
ご利用に当たっては、以降の事項をよくお読みいただきご利用ください。

○ 各提携施設をご利用の際は、林野庁「緑のオーナー」または「名誉オーナー」である旨を
お伝えいただき、「グリーンクーポン券」をお渡しください。
（優遇措置欄に☆印のある施設については、「グリーンクーポン券」と併せて緑のオーナー
の「利用証明書」の提示が必要となります。）

○ 提携施設により優遇措置等が異なります。詳しくは、提携施設毎の案内をご確認ください。
○ 「グリーンクーポン券」は、最終ページに綴じてありますので、切り離してご使用ください。

ご利用方法

https://www.rinya.maff.go.jp/j/kokuyu_rinya/kokumin_mori/katuyo/kokumin_sanka/owner_fureai/index.html

‖ Ⅱ 緑に親しむ機会のご案内

ご参考：緑のオーナーの皆様による森林とのふれあいについて

ご注意

緑のオーナー・名誉オーナーとも、掲載されている全ての施設等をご利用いただけ

ます。

なお、ご利用いただける施設、料金、特産品等の内容については、令和４年12月末

現在でとりまとめたものとなります。その後、変更・廃止等がある場合もございますの

で、ご利用の際は、事前に施設等へご確認ください。

!

緑のオーナー 森林とのふれあい

１．全国の提携施設
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○ ご利用に当たっては、ご予約の際に林野庁「緑のオーナー」または「名誉オーナー」で
ある旨を各施設にお伝えいただき、ご利用料金等をご確認ください。

○ 緑のオーナー・名誉オーナーの皆様は、優待料金でご利用いただけます。受付の際に
「グリーンクーポン券」を提出の上、優遇措置を受けてください。

○ 施設名の末尾に「♨」を表示した施設には、温泉があります。
○ 「グリーンクーポン券」１枚につき、お１人様１回限り有効となります。
○ 各施設へのお申し込みは、電話でお願いいたします。

ご利用方法

‖ 公共の宿泊施設（国家公務員共済組合連合会（ＫＫＲ）宿泊施設）

ご注意

料金は、部屋タイプ・ご利用人数・曜日・季節等によって異なりますので、予約の際

には、各施設へお問い合わせください。

!

地域 施設名 所在地

北
海
道

1 ＫＫＲかわゆ�♨

�〒088-3465�

�北海道川上郡弟子屈町川湯温泉1-2-15�

�ＴＥＬ�015（483）2643　FAX�015（483）2840

2 ＫＫＲはこだて�♨

�〒042-0932�

�北海道函館市湯川町2-8-14�

�ＴＥＬ�0138（57）8484　FAX�0138（57）8485

東
北

3 ＫＫＲ蔵王�白銀荘�♨

�〒990-2301�

�山形県山形市蔵王温泉904-8�

�ＴＥＬ�023（694）9187　FAX�023（694）9068

関
東

4 ＫＫＲ水上�水明荘�♨

�〒379-1727�

�群馬県利根郡みなかみ町大穴859�

�ＴＥＬ�0278（72）2345　FAX�0278（72）4023

5 ＫＫＲホテル東京

�〒100-0004�

�東京都千代田区大手町1-4-1�

�ＴＥＬ�03（3287）2921　FAX�03（3287）2913

6 ＫＫＲホテル中目黒

�〒153-0043�

�東京都目黒区東山1-27-15�

�ＴＥＬ�03（3713）8131　FAX�03（3713）8120

7 ＫＫＲポートヒル横浜

�〒231-0862�

�神奈川県横浜市中区山手町115�港の見える丘公園�

�ＴＥＬ�045（621）9684　FAX�045（621）6667

8 ＫＫＲ逗子�松汀園

�〒249-0007�

�神奈川県逗子市新宿3-2-26�

�ＴＥＬ�046（871）2042　FAX�046（872）3713
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地域 施設名 所在地

関
東

9 ＫＫＲ鎌倉�わかみや�♨

�〒248-0014�

�神奈川県鎌倉市由比ガ浜4-6-13�

�ＴＥＬ�0467（25）4321　FAX�0467（24）9209

10 ＫＫＲ江ノ島�ニュー向洋

�〒251-0035�

�神奈川県藤沢市片瀬海岸1-7-23�

�ＴＥＬ�0466（23）7710　FAX�0466（23）7704

伊
豆

・
箱
根

11 ＫＫＲ宮の下�♨

�〒250-0402�

�神奈川県足柄下郡箱根町木賀1014�

�ＴＥＬ�0460（87）2350　FAX�0460（87）6369

12 ＫＫＲホテル熱海�♨

�〒413-0005�

�静岡県熱海市春日町7-39�

�ＴＥＬ�0557（85）2000　FAX�0557（85）6604

13 ＫＫＲ伊豆長岡�千歳荘�♨

�〒410-2201�

�静岡県伊豆の国市古奈82�

�ＴＥＬ�055（948）0010　FAX�055（948）0990

14 ＫＫＲ沼津�はまゆう�♨

�〒410-0106�

�静岡県沼津市志下192�

�ＴＥＬ�055（931）0592　FAX�055（931）3009

甲
信
越

15 ＫＫＲ湯沢�ゆきぐに�♨

�〒949-6101�

�新潟県南魚沼郡湯沢町湯沢2574�

�ＴＥＬ�025（784）3424　FAX�025（784）3425

16 ＫＫＲ諏訪湖荘�♨

�〒392-0027�

�長野県諏訪市湖岸通り5-7-7�

�ＴＥＬ�0266（58）1259　FAX�0266（56）2399

17 ＫＫＲ甲府�ニュー芙蓉�♨

�〒400-0026�

�山梨県甲府市塩部3-6-10�

�ＴＥＬ�055（252）1327　FAX�055（253）0692

東
海

・
北
陸

18 ＫＫＲホテル金沢

�〒920-0912�

�石川県金沢市大手町2-32�

�ＴＥＬ�076（264）3261　FAX�076（224）3608

19 ＫＫＲ平湯�たから荘�♨

�〒506-1433�

�岐阜県高山市奥飛騨温泉郷平湯763-12�

�ＴＥＬ�0578（89）2626　FAX�0578（89）3126

20 ＫＫＲ下呂�しらさぎ�♨

�〒509-2202�

�岐阜県下呂市森1209�

�ＴＥＬ�0576（25）5505　FAX�0576（25）5773

21 ＫＫＲホテル名古屋

�〒460-0001�

�愛知県名古屋市中区三の丸1-5-1�

�ＴＥＬ�052（201）3326　FAX�052（201）3870

22 ＫＫＲ鳥羽�いそぶえ荘�♨

�〒517-0021�

�三重県鳥羽市安楽島町1075�

�ＴＥＬ�0599（25）3226　FAX�0599（25）3228

近
畿

23 ＫＫＲホテルびわこ�♨

�〒520-0105�

�滋賀県大津市下阪本1-1-1�

�ＴＥＬ�077（578）2020　FAX�077（578）8590
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地域 施設名 所在地

近
畿

24 ＫＫＲ京都�くに荘�♨

�〒602-0858�

�京都府京都市上京区河原町通荒神口上る東入東桜町27-3�

�ＴＥＬ�075（222）0092　FAX�075（222）1608

25 ＫＫＲホテル大阪

�〒540-0007�

�大阪府大阪市中央区馬場町2-24�

�ＴＥＬ�06（6941）1122　FAX�06（6941）5508

26 ＫＫＲ奈良�みかさ荘

�〒630-8301�

�奈良県奈良市高畑大道町1224�

�ＴＥＬ�0742（22）5582　FAX�0742（22）2913

27 ＫＫＲ白浜�美浜荘�♨

�〒649-2211�

�和歌山県西牟婁郡白浜町1564-2�

�ＴＥＬ�0739（42）3383　FAX�0739（42）3384

28 ＫＫＲ城崎�玄武�♨

�〒669-6101�

�兵庫県豊岡市城崎町湯島75�

�ＴＥＬ�0796（32）2631　FAX�0796（32）4026

中
国

29 ＫＫＲ山口�あさくら�♨

�〒753-0064�

�山口県山口市神田町2-18�

�ＴＥＬ�083（922）3268　FAX�083（922）3262

四
国

30 ＫＫＲ道後�ゆづき�♨

�〒790-0854�

�愛媛県松山市岩崎町1-7-37�

�ＴＥＬ�089（941）2934　FAX�089（941）2971

九
州

31 ＫＫＲホテル博多

�〒810-0022�

�福岡県福岡市中央区薬院4-21-1�

�ＴＥＬ�092（521）1361　FAX�092（521）4881

32 ＫＫＲホテル熊本

�〒860-0001�

�熊本県熊本市中央区千葉城町3-31�

�ＴＥＬ�096（355）0121　FAX�096（355）7955
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○ ご利用に当たっては、ご予約の際に林野庁「緑のオーナー」または「名誉オーナー」で
ある旨を各施設にお伝えいただき、ご利用料金等をご確認ください。

○ 受付の際に「グリーンクーポン券」を提出の上、優遇措置を受けてください（優遇措
置欄に☆印のある施設については、「グリーンクーポン券」と併せて緑のオーナー
の「利用証明書」の提示が必要です。）。

ご利用方法

‖ 提携宿泊施設

ご注意

利用料金は、食事代・消費税・キャンセル料等が別途必要な場合もありますので、

詳しくは、事前に施設へ直接お問い合わせください。

年末年始、ゴールデンウィーク、お盆などの特定期間については、優遇措置が受け

られない施設もございます。

旅行代理店等を通じた団体旅行の場合には、グリーンクーポン券はご利用になれ

ませんのでご注意ください。

!

施設名 所在地
一般利用料金

優��遇��措��置

1
登別温泉

望楼NOGUCHI登別

〒059-0596

北海道登別市登別温泉町200番地1

TEL�0570-026570

料金の変動があるため、 予約時にお

問い合わせください。

グラスワイン一杯付

2
絶景の湯宿

洞爺　湖畔亭

〒049-5721

北海道虻田郡洞爺湖町

洞爺湖温泉7-8

TEL�0570-026571

料金の変動があるため、 予約時にお

問い合わせください。

夕食時、 ワンドリンクプレゼント

3
ザ�レイクビューTOYA

乃の風リゾート

〒049-5721

北海道虻田郡洞爺湖町

洞爺湖温泉29-1

TEL�0570-026571

料金の変動があるため、 予約時にお

問い合わせください。

夕食時、 ワンドリンクプレゼント

4
緑の風リゾート

きたゆざわ

〒052-0316

北海道伊達市大滝区

北湯沢温泉町300-2

TEL�0570-026574

料金の変動があるため、 予約時にお

問い合わせください。

夕食時、 ワンドリンクプレゼント

5
きたゆざわ

森のソラニワ

〒052-0316

北海道伊達市大滝区

北湯沢温泉町300-7

TEL�0570-026574

料金の変動があるため、 予約時にお

問い合わせください。

夕食時、 ワンドリンクプレゼント

6
北湯沢温泉郷

湯元　ホロホロ山荘

〒052-0316

北海道伊達市大滝区北湯沢温泉町34

TEL�0570-026574

料金の変動があるため、 予約時にお

問い合わせください。

夕食時、 ワンドリンクプレゼント
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施設名 所在地
一般利用料金

優��遇��措��置

7
定山渓温泉

章月グランドホテル

〒061-2302

北海道札幌市南区

定山渓温泉東3-239

TEL�0570-026575

料金の変動があるため、 予約時にお

問い合わせください。

夕食時、 ワンドリンクプレゼント

8 層雲峡　朝陽亭

〒078-1795

北海道上川郡上川町層雲峡温泉

TEL�0570-026572

料金の変動があるため、 予約時にお

問い合わせください。

夕食時、 ワンドリンクプレゼント

9
層雲峡温泉

朝陽リゾートホテル

〒078-1701

北海道上川郡上川町層雲峡温泉

TEL�0570-026572

料金の変動があるため、 予約時にお

問い合わせください。

夕食時、 ワンドリンクプレゼント

10
函館湯の川温泉

湯元　啄木亭

〒042-0932

北海道函館市湯川町1丁目18番15号

TEL�0570-026573

料金の変動があるため、 予約時にお

問い合わせください。

夕食時、 ワンドリンクプレゼント

11 HAKODATE　海峡の風

〒042-0932

北海道函館市湯川町1丁目18番15号

TEL�0570-026573

料金の変動があるため、 予約時にお

問い合わせください。

夕食時、 ワンドリンクプレゼント

12 望楼NOGUCHI�函館

〒042-0932

北海道函館市湯川町1丁目17-22

TEL�0570-026573

料金の変動があるため、 予約時にお

問い合わせください。

グラスワイン一杯付

13
定山渓温泉　悠久の宿

白糸

〒061-2302

北海道札幌市南区

定山渓温泉東２丁目138-1

TEL�011（598）3351

１泊２食付　15,000円～21,000円

10％割引

14
小金湯温泉　湯元

旬の御宿　まつの湯

〒061-2274

北海道札幌市南区小金湯24

TEL�011（596）2131

14,450円～19,950円

10％割引

15
湖畔の宿　支笏湖

丸駒温泉旅館

〒066-0287

北海道千歳市幌美内７

TEL�0123（25）2341

11,000円～23,000円（税抜）

10％割引

※割引対象外のプランも有

16
沙流川温泉

ひだか高原荘

〒055-2315

北海道沙流郡日高町字富岡444-1

TEL�01457（6）2258

料金の変動があるため、 予約時にお

問い合わせください。

５％割引

17
星野リゾートトマム

ザ ・ タワー

〒079-2204

北海道勇払郡占冠村字中トマム

TEL�0167（58）1111㈹

トマム�ザ ・ タワー　1 泊 12,600 円～

リゾナーレトマム　　1 泊 23,100 円～

（いずれも 2名 1室利用時1名あたり、

税 ・サービス料込、 朝食付）

※�ペットは犬のみ。 ペットルームご利

用の方に限ります。

500円引
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施設名 所在地
一般利用料金

優��遇��措��置

18
白金四季の森ホテル

パークヒルズ

〒071-0235

北海道上川郡美瑛町字白金温泉

TEL�0166（94）3041

9,450円（税別）～�

（期間によって料金変動あり）

◎日帰り入浴（税込）

①入浴料金割引（11:00～21:00）

（大人）1,000円→700円、

（小学生）600円→350円、

（幼児（3歳～））300円→150円

②入浴料金早朝割引（6:00～8:45）

（大人）500円

（小学生）300円

（幼児（3歳～））100円

19 サフィールホテル稚内

〒097-0023

北海道稚内市開運1丁目2番2号

TEL�0162（23）8111

変動制のためご予約時にご案内

・ �基本料金（割引の無い料金）から10％

割引

・ �お電話による事前ご予約時のみ受

け付け

�（後からやチェックイン時のご対応不可）

・ �稼働状況などにより対象外の日にち有

20
かなやま湖

ログホテル ・ ラーチ

〒079-2411

北海道空知郡南富良野町字東鹿越

TEL�0167（52）3100

１泊２食付

11,000円～22,000円（税抜）

10％割引（7～8月は除く）

※�一部コテージに限りペット同伴可（詳

細は、 直接施設にお問い合わせく

ださい。）

21
かなやま湖

ログホテル ・ コテージ

〒079-2411

北海道空知郡南富良野町字東鹿越

TEL�0167（52）3100�

◎１棟１泊�（税抜）

（５人用）20,000円～47,000円

（８人用）32,000円～74,000円

10％割引（7～8月は除く）

※�一部コテージに限りペット同伴可（詳

細は、 直接施設にお問い合わせく

ださい。）

22

大雪山国立公園

ぬかびら源泉郷

糠平館観光ホテル

〒080-1403

北海道河東郡上士幌町

ぬかびら源泉郷北区48-1

TEL�01564（4）2210

10,000円～�（１泊２食付、 税別）

1,000円引

23

24
登別温泉

御やど　清水屋

〒059-0551

北海道登別市登別温泉町173

TEL�0143（84）2145

17,300円～35,000円

10％割引

25 登別　石水亭

〒059-0596

北海道登別市登別温泉町203-1

TEL�0570（026）570

料金の変動があるため、 予約時にお

問い合わせください。

10％割引（基本プランのみ適用）
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施設名 所在地
一般利用料金

