環湖荘 378-0414 利根郡⽚品村東⼩川4658-7 0278-58-2002 http://www.marunuma.com/
495 ⽚品村 その他 ほたか牧場　キャンプ場 378-0408 利根郡⽚品村花咲2797-2 0278-58-3757 http://hotakabokujo-camp.jp/
496 ⽚品村 ⺠宿 尾瀬　⼭どん 378-0413 利根郡⽚品村⼤字越本624 0278-58-2700 －
497 ⽚品村 旅館 旅館みゆき 378-0411 利根郡⽚品村⼾倉248-1 0278-58-7531 https://www.ryokan-miyuki.jp/
498 ⽚品村 ペンション ペンション　ら・ぱれっと 378-0408 利根郡⽚品村花咲2797-531 0278-58-4107 －
499 ⽚品村 ペンション はっぴぃぺんしょん 378-0408 利根郡⽚品村⼤字花咲1586-28 0278-58-2063 https://oze-happy.com/
500 ⽚品村 ペンション ペンション　コスモス 378-0414 利根郡⽚品村東⼩川4658-65 0278-58-3725 https://www.cosumo.jp/
501 ⽚品村 ペンション ペンション　コスモラマ 378-0408 利根郡⽚品村花咲2797-333 0278-58-3728 http://cosmorama.travel.coocan.jp/
502 ⽚品村 ペンション ペンション横⼭ 378-0414 利根郡⽚品村東⼩川4658-47 0278-58-3597 https://www.kannet.ne.jp/yokoyama/
503 ⽚品村 旅館 旅の宿　⼭びこ 378-0411 利根郡⽚品村⼤字⼾倉268番地 0278-58-7546 http://oze-yamabiko.com/
504 ⽚品村 ⺠宿 ロッジたかやま 378-0408 利根郡⽚品村花咲1071 0278-58-2751 －
505 ⽚品村 旅館 旅館つちいで 378-0412 利根郡⽚品村⼟出1958 0278-58-7655 http://www.oze-info.com/tuchiide/
506 ⽚品村 ⺠宿 みやま 378-0408 利根郡⽚品村花咲731 0278-58-3512 https://www.oze-miyama.com/
507 ⽚品村 その他 尾瀬沼⼭荘 378-0411 利根郡⽚品村⼾倉字中原⼭898-13 0278-58-7311 https://www.tokyo-pt.co.jp/oze/mountain-villa/ozenuma

508 ⽚品村 その他 鳩待⼭荘 378-0411 利根郡⽚品村⼾倉字中原⼭898-14 0278-58-7311 https://www.tokyo-pt.co.jp/oze/mountain-villa/hatomachi

509 ⽚品村 その他 ⾄仏⼭荘 378-0411 利根郡⽚品村⼾倉字中原⼭898-9 0278-58-7311 https://www.tokyo-pt.co.jp/oze/mountain-villa/shibutsu

510 ⽚品村 ペンション ロッヂ北澤 378-0408 利根郡⽚品村⼤字花咲1622-7 0278-58-3209 http://lodgekitazawa.travel.coocan.jp/
511 ⽚品村 ペンション ペンション　シェルティ 378-0412 利根郡⽚品村⼟出321-1 0278-58-7356 http://www.p-sheltie.com/
512 ⽚品村 その他 ⼭の⿐⼩屋 378-0411 利根郡⽚品村⼾倉字中原⼭898-9 0278-58-7411 https://hpdsp.jp/yamanohanagoya
513 ⽚品村 ペンション ペンション　クレソン 378-0408 利根郡⽚品村花咲1586-23 0278-58-2327 http://oze-info.com/cresson/
514 ⽚品村 ペンション ペンションもみの詩 378-0414 利根郡⽚品村東⼩川4658-65 0278-58-3735 https://www.mominouta.com
515 ⽚品村 ペンション ペンション　プモリ 378-0414 利根郡⽚品村東⼩川4658-47 0278-58-4168 https://pension-pumori.com
516 ⽚品村 旅館 ホテル星亭 378-0408 利根郡⽚品村⼤字花咲2797-282 0278-20-7221 http://www.oze-info.com/hoshitei/
517 ⽚品村 ペンション ペンションつかさ 378-0408 利根郡⽚品村花咲1590 0278-58-3731 http://www.p-tukasa.jp/
518 ⽚品村 ペンション ペンションソネット 378-0408 利根郡⽚品村花咲2789-317 0278-58-3499 http://www5.kannet.ne.jp/~sonnette/
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519 ⽚品村 ペンション 森の宿Amber 378-0414 利根郡⽚品村東⼩川4658-47 0278-20-7052  https://www.instagram.com/morinoyadoamber/
