
エリア名 宿泊施設数 ページ

01 村上・新発田エリア
（村上市・新発田市・胎内市・聖籠町・関川村・粟島浦村）

85 1

02 新潟・阿賀エリア
（新潟市・五泉市・阿賀野市・阿賀町）

108 3

03 弥彦・燕三条エリア
（三条市・加茂市・燕市・弥彦村・田上町）

30 6

04 長岡・柏崎エリア
（長岡市・柏崎市・小千谷市・見附市・出雲崎町・刈羽村）

93 7

05 湯沢・魚沼エリア
（十日町市・魚沼市・南魚沼市・湯沢町・津南町）

236 9

06 上越・妙高エリア
（上越市・糸魚川市・妙高市）

189 14

07 佐渡エリア
（佐渡市）

63 18

R4..3.11時点

804 施設

※ 割引対象となる予約方法は各施設により異なります。詳しくはご希望の宿泊施設や旅行会社にご確認ください。
【予約方法（例示）】
① 宿泊施設への電話、宿HP上でのネット予約
② 旅行会社への電話や店舗窓口での予約
③ オンライン旅行会社（じゃらん、楽天トラベル等）のネット予約

使っ得！にいがた県民割キャンペーン

対象宿泊施設一覧
（R4.3.11現在）



2022/3/10現在

施設名 電話番号 HP URL

001 旅館越路荘 上越市 中央1-1-4 025-543-2343 -

002 潮風薫る宿みはらし 上越市 大潟区九戸浜238-3 025-534-2566 http://unohama.jp/access/

003 高台の宿三景 上越市 大潟区九戸浜254 025-534-2721 http://www.unohama-sankei.com/

004 鵜の浜温泉ロイヤルホテル小林 上越市 大潟区雁子浜304-2 025-534-2555 www.royalhotel-k.com

005 附船屋 上越市 中央1-2-16 025-543-2262 http://tukefuneya.com

006 タカダステーションホテル 上越市 仲町4-2-5 025-522-7878 https://www.takadastationhotel.com

007 アートホテル上越 上越市 本町5-1-11 025-524-0100 http://www.art-joetsu.com

008 割烹旅館　日本海 上越市 大潟区九戸浜239-6 025-534-2686 http://www.kappou-nihonkai.jp

009 美味海食汐彩の湯　みかく 上越市 大潟区九戸浜239 025-534-2434 http://www.mikaku.net

010 マリンホテルハマナス 上越市 柿崎区上下浜262 025-536-6565 https://www.marine-hamanasu.jp/

011 旅館有楽 上越市 中央5-15-1 025-543-2049 https://www.yuurakus.com

012 川上笑学館 上越市 牧区切光1438 025-533-5079 -

013 高田ターミナルホテル 上越市 仲町4-5-2 025-523-5428 http://t-terminal.jp

014 ホテルセンチュリーイカヤ 上越市 中央1-2-7 025-545-3111 https://www.ikaya.co.jp

015 HOTELビジネスイン上越 上越市 下門前1693-3 025-543-8000 http://binn.jp/index.html

016 お食事の館・旅人の宿　わすけ 上越市 柿崎区上下浜1637 025-536-2110 http://www.wasuke.com

017 上越サンプラザホテル 上越市 新光町1-5-5 025-522-3611 https://www.j-sunplaza.co.jp

018 音羽館 上越市 大貫2ｰ17−25 025-523-2818 -

019 玉屋旅館 上越市 大潟区潟町538-1 025-534-2131 -

020 東横イン上越妙高駅西口 上越市 大和5-2-3 025-527-6045 https://www.toyoko-inn.com

021 鵜の浜民宿センター 上越市 大潟区九戸浜61-15 025-534-4696 -

022 ペンション・アルピーヌ 上越市 安塚区須川5006-1 025-593-2822 -

023 ペンションＬＩＶＥ 上越市 安塚区須川4717 025-593-2218 http://pension.live.noa3.com/winter/

024 うみてらす名立　ホテル光鱗 上越市 名立区名立大町4280-1 025-531-6303 http://www.umiterasu.co.jp/

025 ホテルうの浜館 上越市 大潟区九戸浜239-2 025-534-2325 http://www.unohamakan.com/

026 旅館　藤左衛門 上越市 長浜200-1 025-546-2059 -

027 対米館 上越市 大貫2-17-5 025-524-3818 -

028 ホテルルートイン上越 上越市 塩屋新田字下之曲り157-1 025-531-3233 https://www.route-inn.co.jp/

029 くわどり湯ったり村 上越市 皆口601 025-541-2611 https://kuwadori.jp/

030 ゑしんの里やすらぎ荘 上越市 板倉区久々野1624-1 0255-78-4833 http://yasuragisou.com/

031 スーパーホテル上越妙高駅西口 上越市 大和5-2-11 025-525-9000 https://www.superhotel.co.jp/

