友好都市のお客様への１０％割引サービス提供施設一覧

2019/2/19

※さいたま市のお客様はシルバーカードご提示でのみ下記割引が対象となります。
■宿泊施設へは、お客様から直接お問い合わせ、ご予約をお願いいたします。
業種
温泉地名
施設名
電話番号
参考価格帯
宿泊施設 湯ノ小屋温泉 ペンション オールドストリング
0278-75-2386 9,450円～10,500円
宿泊施設 藤原エリア
宝台樹キャンプ場
0278-75-2206 オートサイト3,500円～
宿泊施設 宝川温泉
汪泉閣
0278-75-2611 10,300円～20,700円
宿泊施設 綱子向山温泉 別亭やえ野
0278-72-1266 33,000円～38,000円
宿泊施設 綱子向山温泉 蛍雪の宿 尚文
0278-72-2466 18,400円～43,200円
宿泊施設 湯檜曽温泉
天空の湯 なかや旅館
0278-72-3516 15,500円～20,500円
宿泊施設 湯檜曽温泉
ホテル湯の陣
0278-72-4111 7,800円～8,800円
宿泊施設 谷川温泉
金盛館せゝらぎ
0278-72-3260 21,000円～30,000円
宿泊施設 谷川温泉
檜の宿 水上山荘
0278-72-3250 19,000円～33,000円
宿泊施設 水上温泉
ペットと泊まれる温泉宿 だいこく館 0278-72-3278 13,000円～16,000円
宿泊施設 水上温泉
源泉湯の宿 松乃井
0278-72-3200 12,960円～27,000円
宿泊施設 水上温泉
水上館
0278-72-3221 12,000円～100,000円
宿泊施設 水上温泉
天狗の湯 きむら苑
0278-72-5851 14,190円～16,350円
宿泊施設 上牧温泉
辰巳館
0278-72-3055 11,700円～19,050円
宿泊施設 月夜野温泉
みねの湯つきよの館
0278-62-1207 6,715円～10,965円
宿泊施設 湯宿温泉
ゆじゅく金田屋
0278-64-0606 9,450円～11,550円
宿泊施設 湯宿温泉
太陽館
0278-64-0211 9,000円～
宿泊施設 猿ヶ京温泉
猿ヶ京ホテル
0278-66-1101 13,000円～18,000円
宿泊施設 猿ヶ京温泉
旅籠屋 丸一
0278-66-0066 12,800円～15,850円
宿泊施設 猿ヶ京温泉
料理旅館 樋口
0278-66-1500 12,000円～16,500円
宿泊施設 猿ヶ京温泉
旅籠 しんでん
0278-66-0205 8,850円～13,300円
宿泊施設 猿ヶ京温泉
温宿 三河屋
0278-66-0172 13,500円～21,600円
宿泊施設 猿ヶ京温泉
温泉農家民宿 はしば
0278-66-0153 6,500円～
宿泊施設 猿ヶ京温泉
生寿苑
0278-66-1175 16,000円～26,000円
宿泊施設 猿ヶ京温泉
ル・ヴァンベール湖郷
0278-66-0880 12,900円～18,000円
0278-66-0321 12,000円～20,000円
宿泊施設 猿ヶ京温泉
湯豆のやど本伝
宿泊施設 法師温泉
長寿館
0278-66-0005 15,000円～24,000円
■アウトドア施設へは、みなかみ町観光協会を通じてご予約下さい。
業種
エリア
施設名
電話番号
アウトドア 月夜野エリア ブルームーンヒル牧場
0278-62-9150
アウトドア 水上エリア
キャニオンズ
0278-72-2800
アウトドア 水上エリア
カッパＣＬＵＢ
0278-72-1372
アウトドア 水上エリア
レイクウォーク
0278-72-2870
アウトドア 水上エリア
ネイチャーナビゲーター
0278-72-5923
■農園施設へは、みなかみ町観光協会を通じてご予約下さい。
業種
エリア
施設名
電話番号
農園
月夜野エリア 阿部農園
0278-62-6368
農園
月夜野エリア 阿部りんご園
0278-72-5006
農園
月夜野エリア 果実工房 本家園
0278-62-2198
農園
月夜野エリア 11代彌平治りんご園
0278-62-2745
農園
月夜野エリア 村主りんご園
0278-62-6811
農園
月夜野エリア 高橋アップル農園
0278-62-6801
農園
月夜野エリア 高橋りんご園
0278-62-2696
農園
月夜野エリア 高橋農園
0278-62-6613
農園
月夜野エリア 都谷りんご園
0278-72-5035
農園
月夜野エリア なぐるみりんご園
0278-62-3176
農園
月夜野エリア 林りんご園
0278-62-6901
農園
月夜野エリア まるひろ農園
0278-62-3008
農園
月夜野エリア 名月園
0278-62-3183
農園
月夜野エリア 高橋まるに園
0278-62-6809
農園
月夜野エリア 高柳りんご農園
0278-72-5532
農園
月夜野エリア まる芳りんご・ブルーベリー園
0278-62-6886
農園
新治エリア 一作農園
0278-64-1416
農園
新治エリア 梅澤りんご園
0278-64-0971
農園
新治エリア 江高園
0278-64-1638
農園
新治エリア 白岩農園
0278-64-0016
農園
新治エリア たにがわ園
0278-64-1351
農園
新治エリア 田村農園
0278-64-1668
農園
新治エリア たむらブルーベリー園
0278-64-0659
農園
新治エリア モギトーレ
0278-64-2800
農園
新治エリア ポミエ
0278-64-0005
農園
新治エリア 本多果樹園（ふれあいの家）
0278-64-2288
農園
新治エリア 本多ブルーベリー園
0278-64-1837
農園
新治エリア やなぎ農園
0278-64-0278
農園
水上エリア
すずみつりんご本家園
0278-72-3956

参考価格帯
3,000円～4,000円
6,000円～9,500円
8,000円～10,000円
4,500円～12,500円
5,500円～15,000円

参考価格帯
リンゴ
リンゴ
リンゴ、ブルーベリー、洋ナシ

リンゴ
リンゴ
リンゴ
リンゴ
リンゴ、イチゴ
リンゴ、ブルーベリー、洋ナシ、モモ

リンゴ
リンゴ
リンゴ、プラム、洋ナシ、サクランボ

リンゴ
リンゴ、ブルーベリー
リンゴ、米、梅
リンゴ、ブルーベリー
リンゴ
リンゴ、プラム
リンゴ、洋ナシ
サクランボ
サクランボ
リンゴ
ブルーベリー
イチゴ、サクランボ、ブルーベリー、プラム、ブドウ、リンゴ

リンゴ、ブルーベリー、プラム
リンゴ、サクランボ、ブルーベリー、プラム、モモ、洋ナシ、トマト

ブルーベリー
ブルーベリー
リンゴ

備考

割引対象とならないプラ
ンもございます。
予めご了解をお願いいた
します。

備考
ツリーハウス素泊まり料金

備考

