～ 「雪恋」プレミアム旅行券 対象宿泊施設一覧 ～
お申込みは各宿に直接お電話ください。
令和3年5月13日 時点
※順不同
… 完売

◆塩沢地域
最寄り
スキー場

施設名

石打 スカイランド
石打 ペンション プリムローズ
石打 あざみ亭
石打 ラ･ファミーユ中角
石打 丸木屋旅館
石打 ロッヂ 天神山荘
石打 石打ワンダースリー
石打 ペンション オズ
石打 ロッヂ アルプス
石打 グランドールタカノ
石打 ミストラル
石打 ロッヂ 一幸
石打 ニュー丸山
石打 ロッヂ なかとし
石打 ホワイトハウス マスエン
石打 石打MS館
石打 ホテルエルム石打
石打 ロッヂ カナダ
石打 名月荘
石打 飯酒盃旅館
石打 中新旅館
石打 みせ旅館
石打 ロッヂ ケルン
石打 Ishimaru House
石打 ホテル ニュー福田屋
石打 スポーツプラザ白樺
石打 石打ユングパルナス
石打 田中屋旅館
石打 大熊屋旅館
石打 ロッヂ タカノ
石打 ロッヂ パラレル
石打 石打ペンション ブルージュ
石打 第一ヒュッテ
石打 食堂 関山
石打 アンティーズハウス
石打 ロッヂ丸山
石打 ノースポイントロッヂ
石打 雪の雫

住所

TEL

025-783-2533
025-783-5963
南魚沼市石打854-1
025-783-4850
南魚沼市石打1700-2
025-783-2171
南魚沼市石打1661
025-783-2140
南魚沼市石打2025-8
025-783-2493
南魚沼市石打88
025-783-2253
南魚沼市石打834-20
025-783-6021
南魚沼市石打2017
025-783-3660
南魚沼市石打2102
025-783-2121
南魚沼市石打1659
025-783-4515
南魚沼市石打1580-5
025-783-3755
石打丸山スキー場内
025-783-2614
南魚沼市石打177
025-783-3254
南魚沼市石打1626-1
025-783-2440
南魚沼市石打855
025-783-3627
南魚沼市石打1938
025-783-2893
南魚沼市石打1922-2
025-783-4040
南魚沼市上野213
025-783-2885
南魚沼市上野271
025-783-2119
南魚沼市石打91
025-783-2070
南魚沼市石打2026
025-783-2532
南魚沼市石打1799
025-783-2868
南魚沼市石打190-1
090-6682-6899
南魚沼市石打1637
025-783-2057
南魚沼市石打855-2
025-783-2792
南魚沼市石打字土堂946
025-783-7888
南魚沼市関58-3
025-783-2044
南魚沼市上野382
025-783-2035
南魚沼市石打1917-1
025-783-2162
南魚沼市石打1529-3
025-783-2422
南魚沼市石打2037
025-783-3667
南魚沼市石打2285
025-783-2759
南魚沼市関1246-6
025-783-2837
南魚沼市石打972-2
025-783-3442
南魚沼市石打丸山スキー場内 025-783-2220
南魚沼市石打2025-11
025-783-3825
南魚沼市石打1948-1
025-783-6111