優��遇��措��置

26
自然体験学習宿泊施設

歌才自然の家

〒048-0101

北海道寿都郡黒松内町字黒松内584

TEL�0136（72）3010

（平日） 8,060円（税込）

（休日前） 8,560円（税込）

※�料金は変更になる可能性があるの

で、予約時にお問い合わせください。

15人以上の団体に限って、 割引あり。

（お部屋により割引料金に差がありま

すので、 予約時にお問い合わせくださ

い。）

27
HOTEL�Jogakura

（ホテル城ヶ倉）

〒030-0111

青森県青森市大字荒川字南荒川山

TEL�017（738）0658

14,600円～45,000円（税別）

10％割引

28 酸ヶ湯温泉

〒030-0197

青森県青森市大字荒川字南荒川山

国有林小字酸ヶ湯沢50

TEL�017（738）6400

11,000円～（消費税別、 入湯税別）

10％割引

29 民宿はせ川

〒036-0404

青森県黒石市大字板留字宮下21

TEL�0172（54）8223

（4～10月） 7,000円

（11～3月） 6,500円

500円引

☆�可能であれば利用証明書の提示も

お願いします。

30 民宿栄屋

〒039-5327

青森県むつ市脇野沢本村160

TEL�0175（44）3422

1泊2食付　7,150円（税込）

500円引

☆�利用証明書の提示もお願いします。

31 蔦温泉旅館

〒034-0301

青森県十和田市大字奥瀬字蔦野湯1

TEL�0176（74）2311

18,700～40,920円（税込、 入湯税別）

10％割引

32
龍飛崎温泉

ホテル竜飛

〒030-1711

青森県東津軽郡外ヶ浜町

三厩龍浜54-274

TEL�0174（38）2011

２名１室　13,000円～

３名１室　12,000円～

４～５名１室　11,000円～

（サービス料込 ・諸税別）

宿泊料５％割引

33

34 ロックウッド ・ ホテル＆スパ

〒038-2793

青森県西津軽郡鰺ヶ沢町鰺ヶ沢高原

TEL�0173（72）1011

8,800～34,100円（１泊２食付）

ホテル通常料金より1,000円引

（１泊２食付 ・要予約）

※�期間により料金が異なりますので詳

しくはお問い合わせください。

35
新安比温泉

静流閣

〒028-7533

岩手県八幡平市叺田43-1

TEL�0195（72）2110

１泊２食付　12,250円（税込）〜

10％割引

（要予約、 割引除外期間あり）

11
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36 休暇村　岩手網張温泉

〒020-0585

岩手県岩手郡雫石町長山小松倉

TEL�019（693）2211

日帰り入浴代600円

日帰り温泉館 「薬師の湯」 の日帰り

入浴代100円引（１枚につき１名様のみ）

※�新型コロナウイルス感染拡大防止

の為、臨時休館する場合もあります。

37 須川高原温泉

〒021-0101

岩手県一関市巖美町字祭畤山

TEL�0191（23）9337、 9338

（営業期間5月中旬～10月下旬）

10,300円～15,800円（税別）

10％割引

（旅館部のみ、 割引除外期間あり）

【9/10～10/20】

☆�利用証明書の提示もお願いします。

38 元湯夏油（夏油温泉）

〒024-0322

岩手県北上市和賀町岩崎新田1-22

TEL�090（5834）5151

（11月上旬～5月中旬閉館）

11,150円（税込）～

10％割引（割引除外期間あり）

※�他社のクーポン券との併用お断り

39 ホテル龍泉洞　愛山

〒027-0501

岩手県下閉伊郡岩泉町岩泉字松橋1-2

TEL�0194（22）4111

8,800円～16,500円（税込）

10％割引

40
雫石南網張ありね温泉

ゆこたんの森

〒020-0585

岩手県岩手郡雫石町長山猫沢3-6

TEL�019（693）3600

FAX�019（693）3535

基本料金の10％割引

（年末年始 ・特別プランは除く）

※直接電話予約の場合に限ります。

41 国見温泉　森山荘

〒020-0528

岩手県岩手郡雫石町橋場国見温泉

TEL�090（1930）2992

１泊２食付　9,720円（税込）

10％割引

（営業期間�5月上旬～11月中旬）

※�ペット同伴可（詳細は、 直接施設に

お問い合わせください。）

42
鎌先温泉

最上屋旅館

〒989-0231

宮城県白石市福岡蔵本鎌先1-35

TEL�0224（26）2131

12,500円（税別）

10％割引（※ご利用の際は電話予約

時にクーポン利用とお伝えください。

☆�利用証明書の提示もお願いします。）

※ほかのクーポンの併用は不可

※ペット同伴不可

43 あづまや旅館

〒989-0913

宮城県刈田郡蔵王町遠刈田温泉本町8

TEL�0224（34）2116

10,000円～15,000円

５％割引

ペット同伴可

44 鳴子ホテル

〒989-6823

宮城県大崎市鳴子温泉字湯元36

TEL�0229（83）2001

11,150円（税込）～

10％割引（特別プランは除く。 予約時

に申し出が必要）

※割引対象者は契約者本人のみ

45 休暇村　乳頭温泉郷

〒014-1201

秋田県仙北市田沢湖生保内駒ヶ岳2-1

TEL�0187（46）2244（無休）

通常ご宿泊プラン

１泊２食�14,500円〜17,800円（税込）

１室２名利用の場合　室料10％割引
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46
乳頭温泉郷

秘湯　鶴の湯温泉

〒014-1204

秋田県仙北市田沢湖田沢

字先達沢国有林

TEL�0187（46）2139（無休）

9,830円～19,950円（税込）

10％割引

☆�利用証明書の提示もお願いします。

47
田沢湖温泉 ・水沢温泉郷

元湯　水沢山荘

〒014-1201

秋田県仙北市田沢湖生保内

字下高野73-10

TEL�0187（46）2341

（不定休（休館日要確認））

平日　11,150円（税込）

休前日、 土曜　11,700円（税込）

ＧＷ、お盆、年末年始　13,900円（税込）

※１人１室利用は1,100円追加

10％割引

48
源泉かけ流し

和風宿　岡部荘

〒018-5421

秋田県鹿角市十和田大湯字上の湯1-1

TEL�0186（37）2245

11,000円～17,000円（税込）

お酒またはジュース１本付

☆利用証明書の提示もお願いします。

49 龍門亭　千葉旅館

〒018-5421

秋田県鹿角市十和田大湯

字上の湯１丁目38-1

TEL�0186（37）2211

15,000円～20,000円（税別）

お酒またはジュース1本付

50 大館矢立ハイツ

〒017-0001

秋田県大館市長走字陣場311

TEL�0186（51）2311

9,000円以上のコース

室料の10％割引（特別期間を除く）

51 旅館　多郎兵衛

〒012-0183

秋田県湯沢市皆瀬字湯元121-5

TEL�0183（47）5016

11,150円～22,150円（税込）

10％割引

52
やまゆり温泉

ホテルブラン

〒019-0803

秋田県雄勝郡東成瀬村椿川

字柳沢39-7

TEL�0182（47）3104

10,000円～（消費税 ・入湯税別）

1,000円割引

（GW、 お盆期間、 年末年始は除く）

53 須川温泉　栗駒山荘

〒019-0803

秋田県雄勝郡東成瀬村椿川

字仁郷山国有林1013林班

TEL�0182（47）5111

（営業期間4月下旬～11月初旬）

17,000円～（消費税 ・入湯税別）

1,000円割引

（GW、 お盆期間、 紅葉期間は除く）

54 ホテルゆとりあ藤里

〒018-3201

秋田県山本郡藤里町藤琴字下湯の沢1-2

TEL�0185（79）1070

宿泊料（素泊～１泊２食付）

6,000円～13,000円（消費税 ・入湯税別）

※ただし、 12/31～1/3迄は除く

宿泊料10％割引（消費税 ・入湯税別）

55
きみまち阪

壱ノ座（いちのくら）

〒018-3102

秋田県能代市二ツ井町小繋字泉20

TEL�0185（73）3925

宿泊料（素泊～１泊２食付）

5,900円～9,700円（税別）

※ただし、 １泊２食付は５名様から

※休前日は1,100円追加

宿泊料10％割引（税別）

13



施設名 所在地
一般利用料金

優��遇��措��置

56
鳥海高原ペンション

駒の王子

〒015-0352

秋田県由利本荘市西沢

字南由利原427-7

TEL�0184（53）3110

10,000円～11,000円（税込）

10％割引

※�サイクリングロード、 プラネタリウム

等あり

※�ペット同伴要相談（詳細は、 直接施

設にお問い合わせください。）

57 アルブ天元台

〒992-1461

山形県米沢市白布温泉天元台

TEL�0238（55）2236

8,580円～13,200円（税込）

基本宿泊料金の５％OFF

58 東根温泉　青松館

〒999-3702

山形県東根市温泉町1-20-1

TEL�0237（42）1411

8,000円～18,000円（税別）

10％割引

※�ペット同伴可（詳細は、 直接施設に

お問い合わせください。）

59
月山志津温泉

仙台屋旅館

〒990-0734

山形県西村山郡西川町大字志津22

TEL�0237（75）2218

11,000円～17,000円（税別）

10％割引

60
月山志津温泉

ぬくもりの宿　ゆきしろ

〒990-0734

山形県西村山郡西川町大字志津5

TEL�0237（75）2033

10,050円（税込）～

10％割引

61
月山志津温泉

湖畔の宿　清水屋旅館

〒990-0734

山形県西村山郡西川町大字志津20

TEL�0237（75）2211

10,450円（税込）～

5％割引

62
月山志津温泉

えびすや旅館

〒990-0734

山形県西村山郡西川町大字志津2

TEL�0237（75）2021

9,000円（税込）～

10％割引

63 月山リゾートイン

〒990-0733

山形県西村山郡西川町大字姥沢

TEL�0237（75）2316

（営業期間4月中旬～10月中旬）

12,100円（税込）～

宿泊料10％割引。

（自社HP予約サイト及び直接予約に限

る。 休前日、 GWは除く。 他の割引と

の併用不可）

64

65 新野地温泉　相模屋旅館

〒960-2157

福島県福島市土湯温泉町字野地2

TEL�0242（64）3624

10,000円～20,000円

10％割引

（ＧＷ、 年末年始、休 ・祭前日は除く）

※�予約時に緑のオーナーである旨を

お伝えいただき、 宿泊時には☆利

用証明書の提示もお願いします。

※ペット同伴不可（館内）
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66 鷲倉温泉　高原旅館

〒960-2157

福島県福島市土湯温泉町字鷲倉山1

TEL�0242（64）3224

12,000円～20,000円

（２名様以上、 消費税 ・入湯税別）

10％割引

（ＧＷ、 お盆、 年末年始は除く）

※�予約時に緑のオーナーである旨を

お伝えいただき、 宿泊時には☆利

用証明書の提示もお願いします。

※ペット同伴不可

67 幕川温泉　水戸屋旅館

〒960-2157

福島県福島市土湯温泉町字鷲倉山1-3

TEL�0242（64）3316