032 旅館　彦治右エ門 上越市 長浜89 025-546-2028 http://hikojiemon.sakura.ne.jp

033 アパホテル〈上越妙高駅前〉 上越市 大和2-3-1 025-527-5810 http://apahotel.com/hotel/kousinetsu/joetsumyoko-ekimae/

034 牧湯の里 深山莊 上越市 牧区宇津俣28 025-533-6785 www.miyamasou.net

035 スカイトピア遊ランド 上越市 吉川区坪野1458-2 025-547-2221 http://yuuland.jp/

036 ホテルハイマート 上越市 中央1-2-3 025-543-3151 http://www.heimat.co.jp/

037 妙高サンシャインホテル 上越市 中郷区江口846-1 0255-74-2421 https://myokosunshine.co.jp

038 ホテル門前の湯 上越市 下門前1907 025-520-8500 https://www.greens.co.jp/monzen/

039 割烹旅館　晴山荘 上越市 大貫2-17-22 025-523-5230 http://seizansou.net

040 佐渡見亭  上越市 柿崎区上下浜426 025-536-3521 http://www.sadomitei.com

041 青木屋旅館 上越市 長浜193-2 025-546-2134 -

042 泊処　来食の 上越市 板倉区久々野1602-1 0255-78-7162 http://www.tomaridokorokukuno.com/

043 ホテルアルファ－ワン上越 上越市 石橋1-402-2 025-544-1818 http://www.alpha-1.co.jp/joetsu/

044 旅館ことぶきや 上越市 長浜134-1 025-546-2112 -

045 坪田旅館 上越市 長浜1376 025-546-2025 -

046 雪郷 lodge 上越市 中郷区岡沢 1073 0255-78-7701 https://yuki-sato.jp/lodge/

047 上越シティホテル 上越市 新光町1-6-26 025-524-3504 -

048 いそや旅館 上越市 長浜191 025-546-2136 https://www.isoya-ryokan.com

049 ホテルうのはま 上越市 大潟区雁子浜304-1 025-520-9811 -

050 米山ハートホテル 上越市 西本町3-2-20 025-543-2504 -

施設住所
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06 妙高・上越エリア
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施設名 電話番号 HP URL施設住所

051 旅館　田中屋 上越市 長浜185-1 025-546-2128 -

052 旅館シーサイドわかば 上越市 長浜108-4 025-546-2123 http://myhp.joetsu.ne.jp/wakaba/wakaba.html

053 岩野屋旅館 上越市 柿崎区柿崎6187 025-536-2328 https://iwanoya.jp/

054 宿泊体験交流施設　月影の郷 上越市 浦川原区横住410 025-599-3302 http://www.tsukikage.net/

055 やどバーTATSUJI 上越市 大貫1-11-8 025-520-7638 https://www.yadobar.com/

056 六夜山荘 上越市 安塚区細野1151-1 025-592-2698 https://www.hosonomura.net/

057 豊田屋旅館 上越市 西本町3-1-6 025-543-3373 -

058 ホテル國富　翠泉閣 糸魚川市 大字大所885-1 025-557-2000 http://kunitomi.co.jp/

059 親不知観光ホテル 糸魚川市 市振119-1 025-562-3005 http://oyasirazu.net

060 旅館　玉屋 糸魚川市 能生2014-3 025-566-2014 www.tamaya-inn.com/

061 白馬岳蓮華温泉ロッジ 糸魚川市 横町5-5-14 025-552-1063 http://rengeonsen.main.jp/

062 ホテル・ジオパーク 糸魚川市 大町1-5-1 025-553-2089 http://hotel-geopark.jp

063 柵口温泉　対岳荘 糸魚川市 大字柵口1097-1 025-568-2720 https://www.taigakusou.jp/

064 柵口温泉　権現荘 糸魚川市 大字田麦平26-1 025-568-2201 http://www.gongenso.com

065 ホテル国富アネックス 糸魚川市 大野298-1 025-550-1000 http://www.itoigawa-onsen.com

066 ホテルゑびや 糸魚川市 大町1-4-26 025-552-0067 https://hotel-ebiya.jp

067 笹倉温泉　龍雲荘 糸魚川市 大平5804 025-559-2211 http://www.sasakura-onsen.com

068 ホテルルートイン糸魚川 糸魚川市 横町2-13-2 025-553-1161 https://www.route-inn.co.jp/hotel_list/nigata/index_hotel_id_41/

