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キャンペーン参加宿泊施設⼀覧

⻤怒川温泉・川治温泉

⻤怒川温泉

あさや
住所: 〒321-2598 栃⽊県⽇光市⻤怒川温泉滝813
TEL: 0120-02-1126 

0288-77-1111

きぬ川国際ホテル
住所: 〒321-2526 栃⽊県⽇光市⻤怒川温泉滝540
TEL: 0288-77-0019

きぬ川 不動瀧
住所: 〒321-2522 栃⽊県⽇光市⻤怒川温泉⼤原

656-1
TEL: 0288-76-2008

⻤怒川温泉⼭楽
住所: 〒321-2522 栃⽊県⽇光市⻤怒川温泉⼤原

1060
TEL: 0288-76-2211

⻤怒川温泉ホテル
住所: 〒321-2526 栃⽊県⽇光市⻤怒川温泉滝545
TEL: 0120-01-2644 

0288-77-0300

⻤怒川⾦⾕ホテル
住所: 〒321-2522 栃⽊県⽇光市⻤怒川温泉⼤原

1394
TEL: 0120-12-9999 

0288-76-0001

⻤怒川観光ホテル
住所: 〒321-2526 栃⽊県⽇光市⻤怒川温泉滝

359-2
TEL: 0570-031126 

0288-77-1101

⻤怒川グランドホテル夢の季
住所: 〒321-2522 栃⽊県⽇光市⻤怒川温泉⼤原

1021
TEL: 0288-77-1313

⻤怒川パークホテルズ
住所: 〒321-2522 栃⽊県⽇光市⻤怒川温泉⼤原

1409
TEL: 0288-77-1289

⻤怒川プラザホテル
住所: 〒321-2526 栃⽊県⽇光市⻤怒川温泉滝530
TEL: 0288-76-1031

http://www.asaya-hotel.co.jp/
http://www.kinugawakokusaihotel.co.jp/
http://www.fudotaki.com/
http://www.kinugawa-sanraku.com/
http://www.kinugawaonsenhotel.com/
http://www.kinugawakanaya.com/
http://www.ooedoonsen.jp/kinugawa-kanko/
http://www.kgh.co.jp/
http://www.park-hotels.com/
http://www.kinugawa.co.jp/plaza/


