
長野県市町村勤労者互助会・共済会 利用施設一覧表

エリア 施設区分 施設名 所在地
ＴＥＬ

（FAX）
通常料金等 割引内容等

北信 宿泊
栄村振興公社　北野
天満温泉

下水内郡栄村堺
14655

0269-87-2892
0269-87-2893

北信 宿泊 ホテルプラトン
千曲市上山田町温泉
3-12-2

026-275-5111
026-275-5333

通常料金の10％割引

北信 宿泊
ツーリストホテルグ
リーンプラザ

千曲市上山田町温泉
2-22-9

026-276-7111
026-276-7333

通常料金の10％割引

北信 宿泊
不動温泉保養セン
ターさぎり荘

長野市信州新町大字
日原西300-1

026-264-2103
026-264-2739

1泊2食付大人 9,330
円・子供 8,100円
消費税込みの金額で
す（大人入湯税150円
含む）。

宿泊の場合1,000円引き
日帰入浴の場合500円引き

北信 宿泊 聖山パノラマホテル
長野市大岡丙5402-
1

026-266-2623
026-266-4040

1泊2食付8,640円～ 1泊2食付 7,640円～

北信 宿泊
ペンションフィールド
ノート

上水内郡飯綱町川上
2755-1904

026-253-8373
026-253-6615

10,000円～ 9,000円～

北信 宿泊
ペンションウィスキー
ジャック

上水内郡飯綱町大字
川上2755-1603

026-253-6722
(同上)

一般料金9,612円(1
泊2食)  子供料金あ
り、冬期12月～4月暖
房費として1,000円
/1R/1泊

割引料金8,640円(1泊2食)子供
料金あり

北信 宿泊
プチペンションベルフ
ラワー

上水内郡飯綱町川上
2755-1890

026-253-3278
(同上)

通年9,800円（サ込・
税別）

8,000円（サ込・税別）

北信 宿泊
ペンションハロー・ラ
ラ！

上水内郡飯綱町上村
026-253-7869
026-253-2419

7,570円 6,810円

北信 宿泊 ペンション花車
上水内郡飯綱町川上
2755-1599

026-253-2421
(同上)

1泊2食オール込
7,500円　1泊朝食付
5,000円　素泊り4,000
円　子供料金有

２食付きのみ500円引、天狗温
泉150円引

北信 宿泊 ハイランドロッジ
上水内郡飯綱町川上
2755-1929

026-253-2345
026-253-4211

5,000円 （朝食付） 4,500円 （朝食付）

北信 宿泊
ピュアハウスもとや
ま

上水内郡飯綱町川上
2755-1872

026-253-6631
(同上)

1泊2食付税別大人
9,345円小学生8,295
円

1泊2食付税込み大人8,000円
小学生5,500円幼児無料(食事
なし)

北信 宿泊 上林ホテル仙壽閣
下高井郡山ノ内町上
林温泉

0269-33-3551
0269-33-0787

シーズン、平日、休
前日、部屋タイプによ
り料金差あり。(1泊2
食、税込み、入湯税
別)　標準客室24,300
～37,950円、離れ
33,750～40,050円、
特別室33,750～
49,500円

宿泊料金は通常料金の15％割
引。日帰り休憩料金は、設定
料金の10％割引。

北信 宿泊 野沢グランドホテル
下高井郡野沢温泉村
8888

0269-85-3151
0269-85-3150

シーズン、平日、休
前日、部屋タイプによ
り料金差あり。(1泊2
食、税別)2名16,000
円～、3名14,000円
～、4名12,000円～、
5名10,000円～、露天
風呂付客室は各
4,000円アップ（定員4
名まで）

宿泊料金は通常料金の２，００
０円引

北信 宿泊
栄村振興公社　　の
よさの里

下水内郡栄村堺
18020-49

025-767-2345
025-761-5000

宿泊料10％引き

北信 宿泊 パノラマランド木島平
下高井郡木島平村上
木島3878-2

0269-82-3001
0120-389-232
0269-82-3130

宿泊代、通常料金の10％割
引。　入浴代、大人400円、子
供150円（通常、大人500円、子
供200円）
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エリア 施設区分 施設名 所在地
ＴＥＬ