520 ⽚品村 その他 尾瀬東明荘　ログ・コテージ 378-0412 利根郡⽚品村⼟出877 0278-58-7128 https://hpdsp.jp/toumeisou/
521 ⽚品村 ペンション ペンションオウレット 378-0408 利根郡⽚品村花咲2792-78 0278-58-4824 https://p-owlet.com/
522 ⽚品村 ⺠宿 ロッジ岩鞍やまと 378-0412 利根郡⽚品村⼟出2609 0278-58-7474 https://www.oze-yamato.com/
523 ⽚品村 ペンション ペンションあおき 378-0408 利根郡⽚品村花咲2789 090-5761-3913 http://www.pension-aoki.com/
524 川場村 ホテル ホテル⽥園プラザ 378-0101 利根郡川場村⾕地2419 0278-52-2241 https://www.denenplaza.co.jp/hotel/
525 川場村 ⺠宿 ⺠宿　休み⽯ 378-0113 利根郡川場村⽣品2515-1 0278-52-2350 http://yasumiishi.com/
526 川場村 旅館 川場温泉　悠湯⾥庵 378-0102 利根郡川場村川場湯原451-1 0278-50-1500 https://kawaba-yutorian.jp/
527 川場村 旅館 塩河原温泉　湯元本家　みやた館 378-0111 利根郡川場村⼤字萩室12 0278-52-3561 https://kcandd.wixsite.com/miyatakan
528 川場村 その他 世⽥⾕区⺠健康村ふじやまビレジ 378-0101 利根郡川場村⼤字⾕地1320 0278-52-3324 https://www.furusatokousha.co.jp/facilities/fujiyama/

529 川場村 その他 世⽥⾕区⺠健康村なかのビレジ 378-0103 利根郡川場村⼤字中野626 0278-52-3311 https://www.furusatokousha.co.jp/facilities/nakano/

530 川場村 ペンション 割烹ペンション　ゲストハウス川場 378-0101 利根郡川場村⼤字⾕地3174-1 0278-52-3344 －
531 川場村 ⺠宿 温泉⺠宿　福寿草 378-0102 利根郡川場村⼤字川場湯原658 0278-52-2206
532 川場村 ⺠宿 ロッジ　岩⽥渡 378-0101 利根郡川場村⾕地2437 0278-52-2068 http://norio0311.sakura.ne.jp/
533 昭和村 その他 千年の森・J-wings 379-1205 利根郡昭和村⼤字川額3716-595 0278-21-2377 http://j-wings-sc.com/
534 みなかみ町 旅館 温もりの宿　⾠⺒館 379-1303 利根郡みなかみ町上牧2052 0278-72-3055 https://www.tatsumikan.com/
535 みなかみ町 旅館 檜の宿　⽔上⼭荘 379-1619 利根郡みなかみ町⾕川556 0278-72-3250 https://minakamisansou.co.jp/
536 みなかみ町 旅館 みなかみホテルジュラク 379-1617 利根郡みなかみ町湯原665 0278-72-2521 https://www.hotel-juraku.co.jp/minakami/
537 みなかみ町 ペンション ペンション朝ねぼう 379-1725 利根郡みなかみ町網⼦294-1 0278-72-6761 https://www.asanebou.com/
538 みなかみ町 旅館 ⾖富懐⽯　猿ヶ京ホテル 379-1403 利根郡みなかみ町猿ヶ京温泉1171 0278-66-1101 http://www.sarugakyo.net/
539 みなかみ町 その他 KKR⽔上⽔明荘 379-1727 利根郡みなかみ町⼤⽳859 0278-72-2345 http://www.kkr-minakami.com/
540 みなかみ町 旅館 ホテルサンバード 379-1721 利根郡みなかみ町藤原4957-1 0278-75-2321 https://hotel-sunbird.com/
541 みなかみ町 旅館 湯宿温泉　太陽館 379-1409 利根郡みなかみ町湯宿温泉2384 0278-64-0211 http://www.taiyoukan.com/
542 みなかみ町 ⺠宿 清流の宿　たむら 379-1721 利根郡みなかみ町藤原6273-2 0278-75-2096 https://www.yado-tamura.com/
543 みなかみ町 旅館 ⽣寿苑 379-1403 利根郡みなかみ町猿ヶ京温泉1048 0278-66-1175 https://shojuen.com/JP/
544 みなかみ町 旅館 料理旅館　樋⼝ 379-1403 利根郡みなかみ町猿ヶ京温泉1167 0278-66-1500 http://higuchi-r.com/