川治温泉

きぬ川ホテル三⽇⽉
住所: 〒321-2522 栃⽊県⽇光市⻤怒川温泉⼤原

1400
TEL: 0288-77-2611

渓流の宿 緑⽔
住所: 〒321-2526 栃⽊県⽇光市⻤怒川温泉滝

861-3
TEL: 0288-77-4001

ホテル⻤怒川御苑
住所: 〒321-2521 栃⽊県⽇光市藤原1-1
TEL: 0570-061126 

0288-77-1070

静寂とまごころの宿 七重⼋重
住所: 〒321-2522 栃⽊県⽇光市⻤怒川温泉⼤原

1060
TEL: 0288-77-2222

旅の宿 丸京
住所: 〒321-2522 栃⽊県⽇光市⻤怒川温泉⼤原

1388-3
TEL: 0288-76-0050

花の宿 松や
住所: 〒321-2521 栃⽊県⽇光市⻤怒川温泉藤原

19 
TEL: 0288-77-1221

ホテルきぬ
住所: 〒321-2522 栃⽊県⽇光市⻤怒川温泉⼤原

1057
TEL: 0288-77-0318

ホテルサンシャイン⻤怒川
住所: 〒321-2522 栃⽊県⽇光市⻤怒川温泉⼤原

1437-1
TEL: 0288-77-2727

ほてる⽩河 湯の蔵
住所: 〒321-2526 栃⽊県⽇光市⻤怒川温泉滝483
TEL: 0120-760-020 

0288-76-0020

ホテルハーヴェスト⻤怒川
住所: 〒321-2522 栃⽊県⽇光市⻤怒川温泉⼤原

14-10
TEL: 0288-76-0100

遊⽔紀⾏ホテル⼤滝
住所: 〒321-2526 栃⽊県⽇光市⻤怒川温泉滝

155-1
TEL: 0288-77-3355

湯けむりまごころの宿 ⼀⼼館
住所: 〒321-2526 栃⽊県⽇光市⻤怒川温泉滝

542-3
TEL: 0288-77-0008

若⽵の庄
住所: 〒321-2521 栃⽊県⽇光市⻤怒川温泉藤原

136
TEL: 0288-76-3000

若⽵の庄（別邸笹⾳）
住所: 〒321-2521 栃⽊県⽇光市⻤怒川温泉藤原

136
TEL: 0288-76-3000

祝い宿 寿庵
住所: 〒321-2611 栃⽊県⽇光市川治温泉川治52

番地
TEL: 0288-78-1101

源泉の宿らんりょう
住所: 〒321-2611 栃⽊県⽇光市川治温泉川治11
TEL: 0288-78-0044

http://www.mikazuki.co.jp/kinugawa/
http://www.ryokusui.tv/
http://www.ooedoonsen.jp/kinugawa-gyoen/
http://www.7e8e.jp/
http://www.marukyoo.com/
http://www.matsuya.co.jp/
http://www.hotelkinu.com/
http://www.sunshine-kinugawa.co.jp/
http://www.shirakawa-yunokura.com/
http://www.resorthotels109.com/kinugawa/
http://www.i-spa.co.jp/
http://www.wakatakenosyou.co.jp/
http://www.sasane.jp/
http://nikko-jyuan.com/
http://www.ranryo.co.jp/


湯⻄川温泉・奥⻤怒温泉・川俣温泉

湯⻄川温泉

湯けむりの⾥ 柏屋
住所: 〒321-2612 栃⽊県⽇光市川治温泉⾼原62
TEL: 0288-78-0002

彩り湯かしき 花と華
住所: 〒321-2601 栃⽊県⽇光市湯⻄川温泉601
TEL: 0288-98-0321

⾦井旅館
住所: 〒321-2601 栃⽊県⽇光市湯⻄川温泉822
TEL: 0288-98-0331

上屋敷 平の⾼房
住所: 〒321-2601 栃⽊県⽇光市湯⻄川温泉1483
TEL: 0288-98-0336

桓武平⽒ゆかりの宿 平家の庄
住所: 〒321-2601 栃⽊県⽇光市湯⻄川温泉727-1
TEL: 0288-98-0031

古⺠家の宿 清⽔屋旅館
住所: 〒321-2601 栃⽊県⽇光市湯⻄川温泉995
TEL: 0288-98-0411

⾼房ホテル
住所: 〒321-2601 栃⽊県⽇光市湯⻄川温泉1012
TEL: 0288-98-0062

はたご松屋
住所: 〒321-2601 栃⽊県⽇光市湯⻄川温泉818
TEL: 0288-98-0008

本家伴久
住所: 〒321-2601 栃⽊県⽇光市湯⻄川温泉749
TEL: 0288-98-0011

湯⻄川館本館
住所: 〒321-2601 栃⽊県⽇光市湯⻄川温泉783-2
TEL: 0288-98-0316

湯⻄川⽩雲の宿 ⼭城屋
住所: 〒321-2601 栃⽊県⽇光市湯⻄川温泉715
TEL: 0288-98-0311

おやど湯の季
住所: 〒321-2601 栃⽊県⽇光市湯⻄川温泉783
TEL: 0288-98-0044

湯乃宿 清盛
住所: 〒321-2601 栃⽊県⽇光市湯⻄川温泉980
TEL: 0288-98-0500

⾼野旅館
住所: 〒321-2601 栃⽊県⽇光市湯⻄川13081
TEL: 0288-98-0160

ホテル湯⻄川
住所: 〒321-2601 栃⽊県⽇光市湯⻄川597
TEL: 0288-98-0370

http://www.kashiwaya-kawaji.jp/
http://www.yunishigawa.co.jp/
http://www.kanei-ryokan.com/
http://www.takafusa.jp/
http://www.heikenosho.co.jp/
http://www.matu8.com/
http://www.bankyu.co.jp/
http://yunishikawakan.com/
http://www.yunishigawa-yamashiroya.co.jp/
http://yunotoki.com/
http://kiyomori.net/