（FAX）
通常料金等 割引内容等

北信 宿泊
栄村振興公社　　ト
マトの国

下水内郡栄村北信
4413-1

0269-87-3030
0269-87-3223

宿泊料10%引き

北信 観光 一茶記念館
上水内郡信濃町大字
柏原2437-2

026-255-3741
026-255-5505

入場料大人500円小
中学生300円

入場料 大人450円   小中学生
260円（ただし、20名以上の団
体料金）

北信 観光 黒姫童話館
上水内郡信濃町大字
野尻3807-30

026-255-2250
026-255-2261

一般600円小・中学
生400円  童話の森
ギャラリーとの共通
一般800円小・中学
生500円

一般500円小・中学生300円
童話の森ギャラリーとの共通
一般700円小・中学生400円

北信 観光 童話の森ギャラリー
上水内郡信濃町大字
野尻3807-29

026-255-6720
026-255-6750

一般300円、小・中学
生200円。 黒姫童話
館との共通一般800
円、小・中学生500円

  黒姫童話館との共通一般700
円、小・中学生400円。

北信 観光
野尻湖ナウマンゾウ
博物館

上水内郡信濃町大字
野尻287-5

026-258-2090
026-258-3551

大人500円 子供300
円

大人450円 子供260円

北信 観光
いいづなアップル
ミュージアム

上水内郡飯綱町大字
倉井５番地

026-253-1071
026-253-4451

大人300円子供1150
円

大人250円子供100円

北信 観光 高橋まゆみ人形館 飯山市飯山2941-1
0269-67-0139
0269-67-0141

入館料　大人610円
小中学生410円

入館料　大人510円   小中学
生310円

北信 観光
山ノ内町立志賀高原
ロマン美術館

下高井郡山ノ内町平
穏1465（上林温泉）

0269-33-8855
0269-33-8825

入館料　大人500円
小中学生300円

入館料　大人400円   小人250
円

北信 食事 レストラン華林
千曲市上山田町温泉
3-12-2

026-275-5112
026-275-5333

通常料金の10％割引

北信 食事 そば処　幸輪
飯山市大字飯山
1200

0269-63-2978
0269-63-2978

お食事の方、コーヒーまたは
ジュース・ウーロン茶いずれか
をサービス

北信 スキー
さかえ倶楽部スキー
場

下水内郡栄村北信
2903

0269-87-3355
0269-87-2280

リフト1日券、大人3,８
00円、小人2,500円

リフト１日券500円引き

北信 スキー
いいづなリゾートス
キー場

上水内郡飯綱町川上
2755-209

026-253-3911
026-253-2678

リフト１日券    3,500
円

1日券1,000円割引

北信 スキー 戸隠スキー場 長野市戸隠3682
026-254-2106
026-254-3759

割引時料金について
は、施設に直接お問
い合わせ下さい。（別
紙参照⑦）

北信 温泉 馬曲温泉　望郷の湯
下高井郡木島平往郷
5567-1

0269-82-4028
0269-82-4062

入湯料(大人のみ)100円引き

北信 温泉 いいやま湯滝温泉
飯山市一山川押
1898

0269-65-3454
0269-67-0065

大人510円、小学生
250円

大人のみ入浴料金100円引き
(本人のみ)

北信 温泉 むれ温泉・天狗の館
上水内郡飯綱町川上
2755-345

026-253-3740
026-253-3814

温泉施設入館料
600円

温泉施設入館料   「大人のみ
入館料金100円引き（本人の
み）」

北信 温泉
湯田中駅前温泉 楓
の湯

下高井郡山ノ内町大
字平穏3227番地１

0269-33-2133
(同上)