地域利用券 可
飲食
レンタル 土産物

南魚沼市石打1858

南魚沼市石打834-22

〇

〇
〇
〇
〇

〇
〇

〇
〇
〇
〇

〇

〇

〇

〇
〇
〇

〇

〇

〇
〇
〇
〇

〇
〇
〇
○
○

〇

〇

石打 エスプリホテル

南魚沼市石打837-2

石打 エコーロッヂ

南魚沼市石打1929-1

石打 中ノ湯

南魚沼市上野345

石打 ベアーズハウス

南魚沼市石打972-1

石打 石打スキーセンター

南魚沼市石打2321

石打 前田屋旅館

南魚沼市石打1908

石打 丸山温泉 古城館

南魚沼市石打1873

石打 かのえや旅館

南魚沼市関1141-6

石打 ロッヂ アイドル

南魚沼市石打1991-1

石打 お宿 いのや

南魚沼市石打104

石打 ロッヂ ホワイトスター

南魚沼市上野158

石打 ホテル プレステージ

南魚沼市石打845

石打 ロッヂ マシュー

南魚沼市石打2035-2

舞子 ペンション くまのひるね

南魚沼市姥島新田883-3

舞子 ロッヂ ウィンターポイント

南魚沼市姥島新田591

舞子 ペンション あぷりこっと

南魚沼市姥島新田890-2

舞子 舞子の宿 キラク

南魚沼市姥島新田846-1

舞子 外谷旅館

南魚沼市姥島新田569

舞子 ジョイハウス ゆたか

南魚沼市姥島新田567

舞子 ロッヂ 小春荘

南魚沼市姥島新田618

舞子 和風いん越路

南魚沼市姥島新田840-1

舞子 銀富士

南魚沼市姥島新田514

舞子 ロッヂ はやし

南魚沼市姥島新田593-1

舞子 ロッヂ やすえもん

南魚沼市姥島新田601

舞子 ほりでーいん こばやし

南魚沼市姥島新田639-1

舞子 ヴィレッジ ヨシタニ

南魚沼市姥島新田636

舞子 サンロードイン うばしま

南魚沼市姥島新田667

舞子 幸七旅館

南魚沼市姥島新田240

舞子 下幅旅館

南魚沼市姥島新田656

舞子 旅館 関越

南魚沼市姥島新田627-1

舞子 スキー亭フォレスト

南魚沼市姥島新田586

舞子 源氏荘

南魚沼市姥島新田499

舞子 飯士館

南魚沼市姥島新田221-6

舞子 シャンテ

南魚沼市姥島新田244

舞子 舞子 ロッヂどん

南魚沼市舞子1819-461

舞子 五倫荘

南魚沼市舞子2056-82

舞子 ロッヂ B&W

南魚沼市舞子2056-7

舞子 ロッヂ とんや

南魚沼市舞子2056-94

舞子 飯士山荘

南魚沼市舞子2056

舞子 ロッヂ ヤングメイト

南魚沼市舞子2056-92

舞子 ロッヂ たかとし

南魚沼市舞子2056-91

舞子 舞子高原ホテル

南魚沼市舞子2056-108

上越国際

ロッヂ ハヤシ

南魚沼市樺野沢230-4

上越国際

護城館

南魚沼市樺野沢91

上越国際

中央ロッヂ

南魚沼市樺野沢141

上越国際

ロッヂ ファミリア

南魚沼市樺野沢43

上越国際

村上館

南魚沼市樺野沢43

025-783-6320
025-783-3209
025-783-2174
025-783-3792
025-783-3131
025-783-2834
025-783-2219
025-783-2740
025-783-2569
025-783-2470
025-783-2144
025-783-4088
025-783-2708
025-783-4479
025-783-2757
025-783-3848
025-783-2311
025-783-2150
025-783-2734
025-783-2317
025-783-2644
025-783-2335
025-783-2627
025-783-2316
025-783-2323
025-783-2649
025-783-2152
025-783-2628
025-783-2153
025-783-4321
025-783-2526
025-783-2314
025-783-2832
025-783-2871
025-783-2380
025-783-2855
025-783-2779
025-783-2217
025-783-3338
025-783-2185
025-783-2835
025-783-3511
025-782-0492
025-782-2111
025-782-1466
025-782-5026
025-782-0449

〇

〇
〇

〇

〇

〇
〇

〇
〇

〇
〇

〇

〇
〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇
〇

〇

〇

〇

〇
〇

〇

〇
〇

〇
〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇
〇

〇

〇

〇

〇

〇
〇

〇

〇

〇

〇
〇
〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

南魚沼市宮野下1200-49

025-782-0450
025-782-0490
025-782-4334
025-782-1418
025-782-1617
025-782-1482
025-782-1484
025-782-0327
025-782-0381
025-782-1494
025-782-4809
025-782-1589
025-782-9065
025-711-1023
025-783-6777
025-783-4471
025-782-1800
025-782-0738
025-782-0303
025-782-1191
025-782-0739
025-782-0748
025-782-0729
025-782-0730
025-782-0750
025-782-1697
025-783-3237
025-783-2633

住所

TEL

上越国際

山田館

南魚沼市樺野沢14

上越国際

西旅館

南魚沼市樺野沢156-2

上越国際

ロッヂ you

南魚沼市樺野沢77-1

上越国際

ジョイハウス アベ

南魚沼市樺野沢146-1

上越国際

ピッコロ･カーサ･ラ･ノーチェ

南魚沼市天野沢282

上越国際

グリーンビレッジ たかはし

南魚沼市樺野沢68-2

上越国際

ウッディイン すずき

南魚沼市樺野沢136

上越国際

ロッヂ 一代

南魚沼市樺野沢140-9

上越国際

JOETSU 見晴館

南魚沼市樺野沢84

上越国際

ロッヂ 花風

南魚沼市樺野沢61-2

上越国際

ロッヂ K.ブリッジ

南魚沼市樺野沢157-2

上越国際

かつもと

南魚沼市中453

上越国際

みせ旅館

南魚沼市樺野沢138

上越国際

プチハウス ひろみ

南魚沼市樺野沢59

上越国際

里山十帖

南魚沼市大沢1209-6

上越国際

カジュアル イン シュテム

南魚沼市大沢1458

上越国際

スポーツプラザ 上越

南魚沼市樺野沢281

さえもん(左右ェ門旅館)