545 みなかみ町 旅館 ⾦盛館せゝらぎ 379-1619 利根郡みなかみ町⾕川544 0278-72-3260 http://www.seseragi.co.jp/
546 みなかみ町 旅館 みねの湯　つきよの館 379-1305 利根郡みなかみ町後閑1739-1 0278-62-1207 http://minenoyu.com/
547 みなかみ町 旅館 源泉湯の宿　千の⾕ 379-1404 利根郡みなかみ町相俣248 0278-66-1151 https://www.sarugakyo.co.jp/
548 みなかみ町 旅館 ⽔素⾵呂と美⾷と…。⾕川温泉やど莞⼭KANZAN 379-1619 利根郡みなかみ町⾕川430 0278-72-3041 https://kanzan108.co.jp/yado/top/
549 みなかみ町 旅館 蛍雪の宿　尚⽂ 379-1725 利根郡みなかみ町網⼦277 0278-72-2466 https://www.syoubun.com/
550 みなかみ町 旅館 別邸　仙寿庵 378-0056 利根郡みなかみ町⾕川614 0278-20-4141 https://www.senjyuan.jp/
551 みなかみ町 旅館 旅館たにがわ 379-1619 利根郡みなかみ町⾕川524-1 0278-72-2468 http://www.ryokan-tanigawa.com/
552 みなかみ町 旅館 源泉掛流しの湯めぐりテーマパーク　⿓洞 379-1721 利根郡みなかみ町藤原6192 0278-75-2086 www.ryuudou.com/
553 みなかみ町 旅館 旅館　永楽荘 379-1728 利根郡みなかみ町湯桧曽96 0278-72-3507 http://www.eirakuso.com/
554 みなかみ町 旅館 天空の湯　なかや旅館 379-1728 利根郡みなかみ町湯桧曽93 0278-72-3516 https://www.nakaya-ryokan.com/
555 みなかみ町 旅館 ル・ヴァンベール湖郷 379-1404 利根郡みなかみ町相俣1731 0278-66-0880 http://sarugakyo-kokyo.com/
556 みなかみ町 旅館 仁⽥屋旅館 379-1403 利根郡みなかみ町猿ヶ京温泉1143 0278-66-0114 www.nitayaryokan.com/
557 みなかみ町 旅館 温宿　三河屋 379-1403 利根郡みなかみ町猿ヶ京温泉155 0278-66-0172 https://www.yado-mikawaya.com/
558 みなかみ町 ⺠宿 ⺠宿　吉野屋 379-1721 利根郡みなかみ町藤原3737 0278-75-2710 https://e-yoshinoya.com/
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559 みなかみ町 旅館 ⽔上温泉　旅館みやま 379-1727 利根郡みなかみ町⼤⽳737 0278-72-2018 http://www.ryokan-miyama.jp/bath/index.htm
560 みなかみ町 旅館 蔵やしき野の花畑 379-1403 利根郡みなかみ町猿ヶ京温泉107 0278-66-0641 http://www.kurayashiki.co.jp/
561 みなかみ町 ペンション ペンション薔薇の詩 379-1619 利根郡みなかみ町⾕川127-20 0278-72-6234 http://www.baranouta.com/
562 みなかみ町 旅館 宝川温泉　汪泉閣 379-1721 利根郡みなかみ町藤原1899 0278-75-2611 https://www.takaragawa.com/
563 みなかみ町 旅館 旅籠屋丸⼀ 379-1403 利根郡みなかみ町猿ヶ京温泉199 0278-66-0066 https://hatagoya-maruichi.com/
564 みなかみ町 旅館 ホテル湯の陣 379-1728 利根郡みなかみ町湯桧曽208 0570-059-780 https://www.itoenhotel.com/yunojin/
565 みなかみ町 旅館 ⼤滝屋旅館 379-1409 利根郡みなかみ町湯宿温泉2383 0278-64-0602 https://yujuku-onsen.com/
566 みなかみ町 旅館 ペットと泊まれる温泉宿　だいこく館 379-1617 利根郡みなかみ町湯原795-1 0278-72-3278 https://www.daikokukan.jp/
567 みなかみ町 旅館 法師温泉　⻑寿館 379-1401 利根郡みなかみ町永井650 0278-66-0005 http://www.hoshi-onsen.com/
568 みなかみ町 旅館 宮野旅館 379-1403 利根郡みなかみ町猿ヶ京温泉宮野1279-4-5 0278-66-0648 －
569 みなかみ町 旅館 源泉湯の宿松乃井 379-1617 利根郡みなかみ町湯原551 0278-72-3200 https://www.matsunoi.com/