一般入湯料300円
入湯料50円割引　一般入湯料
250円

北信 温泉
いいやま北竜温泉文
化北竜館

飯山市瑞穂7332-2
0269-65-3121
0269-65-2322

日帰り入浴料金500
円

400円に割引

北信 温泉
麻釜温泉公園ふるさ
との湯

下高井郡野沢温泉村
豊郷8734

0269-85-3700
(ふるさとの湯)
0269-85-3803
(野沢温泉村)

大人500円、小人300
円(小人は3才～小学
生、3才未満は無料)

大人400円、小人200円

北信 温泉
栄村振興公社　保養
センター雄川閣

下水内郡栄村堺
17878-3

025-767-2252
025-767-2257

宿泊料の10％引き

北信 レジャー びっくらんど小川
上水内郡小川村大字
高府9447

026-269-1011
026-269-1012

大人500円 子供250
円

大人450円子供200円
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エリア 施設区分 施設名 所在地
ＴＥＬ

（FAX）
通常料金等 割引内容等

北信 レジャー

信州高山森林ス
ポーツ公園Ｙou游ラ
ンド

上高井郡高山村大字
牧73

026-242-2210
026-242-2755

温泉プール大人600
円小人300円 　露天
風呂大人350円 小人
250円

温泉プール大人500円 小人
200円    露天風呂大人300円
小人200円

北信 レジャー なべくら高原･森の家 飯山市照岡1571-15
0269-69-2888
0269-69-2288

レンタル品20％割引（宿泊者割
引・イベント参加者割引との併
用不可）。

北信 レジャー
地場産工房そば処よ
こ亭

上水内郡飯綱町柳里
847-3

026-253-8287
(同上)

ざるそば750円、野菜
天ざる1,050円、えび
野菜天ざる1,450円

通常の食事及び、そば打ち体
験を10％割引とする

北信 レジャー
道の駅　花の駅･千
曲川

飯山市常盤7425
0269-62-1887
0269-62-1889

ソフトクリーム100円引き(ソフト
クリームはCafé里わに限る)

北信 その他
眼鏡市場　長野若槻
店

長野市稲田2丁目
11-10

026-259-7328
(同上)

メガネ・コンタクトレンズは店頭
価格より5％割引いたします。
補聴器は対象外

北信 その他
眼鏡市場　長野南バ
イパス店

長野市稲里町中央4-
21-31

026-285-5328
(同上)

メガネ・コンタクトレンズは店頭
価格より5％割引いたします。
補聴器は対象外

北信 その他
眼鏡市場　長野高田
店

長野市高田1458-1
026-229-7568

(同上)

メガネ・コンタクトレンズは店頭
価格より5％割引いたします。
補聴器は対象外

北信 その他 眼鏡市場　中野店 中野市吉田13-1
0269-22-3118

(同上)

メガネ・コンタクトレンズは店頭
価格より5％割引いたします。
補聴器は対象外

北信 その他 眼鏡市場　更埴店
千曲市大字桜堂
381-1

026-274-4688
(同上)

メガネ・コンタクトレンズは店頭
価格より5％割引いたします。
補聴器は対象外

東信 宿泊
信州佐久　春日温泉
自然体感リゾート
かすがの森

長野県佐久市春日
2258-1

0267-52-2111
0267-52-2119

9,400円～29,000円
8,800円～27,500円   （600円～
1,500円引き）

東信 宿泊
千曲川旅情・文学の
温泉宿中棚荘

小諸市古城乙1210
番地

0267-22-1511
0267-22-9191

別紙参照④ 通常料金の10%割引

東信 宿泊 常盤館
小諸市大字菱平762
番地2

0267-22-0516
0267-23-5648

１室４名利用(税込み)
13，1１０円～、　１室
２名利用(税込み)　１
6，350円～

1室4名利用(税込み) 12,000円
～、　1室2名利用(税込み)
15,000円～
お酒又はソフトドリンク１本サー
ビス

東信 宿泊 民宿泉の里
小諸市軽石甲4657
番地

0267-22-5101
(同上)