https://www.mitoya-makukawa.com/

13,000円～18,000円

（消費税 ・入湯税別）

10％割引（お盆は除く。 冬期休業）

※�予約時に緑のオーナーである旨を

お伝えいただき、 宿泊時には☆利

用証明書の提示もお願いします。

※�冬季休業は11/8～5/3予定。 （営業

開始時期は雪の状況等による）

※�ペット同伴可であるが1日の限定数

があります。 別途料金必要。 （詳し

くはホームページを確認してくださ

い。）

68

69 森の旅亭　マウント磐梯

〒969-2751

福島県耶麻郡猪苗代町

大字若宮字上ノ湯甲2985

TEL�0242（64）3911

https://mount-bandai.co.jp/

Email�:�m-bandai@sand.ocn.ne.jp

１泊２食付�お一人様�12,000円（税別）

電話にて御予約の場合に限り貸切風

呂１時間サービス

※�除外日がございますので詳しくはお

問い合わせください

70
裏磐梯レイクリゾート

五色の森

〒969-2701

福島県耶麻郡北塩原村檜原

字湯平山1171-1

TEL�0241（37）1111

https://www.lakeresort.jp/

五色の森大浴場

日帰り入浴1,200円（税込）

五色の森大浴場

日帰り入浴500円引き

タオル ・バスタオルはご持参ください

受付時間�13:30～17:00

71
会津東山温泉

庄助の宿�瀧の湯

〒965-0814

福島県会津若松市東山町湯本108

TEL�0242（29）1000

https://shousuke.com/

Email�:�ohara@shousuke.com

13,000円〜（税別）

２名様毎にオリジナルラベル

「庄助の酒」 300mlをプレゼント

※ペット同伴不可

72
袋田温泉　旅の宿

思い出浪漫館

〒319-3523

茨城県久慈郡大子町袋田978

TEL��0570（200）418

FAX��0295-72-3223

13,000円～30,000円

５％割引（割引除外期間あり）

☆利用証明書の提示もお願いします。

※ペット同伴不可
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73 北條館別館

〒319-3523

茨城県久慈郡大子町袋田1325-2

TEL�0295（72）3511

FAX�0295（72）5759

13,500円～16,500円

10％割引（割引除外期間あり）�

☆利用証明書の提示もお願いします。

※ペット同伴不可

74 マナホテル

〒319-2225

茨城県常陸大宮市西塩子168

TEL�0295（53）1144

FAX�0295（53）7777

https://www.managolf.jp/

8,100円～13,600円（税込 ・素泊）

優待料金にてご案内させていただきま

す。 朝食 ・夕食も対応可能です。

詳細については、 施設へ直接お問い

合わせください。

※ペット同伴不可

75 奥日光　森のホテル

〒321-1662

栃木県日光市湯元もみの木通り

TEL�0288（62）2338

22,000円～40,000円

5,000円引、 １名様単位

76
奥那須温泉

大丸温泉旅館

〒325-0301

栃木県那須郡那須町那須字湯本269

TEL�0287（76）3050

16,000円～32,000円（要問い合わせ）

10％割引（割引除外期間あり）

77

78 旅館山快

〒325-0301

栃木県那須郡那須町那須字湯本22

TEL�0287（76）3070

11,150円～16,150円（税込）

10％割引（休前日及び年末年始、 お

盆前後期間は、 割引除外）

79 日光金谷ホテル

〒321-1401

栃木県日光市上鉢石町1300

TEL�0288（54）0007

https://www.kanayahotel.co.jp/

Email�:�reservation@kanayahotel.co.jp

スタンダードツインA

２名１室１名様あたり１泊２食付

25,410円（税込）～（季節により料金が

異なります。）

基本宿泊料より20％OFF

インターネットプラン、 その他の優待

券の併用不可

80
塩原温泉

旅館　上会津屋

〒329-2921

栃木県那須塩原市塩原745

TEL�0287（32）2734

http://www.kamiaizuya.com/

Email�:�kamiaizu@beige.ocn.ne.jp

12,000円～（税別）

10％割引（適用除外期間あり）

要問い合わせ

81
赤沢温泉旅館

（経営者は林業家）

〒329-2921

栃木県那須塩原市塩原1149

TEL�0287（46）5700

https://akasawaonsen.com/

Email�:�nonbirionsen@gmail.com

１泊２食付�約12,500円～（税込）

ドリンク（お一人様1本）サービス

※�緑のオーナーであり、 海外での植

林の経験がある旅館主人が、 付近

の森林について説明（要事前予約）

※ペット同伴要相談
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82 一心舘

〒321-2526

栃木県日光市鬼怒川温泉滝542-3

TEL�0288（77）0008

https://www.i-spa.co.jp/

Email�:�info@i-spa.co.jp

15,000円～35,000円（税別）

一部屋の利用人数によって料金が変

わります。

10％割引（直接電話予約に限る）

休館日、 土曜日、 連休、 年末年始期

間、 GW期間、 夏期繁忙期等除外日

がございますので、 お問い合わせくだ

さい。

83
ナラ入沢渓流釣り

キャンプ場

〒321-2802

栃木県日光市上三依109-1

TEL�0288（79）0714

https://www.narairisawa.jp

Email�:�info@narairisawa.jp

6,600円～（税別）

宿泊料金10％割引

ご予約はナラ入沢渓流釣りキャンプ場

公式HPよりお願いします。

84 綿貫ペンション

〒377-1711

群馬県吾妻郡草津町557-11

TEL�0279（88）3509

8,400円（２人以上）

9,500円（１人）

ビール（中）またはソフトドリンク１本

サービス。

☆利用証明書の提示もお願いします。

※ペット同伴不可

85 鳩待山荘
〒378-0411

群馬県利根郡片品村大字戸倉

（お問い合わせ先）

〒378-0411

群馬県利根郡片品村大字戸倉761

東京パワーテクノロジー株式会社　

尾瀬林業事業所　尾瀬山荘案内

TEL�0278（58）7311

※�料金等については、 変更される場

合があるため、 事前にお問い合わ

せください。

※ペットの同伴不可

※１枚で1,000円の割引

86 至仏山荘

87 尾瀬沼山荘

88
鹿沢温泉旅館

鹿鳴館

〒377-1614

群馬県吾妻郡嬬恋村田代1017-92

TEL�0279（98）0003

http://karuizawanet.com/rokumei/

8,000円～23,200円（税別）

10％割引

（連休 ・ お盆 ・年末年始を除く）

素泊、 朝食付、 ２食付のプランがござ

います。

☆利用証明書の提示もお願いします。

※ペット同伴不可

89
口福のおもてなし

豆富懐石�猿ヶ京ホテル

〒379-1403

群馬県利根郡みなかみ町

猿ケ京温泉1171

TEL�0278（66）1101

http://www.sarugakyo.net/

14,000円～32,000円（税別）

宿泊頂いた場合、 酒、 ビール、 ソフト

ドリンク１本または１杯付

適用にならない飲物がございます。

お正月、 GWなどご宿泊できない日が

ございますのでお問い合わせください。

☆利用証明書の提示もお願いします。

※ペットの同伴不可
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施設名 所在地
一般利用料金

優��遇��措��置

90
伊香保温泉

ホテルきむら

〒377-0102

群馬県渋川市伊香保町伊香保557-32

TEL�0279（72）3333

https://www.hotel-kimura.co.jp/

Email�:�kimura.2313@hotel-kimura.co.jp

10,000円～25,000円（税別）

お酒又はソフトドリンク1本付（大人のみ）

※�価格については変動することもあり

ますので、 お問い合わせください

91
群馬県　伊香保温泉

ホテルいかほ銀水

〒377-0102

群馬県渋川市伊香保町伊香保557-23

TEL�0279（72）3711

http://ikaho.co.jp/

平日２名様以上　11,000円～（税別）

基本料金の10％割引

※ペット同伴可

※ペットちゃんに記念品（エサ等）

※ウェルカムドリンクサービス

※�10kg未満小型犬　ペットの大きさに

かかわらず一匹一泊3,300円（接種

済、 ゲージ持参に限ります。）

92
舌切雀のお宿

ホテル磯部ガーデン

〒379-0127

群馬県安中市磯部1-12-5

TEL�027（385）0085

　　　0120（850）065（フリーダイヤル）

http://www.isobesuzume.co.jp/

Email�:�si-isobe@isobesuzume.co.jp

（平日）

５、 ６名１室 ： 14,000円（税別）

４名１室 ： 14,000円（税別）

３名１室 ： 15,000円（税別）

２名１室 ： 16,000円（税別）

※休前日�＋3,000円

（平日）

５、 ６名１室 ： 14,000円（税別）

４名１室 ： 14,000円（税別）

３名１室 ： 14,500円（税別）

２名１室 ： 15,000円（税別）

※休前日�＋3,000円

※ペットは館内に立入禁止です。

※ペットは併設施設

「ペットドリーム」 利用可

中型犬5,000円（税別）

小型犬3,000円（税別）

93
老神温泉�吹割風呂

上田屋旅館

〒378-0322

群馬県沼田市利根町老神596

TEL�0278（56）3211

http://www.uedayaryokan.com/

Email�:�uedaya@axel.ocn.ne.jp

11,000円～15,000円（税別）

記念品贈呈

夕食時にワンドリンクサービス

☆利用証明書の提示もお願いします。

※ペット同伴不可

94
草津温泉

群龍館

〒377-1711

群馬県吾妻郡草津町草津394番地の2

TEL�0279（88）2079

http://www21.cx/gunryu/

Email�:�gunryuu@viola.ocn.ne.jp

15,400円～21,450円（税別）

基本料金から1,000円割引

※�価格については変動することがあり

ますので詳しくはお問い合わせくだ

さい。

※ペット同伴不可

95 如心の里　ひびき野

〒377-0102�

群馬県渋川市伊香保町伊香保403-125

TEL�0279（72）7022

https://www.j-hibikino.com/

Email�:�touawase@j-hibikino.com

14,000円～（税別）

基本宿泊料金より1,000円割引

※�価格については変動することもあり

ますので、 お問い合わせください。
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施設名 所在地
一般利用料金