570 みなかみ町 ペンション ペンション　セルバン 379-1619 利根郡みなかみ町⾕川568 0278-72-2097 http://cervin.chu.jp/
571 みなかみ町 ホテル ⽔上⾼原ホテル２００ 379-1791 利根郡みなかみ町藤原6152-1 0278-75-2222 https://www.minakamikogen200.jp/
572 みなかみ町 旅館 湯元　⻑⽣館 379-1403 利根郡みなかみ町猿ヶ京温泉1178 0278-66-1131 https://www.yumoto-chouseikan.jp/
573 みなかみ町 ⺠宿 温泉農家⺠宿はしば 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/
574 みなかみ町 ⺠宿 ロッヂ　とんち 379-1721 利根郡みなかみ町藤原3534-1 0278-75-2337 lodge-tonchi.lolipop.jp/
575 みなかみ町 旅館 別邸やえ野 379-1725 利根郡みなかみ町綱⼦３５６ 0278-72-1266 https://www.yaeno.jp/
576 みなかみ町 ホテル ホテル　ニュー上牧 379-1311 利根郡みなかみ町⼤字⽯倉280-5 0278-72-3061  www.newkamimoku.com/
577 みなかみ町 旅館 旅籠　しんでん 379-1403 利根郡みなかみ町猿ヶ京温泉1528 0278-66-0205 http://www.hatagoshinden.com/
578 みなかみ町 ペンション シャレー・ラ・ネージュ 379-1721 利根郡みなかみ町藤原3831-7 0278-75-2828 http://la-neige.com/
579 みなかみ町 旅館 清野旅館 379-1403 利根郡みなかみ町猿ヶ京温泉1124 0278-66-1100 http://www.kiyono-r.com/
580 みなかみ町 旅館 ⽔上館 379-1612 利根郡みなかみ町⼩⽇向573番地 0278-72-3221 http://www.minakamikan.com/
581 みなかみ町 ⺠宿 猿ヶ京温泉　スポーツ⺠宿　ふじや 379-1403 利根郡みなかみ町猿ヶ京温泉876 0278-66-0296 http://sports-fujiya.com/
582 みなかみ町 ⺠宿 照葉荘 379-1721 利根郡みなかみ町藤原6288-1 0278-75-2802 http://teruhasou.com/
583 みなかみ町 旅館 ⽉がほほえむ宿　⼤峰館 379-1311 利根郡みなかみ町⽯倉229 0278-72-3329 http://www.oominekan.jp/
584 みなかみ町 ⺠宿 やど千秋庵 379-1619 利根郡みなかみ町⾕川87 0278-72-4378 https://www.kannet.ne.jp/sensyuuan/
585 みなかみ町 旅館 MICASA 379-1617 利根郡みなかみ町湯原740 0278-72-3288 https://micasa-minakami.com/
586 みなかみ町 旅館 ⼭楽荘 379-1617 利根郡みなかみ町湯原788 0278-72-6203 http://www.sanrakusou.jp/
587 みなかみ町 その他 ロッジ　上の原　⼭の家 379-1725 利根郡みなかみ町藤原3832-13 0278-75-1725 https://www.yamanoieminakami.com/
588 みなかみ町 その他 アジアンキャンプリゾート　TAPA 379-1311 利根郡みなかみ町⽯倉1596-62 0278-72-5086  https://www.asiancampresorttapa.com/
589 みなかみ町 その他 TOP⽔上バンガロー 379-1725 利根郡みなかみ町網⼦170-1 0278-72-5086 https://www.topminakami.com/activity.php?a=25
590 みなかみ町 ペンション ペンション⼭路 379-1721 利根郡みなかみ町藤原15 0278-72-4410 http://p-yamaji.info/
591 みなかみ町 旅館 ゆの宿　上越館 379-1727 利根郡みなかみ町⼤⽳794 0278-72-2216 http://www.joetsukan.com/
592 みなかみ町 旅館 前⽥屋 379-1403 利根郡みなかみ町猿ヶ京温泉291 0278-66-0173 http://maedaya-yuuki.ecnet.jp/
593 みなかみ町 旅館 川古温泉浜屋旅館 379-1404 利根郡みなかみ町相俣2577 0278-66-0888 http://www.kawafuru.com/index.html
594 みなかみ町 旅館 湯宿温泉ゆじゅく⾦⽥屋 379-1409 利根郡みなかみ町湯宿温泉608 0278-64-0606 http://www.yujuku-kanetaya.com/
595 みなかみ町 旅館 ⽔上キャンプ場リバーストーン 379-1725 利根郡みなかみ町網⼦221-1 0278-72-5086  https://www.riverstone-glamping.com/