1泊2食6,500円 1泊2食 5,850円 （10％割引）

東信 宿泊 天狗温泉浅間山荘
小諸市野馬取4766
番地

0267-22-0959
0267-25-2255

1泊2食11,000円税
別、2名様以上ご利
用の場合

1泊2食9,000円（年末年始、Ｇ．
Ｗ、休前日、7/27～9/20を除
く）、9月10月11月の祝日、祝前
日は5％off

東信 宿泊 高峰高原ホテル
小諸市大字菱平高峰
国有林704番地

0267-25-3000
0267-22-3420

1泊2食11,550円～
15,750円（7月20日～
8月25日と12月31日
を除く）

1泊2食（10％割引、7月20日～
8月25日と12月31日を除く）

東信 宿泊 ペンションさゆ～る
東御市八重原2649-
1

0268-61-6171
0268-61-6172

1泊2食付8,000円
別紙参照⑤

1泊2食付10％割引
他、近隣の温泉・絵画館施設
の料金割引有

東信 宿泊 布下温泉きじま荘 東御市大字布下81
0268-67-3409
0268-71-0388

1泊2食7,500円(税別)
1泊2食8,500円(税別)
（12月31日～1月3
日）

1泊2食7,000円(税別)1泊2食
8,000円(税別)（12月31日～1月
3日）   入湯税150円

東信 観光
池波正太郎真田太
平記館

上田市中央三丁目7
番3号

0268-28-7100
0268-28-7101

一般400円    高・大
学生260円   小・中学
生130円

団体割引20名以上の場合、一
般330円 高・大学生200円 小・
中学生100円　障害者手帳割
引あり。
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エリア 施設区分 施設名 所在地
ＴＥＬ

（FAX）
通常料金等 割引内容等

東信 観光 蜂天国 東御市加沢435-1
0268-63-3888
0268-63-3900

入館料：無料　営業
時間：7月～10月（Ａ
Ｍ9：00～ＰＭ6：00）
11月～6月（ＡＭ9：00
～ＰＭ5：00）/年中無
休（年末・年始12月
30日～1月3日休館）

東信 観光 真田氏歴史館
上田市真田町本原
2984番地1

0268-72-4344
(同上)

一般250円
高校生以上の生徒・
学生160円
小中学校の生徒児童
100円

一般200円
高校生以上の生徒・学生120円
小中学校の生徒児童80円

東信 スキー
湯の丸高原ホテル
湯の丸スキー場

東御市大字新張字湯
の丸

0268-62-0376
0268-62-1312

宿泊料１０％割引（要予約）
スキー場リフト１日券１０％割
引

東信 スキー
八千穂高原スキー
場

南佐久郡佐久穂町大
字千代里2093

0267-88-3866
0267-88-3969

リフト料金(土・日・祝)
大人3,500円ミドル・シ
ニア2,600円小学生
以下1,000円。(平日)
大人3,200円ミドル・シ
ニア2,400円小学生
以下1,000円。

リフト料金／7００円割引（大人
のみ）

東信 キャンプ 駒出池キャンプ場
南佐久郡佐久穂町大
字八郡2049-856

0267-88-2569
0267-88-4110

サイト使用料   大人
1,200円 子供 （小学
生以下）600円

サイト使用料 大人200円引・子
供100円引

東信 温泉 びんぐし湯さん館
埴科郡坂城町大字網
掛2002番地-4

0268-81-7000
0268-81-7001

大人　500円　　小人
300円

大人　400円　小人　240円　(会
員とその家族)  回数券・年間
券及び午後8時以降の入館に
は適用しません。

東信 その他
眼鏡市場　佐久イン
ター店

佐久市大字岩村田
3631-1

0267-68-0738
(同上)

メガネ・コンタクトレンズは店頭
価格より５％割引いたします。
補聴器は対象外

東信 その他 眼鏡市場　佐久平店
佐久市佐久平駅南
19-6

0267-66-3428
(同上)

メガネ・コンタクトレンズは店頭
価格より５％割引いたします。
補聴器は対象外

東信 その他
眼鏡市場　佐久野沢
店

佐久市大字野沢
307-1

0267-63-0578
(同上)