奥⻤怒温泉

川俣温泉

⽇光温泉

平家本陣
住所: 〒321-2601 栃⽊県⽇光市湯⻄川1033
TEL: 0288-98-0016

加仁湯
住所: 〒321-2717 栃⽊県⽇光市川俣871
TEL: 0288-96-0311

⼿⽩澤温泉
住所: 〒321-2717 栃⽊県⽇光市川俣870－2
TEL: 0288-96-0156

⽇光澤温泉
住所: 〒321-2717 栃⽊県⽇光市川俣874
TEL: 0288-96-0316

⼋丁の湯
住所: 〒321-2717 栃⽊県⽇光市川俣876
TEL: 0288-96-0306

川俣⼀柳閣
住所: 〒321-2717 栃⽊県⽇光市川俣40-3
TEL: 0288-96-0111

川俣観光ホテル 仙⼼亭
住所: 〒321-2717 栃⽊県⽇光市 栃⽊県⽇光市川

俣881-8
TEL: 0288-96-0221

国⺠宿舎 渓⼭荘
住所: 〒321-2717 栃⽊県⽇光市川俣865
TEL: 0288-96-0282

御宿 こまゆみの⾥
住所: 〒321-2717 栃⽊県⽇光市川俣646-1
TEL: 0288-96-0321

⽇光ぐり〜んほてる 懐かし家 ⾵和⾥
住所: 〒321-1434 栃⽊県⽇光市本町9-19
TEL: 0288-54-2002

⽇光千姫物語
住所: 〒321-1432 栃⽊県⽇光市安川町6-48
TEL: 0288-54-1010

⼩槌の宿 鶴⻲⼤吉
住所: 〒321-1432 栃⽊県⽇光市安川町2-53
TEL: 0288-54-1550

吉野屋旅館
住所: 〒321-1413 栃⽊県⽇光市相⽣町5-8
TEL: 0288-54-3147

https://www.ohruri.com/hotel-heikehonjin/
http://www.naf.co.jp/kaniyu/
http://www.teshirosawa.co.jp/
http://www.nikkozawa.com/
http://www.8tyo-no-yu.co.jp/
http://www.kawamata-ichiryukaku.jp/
http://sensintei.com/
http://www.keizansou.jp/
http://www.komayuminosato.com/
http://www.nikko-fuwari.com/
http://www.senhime.co.jp/
http://www.nikko-turukame.jp/


ほていや旅館
住所: 〒321-1406 栃⽊県⽇光市松原町5-3
TEL: 0288-54-0107

⼤野屋旅館
住所: 〒321-1403 栃⽊県⽇光市下鉢⽯町814
TEL: 0288-54-1166

ホテル⾼照
住所: 〒321-1414 栃⽊県⽇光市萩垣⾯2400-1
TEL: 0288-53-1311

梅屋敷旅館
住所: 〒321-1414 栃⽊県⽇光市萩垣⾯2398
TEL: 0288-54-1145

⽇光 東観荘
住所: 〒321-1431 栃⽊県⽇光市⼭内2335
TEL: 0288-54-0611

ホテル清晃苑
住所: 〒321-1431 栃⽊県⽇光市⼭内2350
TEL: 0288-53-5555

ホテル春茂登
住所: 〒321-1432 栃⽊県⽇光市安川町5-13
TEL: 0288-54-1133

タートル・イン・⽇光
住所: 〒321-1433 栃⽊県⽇光市匠町2-16
TEL: 0288-53-3168

アネックスタートルほとり庵
住所: 〒321-1433 栃⽊県⽇光市匠町8-28
TEL: 0288-53-3663

登喜和旅館
住所: 〒321-1444 栃⽊県⽇光市清滝2-3-50
TEL: 0288-54-0419

⽇光 星の宿
住所: 〒321-1401 栃⽊県⽇光市上鉢⽯町1115
TEL: 0288-54-1105

ホテルナチュラルガーデン ⽇光
住所: 〒321-1435 栃⽊県⽇光市花⽯町1825-3
TEL: 0288-50-3070

リゾートイン霧降プラザ
住所: 〒321-1421 栃⽊県⽇光市所野1541
TEL: 0288-54-1001

上州屋旅館
住所: 〒321-1402 栃⽊県⽇光市中鉢⽯町911
TEL: 0288-54-0155

ホテルいろは
住所: 〒321-1432 栃⽊県⽇光市安川町2-51
TEL: 0288-54-1563

春曉庭ゆりん
住所: 〒321-1421 栃⽊県⽇光市 所野2823
TEL: 0288-54-2487

http://www.nikko-spa.org/hoteiya/
http://www.ohnoya-ryokan.com/
http://www.hotel-kosho.com/
http://www.nikko-umeyashiki.com/
http://www.tokanso.com/
http://www.hotel-seikoen.com/
http://www.harumoto.net/
http://www.turtle-nikko.com/
http://www.turtle-nikko.com/
http://www.hoshinoyado.com/
http://www.n-garden-hotel.com/
http://www.kirifuri-plaza.com/
http://www.johsyu-ya.co.jp/
http://www.h-iroha.co.jp/
http://syungyotei.com/