596 みなかみ町 旅館 ⾵⽊⽴の川辺　紫明館 379-1728 利根郡みなかみ町湯桧曽15-1 0278-72-3650 https://www.shimeikan.jp/
597 みなかみ町 ホテル ホテルファミリーオみなかみ 379-1418 利根郡みなかみ町須川623 0278-20-6060 https://familio-folkloro.com/minakami/
598 みなかみ町 旅館 旅籠　庄屋 379-1311 利根郡みなかみ町⽯倉269-2 0278-72-6141 http://www.hatago-syouya.com/
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599 みなかみ町 旅館 湯宿温泉　湯本館 379-1409 利根郡みなかみ町湯宿温泉甲2381 0278-64-0011 http://www.yujuku-yumotokan.com/
600 みなかみ町 旅館 フォレストリゾート 猿ヶ京 誓湖荘 379-1404 利根郡みなかみ町相俣1470-9 0278-66-0011 https://seikoso.com/
601 みなかみ町 その他 ノルン⽔上スキー場RVパーク 379-1614 利根郡みなかみ町寺間479-139 0278-72-6681 http://www.norn.co.jp/news/post-4063/
602 みなかみ町 ⺠宿 農園⺠宿かかし 379-1415 利根郡みなかみ町⻄峰須川129 0278-64-1204 http://m-kakasi.com/
603 みなかみ町 ホテル ホテル湖城閣 379-1403 利根郡みなかみ町猿ヶ京温泉121 0278-66-1021  https://www.kojokaku.com/
604 みなかみ町 旅館 旅籠　吉⻑ 379-1403 利根郡みなかみ町猿ヶ京温泉906-4 0278-66-1515 －
605 みなかみ町 旅館 旅館　天野屋 379-1617 利根郡みなかみ町湯原804 0278-72-2307 http://www.ryokan-amanoya.com/
606 みなかみ町 ペンション ペンション　シャローム 379-1619 利根郡みなかみ町⾕川127-12 0278-72-5228 http://www2.wind.ne.jp/shalom/
607 みなかみ町 ⺠宿 リゾート⺠宿なかじま 379-1721 利根郡みなかみ町藤原74 0278-72-3797 http://www.rmn.jp/
608 みなかみ町 その他 株式会社キャニオンズ 379-1728 利根郡みなかみ町湯檜曽45 0278-72-2811 https://canyons.jp/ja/tour-areas/minakami/glamping

609 みなかみ町 旅館 ⽶屋旅館 379-1617 利根郡みなかみ町湯原800 0278-72-2367 －
610 みなかみ町 その他 源泉の宿　塩屋温泉　塩屋SPA 379-1617 利根郡みなかみ町湯原502-2 0278-72-1020 https://www.shioya-minakami.com/
611 みなかみ町 旅館 ホテル⽣京園 379-1403 利根郡みなかみ町猿ヶ京1121 0278-66-0311 －
612 みなかみ町 その他 宝台樹キャンプ場 379-1721 利根郡みなかみ町藤原915-1 0278-75-2206 http://hodaigi-camp.jp
613 みなかみ町 旅館 常⽣館 379-1311 利根郡みなかみ町⽯倉317 0278-72-3494 －
614 みなかみ町 旅館 湯⾖のやど本伝 379-1403 利根郡みなかみ町猿ヶ京温泉1180 0278-66-0321 http://www.yuzunoyado.com/
615 みなかみ町 旅館 釈迦の霊泉（奈⼥沢温泉） 379-1303 利根郡みなかみ町上牧3768 0278-72-3173 https://www.shakanoreisen.com
616 みなかみ町 ⺠宿 ロッヂ　樹林 379-1721 利根郡みなかみ町藤原3628 0278-75-2040
617 みなかみ町 ペンション ナチュラルハウスピュア21 379-1619 利根郡みなかみ町⾕川127-2 0278-72-3021 http://www.pure21.jp
618 みなかみ町 ⺠宿 ⼤沢荘 379-1721 利根郡みなかみ町藤原5430 0278-75-2107 https://www.minakami.biz/
619 みなかみ町 ペンション ペンションアミューズ 379-1721 利根郡みなかみ町藤原3552 0278-75-2310 http://pension-amuse.com/
620 みなかみ町 ペンション 天神ロッジ 379-1728 利根郡みなかみ町湯桧曽220-4 0278-25-3540 http://www.tenjinlodge.com
621 ⼤泉町 旅館 ビジネスホテル⼤泉 370-0533 群⾺県⾢楽郡⼤泉町仙⽯4-4012 0276-62-6691 https://hotel-oizumi.com/