メガネ・コンタクトレンズは店頭
価格より5％割引いたします。
補聴器は対象外

東信 その他 眼鏡市場　上田店
上田市神畑515　グ
リーンパークしおだ野

0268-29-5958
(同上)

メガネ・コンタクトレンズは店頭
価格より5％割引いたします。
補聴器は対象外

東信 その他
眼鏡市場　上田産業
道路店

上田市常入1-1-65
栄ビル1F

0268-29-7298
(同上)

メガネ・コンタクトレンズは店頭
価格より5％割引いたします。
補聴器は対象外

中信 宿泊 ねざめホテル
木曽郡上松町大字上
松1888番地1

0264-52-2245
0264-52-2448

別紙参照②

中信 宿泊
（株）スカイランドきよ
みず

東筑摩郡山形村
7598-97

0263-98-2300
0263-98-4860

別紙参照⑬ 通常料金の10％割引

中信 宿泊 西条温泉とくら
東筑摩郡筑北村西条
3443

0263-66-2114
0263-66-2301

通常料金等　平日2
名以上1泊2食9,500
円（入湯税込み）～

宿泊1泊2食通常料金の10％割
引。2名様以上、平日（日～木）
の宿泊に限る。特別室は対象
外。

中信 観光
ミュージアム鉱研、
地球の宝石箱

塩尻市北小野4668
0263-51-8111
0263-51-8113

入場料大人600円
高・大学生400円
小・中学生300円　但
しご家族連れの場
合、家族割引として
小中学生無料としま
す。

入場料100円引き　 大人500円
高・大学生300円　小・中学生
200円
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エリア 施設区分 施設名 所在地
ＴＥＬ

（FAX）
通常料金等 割引内容等

中信 観光 松本市美術館
松本市中央4丁目2-
22

0263-39-7400
(同上)

コレクション展示　大
人4１0円　高校生・大
学生200円
※4/1～7/27はコレク
ション展示縮小のた
め料金変更大人200
円　高・大学生100円
※企画展（特別展）に
ついては展覧会に
よって異なります。

会員及び同居の家族は観覧料
100円引き。企画展は割引でき
ないことがあるためお問い合わ
せください。

中信 レジャー
信州塩尻農業公園
チロルの森

塩尻市北小野相吉
5050

0263-51-8100
0263-51-8200

入場料大人1,000円
小人600円
６５歳以上無料（証明
書提示）

入場料 大人800円   小人400
円 （20％割引）

中信 その他 眼鏡市場　南松本店 松本市出川2-21-1
0263-27-8608

(同上)

メガネ・コンタクトレンズは店頭
価格より5％割引いたします。
補聴器は対象外

中信 その他 眼鏡市場　穂高店
安曇野市穂高2515-
1

0263-82-2738
(同上)