南魚沼市吉里1118

シャトーテル吉里

南魚沼市吉里1562

シャトーテル一本杉

南魚沼市塩沢2071

富徳旅館

南魚沼市吉里1115

グリーンヒュッテ

南魚沼市塩沢2401-42

リゾートイン のぐち

南魚沼市吉里1108

大峰館

南魚沼市吉里1142

クラウンハイツ

南魚沼市塩沢北山2104-1

まるぜん

南魚沼市吉里1239

シャトー
塩沢
シャトー
塩沢
シャトー
塩沢
シャトー
塩沢
シャトー
塩沢
シャトー
塩沢
シャトー
塩沢
シャトー
塩沢
シャトー
塩沢
Mt.グラン
ビュー
Mt.グラン
ビュー

オーベルジュ アンドラ･モンターニュ 南魚沼市宮野下1191-1

ホテル 綿ぼうし

〇
〇

〇

〇

〇

〇
〇

〇
〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇
〇
〇
〇

〇
〇

〇
〇

◆六日町地域
最寄り
スキー場

施設名

ムイカ 旬彩の庄 坂戸城

南魚沼市坂戸292-4

ムイカ 六日町ヒュッテ

南魚沼市小栗山90-4

ムイカ 大和屋旅館

南魚沼市六日町139

ムイカ グレースコートレアリス 金誠舘

南魚沼市坂戸1-12

ムイカ 越前屋旅館

南魚沼市六日町1839

ムイカ 割烹料理 日章館

南魚沼市坂戸7-5

ムイカ ダ・フェールイン六日町

南魚沼市六日町1418

ムイカ 心と体の保養の宿 龍氣

南魚沼市小栗山上ノ台2310

ムイカ むつみ荘

南魚沼市小栗山2248 睦荘内

ムイカ サンバレーひぐち

南魚沼市余川1784-6

ムイカ ロッヂ 半二郎

南魚沼市小栗山2159

ムイカ ロッヂ マロン

南魚沼市小栗山2221-1

ムイカ ひいらぎ山荘

南魚沼市小栗山2146

ムイカ いろりあん

南魚沼市小栗山2089-4

ムイカ 湖畔荘

南魚沼市小栗山2027-3

ムイカ ほてる木の芽坂

南魚沼市小栗山93-1

025-773-3333
025-788-0076
025-772-2070
025-772-2377
025-772-2012
025-772-2615
025-788-1188
025-770-2525
025-772-3478
025-772-4147
025-772-3744
025-773-3391
025-773-6279
025-773-5847
025-772-3336
025-773-3456

飲食

レンタル

土産物
〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇
〇

〇

〇

ムイカ むいか温泉ホテル

南魚沼市小栗山2910-114

ムイカ 武蔵ロッヂ

南魚沼市小栗山2226

八海山 五十沢温泉 ゆもとかん

南魚沼市宮17-4

八海山 畔地温泉 こいし

南魚沼市畔地1056

八海山 欅苑

南魚沼市長森24

八海山 上村屋旅館

南魚沼市山口1739

八海山 ペンション やまぼうし

南魚沼市山口1761

八海山 ペンション わかい

南魚沼市山口1731

八海山 ペンション ドルフ

南魚沼市山口1746-2

八海山 ペンション カム

南魚沼市山口1787-1

八海山 (有)八ツ峰養魚

南魚沼市山口121

五日町 越後 柾廣舘

南魚沼市寺尾242-1

五日町 やまなみ

南魚沼市寺尾1494

五日町 割烹旅館 いろは亭

南魚沼市五日町449

五日町 幸栄館

南魚沼市五日町1891-2

025-773-3311
025-772-3773
025-774-2876
025-774-3514
025-775-2419
025-775-3072
025-775-3258
025-775-3078
025-775-3187
025-775-2952
025-775-3421
025-776-3729
025-776-2160
025-776-2813
025-776-3001

〇

TEL

飲食

〇

〇

〇

〇

〇
〇

〇

〇

〇

◆大和地区
最寄り
スキー場

施設名

住所

八海山麓

浦佐ホテルオカベ

南魚沼市浦佐1139

八海山麓

八海山麓サイクリングターミナル

南魚沼市荒金70

八海山麓

たもん荘

南魚沼市浦佐219-1

八海山麓

山城屋旅館

南魚沼市浦佐165-2

025-777-4747
025-779-3230
025-777-2363
025-777-2276

〇

レンタル

土産物