069 塩の道温泉　ホワイトクリフ 糸魚川市 大字山口151-1 025-558-2316 http://www.seasidevalley.com

070 旅館　坂中屋 糸魚川市 筒石1766-1 025-567-2233 https://sakanakaya.jimdofree.com/

071 民宿　幸右衛門 糸魚川市 大和川砂原48-1 025-552-6678 http://kouemon.sakura.ne.jp/

072 親不知交流センター　まるたん坊 糸魚川市 大字外波106 025-562-3002 https://www.o-marutanbo.jp/

073 ホテル糸魚川インター 糸魚川市 上刈3-16-7 025-553-1700 https://www.itoigawa-inter.jp/

074 長者温泉ゆとり館 糸魚川市 木浦18778 025-566-3485 http://yutorikan-onsen.webnode.jp

075 ゲストハウス山楽 糸魚川市 柵口1082 070-3517-7106 https://www.sudomari.net

076 日本海　能生の宿　見晴らし亭 糸魚川市 大平寺1359 090-3226-0405 -

077 妙高・山里の湯宿　香風館 妙高市 大字関川643-11 0255-86-2046 http://kofukan.jp

078 板倉旅館 妙高市 大字赤倉498 0255-87-2040 -

079 きよし旅館 妙高市 赤倉426-15 0255-87-2100 -

080 ペンション夢民 妙高市 田口1451-12 0255-87-2415 https://mumin.eyado.net

081 ウッディハウス風見鶏 妙高市 田口1456-7 0255-87-2652 www.3-way.net/kazamidori

082 ロッジ遊山 妙高市 関川2343-2 0255-86-2446 http://yu-zan.server-shared.com/

083 リゾートイン大樹 妙高市 大字赤倉585-180 0255-87-3401 http://www.pat.hi-ho.ne.jp/ai-ai/

084 ホテル太閤 妙高市 大字赤倉402 0255-70-4195 http://h-taiko.net

085 スポーツプラザ四季原田荘 妙高市 大字杉野沢2590 0255-86-6016 http://myoko-harada.com

086 ペンション ムーミンパパ 妙高市 関川1252-10 0255-86-3940 -

087 朝日屋旅館 妙高市 関山6087-17 0255-82-3139 www.seki-asahiya.com

088 ロッヂ トロンコ 妙高市 田口1438-14 0255-87-3929 https://casa-tronco.com/

089 ペンション　天使の翼 妙高市 二俣1526-272 0255-87-3431 -

090 休暇村　妙高 妙高市 関山6087-10-1 0255-82-3168 www.qkamura.or.jp/myoukou

091 燕ハイランドロッジ 妙高市 燕温泉 0255-82-2322 http://www.2bame.jp/

092 お宿ふるや 妙高市 赤倉549-6 0255-87-2102 https://oyado-furuya.jp/

093 空飛ブウサギ 妙高市 杉野澤229-2 0255-86-6969 https://www.soratobuusagi.com

094 カナディアンハウス 妙高市 田口1394 0255-87-2186 https://canadian-h.com

095 居酒屋民宿　富士美荘 妙高市 杉野沢2462 0255-86-6113 -

096 ペンション　スノーグース 妙高市 関川2226-6 0255-86-3992 http://p-snowgoose.sakura.ne.jp/

097 樺太館 妙高市 大字関山6087 0255-82-3101 -

098 登美屋旅館 妙高市 関山（関温泉）6087-25 0255-82-2319 www.seki-tomiya.jp

099 スターホテル赤倉 妙高市 赤倉124 0255-87-2011 https://www.starhotel-akakura.com

100 ホテルヴィレッジ圓山 妙高市 関川2418-22 0255-86-4577 http://enzan.info

101 香嶽楼 妙高市 赤倉115 0255-87-2036 http://myoko-kougakuro.jp

102 白銀館 妙高市 大字杉野沢1963-1 0255-86-6031 -

103 アルファイン秀雲荘 妙高市 杉野沢2005 0255-86-6120 www.shuunso.com

104 ロッヂ　ハンター 妙高市 赤倉123 0255-87-2247 http://hunter-myoko.com
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