中禅寺温泉・奥⽇光湯元温泉

中禅寺温泉

奥⽇光湯元温泉

⽇光交流促進センター ⾵のひびき
住所: 〒321-1421 栃⽊県⽇光市所野2854
TEL: 0288-54-1013

⼤江⼾温泉物語 ⽇光霧降
住所: 〒321-1421 栃⽊県⽇光市所野1535-1
TEL: 0570-011263

⽇光⾦⾕ホテル
住所: 〒321-1401 栃⽊県⽇光市上鉢⽯町1300
TEL: 0288-54-0001

⽇光ステーションホテルクラシック
住所: 〒321-1413 栃⽊県⽇光市相⽣町3-1
TEL: 0288-53-1000

⽇光⼭⽔
住所: 〒321-1661 栃⽊県⽇光市中宮祠2478
TEL: 0288-55-0378

ホテル湖上苑
住所: 〒321-1661 栃⽊県⽇光市中宮祠2478
TEL: 0288-55-0500

ホテル花庵
住所: 〒321-1661 栃⽊県⽇光市中宮祠2480
TEL: 0288-51-0105

ホテル四季彩
住所: 〒321-1661 栃⽊県⽇光市中宮祠2485
TEL: 0288-55-1010

奥⽇光⾼原ホテル
住所: 〒321-1662 栃⽊県⽇光市湯元2549-6
TEL: 0288-62-2121

ゆ宿 美や川
住所: 〒321-1662 栃⽊県⽇光市湯元2514-1
TEL: 0288-62-2139

湯元 板屋
住所: 〒321-1662 栃⽊県⽇光市湯元2530
TEL: 0288-62-2131

奥⽇光⼩⻄ホテル
住所: 〒321-1662 栃⽊県⽇光市湯元2549-5
TEL: 0288-62-2416

ほのかな宿 樹林
住所: 〒321-1662 栃⽊県⽇光市湯元2549-7
TEL: 0288-62-2411

紫雲荘
住所: 〒321-1662 栃⽊県⽇光市湯元2541
TEL: 0288-62-2528

http://www.nikko-kazenohibiki.com/
http://www.ooedoonsen.jp/nikko/
http://www.kanayahotel.co.jp/
http://www.nikko-stationhotel.jp/
http://www.nikko-sansui.com/
http://www.kojoen.com/
http://www.hana-an.jp/
http://www.hotel-shikisai.co.jp/
http://www.okunikko-kougenhotel.com/
http://www.okunikko-miyakawa.com/
http://www.yumoto-itaya.jp/
http://www.okunikko.co.jp/
http://www.nikkograndhotel.co.jp/
http://shiunso.gogo.tc/


F O R  S H O P P I N G  T H AT ' S  A LW AY S  W O R T H  T H E  T R I P.

奥⽇光 ゆの森
住所: 〒321-1662 栃⽊県⽇光市湯元2549-3
TEL: 0288-62-2800

おおるり⼭荘
住所: 〒321-1662 栃⽊県⽇光市湯元2519
TEL: 0288-62-2700

奥⽇光パークロッジ深⼭
住所: 〒321-1662 栃⽊県⽇光市湯元2549
TEL: 0288-62-2211

湯の家
住所: 〒321-1662 栃⽊県⽇光市湯元2512
TEL: 0288-62-2431

ホテル花の季
住所: 〒321-1662 栃⽊県⽇光市湯元2549-4
TEL: 0288-62-2426

休暇村⽇光湯元
住所: 〒321-1662 栃⽊県⽇光市湯元官有無番地
TEL: 0288-62-2421

湯元ヒルサイド・イン
住所: 〒321-1662 栃⽊県⽇光市湯元2536
TEL: 0288-62-2434

湯守釜屋
住所: 〒321-1662  栃⽊県⽇光市湯元2548
TEL: 0288-62-2141

かつら荘
住所: 〒321-1662 栃⽊県⽇光市湯元1067
TEL: 0288-62-2571

奥⽇光 森のホテル
住所: 〒321-1662 栃⽊県⽇光市湯元2551
TEL: 0288-62-2338

旅館⽩根荘
住所: 〒321-1662 栃⽊県⽇光市湯元1068
TEL: 0288-62-2144

http://www.okunikko-yunomori.com/
https://www.ohruri.com/hotel-ohrurisanso_nikko/
http://nikko-miyama.com/
http://www.nikko-yunoya.jp/
http://www.hotelhananoki.com/
http://www.qkamura.or.jp/nikko/
http://www.hillsideinn.jp/
http://www.yumorikamaya.com/
http://katurasou.com/
http://www.morino-h.com/