優��遇��措��置

96 わらしの宿　生寿苑

〒379-1403

群馬県利根郡みなかみ町

猿ヶ京温泉1048

TEL�0278（66）1175

FAX�0278（66）0487

https://shojuen.com

Email�:�of昀椀ce@shojuen.com

22,000円～（税込）

宿泊（１泊２食）夕食時にワンドリンク

サービス（生ビールまたはソフトドリンク）

☆利用証明書の提示もお願いします。

※�他の優待 ・ 割引等の併用はできま

せん。

※�電話予約または公式予約ページか

らのご予約に限ります。

※�季節により料金が異なりますので、

事前にお問い合せください。

※ペット同伴不可

97 心に咲く花　古久家

〒377-0102

群馬県渋川市伊香保町伊香保52

TEL�0279（72）3322

FAX�0279（72）2218

２名１室15,000円〜

３名１室14,000円～

４名１室13,000円～

（税別）

グラスビール又はグラスワイン又はド

リンク1杯付

※貸切露天風呂50％OFF

※�季節により料金が異なりますので、

ご予約の際にお問い合わせください。

98 四万温泉　豊島屋

〒377-0601

群馬県吾妻郡中之条町四万3887

TEL�0279（64）2134

FAX�0279（64）2135

https://tosimaya.co.jp/

Email�:�niteco-sima@tosimaya.co.jp

13,800円～38,800円（税込）

貸切大岩風呂（通常\3,630/時間）を１

回無料利用

※ペット同伴不可

99 四万温泉　鍾寿館

〒377-0601

群馬県吾妻郡中之条町四万3895

TEL�0279（64）2301

FAX�0279（64）2878

http://www.naf.co.jp/shojukan/

夕食時にグラスワイン１杯（又は、 ソフ

トドリンク）サービス

（有料宿泊者のみ）

※ペット同伴不可

100 時わすれの宿　佳元

〒377-0601

群馬県吾妻郡中之条町四万4344-2

TEL�0279（64）2314

FAX�0279（64）2978

https://yoshimoto.jp

Email�:�info@yoshimoto.jp

16,000円～31,000円（税別）

クラフトビール又はソフトドリンク1杯

サービス（お一人様）

☆利用証明書の提示もお願いします。

※ペット同伴不可

101
秩父小鹿野温泉旅館

梁山泊

〒368-0103

埼玉県秩父郡小鹿野町般若260

TEL�0494（75）2654

FAX�0494（75）4034

http://www.rzp.co.jp

8,500円（税別）～

お土産プレゼント

102 ちちぶ温泉�はなのや

〒369-1803

埼玉県秩父市荒川日野542

TEL�0494（54）2654

FAX�0494（54）2653

https://www.hananoya-chichibu.jp

14,000円～27,000円（税別）

お土産プレゼント
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施設名 所在地
一般利用料金

優��遇��措��置

103
ナチュラルファームシティ

農園ホテル

〒368-8558

埼玉県秩父市大宮5911－1

TEL�0494（22）2000

FAX�0494（23）2000

http://www.farm-city.co.jp

別館�10,450円～

本館�14,850円～

（消費税込 ・別途入湯税150円）

電話予約のお客様�10％OFF

104 和銅鉱泉　ゆの宿　和どう

〒368-0001

埼玉県秩父市黒谷813

TEL�0494（23）3611

http://www.wadoh.co.jp

Email�:�info@wadoh.co.jp

２名１室利用時�

14,000円～31,000円（税別）

宿泊料金の10％割引

（土 ・休前日 ・特別日は除外）

17時までに到着の方へウェルカムドリ

ンクサービス

※�特典利用は直接のご予約（お電話

にて）に限ります。 予約時にご利用

の旨お伝えください。

105
ＡＮＡクラウンプラザ

ホテル成田

〒286-0107

千葉県成田市堀之内68

TEL�0476（33）1311

下記の優待料金（1泊朝食付、 消費税

別 ・サービス料込）

（ダブル ・ツイン１名様利用） 10,500円

（ダブル ・ツイン２名様利用） 16,000円

（トリプル ・ 3名1室利用） 22,500円

*エキストラベット1台

※設定除外日 ：

4月28日～5月7日、7月15日～8月14日、

12月30日、12月31日、2024年1月1日、

1月2日

106 仙郷楼

〒250-0631

神奈川県足柄下郡箱根町仙石原1284

TEL�0460（84）8521

https://senkyoro.co.jp/

Email�:�info@senkyoro.co.jp

22,000円～56,000円（税別）

ロビーにてコーヒー1杯サービス

※ペット同伴不可

107
箱根湯本温泉

かっぱ天国

〒250-0311

神奈川県足柄下郡箱根町湯本777

TEL�0460（85）6121

http://www.kappa1059.co.jp/

Email�:�kappa@kappa1059.co.jp

日帰り入浴

大人�900円　小人�400円（税込）

10％割引

大人�810円　小人�360円（税込）

※ペット同伴不可

108 箱根�パークス吉野

〒250-0312

神奈川県足柄下郡箱根町

湯本茶屋139番地5

TEL�0460（85）8111

https://www.pax-yoshino.com/

Email�:�info@pax-yoshino.com

公式ホームページ宿泊代金

公式ホームページ宿泊代金より

10％割引

ペット同伴不可

109
箱根湯本温泉／滝通り温泉郷

ホテル南風莊

〒250-0312

神奈川県足柄下郡箱根町

湯本茶屋179

TEL�0460（85）5505

http://www.nanpuso.co.jp/

Email�:�yoyaku@nanpuso.co.jp

18,150円～（税込）

通常料金からおひとり様（大人）

あたり\1,000円引き

※電話予約に限る

※ペット同伴不可
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優��遇��措��置

110 吉池旅館

〒250-0311

神奈川県足柄下郡箱根町湯本597

TEL�0460（85）5711

https://www.yoshiike.org/

Email�:�rsv@yoshiike.org

通常期間（特定日除く）

20,000円～43,000円（１名様あたり）

１室２名様から（税別）

※�価格については変動することもあり

ますのでお問い合わせください。

１泊２食対象のお客様へ　お一人様あ

たり宿泊費15％引きを致します。

※�連泊の場合でも１泊目のみ対象とさ

せていただきます。

※�WEBプラン等との併用はお受けでき

ません。

※ペット同伴不可

111 きたの風茶寮

〒250-0631

神奈川県足柄下郡箱根町仙石原934-29

TEL�0570-026577

料金の変動があるため、 予約時にお

問合せください。

夕食時ワンドリンクプレゼント

売店オリジナル銘菓プレゼント（１室1つ）

※ペット同伴不可

112 山翠楼�SANSUIROU

〒259-0314

神奈川県足柄下郡湯河原町宮上673

TEL�0570-026577

料金の変動があるため、 予約時にお

問合せください。

10％割引

※ペット同伴不可

113 海石榴�つばき

〒259-0314

神奈川県足柄下郡湯河原町宮上776

TEL�0570-026577

料金の変動があるため、 予約時にお

問合せください。

10％割引とオリジナル銘菓お土産付き

※予約時にお申し出ください。

※ペット同伴不可

114
源泉のお宿

湯河原千代田荘

〒259-0314

神奈川県足柄下郡湯河原町宮上�637

TEL�0570-026577

料金の変動があるため、 予約時にお

問合せください。

５％割引

※ペット同伴不可

115 開湯の宿　大和屋旅館

〒958-0037

新潟県村上市瀬波温泉2-5-28

TEL�0254（53）2175

11,000円（税別）～

宿泊５％割引

（要予約、ＧＷ、夏期、年末年始は除く）

※ペット同伴不可

116
ホテルグリーンプラザ

上越

〒949-6431

新潟県南魚沼市樺野沢112-1

TEL�025（782）1030

11,000円（税込）～

☆利用証明書掲示もお願いします。

10％割引（詳細については、 施設へ

お問合せください。）

※ペット同伴不可
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117 東電小屋

〒946-0085

新潟県魚沼市下折立赤ノ川表国有林

（お問い合わせ先）

〒378-0411

群馬県利根郡片品村大字戸倉761

東京パワーテクノロジー株式会社

尾瀬林業事業所　尾瀬山荘案内

TEL�0278（58）7311

※�料金等については、 変更される場

合があるため、 事前にお問い合わ

せください。

※ペットの同伴不可

※１枚で1,000円の割引

118 赤倉ユアーズイン

〒949-2102

新潟県妙高市田切219-70

TEL�0255（87）2427

http://a-yoursinn.com

１泊２食付　9,800円～

宿泊プランの500円引（他の割引との

併用及び特別プランは不可）

☆利用証明書の提示もお願いします。

※ペット同伴不可

119
プチハウス

ふぉーゆー

〒949-2106

新潟県妙高市田口1438-1

東赤倉ペンション村

TEL�0255（87）3231

http://p-fy.com

１泊２食付　8,000円～

宿泊プランの10％割引（他の割引との

併用及び特別プランは不可）

☆利用証明書の提示もお願いします。

※ペット同伴可

120
弥彦桜井郷温泉

さくらの湯

〒959-0318

新潟県西蒲原郡弥彦村麓1970

TEL�0256（94）1126

http://www.hotel-juraku.co.jp/sakura/

Email�:�yk-sakura@hotel-juraku.co.jp

（一般利用料金）

大人�1,150�円／小人�650�円

平日夜間割引�大人�700�円／小人�450�円

（優遇措置）

大人料金について

100�円引き

平日夜間割引�50�円引き

※年５回程度メンテナンス休館有り

121
新潟県　湯沢温泉

HOTELシャーレゆざわ銀水

〒949-6103

新潟県南魚沼郡湯沢町土樽6301-7

TEL�025（787）4141

http://yuzawa.co.jp/

平日２名様以上　8,800円～（税別）

冬期のみ

基本料金の10％割引

※ウェルカムドリンクサービス

※ペット同伴可（ペット割引有り）

10kg未満小型犬

※�ペットの大きさにかかわらず一匹１

泊3,300円（接種済、 ゲージ持参に

限ります。）

122
ゆうなみの宿

瀬波ビューホテル

〒958-0037

新潟県村上市瀬波温泉3-5-38

TEL�0254（53）3211

https://ssl.senamiview.com/

Email�:�info-senami@starhotel.co.jp

11,000円～18,000円

（消費税 ・入湯税別）

基本料金の５％OFF

※入湯税別途150円

※ペット同伴不可
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123
あてま高原リゾート

「ベルナティオ」

〒949-8556

新潟県十日町市珠川

TEL�025（758）4888

〈平日〉 18,040円（税込）～

〈休前日〉 22,220円（税込）～

※入湯税別途150円（大人のみ）

シーズン ・ 利用人数により料金変

動がございます。

☆利用証明書掲示もお願いします。

※�ペット同伴プランもございます。 専

用プランの宿泊となりますのでお問

い合わせください。

※ホテル内ペット同伴不可

124
黒部峡谷の秘湯

黒薙温泉旅館

〒938-0282

富山県黒部市宇奈月町黒部奥山国有林

TEL�0765（62）1802

（営業期間4月下旬～11月下旬）

11,150円（税込）～

※�変更される場合があるため、 事前

にお問い合わせください。

10％割引

125 名剣温泉

〒938-0171

富山県黒部市宇奈月町黒部奥山国有林

TEL�0765（52）1355

（営業期間5月下旬～11月中旬）

16,500円（消費税込、 入湯税別）

５％割引

（※�予約時にグリーンクーポン券使用

の連絡が必要）

126 祖母谷温泉小屋

〒938-0200

富山県黒部市宇奈月町黒部奥山国有林

TEL�0765（62）1038

（営業期間6月上旬～11月3日）��

１泊２食付　11,000円（消費税・入湯税込）

※クーポン利用は宿泊のみ

10％割引

127 立山室堂山荘

〒930-1406

富山県中新川郡立山町芦峅寺

TEL�076（463）1228

（営業期間4月16日～11月24日）

11,000円（税込）～

10％割引

128 雷鳥荘

〒930-1406

富山県中新川郡立山町芦峅寺125

TEL�076（463）1664

（営業期間4月16日～11月24日）��

10,850円（消費税込、 入湯税150円別）～

10％割引

129 雷鳥沢ヒュッテ

〒930-1406

富山県中新川郡立山町芦峅寺

TEL�076（463）1835

（営業期間4月15日～10月中旬）

9,800円（消費税 ・入湯税込）

500円引

※�必ず電話予約かＦＡＸをお願いします。

130 天狗平山荘

〒930-1406

富山県中新川郡立山町芦峅寺

TEL�076（411）4380

（営業期間4月15日～11月中旬）

13,000円～16,500円（税込）

※�変更される場合があるため、 事前

にお問い合わせください。

10％割引

131 立山高原ホテル

〒930-1413

富山県中新川郡立山町天狗平

TEL�076（463）1014

（営業期間4月下旬～11月上旬）

16,500円（税込）～

組合員料金
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132 みくりが池温泉

〒930-1406

富山県中新川郡立山町芦峅寺

TEL�076（463）1441

（営業期間4月15日～11月24日）

10,500円（税込）～（個室２名利用時１

名料金）

※�変更される場合があるため、 事前

にお問い合わせください。

10％割引

予約時に申し出必須。 電話での予約

者のみ対応可。

※他の割引券と併用不可

133 弥陀ヶ原ホテル

〒930-1406

富山県中新川郡立山町芦峅寺

TEL�076（442）2222

（営業期間4月10日～11月3日）

宿泊代

10％割引

134 ホテル立山

〒930-1406

富山県中新川郡立山町芦峅寺

TEL�076（463）3345

（営業期間4月16日～11月29日）

宿泊代

10％割引

135
ＡＮＡクラウンプラザ

ホテル富山

〒930-0084

富山県富山市大手町2-3

TEL�076（495）1111

ベストフレキシブルレート（変動制宿泊

料金プラン）

※�詳細は、 直接施設にお問い合わせ

ください。

10％割引（9/1～9/3を除く）

136 十枚荘温泉

〒409-2216

山梨県南巨摩郡南部町成島2714

TEL�0556（64）2246

8,000円～12,000円（税別）

10％割引

（詳細については、 直接施設にお問い

合わせください。）

※ペット同伴不可

137 きくみ荘

〒401-0336

山梨県南都留郡富士河口湖町

精進514-19

TEL�0555（87）2405

大人１名様あたり

7,500円（1名様ご利用時）

7,000円（2名様ご利用時）

10％割引

（詳細については、 直接施設にお問い

合わせください。）

※ペット同伴不可

138 坂巻温泉旅館

〒390-1516

長野県松本市安曇上高地

TEL�0263（95）2453

11,500円（税込）～

10％割引

※ペット同伴不可

139 大正池ホテル

〒390-1516

長野県松本市安曇上高地

TEL�0263（95）2301

13,750円（税込）～

５％割引

※ペット同伴不可

140
朝焼けの宿

明神館

〒390-1516

長野県松本市安曇上高地

TEL�0263（95）2036

（営業期間4月下旬～11月上旬）

11,000円（税込）～

500円引（電話予約のみグリーンクー

ポン券の使用が可能です。）

※ペット同伴不可
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141 中の湯温泉旅館

〒390-1516

長野県松本市安曇4467

TEL�0263（95）2407

11,000円（消費税 ・サービス料込）～

10％割引

※ペット同伴不可

142 高瀬館

〒398-0001

長野県大町市平高瀬入2118-13

TEL�0261（22）1446

12,000円～18,000円（税別）

10％割引※ペット同伴不可

143 白馬アルプスホテル

〒399-9422

長野県北安曇郡小谷村白馬乗鞍高原

（白馬乗鞍スキー場）

TEL�0261（82）2811

11,000円（税込）～

10％割引��※ペット同伴不可

144 王ヶ頭ホテル

〒390-0222

長野県松本市入山辺8964

（美ヶ原高原山頂）

TEL�0263（31）2751

19,800円（税込）～

５％割引

（7～８月及び土・日・祝日を除く平日）

145
奥蓼科温泉郷

渋御殿湯

〒391-0212

長野県茅野市北山奥蓼科5520-3

TEL�0266（67）2733

9,900円～12,100円（税込）

10％割引（税抜金額より）

146
信玄の薬湯

渋辰野旅館

〒391-0213

長野県茅野市豊平東岳4734

TEL�0266（67）2128

21,500円～26,000円

ソフトドリンクサービス

（ＧＷ、 お盆、 年末年始は適用除外）

※�お申込みは1週間前までにお願いし

ます。

147 ロッジ花紋

〒389-0501

長野県東御市湯の丸高原1270

TEL�0268（64）3377

9,350円（税込）

10％割引

148 湯の丸高原ホテル

〒389-0501

長野県東御市新張（湯の丸高原）

TEL�0268（62）0376

◎冬期（平日リフト券付１泊２食）

（初滑りシーズン）

２名以下　11,550円～、 ３名以上　10,050円～

（上記以外シーズン）

２名以下　11,025円～、 ３名以上　9,975円～

◎春～秋（１泊２食付）

10,500円～

10％割引

149
美ヶ原高原ホテル

山本小屋

〒386-0701

長野県小県郡長和町

和田美ヶ原高原5101

TEL�0268（86）2011

11,000円～14,700円（税込）

10％割引

150 ホテル千畳敷

〒399-4117

長野県駒ヶ根市字赤穂１

TEL�0265（83）5201

https://www.chuo-alps.com/hotel/

10,100円～26,400円（１泊２食付、税込）

10％割引

※�料金が変更になる場合がございます。
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151
大江戸温泉物語

ホテル木曽路

〒399-5302

長野県木曽郡南木曽町吾妻2278

TEL�0264（58）1236

お１人様当たり

9,980円～21,980円（税別）

※�ペット同伴不可（ただし、 介助犬等

の身体障害者補助犬は除く。）

日帰入浴　870円　→　670円

※タオルはご持参ください。

152 斑尾高原ホテル

〒389-2257

長野県飯山市大字飯山11492-321

TEL�0269（64）3311

１泊２食付　12,600円～22,000円

ペット同伴不可

10％割引

153 深山荘

〒506-1421

岐阜県高山市奥飛騨温泉郷神坂720-1

（新穂高温泉）

TEL�0578（89）2031

FAX�0578（89）2800

14,450円（消費税 ・サービス料込）

ペット不可

10％割引（土・日・祝日の前日、祝日、

ＧＷ、 7月末～8月末、 10/1～11月上

旬、 年末年始は割引除外）

154 乗鞍山頂　銀嶺荘

〒506-2254

岐阜県高山市丹生川町岩井谷

乗鞍岳　乗鞍国有林

TEL�0577（79）2026

（営業期間7月1日～10月中旬）

11,700円～17,000円

10％割引

ペット同伴は要相談

155 塩沢温泉　七峰館

〒509-3411

岐阜県高山市高根町上ヶ洞290

TEL�0577（59）2326

9,900円

ペット同伴は要相談

10％割引（割引除外期間あり）

156 湯の谷荘

〒509-3111

岐阜県下呂市小坂町落合濁河温泉

TEL�0576（62）3037

10,000円～13,000円

10％割引

157 舞台峠コテージ

〒508-0421

岐阜県中津川市加子母

（予約申込先）加子母森林組合

TEL�0573（79）3333

FAX�0573（79）3311

http://www.fa-kashimo.jp/

Email�:�info@fa-kashimo.jp

施設利用料　10％割引

（開設期間： 4～11月）ペット同伴不可

158 付知峡　渡合温泉

〒508-0421

岐阜県中津川市

加子母加子母裏木曽国有林

TEL�090（1092）8588（衛星携帯）

（営業期間4～11月）

宿泊料の5％割引

（詳細については、 事前に施設へお問

い合わせください。）ペット同伴不可

159 ホテルヴィラモンサン

〒501-5305

岐阜県郡上市高鷲町西洞3067-1

TEL�0575（72）5518

�9,000円～23,000円（税込）

10％割引

（4／9～12／15、 12／29～1／3、

　日 ・ 祝祭日の前日は割引除外）
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160
ものわすれの湯