メガネ・コンタクトレンズは店頭
価格より5％割引いたします。
補聴器は対象外

南信 宿泊 富士見高原貸別荘
諏訪郡富士見町境広
原12067

0266-66-2133
0266-66-2687

通常料金のみ別紙⑩
へ

宿泊料金10％割引
冬期間クローズ

南信 宿泊 浪漫の館　月下美人
下伊那郡下條村睦沢
4286-1

0260-27-1008
0260-27-1007

1泊2食付税込み
12,960円～（季節・人
数により異なります）

1泊2食付税込み11,880円より
（季節・人数によって異なりま
す）

南信 宿泊
みはらしの宿　羽広
荘

伊那市西箕輪羽広
0265-78-6155
0265-78-6156

1泊2食付8,250円～
1,000円引き     （休前日及び
年末年始12月30日～1月3日は
除く）要予約

南信 宿泊 高遠さくらホテル
伊那市高遠町勝間
217番地

0265-94-2200
0265-94-3123

1泊2食付13,000円～
（要予約  観桜期、Ｇ
Ｗ、お盆、年末年始
は除く）

1泊2食付12,000円～（要予約
観桜期、ＧＷ、お盆、年末年始
は除く）

南信 宿泊
グリーンビレッジ横
川「かやぶきの館」

上伊那郡辰野町横川
2766

0266-44-8888
0266-47-5151

別紙参照⑥1泊2食付
9,450円～

10％割引　（5/3～5/6、8/12～
8/15、12/31～1/3、6月と10月
は除く）

南信 宿泊 たつのパークホテル
上伊那郡辰野町樋口
2396-20

0266-41-2001
0266-41-5328

1泊22食付　9,950(税
込み)～

通年１０％引（但し、連休・お
盆・年末年始は除く）

南信 宿泊 ながた荘
上伊那郡箕輪町大字
中箕輪3733

0265-79-2682
0265-79-0338

通常料金1泊2食付
9,000円～(税込1部
屋2名様利用の場合)

1泊2食付 8,200円～  (税込1部
屋2名様利用の場合)　部屋タ
イプ、1部屋のご利用人数によ
り料金が異なります。宴会コー
スは別料金設定となります、ご
相談ください。休前日、繁忙期
は契約料金の対象外となりま
す 。

南信 宿泊 望岳荘
上伊那郡中川村大草
4489

0265-88-2033
0265-88-3335

1泊2日2食付ご利用の場合、
夕食時にお酒（日本酒）又は
ジュース1本サービス

南信 温泉
水晶山温泉　～満願
成就の湯～

飯田市箱川386番地
の1

0265-28-1755
0265-28-1766

大人（中学生以上）
800円
小人（４歳～小学生)
５００円

大人（中学生以上）800円⇒
700円
小人（４歳～小学生)５００円⇒
４００円

南信 スキー
富士見高原スキー
場

諏訪郡富士見町境広
原12067

0266-66-2932
0266-66-2798

別紙参照⑩回数券・
レンタル割引は中止

別紙参照⑩回数券・レンタル割
引は中止

南信 キャンプ

ＡＣＮ信州伊那谷
キャンパーズヴィレッ
ジ

上伊那郡中川村大草
7833

0265-88-2695
0265-88-3223

キャンプサイト1区画1
泊1,000円車1台1,000
円 　施設使用料大人
800円　小中高生500
円　幼児200円　キャ
ビン5,000円～

サイト使用料20％ＯＦＦ　キャビ
ン利用料500円ＯＦＦ
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エリア 施設区分 施設名 所在地
ＴＥＬ

（FAX）
通常料金等 割引内容等

南信 キャンプ
桑原オートキャンプ
場小渋釣堀場

上伊那郡中川村大草
7124-4

0265-88-3886
(同上)

りんごシャーベットおひとり様１
個サービス

南信 その他 眼鏡市場　諏訪店 諏訪市四賀2242-4
0266-54-5288

(同上)

メガネ・コンタクトレンズは店頭
価格より５％割引いたします。
補聴器は対象外

南信 その他 眼鏡市場　岡谷店
岡谷市長地権現町1-
7-37

0266-26-0018
(同上)

メガネ・コンタクトレンズは店頭
価格より5％割引いたします。
補聴器は対象外

南信 その他 眼鏡市場　伊那店
伊那市大字伊那部字
上新田2664-1

0265-74-2588
(同上)

メガネ・コンタクトレンズは店頭
価格より5％割引いたします。
補聴器は対象外

南信 その他
眼鏡市場　飯田アッ
プルロード店

飯田市鼎名古熊
577/4

025-56-4338
(同上)

メガネ・コンタクトレンズは店頭
価格より5％割引いたします。
補聴器は対象外

県外 宿泊
熱川温泉　熱川プリ
ンスホテル

静岡県賀茂郡東伊豆
町奈良本1248-3

0557-23-1234
0557-23-4696

17,280円

宿泊特典として、1部屋に
\2,000 各旅館内利用券プレゼ
ント
会員及びその家族、通常料金
より10％引き

県外 宿泊 熱川温泉　粋光
静岡県賀茂郡東伊豆
町奈良本1271－2

0557-23-2345
0557-23-1340

17,000円

宿泊特典として、1部屋に
\2,000 各旅館内利用券プレゼ
ント
会員及びその家族、通常料金
より10％引き(5/3～5/5，8/12
～8/15，12/28～1/3は除く）