船原館

〒410-3216

静岡県伊豆市上船原518-1

TEL�0558（87）0711

FAX�0558（87）0463

http://www.funabarakan.jp/

E-mail�:�fwih5897@outlook.jp

16,500円

（１室２名様利用の１名様料金、 別途

入湯税150円）

※ペット同伴可

※�平日10％割引（ＧＷ、 夏季期間、

年末年始等による除外日があるた

め、 事前に施設へお問い合わせく

ださい。）

161
寸又峡温泉

求夢荘

〒428-0411

静岡県榛原郡川根本町千頭389-1

TEL�0547（59）2311

7,500円（税別）

1,000円引

※�ペット同伴可（詳細は、 直接施設に

お問い合わせください。）

162 翠紅苑

〒428-0411

静岡県榛原郡川根本町千頭279

TEL�0547（59）3100

（和室10畳） 15,000円（税込）～、

（洋室（ツイン）） 11,700円（税込）～

※�季節によって料金が異なりますの

で、 予約時にご確認ください。

夕食 ・ 朝食とも 「お食事処」 にて

ご用意いたします。

※�料金等については、 変更される場

合があるため、 事前にお問い合わ

せください。

※�グリーンクーポン券ご利用の際に

は、 予約時にお伝えください。

※他プランとの併用は不可。

163

伊豆長岡温泉

えふでの宿

小松家　八の坊

〒410-2211

静岡県伊豆の国市長岡1056-1

TEL�055（948）1301

https://hachinobo.com/

Email�:�info@hachinobo.com

平日限定　14,800円（税込）

平日限定　10％割引

詳細については当館へお問い合わせ

ください

※特別室は除く

※ペット（小型犬のみ）衛生費

１匹�2,200円

※�価格の変動がございますので、 ご

予約の際にお問い合わせください。

164

伊豆�奥下田

飲泉 ・自家源泉

かけ流しの宿観音温泉

〒413-0712

静岡県下田市横川1092-1

TEL�0558（28）1234

　　　0120（01）9994（フリーダイヤル）

FAX�0558（28）1235

https://www.kannon-onsen.com/

19,950円〜45,000円（消費税・入湯税込）

○�飲む温泉観音温泉500mlペットボト

ル（お一人様１本）

○観音温泉オリジナル化粧品

（大人の女性のみ）

※ペット同伴要相談

※�詳細につきましては直接施設にお

問い合わせください。
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165

伊豆熱川温泉

ふたりの湯宿

湯花満開

〒413-0302

静岡県賀茂郡東伊豆町奈良本987-1

TEL�0557（23）1133

https://www.yubanamankai.jp

Email�:�info@yubanamankai.jp

11,990円〜32,500円�（税込）

※当館には大浴場がございません。

又、 お子様の受け入れに制限がご

ざいます。

夕食時のワンドリンクサービス、 又は

ロビーにてクラフトビール1杯サービス

※ペット同伴不可

166
伊豆修善寺温泉

新井旅館

〒410-2416

静岡県伊豆市修善寺970

TEL�0558（72）2007

http://arairyokan.jp

Email�:�yoyaku@arairyokan.jp

お一人様あたり（１泊２食付）

24,000円〜56,500円（税別）

宿泊料金の５％割引（同行者含、 自社

予約のみ）

除外日等ありますので事前にお問い

合わせください。

☆�予約時にクーポン使用の旨をお伝

えいただき、 当日は利用証明書を

お持ちください。

※ペット同伴不可

167
料亭旅館

京平荘

〒516-0012

三重県伊勢市通町511

TEL�0596（23）9188

http://www.kyoheiso.com

◎�お一人様当たり/１泊２食付（消費

税 ・サービス料別）

36,000円～60,000円

５％割引

168 伊沢の里

〒671-2517

兵庫県宍粟市山崎町生谷214-1

TEL�0790（63）1380

3,300円～

10％割引

169 ホテル浦島

〒649-5334

和歌山県東牟婁郡那智勝浦町

勝浦1165-2

TEL�0735（52）1011

12,000円～25,000円（税抜）

10％割引（電話申込に限る）

（割引除外期間あり）

170 持明院

〒648-0211

和歌山県伊都郡高野町

高野山455　宿坊

TEL�0736（56）2222

10,000円～15,000円

1,000円引

171
ホテルレッシュ

鳥取駅前

〒680-0831

鳥取県鳥取市栄町752

TEL�0857（29）1111

FAX�0857（29）1125

宿泊料金　平日6,160円（税込）

宿泊料金の10％割引

※�ペット同伴不可（ただし、 介助犬等

の身体障害者補助犬は除く。）

172 三好家旅館

〒698-0021

島根県益田市幸町7-4

TEL�0856（23）3448

8,000円～17,000円

平日のみ10％割引

（割引除外期間あり）�

173
湯抱温泉

神湯　なかだ

〒699-4633

島根県邑智郡美郷町湯抱348

TEL�0855（75）1241

１泊２食付　8,000円～15,000円

※宿泊料（3,500円～）10％割引

※入湯料500円を400円に割引

※�休息（食事 ・ 入湯込み）3,000円を

2,500円に割引
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174 旅館みかみ

〒696-0001

島根県邑智郡川本町川本529-6

TEL�0855（72）0082

１泊２食付　7,500円（税別）～

10％割引

175 レスパール藤ヶ鳴

〒701-1141

岡山県岡山市北区菅野3399-1

TEL�086（294）1717

「ワンワン棟、 ファミリー棟」 ： コテー

ジ６名まで

ペット同伴可有料、 素泊まり宿泊料金

平日25,470円、 土休日前30,560円

利用室料10％割引

176 三段峡ホテル

〒731-3813

広島県山県郡安芸太田町

大字柴木1734

TEL�0826（28）2308

１泊２食付　11,650円～

現金の方のみ10％割引

※�予約時に 「グリーンクーポン利用」

の旨をお知らせください。

※�他の割引サービスとの併用はできま

せん。

※ペット同伴不可

177
ＡＮＡクラウンプラザ

ホテル広島

〒730-0037

広島県広島市中区中町7-20

TEL�082（241）1111

ベストフレキシブルレート（価格変動プ

ラン）にて対応

詳細につきましては、 宿泊予約（082-

241-1115）までお問い合わせください。

178
ＡＮＡクラウンプラザ

ホテル宇部

〒755-8588

山口県宇部市相生町8-1

TEL�0836（32）1112

ベストフレキシブルレートにて対応

※�ベストフレキシブルレートとは、 ご予

約状況によって、 ご利用料金が変

動する宿泊プランです。

詳細につきましては、 宿泊予約

（0836-32-1112）までお問い合わせく

ださい。

179 ラ ・ フォーレつるぎ山

〒779-4306

徳島県美馬郡

つるぎ町一宇葛籠6198-2

TEL�0883（67）5555

FAX�0883（67）5678

（営業期間4月中旬～11月中旬）　

１泊２食付　10,000円～11,000円（税込）

入浴料500円

１泊２食付　一般料金より500円引

入浴料　20％割引→400円

180 祖谷観光旅館

〒778-0102

徳島県三好市西祖谷山村善徳161

TEL�0883（87）2125（FAX兼用）

8,000円～8,500円

10％割引

181 民宿　松浦

〒778-0201

徳島県三好市東祖谷菅生見ノ越

TEL�0883（67）5009（FAX兼用）

（営業期間4月1日～11月30日）

7,000円

10％割引

182 丸石パークランド

〒778-0201

徳島県三好市東祖谷菅生620-1

TEL�0883（88）2768

FAX�0883（88）2977

（営業期間4月1日～11月30日）

１泊２食付　7,700円（税込）

１泊朝食付　4,500円（税込）

素泊　3,500円（税込）

１泊２食付　7,000円（税込）

１泊朝食付　4,000円（税込）

素泊　3,000円（税込）
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施設名 所在地
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183
中尾山高原

平成荘

〒777-0303

徳島県美馬市木屋平字太合カケ445-1

TEL�0883（68）3422

コテージ6,280円～20,950円

（営業期間　4月第4週土曜日～11月

第2週日曜日）

基本料金を10％割引

184 一の森ヒュッテ

〒777-0303

徳島県美馬市木屋平字川上カケ571

TEL�0883（53）5911（FAX兼用）

お問い合わせ ：

美馬市経済部　観光交流課

TEL�0883-52-5610

FAX�0883-52-1200　　

１泊２食付　7,330円

（営業期間�4/28～11/10）

宿泊基本料金

（大人5,230円、 小学生4,180円）を10％

割引

185 剣山ホテル

〒770-0846

徳島県徳島市南内町2丁目11

TEL�088（654）3331

FAX�088（655）1651

4,500円（税込）～

10％割引

※�詳細につきましては、 直接施設に

お問い合わせください。

186 ファガスの森　高城

〒771-6114

徳島県那賀郡那賀町沢谷字釜ヶ谷1-1

TEL�090（1578）3029

特定非営利活動法人きさわクラブ

バンガロー１泊　5,000円

10％割引

※�詳細につきましては、 直接施設に

お問い合わせください。

187

188 ことひら温泉　琴参閣

〒766-0001

香川県仲多度郡琴平町685-11

TEL�0877（75）1000（予約専用）

FAX�0877（75）0600

13,000円～25,000円（税別）

10％割引

189

190 土小屋　白石ロッジ

〒791-1700

愛媛県上浮穴郡久万高原町

若山21-1581（土小屋）

TEL�0897（53）0007

FAX�0897（53）0006

（営業期間4月中旬～11月中旬）

1泊2食付き9,500円

500円引（6/30～7/11を除く）�

※�オーナー本人のみ（予約時に申し出

ください）

「一人１泊につきクーポン券１枚」

※�必ず電話で確認のうえご予約くださ

い。

191
成就社常住屋

白石旅館

〒799-1112

愛媛県西条市小松町石鎚417

（石鎚神社成就社）�

TEL�0897（59）0032

FAX�0897（59）0014

9,300円

500円引（6/30～7/11を除く）��
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192
鈍川温泉

カドヤ別荘

〒794-0121

愛媛県今治市玉川町鈍川甲280

TEL�0898（55）2310

FAX�0898（55）2312

12,000円（税別）～

10％割引

（ＧＷ、 お盆、 正月、 ３連休は除く）

193 ふじや旅館

〒791-3501

愛媛県喜多郡内子町小田253

TEL�0892（52）2002

FAX�0892（52）2044

7,500円

10％割引

194 姫鶴荘

〒791-1803

愛媛県上浮穴郡久万高原町

大字西谷8109

TEL�0892（55）0057

FAX�0892（55）0070

（営業期間4月1日～11月30日）

8,900円～

10％割引

※�詳細は、 直接施設にお問い合わせ

ください。

195

196 大畑旅館

〒798-3301

愛媛県宇和島市津島町岩松753

TEL�0895（32）2121（FAX兼用）

１泊２食付　8,000円～15,000円（税別）

10％割引

197
ＴｈｅＭａｎａ　Ｖｉｌｌａｇｅ

（ザマナ　ビレッジ）

〒787-0315

高知県土佐清水市足摺岬783

TEL�0880（88）1111

FAX�0880（88）1118

１泊２食付　2名１室　1名様あたり

22,550円～

（消費税 ・入湯税別、 サービス料込）

10％割引

198 民宿　清龍

〒787-0306

高知県土佐清水市幸町2-27

TEL�0880（82）0606

FAX�0880（82）1597

１泊２食付　6,000円～

（消費税別、 サービス料込）

500円引

199 中村プリンスホテル

〒787-0034

高知県四万十市中村弥生町4-1

TEL�0880（35）5551

FAX�0880（34）1588

シングル　5,700円

（消費税 ・サービス料込）

シングル　5,400円に割引

（ＧＷ、お盆、年末年始、特別日を除く）

200 寿荘

〒787-1603

高知県四万十市西土佐用井1024

TEL�0880（52）1049

1泊2食付　9,000円

（消費税別、 サービス料込）

ペットは種類 ・大きさにより可

（要問合せ）

1泊2食付　8,100円

（消費税別、 サービス料込）

201 ホテル星羅四万十

〒787-1603

高知県四万十市西土佐用井1100

TEL�0880（52）2225

FAX�0880（52）2004

室料1名　5,000円～17,000円

（食事別、 消費税別、 サービス料込。

１室２名から利用可）

室料のみ10％割引（割引除外期間あり）

※�電話予約のみ対象（ご予約の際お

申し出ください）

※他の割引券等併用不可
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202
清流四万十の里

十和温泉

〒786-0535

高知県高岡郡四万十町

十和川口字ホリキ392-1

TEL�0880（28）4811

FAX�0880（28）4822

１泊２食付　11,650円

（消費税 ・サービス料込。）

10％割引

（ＧＷ、 お盆、 年末年始は除く）

203
鰹乃国の湯宿

黒潮本陣

〒789-1301

高知県高岡郡中土佐町久礼8009-11

TEL�0889（52）3500

FAX�0889（52）3650

15,000円～�

（１室３名以上の利用で割引あり）

10％割引（5/3～5/4、 8/13～8/16、

年末年始は除く）

204 ホテル松葉川温泉

〒786-0097

高知県高岡郡四万十町日野地605-1

TEL�0880（23）0611

FAX�0880（23）0777

室料　5,000円～9,000円

10％割引

205 オリエントホテル高知

〒780-0861

高知県高知市升形5-37

TEL�088（822）6565

FAX�088（823）5171

室料　5,940円～

５％割引

（4/29～5/6、 8/7～8/15は除く）

206

207
新ロイヤルホテル

四万十

〒787-0029

高知県四万十市中村小姓町26

TEL�0880（35）1000

FAX�0880（35）1008

素泊　6,000円（消費税・サービス料込）～

10％割引（割引除外日有）

208 道の駅 「木の香温泉」

〒781-2615

高知県吾川郡いの町桑瀬225-16

TEL�088（869）2300

FAX�088（869）2608

室料　4,500円

10％割引

209 べふ峡温泉

〒781-4644

高知県香美市物部町別府452-8

TEL�0887（58）4181

FAX�0887（58）4183

温泉入浴630円（大人）

100円引

210
魚梁瀬観光旅館

満木荘

〒781-6202

高知県安芸郡馬路村魚梁瀬10-25

TEL�0887（43）2011

１泊２食付　8,400円（税別）～

10％割引（特別注文は実費）

211

コミュニティセンター

うまじ

（馬路温泉）

〒781-6201

高知県安芸郡馬路村馬路3564-1

TEL�0120（44）2026（フリーダイヤル）

FAX�0887（44）2028

１泊２食付　8,500円～

宿泊料のみ10％割引

（GW ・ お盆 ・年末年始は除く）

212 夢の温泉

〒782-0003

高知県香美市土佐山田町宮ノ口364

TEL�0887（52）2334

FAX�0887（52）2335

１泊２食付�10,450円～

合計額の�５％引

（GW、 お盆、 正月を除く。）
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213
ＡＮＡクラウンプラザ

ホテル福岡

〒812-0011

福岡県福岡市博多区博多駅前3-3-3

TEL�092（471）7111

◎ベストフレキシブルレート

※�ベストフレキシブルレートとは、 予約

状況によって、 ご利用料金が変動

する宿泊プランです。

214 唐津シーサイドホテル

〒847-0017

佐賀県唐津市東唐津4-182

TEL�0955（75）3300

FAX�0955（75）1885

17,600円～

１泊２食付　10％割引

（消費税、 サービス料込、 入湯税別）

レストラン利用10％割引

※�ペット同伴不可（介助犬等の身体障

害者補助犬については直接施設へ

お問い合わせください）

215 旅館　魚半

〒849-5131

佐賀県唐津市浜玉町浜崎1669-55

TEL�0955（56）6234

FAX�0955（56）8221

１泊２食付　16,500円（税込）～

（1室2名様以上の利用より）

10％割引

216
国際ホテル

菊池　笹乃家

〒861-1331

熊本県菊池市大字隈府1090-1

TEL�0968（25）4000

https://sasanoya-kikuchi.com/

11,000円～15,400円

（消費税別、サービス料込、入湯税別）

５％割引（金、 土、 休前日）

10％割引（ＧＷ、お盆、年末年始は除く）

217
和み宿

新和荘　海心（かいしん）

〒863-0021

熊本県天草市港町11-19

TEL�0969（22）3653

FAX�0969（22）3048

http://shinwasou.com/

9,980円～19,800円（２食付、 税込）

５％割引

218
国民宿舎

通潤山荘

〒861-3661

熊本県上益城郡山都町長原192-1

TEL�0967（72）1161

FAX�0967（72）1162

http://tsujun-sanso.jp/

E-mail�:�info@tsujun-sanso.jp

１泊２食付　12,000円

（消費税別＋入湯税150円）～

休日前は2,000円アップ（税込）

10％割引（割引除外期間あり）

※�ペット同伴不可（ただし、 介助犬等

の身体障害者補助犬は除く）

219
ANAクラウンプラザ

ホテル熊本ニュースカイ

〒860-8575

熊本県熊本市中央区東阿弥陀寺町2

TEL�096（354）2111

ベストフレキシブル料金

10％割引

※�ご予約時に優遇措置料金利用の旨

をお知らせください。

220

ビジネス民宿 ・

SLレストラン

汽車ポッポ

〒871-0025

大分県中津市万田500番1

TEL�0979（22）0275

http://www.kisyapoppo.com

１泊朝食無料　3,400円（税込）～

１泊２食付　�4,480円（税込）～

５％割引

221 ビジネスホテルナカツ

〒871-0032

大分県中津市東本町3-19

TEL�0979（24）1888

FAX�0979（25）2655

http://www.bh-nakatsu.com

セミダブル　3,980円（朝食付、 税込）

300円引
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222 九重ヒュッテ

〒879-4911

大分県玖珠郡九重町大字田野230

TEL�0973（79）3721

宿泊のみ　3,300円（税込）

１泊２食付　6,860円（税込）

入湯税　150円

10％割引（割引除外期間あり）

※�ペットの同伴については施設へ直接

ご相談ください

223

阿蘇くじゅう国立公園

星生温泉

九重星生ホテル

〒879-4911

大分県玖珠郡九重町大字田野230

TEL�0973（79）3111

http://www.hosshouhotel.co.jp

23,250円（税別）～

5％割引（割引除外期間あり）

224

阿蘇くじゅう国立公園

牧の戸温泉

九重観光ホテル

〒879-4911

大分県玖珠郡九重町

大字田野230牧の戸温泉

TEL�0973（79）2211

FAX�0973（79）3935

http://www.kuju-kh.com/　　

11,000円（税込）

10％割引（割引除外期間あり）

225 寒の地獄旅館

〒879-4911

大分県玖珠郡九重町大字田野257

TEL�0973（79）2124

http://kannojigoku.jp/

宿泊料　14,850円

（消費税別、 別途入湯税150円）～

（11月～3月の期間は別途暖房費550円）

宿泊料につき10％割引

（割引除外期間あり）

226 ホテルフォレストピア

〒882-1201

宮崎県西臼杵郡

五ヶ瀬町大字鞍岡4615

TEL�0982（83）2321

FAX�0982（83）2324

宿泊料　２人１室　12,000円（税抜）～

部屋代のみ10％割引

227
砂むし温泉

指宿　白水館

〒891-0404

鹿児島県指宿市東方12126-12

TEL�0993（22）3131

FAX�0993（23）3860

17,000円（税抜）～

宿泊料の10％割引

228
国民宿舎

吹上砂丘荘

〒899-3305

鹿児島県日置市吹上町今田1004-3

TEL�099（296）2330

TEL�0120（296）233（フリーダイヤル）�

FAX�099（296）5254

11,080円（税込）～

宿泊料の10％割引

（ＧＷ、 お盆、 年末年始は除く）

※�ペット同伴不可（ただし、 介助犬等

の身体障害者補助犬は除く。）

229

天＆河リゾート

夫婦露天風呂の宿

天テラス

〒899-6603

鹿児島県霧島市牧園町高千穂3761

TEL�0995（78）2711

天＆河リゾート予約センター

（指宿　吟松内）

TEL�0993（22）2217

17,000円～28,000円（税抜）

宿泊料の10％割引

（ＧＷ、 お盆、 年末年始は除く）

ご予約は予約センター（受付9:00～18:00）

で承ります。 ご利用の際は予約時にグ

リーンクーポン利用とお伝えください。

※�12歳以下のお子様はご利用いただ

けません。
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230 いやしの里　松苑

〒899-6603

鹿児島県霧島市牧園町高千穂3930

TEL�0995（78）2511

13,000円～20,000円

10％割引（入湯税、 消費税を除く）

（ＧＷ、 お盆、 年末年始、 休前日は

除く）予約は直接電話のみに限る。

231 ホテルこばやし

〒893-0006

鹿児島県鹿屋市向江町4-15

TEL�0994（44）3711

4,700円～（素泊のみ）

10％割引

※�ご利用の際は予約時にグリーンクー

ポン利用とお伝えください。

232 八重岳（民宿）

〒891-4205

鹿児島県熊毛郡屋久島町宮之浦208

TEL�0997（42）2552

5,000円～

10％割引（割引除外期間あり）

233 シーサー ・ イン那覇

〒900-0013

沖縄県那覇市牧志1-3-59

TEL�098（861）4311

FAX�098（861）4312

http://www.shiisar.com

◎�4/1 ～ 4/28、 5/6 ～ 12/29、 1/4 ～

3/31

シングル ： 5,800円、

デラックスシングル ： 6,100円、

ダブル ： 9,600円、

ツイン ： 11,600円、

トリプル ： 13,400円

◎�ＧＷ（4/29〜5/5）、年末年始（12/30

～1/3）

シングル ： 7,300円、

デラックスシングル ： 7,600円、

ダブル ： 10,700円、

ツイン ： 14,100円、

トリプル ： 18,100円

※�1泊、 消費税 ・ サービス料込、 シン

グル ・ デラックスシングルについて

は1名様、 ダブル ・ ツインについて

は2名様、 トリプルについては3名様

当たりの料金です。

◎4/1～3/31（通年）

（シングル・デラックスシングル） 5,800円、

（ダブル） 9,600円、

（ツイン） 11,600円、

（トリプル） 13,400円

※�1泊、 消費税 ・ サービス料込、 シン

グル ・ デラックスシングルについて

は1名様、 ダブル ・ ツインについて

は2名様、 トリプルについては3名様

当たりの料金です。
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○ 「グリーンクーポン券」を提出の上、優遇措置を受けてください。（優遇措置欄に☆
印のある施設については、「グリーンクーポン券」と併せて緑のオーナーの「利用
証明書」の提示が必要です。）。

○ 「グリーンクーポン券」１枚につき、お１人様１回の割引となります。

ご利用方法

‖ 提携スキー場

ご注意

掲載した料金等は、ご利用条件や変動等がある場合もございますので、ご利用の

際は、事前にご確認ください。

!

スキー場名 所在地
施 設

優　　遇　　措　　置

1 札幌藻岩山スキー場

〒005-0040

北海道札幌市南区藻岩下1991

TEL�011（581）2518

リフト　５基

回数券（７時間券、 ５時間券）

各券種約10％割引

2 桂沢国設スキー場

〒068-2102

北海道三笠市西桂沢

TEL�01267（6）8235

リフト　１基

１日券 ・回数券　20％割引

3 日高国際スキー場

〒055-2315

北海道沙流郡

日高町字富岡444-1

TEL�01457（6）3667

リフト　４基

団体１日券��2,600円��適用

4 富良野スキー場

〒076-8511

北海道富良野市中御料

TEL�0167（22）1111

ロープウェイ　１基、

リフト　７基、

ゴンドラ　１基

◎正規１日券より500円引

※�割引の詳細については施設へ直接

お問い合わせください。

※シニアは60歳以上（証明書が必要）

5 ピヤシリスキー場

〒096-0066

北海道名寄市字日進

TEL�01654（2）2131

リフト　３基

１日券 ・回数券　10％割引

6 サホロリゾートスキー場

〒081-0039

北海道上川郡新得町狩勝高原

TEL�0156（64）4121

リフト９基

◎12/24～3/5

１日券（大人 ・小人とも）　500円引
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スキー場名 所在地
施 設