県外 宿泊
熱川温泉　ホテル志
なよし

静岡県賀茂郡東伊豆
町奈良本983－1

0557-23-2260
0557-23-1571

10,000円

宿泊特典として、1部屋に
\2,000 各旅館内利用券プレゼ
ント
会員及びその家族、通常料金
より10％引き

南信 宿泊
【ホテル】駒ヶ根高原
リゾートリンクス

長野県駒ヶ根市赤穂
5番1086

0265-82-8511
0265-82-8522

宿泊時大人お一人につき「館
内クーポン500円」をプレゼン
ト。※申込み時に「勤労者互助
会･共済会の特典を利用した
い」とお伝えください。特典はｲ
ﾝﾀｰﾈｯﾄの旅行サイトに掲載し
ているプランは除きます。料金
は通常料金12,500～※曜日・
季節により変更有り。

南信 宿泊 大芝荘
長野県伊那郡南箕輪
村2358-5

0265-76-0048
0265-76-9655

宿泊　　和室5名定員
3名以上使用　2食付
き　9,924円税込み～
　　　　　和洋室5名定
員　3名以上使用　2
食付き　11,004円税
込み～

会員特別　　宿泊料　1,000円
引き　　日帰り温泉大芝の湯
入浴券　割引券サービス

南信 食事

信州富士見チーズ
工房直営
テラスレストラン
チェスナット

諏訪市富士見町立沢
1-1436　八ヶ岳カント
リーキッチン内

0266-66-2410

会員及び同伴者　会員証提示
1,000円以上の食事でコーヒー
or紅茶orグラスワイン1杯サー
ビス

県外 宿泊 大川温泉　大川館
静岡県賀茂郡東伊豆
町大川302

0557-23-0555 5,000円
会員及びその家族、通常料金
より10％引き（素泊まり）

県外 宿泊 北川温泉　星ホテル
静岡県賀茂郡東伊豆
町奈良本1205-116

0557-22-0555 12,950円
会員及びその家族、通常料金
より500円引き

県外 宿泊 北川温泉　山十旅館
静岡県賀茂郡東伊豆
町北川1035

0557-23-0633
0557-23-3422

10,800円
会員及びその家族、通常料金
より10％引き

県外 宿泊
稲取温泉　稲取東海
ホテル湯苑

静岡県賀茂郡東伊豆
町稲取1599-1

0557-95-2121
0557-95-1923

15,270円

会員及びその家族、通常料金
より5％引き
（ウェルカムドリンクサービス
15：00～17：00）
（アーリーチェックイン15：00→
14：00）
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エリア 施設区分 施設名 所在地
ＴＥＬ

（FAX）
通常料金等 割引内容等

県外 宿泊
稲取温泉　心湯の宿
～SAZANA～

静岡県賀茂郡東伊豆
町稲取1594-1

0557-95-1122
0557-95-1123

17,820円
会員及びその家族、スパークリ
ングワイン サービス

県外 宿泊
海一望絶景の宿　い
なとり荘

静岡県賀茂郡東伊豆
町稲取1531

0557-95-1234
0557-95-1907

18,900円

会員及びその家族、通常料金
より10％引き
（ウェルカムドリンク、貸切露天
風呂1回サービス）

県外 宿泊
稲取温泉　磯の宿
石花海

静岡県賀茂郡東伊豆
町稲取1604-1

0557-95-2231
0557-95-0120

20,670円
会員及びその家族、通常料金
より10％引き

県外 宿泊
稲取温泉　味の宿
喜久多

静岡県賀茂郡東伊豆
町稲取1568

0557-95-2537
0557-95-5037

12,000円
会員及びその家族、通常料金
より10％引き

県外 宿泊
稲取温泉　お口の故
郷やまだ荘

静岡県賀茂郡東伊豆
町稲取347-1

0557-95-2811 9,000円
会員及びその家族、通常料金
より10％引き
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