優　　遇　　措　　置

7 ぬかびら源泉郷スキー場

〒080-1403

北海道河東郡上士幌町

字ぬかびら源泉郷

TEL�01564（4）2201

リフト　２基

（ロマンスリフト、 第１高速リフト）

１日券　10％割引

8
国設阿寒湖畔スキー場

ウタラ

〒085-0467

北海道釧路市阿寒町

シュリコマベツ4-4

TEL�0154（67）2881

リフト　１基、 ロープトウ　１基

リフト１日券

（大人） 300円引

（子供） 100円引

9
ニセコ東急グラン ・ ヒラフ

ニセコHANAZONOスキー場

〒044-0080

北海道虻田郡倶知安町ニセコひらふ

TEL�0136（22）0109

（ニセコ東急グラン ・ ヒラフ）

リフト　11基、 ゴンドラ　１基

※ニセコグラン ・ ヒラフ券

割引の詳細については、 施設へ直

接お問い合わせください。

※夏期はペット同伴可

10 八甲田ロープウェ－

〒030-0188

青森県青森市

大字荒川寒水沢1-12

TEL�017（738）0343

ロープウェイ　１基

往復券�20％割引

11 八甲田国際スキー場

〒030-0188

青森県青森市

大字荒川寒水沢1-34

TEL�017（738）8591

リフト　１基

１日券　3,600円→3,200円

12
野辺地まかど温泉

スキー場

〒039-3175

青森県上北郡野辺地町

大字地続山1-1

TEL�0175（64）3138

リフト　３基、 キャリーリフト　１基

◎１日券

（大人） 300円引

（小人） 200円引

※フロントでご購入ください。

※�大人は中学生以上、 小人は小学生

まで。

13
青森スプリング ・

スキーリゾート

〒038-2793

青森県西津軽郡鰺ヶ沢町

鰺ヶ沢高原

TEL�0173（72）1011

リフト　４基、 ゴンドラ　１基

◎１日券のみ500円引

※大人料金は中学生以上

※こども料金は小学生以下

※�シニア料金は60歳以上（要年齢証明）

※�未就学児のリフト乗車の際は保護

者の付添いが必要。

14 �安比高原スキー場

〒028-7395

岩手県八幡平市安比高原

TEL�0195（73）5111

ゴンドラ１基、 リフト５基

冬期１日券500円引 ・ 夏期ゴンドラ遊

覧200円引

（他の割引との併用不可）

15 奥中山高原

〒028-5134

岩手県二戸郡一戸町

奥中山字西田子662-1

TEL�0195（35）3131

リフト　４基

１日券　300円引

※�センターハウスフロントでご購入くだ

さい。
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スキー場名 所在地
施 設

優　　遇　　措　　置

16 雫石スキー場

〒020-0593

岩手県岩手郡雫石町高倉温泉

TEL�019（693）1111

FAX�019（693）1130

リフト　４基、 高速リフト　１基、

ロープウェイ　１基

（リフト、 ロープウェイ）

１日券500円引

※�紅葉期間のロープウェイ営業中の

みペット同伴可

17 網張温泉スキー場

〒020-0585

岩手県岩手郡雫石町長山小松倉

TEL�019（693）2211

FAX�019（693）2213

リフト　４基

ワンデーパック（平日のみ）

大人500円引

（１枚につき１名様のみ）

18 岩手高原スノーパーク

〒020-0585

岩手県岩手郡雫石町長山岩手山

TEL�019（693）4000

FAX�019（693）4010

リフト　５基、 高速リフト　１基、

ゴンドラ　１基

１日券　4,900円→4,400円

19 鉛温泉スキー場

〒025-0252

岩手県花巻市鉛字中平36-1

TEL�0198（25）2711

リフト　２基

１日券　15％割引

20 夏油高原スキー場

〒024-0322

岩手県北上市和賀町

岩崎新田字畑入山国有林内

TEL�0197（65）9000

リフト　３基、 ゴンドラ　２基

１日券のみ　500円引（大人のみ）

利用期間（12/11～3/27）

※�ゴンドラ遊覧のみペット同伴可（詳細

は、 直接施設にお問い合わせくださ

い。）

21
みやぎ蔵王すみかわ

スノーパーク

〒989-0916

宮城県刈田郡蔵王町

遠刈田温泉字倉石岳

TEL�0224（87）2610

リフト　３基

１日券のみ５００円引

※13～29歳の方は要年齢証明

※�30歳以上の方はおとな料金となりま

す。

※ペット同伴可

22 みやぎ蔵王白石

〒989-0733

宮城県白石市

福岡八ツ宮字不忘山

TEL�0224（24）8111

リフト　４基

１日券　大人価格から20％割引

なお、 中学生以下については、 上記

優遇措置の適用はありません。

23 みやぎ蔵王えぼしリゾート

〒989-0998

宮城県刈田郡

蔵王町遠刈田温泉字倉石岳

TEL�0224（34）4001

リフト�７基、 ゴンドラ�１基

１日券のみ　10％割引

※ペット同伴可（夏期のみ）

※�詳細は、 直接施設にお問い合わせ

ください。

24 オニコウベスキー場

〒989-6941

宮城県大崎市

鳴子温泉鬼首字小向原9-55

TEL�0229（86）2111

ペアリフト　６基

リフト1日券　10％割引

※�ペット同伴、 野外は可、 リフト乗車

は不可。 ただし、 介助犬について

は施設内も可。
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スキー場名 所在地
施 設

優　　遇　　措　　置

25 秋田八幡平スキー場

〒018-5141

秋田県鹿角市八幡平字大沼

TEL�0186（31）2020

ペアリフト　１基

１日券　20％割引

26 国設水晶山スキー場

〒018-5202

秋田県鹿角市

尾去沢字尾去山国有林

TEL�0186（23）2424

冬期以外の連絡先

史跡�尾去沢鉱山

0186-22-0123

リフト　１基

１日券　10％割引

27 森吉山阿仁スキー場

〒018-4624

秋田県北秋田市阿仁鍵ノ滝79-5

TEL�0186（82）3311

ゴンドラ　１基、 リフト　２基

◎１日券　500円引

◎ゴンドラ往復券

（大人） 200円引

（子供） 100円引

28 ジュネス栗駒スキー場

〒019-0803

秋田県雄勝郡

東成瀬村椿川字柳沢39-7

TEL�0182（47）3101

クワッドリフト　２基、 ペアリフト　２基

割引有

29 月山スキー場

〒990-0703

山形県西村山郡

西川町大字月山沢外3

TEL�0237（75）2025

リフト　１基

◎�夏山スキー ・ トレッキング（4月営業

開始～10月営業終了まで）

１日券、 回数券、 １回券　５％割引

30 湯殿山スキー場

〒997-0532

山形県鶴岡市田麦俣字六十里山

TEL�0235（54）6450

リフト　２基

１日券（大人）3,200円→2,900円

※�ペット同伴要相談（詳細は、 直接施

設にお問い合わせください。）

31 天元台高原

〒992-1461

山形県米沢市白布温泉天元台

TEL�0238（55）2236

リフト　３基、

ロープウェイ　１基、

ロープウェイ ・ リフト共通（税込）

パスポート１日券 ： 5,200円

パスポート５時間券 ： 4,700円

パスポートPM券 ： 4,200円

パスポート１日券のみ　10％OFF

32 横根スキー場

〒999-1363

山形県西置賜郡

小国町大字小国小坂町字横根895

TEL�0238（62）4723

リフト　１基

回数券10％割引

※�ペット同伴可（詳細は、 直接施設に

お問い合わせください。）

33
山形最上町

赤倉温泉スキー場

〒999-6105

山形県最上郡

最上町大字富沢3480-1

TEL�0233（45）2901

リフト　３基

１日券　3,500円→3,000円

☆利用証明書の提示もお願いします。
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スキー場名 所在地
施 設

優　　遇　　措　　置

34 あだたら高原

〒964-0074

福島県二本松市永田字長坂

TEL�0243（24）2141

リフト　４基、 ゴンドラ　１基

10％割引

☆利用証明書の提示もお願いします。

※ペット同乗不可

35
グランデイ羽鳥湖

スキーリゾート

〒962-0623

福島県岩瀬郡天栄村

大字羽鳥字釜房山

TEL�0248（85）2024

リフト　６基

◎リフト割引内容（10％割引）

☆利用証明書の提示もお願いします。

※�らくちんエスカレーター券及び一回

券は、 割引対象外となります。

※ペットの同伴は駐車場まで

36 マウントジーンズ那須

〒329-3223

栃木県那須郡那須町大字大島

TEL�0287（77）2300

リフト　５基、 ゴンドラ　１基

土、 日、 祝日、 年末年始リフト１日券

＋食事券

大人4,800円→4,500円

子供4,000円→3,700円

シニア4,300円→4,000円

37
エーデルワイス ・

スキーリゾート

〒321-2612

栃木県日光市

川治温泉高原字鶏頂山

TEL�0288（78）0786

リフト　５基

（平日）4,200円→3,780円

（休日）4,900円→4,410円

38 ハンターマウンテン塩原

〒329-2922

栃木県那須塩原市

湯本塩原字前黒

TEL�0287（32）4580

リフト　６基、 ゴンドラ　１基

平日のみ

食事付きパック券6,500円を500円割引。

39 ホワイトワールド尾瀬岩鞍

〒378-0412

群馬県利根郡片品村土出2609

TEL�0278（58）7777

リフト　10基、 ゴンドラ　１基

〇１日券

土 ・日 ・祝日 ・ お正月期間

（12/30～1/3）

5,500円→5,000円

平日

5,000円→4,800円

☆利用証明書の提示もお願いします。

※ペット同伴不可
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スキー場名 所在地
施 設

優　　遇　　措　　置

40 丸沼高原スキー場

〒378-0414

群馬県利根郡

片品村東小川4658-58

TEL�0278（58）2211（スキー場）

リフト　８基　ロープウェイ　１基

◎冬期シーズン

○スキーリフト料金

12月17日～翌年5月7日までの期間

は、 「リフト1日券」について、割引あり。

（大人 ・ シニアは1,000円引）

※�料金については、 施設へ直接お問

い合わせください。

※�未就学児は無料。 ただし、 家族同

乗に限る。

◎夏期シーズン

ロープウェイ料金（税込）

400円引

※�未就学児は無料。 ただし、 家族同

乗に限る。

※ペット同伴可（夏季のみ）

41 谷川岳天神平スキー場

〒379-1728

群馬県利根郡みなかみ町

湯檜曽字湯吹山

TEL�0278（72）3575

リフト　５基

大人男性１日券

4,000円→3,500円

※�グリーンクーポン１枚で１名様が割

引料金をご利用いただけます。

※ペット同伴可

42 ノルン水上スキー場

〒379-1614

群馬県利根郡みなかみ町

寺間479-139

TEL�0278（72）6688

リフト　４基

１日券　大人3,900円

子供3,000円

※ペット同伴不可

43 ホワイトバレースキー場

〒379-1619

群馬県利根郡みなかみ町

谷川温泉国有林内

TEL�0278（72）5094

リフト　２基

◎１日券

4,700円→4,200円

☆利用証明書の提示もお願いします。

※フロントでご購入ください。

※定休日 ：毎週木曜日

※ペット同伴不可

44 草津温泉スキー場

〒377-1711

群馬県吾妻郡草津町

大字草津字白根国有林158林班

TEL�0279（88）8111

リフト　８基

12/24～3/19までリフト１日券のみ500

円割引（大人 ・シニア ・ジュニアのみ）

※�クーポン１枚につき、 お一人様のみ

利用可

（大人） 4,400円→3,900円

（シニア） 3,900円→3,400円

（ジュニア） 3,300円→2,800円

※ペット同伴不可
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スキー場名 所在地
施 設

優　　遇　　措　　置

45 たんばらスキーパーク

〒378-0071

群馬県沼田市玉原高原

TEL�0278（23）9311

リフト　６基

大人１日券　5,000円→4,500円

☆利用証明書の提示もお願いします。

※�利用除外日 ： 12/29～1/3、 1/7～

1/9、 2/11～2/12

他割引との併用不可

※ペット同伴不可

46 ニノックススノーパーク

〒957-0331

新潟県新発田市上三光字大平

TEL�0254（29）3315

リフト　２基

○リフト券１日券

（大人） 4,500円→3,600円

（シニア） 3,800円→3,100円

（中高生） 3,800円→3,100円

（小学生） 3,200円→2,600円

○�トワイライト券（14:00～ナイター終了

まで）

（大人） 3,800円→3,100円

（シニア） 3,300円→2,700円

（中高生） 3,300円→2,700円

（小学生） 2,800円→2,200円

※シニアは、 55歳以上。

※�ナイター営業は、

12/23～3/1の水、 金、 土、 祝日、

12/28（12/31除く）～1/3のみ。

金、土、1/1～1/3、1/8は22：00まで、

水、 日、 祝日、 12/29は21 ： 00まで

営業。

※�今シーズン第２クワッドリフトの営業

はいたしません。

47 上越国際スキー場

〒949-6431

新潟県南魚沼市樺野沢112-1

TEL�025（782）1030

リフト　19基

１日券　500円引

☆利用証明書掲示もお願いします。

※ペット同伴不可

48 六日町八海山スキー場
〒949-7121

新潟県南魚沼市山口1610

TEL�025（775）3311

リフト　３基、 ロープウェイ　１基

※�割引価格につきましては直接スキー

場にお問い合わせください。

※�営業に関してはホームページにてご

確認ください。

※ペット同伴不可

※�子供は無料リフト券をリフト券販売

窓口にてお受け取りください

※�シニア料金は55歳以上とさせていた

だきます。

※�中高生 ・シニアは年齢を証明できる

ものをご持参ください。
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スキー場名 所在地
施 設

優　　遇　　措　　置

49 苗場スキー場

〒949-6292

新潟県南魚沼郡湯沢町三国202

TEL�025（789）4117

ゴンドラ　３基、 リフト　10基

※�割引価格につきましては直接スキー

場にお問い合わせください。

※�営業に関してはホームページにてご

確認ください。

※ペット同伴不可

※�子供は無料リフト券をリフト券販売

窓口にてお受け取りください

※�シニア料金は55歳以上とさせていた

だきます。

※�中高生 ・シニアは年齢を証明できる

ものをご持参ください。

50 かぐらスキー場

〒949-6211

新潟県南魚沼郡湯沢町三俣742

TEL�025（788）9221

ゴンドラ　１基、 リフト　17基、

ロープウェイ　２基

※�割引価格につきましては直接スキー

場にお問い合わせください。

※�営業に関してはホームページにてご

確認ください。

※ペット同伴不可

※�子供は無料リフト券をリフト券販売

窓口にてお受け取りください

※�シニア料金は55歳以上とさせていた

だきます。

※�中高生 ・シニアは年齢を証明できる

ものをご持参ください。

51

52 赤倉観光リゾートスキー場

〒949-2102

新潟県妙高市田切216

TEL�0255（87）2503

http://www.akr-ski.com/

ゴンドラ　１基、 リフト　６基

◎ランチパック１日券

（大人） 5,000円→4,000円

（中学生） 4,200円→3,400円

（小人） 3,700円→2,800円

（シニア） 4,200円→3,400円

☆利用証明書の提示もお願いします。

※他の割引との併用は不可。

※ペット同伴不可

53 石打丸山スキー場

〒949-6372

新潟県南魚沼市石打1655

TEL�025（783）2222

https://ishiuchi.or.jp

ゴンドラ１基、 リフト12基

リフト１日券および２日券割引あり。

※�割引価格につきましては直接スキー

場にお問い合わせください。

※�営業に関してはホームページにてご

確認ください。

※ペット同伴可
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スキー場名 所在地
施 設

優　　遇　　措　　置

54 湯沢高原スキー場

〒949-6101

新潟県南魚沼郡湯沢町大字湯沢490

TEL�025（784）3326

https://www.yuzawakogen.com/

Email�:�info@yuzawakogen.com

リフト�４基　ロープウェイ�１基

○オールエリア１日券

（大人） 5,300円→4,800円

（子供） 3,500円→3,000円

（シニア） 4,700円→4,200円

※子供は小学生、 シニアは55歳以上。

※�営業に関してはホームページにてご

確認ください。

※ペット同伴不可

55 戸隠スキー場

〒381-4101

長野県長野市戸隠3682

TEL�026（254）2106

リフト　７基

１日券

大人　5,000円→4,500円

小人　3,000円→2,700円

シニア　4,500円→4,050円

（シニアは満60歳以上、 小人は中学

生以下。）

※�令和4年度シーズンの価格であるた

め、 事前にお問い合わせください。

56 黒姫高原スノーパーク

〒389-1303

長野県上水内郡

信濃町大字野尻3807

TEL�026（255）3176

リフト　７基

１日券（各種）　500円引

※�令和4年度シーズンの価格であるた

め、 事前にお問い合わせください。

57 いいづなリゾート

〒389-1226

長野県上水内郡

飯綱町川上2755-209

TEL�026（253）3911

リフト　３基

１日券　500円引

※�令和4年度シーズンの価格であるた

め、 事前にお問い合わせください。

58 御嶽スキー場

〒397-0201

長野県木曽郡王滝村3162

TEL�0264（48）2240

https://ontakeskijo.com/

リフト　３基

○リフト１日券

（大　人）� 4,300円�→�4000円

（シニア（50歳以上））

3,800円�→�3600円

（小中生） 2,300円�→�2100円

※�チケットカウンターにてご購入くださ

い。

※�チケット１枚につき４名までご利用可

能。

※�ペット同伴可（屋外のみ）ただし、 盲

導犬 ・介助犬は屋内も可

59
グランスノー奥伊吹

（奥伊吹森林レク(株)）

〒521-0301

滋賀県米原市甲津原奥伊吹

TEL�0749（59）0323�（午後5時まで）

TEL�0749（59）0331（テレフォンサービス）

リフト　11基

１日券　10％割引
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スキー場名 所在地
施 設

優　　遇　　措　　置

60 恐羅漢スノーパーク

〒731-3801

広島県山県郡

安芸太田町横川740-1

TEL�0826（28）7007

リフト　９基

◎リフト券９時間券

大人、 ジュニア券（～高校生）

シニア券（60才以上）

それぞれ1,000円割引

◎リフト券５時間券

大人、 ジュニア券（高校生）

シニア券（60才以上）

それぞれ500円割引

※ペット同伴不可

61 スノーリゾート猫山
〒729-5611

広島県庄原市西城町三坂5190-50

TEL�0824（84）2311

リフト　４基

◎リフト１日券

（大人） 4,600円→4,100円

（小人） 2,700円（割引なし）

※�詳細については、 施設へお問い合

わせください。

62 道後山高原スキー場

〒729-5611

広島県庄原市西城町三坂73-1

TEL�0824（84）2105

リフト　２基

◎リフト１日券（税込）

（平日） 3,500円→2,500円、

（土 ・ 日 ・ 祝日） 3,500円→3,000円

※ペット同伴可（食事は外）

※�詳細については、 施設へお問い合

わせください。

63 わかさ氷ノ山スキー場

〒680-0728

鳥取県八頭郡若桜町大字つく米

TEL��0858（82）0512

リフト　５基

１日券　500円割引

※�インフォメーションセンターでご購入

ください。

※�ペット同伴不可（ただし、 介助犬等

の身体障害者補助犬は除く。）

64

65
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○ ご利用に当たっては、受付の際に「グリーンクーポン券」をフロントにご提出の上、
割引等を受けてください。（優遇措置欄に☆印のある施設については、「グリーン
クーポン券」と併せて緑のオーナーの「利用証明書」の提示が必要です。）。

○ ご本人及び同伴者３名様まで割引等が受けられます。

ご利用方法

‖ ゴルフ場

ご注意

掲載した料金等は、変動等がある場合もございますので、ご利用の際は、事前にご

確認ください。

!

施設名 所在地 優遇措置

1 大沼レイクゴルフクラブ

〒049-2142

北海道茅部郡森町字赤井川２５２

TEL�01374（5）2221

FAX�01374（5）2634

詳細については、 直接施設にお問い

合わせください。

2 青森スプリング ・ ゴルフクラブ

〒038-2793

青森県西津軽郡鰺ヶ沢町鰺ヶ沢高原

TEL�0173（72）1011

FAX�0173（72）1311

◎割引料金　全日　500円引

（１組３名より利用可、 11月中旬～4月

中旬休み）

3 雫石ゴルフ場

〒020-0593

岩手県岩手郡雫石町高倉温泉

（雫石プリンスホテル内）

TEL�019（693）1111

FAX�019（693）1130

詳細については、 直接施設にお問い

合せください。

4 マナゴルフクラブ

〒319-2225

茨城県常陸大宮市西塩子168

TEL�0295（53）1144

FAX�0295（53）7777

https://www.managolf.jp/

優待料金にてご案内させていただきま

す。

詳細については、 施設へ直接お問い

合わせください。

※ペット同伴不可

5 鹿沼72カントリークラブ

〒322-0526

栃木県鹿沼市楡木町1475

TEL�0289（75）2111

FAX�0289（75）2119

平日のみ500円引

※�ご利用になれない日もありますの

で、 事前に施設へご確認ください。

6
きぬがわ高原

カントリークラブ

〒321-2615

栃木県日光市五十里字東山722

TEL�0288（78）1010

FAX�0288（78）1014

ゴルフプレー昼食時のワンドリンク

サービス

※ご利用期間 ： 6/1～10/31まで
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施設名 所在地 優遇措置

7 妙高カントリークラブ

〒949-2235

新潟県妙高市大字関山6323-4

TEL�0255（82）3141

https://www.myoko-cc.jp/

クーポン券お１人様１枚につき、 朝の

コーヒー又はソフトドリンクを１杯サー

ビス

☆利用証明書の提示もお願いします。

※ペット同伴不可

8 赤倉ゴルフコース

〒949-2102

新潟県妙高市田切216

TEL�0255（87）2502

FAX�0255（87）3035

（営業期間4月下旬～11月中旬）

http://www.akr-golf.com/

正規料金より1,000円引

（他の割引との併用は不可）

☆利用証明書の提示もお願いします。

※ペット同伴不可

9
タカガワ新伊予

ゴルフ倶楽部

〒799-0723

愛媛県四国中央市土居町天満66

TEL�0896（74）6151

FAX�0896（74）6156

（平日） 7,610円

（土 ・ 日 ・ 祝祭日） 10,230円

※キャディ付は、 3,000円プラス。

※�格安割引�（500円割引（土 ・ 日 ・ 祝

祭日は除く））でご案内。 この他、

季節割引があります。

※ワンドリンクサービス
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○ ご利用に当たっては、「グリーンクーポン券」をご提出の上、割引等を受けてください。
（優遇措置欄に☆印のある施設については、「グリーンクーポン券」と併せて緑のオー
ナーの「利用証明書」の提示が必要です。）

○ グリーンクーポン券１枚につき、お１人様１回分となります。

ご利用方法

‖ 観光施設等

ご注意

掲載した料金等は、変動等がある場合もございますので、ご利用の際は、事前にご

確認ください。

!

施設名 所在地 優　遇　措　置

1 標津サーモン科学館

〒086-1631

北海道標津郡標津町北1条西6丁目1-1

サーモンパーク内

TEL�0153（82）1141

◎入館料

大人 ： 650円、 小中学生 ： 200円

20％割引

2 寛文五年堂

〒012-0107

秋田県湯沢市稲庭町字三嶋34

TEL�0183（43）2114

いなにわ手綯うどん各種

1,080円～10,800円（税込）

食事 ・ 売店を利用された際の会計時

にグリーンクーポン券を使用した方へ

粗品プレゼント（いなにわ手綯うどん商

品に限る）

3
蔵王国設駐車場

（横倉第4駐車場）

〒990-2301

山形県山形市蔵王温泉

字横倉国有林236林班

（期間指定12～3月）

TEL�023（694）9518

普通車1,000円（土 ・ 日 ・ 祝）

（平日） 無料、

（土 ・ 日 ・ 祝日） 10％割引

※�ペット同伴可（ただしケージに入れる

こと）

4 天元台ロープウェイ

〒992-1461

山形県米沢市白布温泉天元台

TEL�0238（55）2236

ロープウェイ代　片道 ： 900円、

往復 ： 1,700円（税込）

ロープウェイ ・ リフト共通往復券

4,200円（税込）

往復券 ・ 共通往復券利用料金のみ

10％OFF

※�ペット同伴可（詳細は、 直接施設に

お問い合わせください。）

5 天元台リフト

〒992-1461

山形県米沢市白布温泉天元台

TEL�0238（55）2236

リフト代（片道） 1,350円、

（往復） 2,600円（税込）

ロープウェイ ・ リフト共通往復券

4,200円（税込）

共通往復券利用料金のみ10％OFF
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施設名 所在地 優　遇　措　置

6
野生の王国

東北サファリパーク

〒964-0088

福島県二本松市沢松倉1

TEL0243（24）2336

http://tohoku-safaripark.co.jp/

Email�:�info@tohoku-safaripark.co.jp

大人�2,900円�小人1,800円

シニア�2,100円（税込）

大人�中学生以上

小人�３才～小学生

シニア�65才以上

シニアの方は要年齢確認

他の割引との併用不可

☆�利用証明書の提示で５名様まで入

場料金10％割引

※�ペット同伴については、 園内に放し

たり、建物内に連れて行くのは不可。

車の中に乗せたままであれば可。

7
土湯温泉観光交流センター

湯愛舞台（ゆめぶたい）

〒960-2157

福島県福島市土湯温泉町字坂ノ上27-3

TEL�024（572）5503

https://www.tcy.jp/

Email�:�yumebutai@bz04.plala.or.jp

こけし絵づけ体験�970円（税込）

100円引き

☆利用証明書の提示もお願いします。

※ペット同伴不可

8 あだたら山ロープウェイ

〒964-0074

福島県二本松市永田字長坂

TEL�0243（24）2141

ロープウェイ乗車料割引

10％割引

☆利用証明書の提示もお願いします。

※ペット同伴不可

9
道の駅なみえ�

SakeKuraゆい

〒979-1513

福島県双葉郡浪江町

大字幾世橋字知命寺60

TEL�0240（23）7121

FAX�0240（23）7112

甘酒ソフト　380円（税込）

50円引き

（クーポン券1枚につき1名様有効）

※ペット同伴不可

10 那須ロープウェイ

〒325-0301

栃木県那須郡那須町

大字湯本字那須岳215

TEL�0287（76）2449

◎往復料金

大人（中学生以上） 1,800円、

小人（３歳～小学生） 900円

大人のみ往復大人料金から10％割引

（優遇措置は、 大人のみです。 料金

については、 お問い合わせをお願いし

ます。）

11 鬼怒川温泉ロープウェイ
〒321-2526

栃木県日光市鬼怒川温泉滝834

TEL�0288（77）0700

◎往復料金

大人（中学生以上） 1,100円、

小人（4歳～小学生） 550円

◎往復料金

大人（中学生以上） 1,050円、

小人（４歳～小学生） 500円

12
ナラ入沢渓流釣り

キャンプ場

〒321-2802

栃木県日光市上三依109-1

TEL�0288（79）0714

https://www.narairisawa.jp

Email�:�info@narairisawa.jp

釣り（３時間）�3,000円～（税別）

レンタル竿（餌付き）１セットサービスお

電話にて、 事前にご予約ください。
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施設名 所在地 優　遇　措　置

13 谷川岳ロープウェイ

〒379-1728

群馬県利根郡みなかみ町

湯檜曽字湯吹山

TEL�0278（72）3575

◎往復料金

大人3,000円、 子供1,500円

◎片道料金

大人1,800円、 子供900円

※�グリーンクーポン券１枚で、 ５名様

まで割引料金をご利用いただけます。

◎往復料金

大人2,700円、 子供1,350円

※ペット同伴可

14
秩父錦酒づくりの森

酒蔵資料館

〒368-0054

埼玉県秩父市別所字久保ノ入1432

TEL�0494（22）8787

◎入館料

（大人） 200円、

（中学生以下） 無料

10％割引

15 トリックアート美術館

〒193-0844

東京都八王子市高尾町1786

TEL�042（667）1081

◎入場料

大人1,330円、 中高生1,020円、

小学生720円、 幼児（4歳以上）510円

グリーンクーポン券の提出により、 上

記料金から200円割引（５名まで）

※ペットはケージに入っていれば可

16 水沼駅温泉センター

〒376-0141

群馬県桐生市黒保根町水沼120-1

TEL�0277（96）2500

http://www.mizunuma-sb.com/

Email�:�mizunumaekionsen@chic.ocn.ne.jp

入館料

平日�大人�650円　小人�400円

休日�大人�800円　小人�600円

入館料�10％割引

17 箱根強羅公園

〒250-0408

神奈川県足柄下郡箱根町強羅1300

TEL�0460（82）2825

https://www.hakone-tozan.co.jp/gorapark/

年3日程度のメンテナンス休業あり

営業時間　9:00～17:00

中学生以上�550円（税込）

※小学生以下無料

※ペット同伴可

☆利用証明書の提示で50円引き

（グリーンクーポン券の提出でも可）

18 上越国際プレイランド

〒949-6431

新潟県南魚沼市樺野沢112-1

TEL�025（782）1030

プレイランド ・ ウォーターパーク

１日券　500円引

☆利用証明書掲示もお願いします。

※ペット同伴不可

19 妙高高原スカイケーブル

〒949-2102

新潟県妙高市田切216

TEL�0255（87）2501

（営業期間7月中旬～11月中旬）　

http://www.akr-sky.com/

◎乗車券

大人

（片道） 1,400円

（往復） 2,000円

小学生

（片道） 800円

（往復） 1,000円

一般利用料金より

（大人） 300円引

（小学生） 200円引

☆利用証明書の提示もお願いします。

※他の割引との併用は不可

※ペット同伴可
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施設名 所在地 優　遇　措　置

20
町屋�Café　

九兵衛庵（くへえあん）

〒958-0848

新潟県村上市小国町3-16

TEL�0254（52）2036

https://www.kokonoen.com

Email�:�info@kokonoen.com

喫茶メニュー

550円（税込）～1,650円（税込）

記念品プレゼント

21 弥彦山ロープウェイ

〒959-0323

新潟県西蒲原郡弥彦村弥彦2898番地

TEL�0256（94）4141

https://www.hotel-juraku.co.jp/yahiko/

Email�:�yahiko@hotel-juraku.co.jp

ロープウェイ往復料金1,500円（税込）

往復料金�100円割引

※ペット同伴可

荒天等により運休する場合が有ります

のでお問い合わせください。

22
豪農の館

「北方文化博物館」

〒950-0205�

新潟県新潟市江南区沢海2丁目15-25

TEL�025（385）2001

http://hoppou-bunka.com/

Email�:�ncm2006@vanilla.ocn.ne.jp

○入館料（税込）

大人　個人800�円

　　　　団体20名以上700�円�

小人　個人400�円�

　　　　団体20名以上300�円

本人と同伴者に限り　700円

※ペット同伴要相談

23 湯沢高原ロープウェイ

〒949-6101

新潟県南魚沼郡湯沢町大字湯沢490

TEL�025（784）3326

https://www.yuzawakogen.com/

Email�:�info@yuzawakogen.com

◎往復料金（税込）

通常価格

大人�2,400円�→�優待価格�2,200円

通常価格

小人�1,200円�→�優待価格�1,100円

小人料金は小学生 ・未就学児対象、

小学生未満の未就学児は大人1名に

つき1名無料、 ３歳未満は無料です。

☆利用証明書掲示もお願いします。

※ペット同伴可

※�営業に関してはホームページにてご

確認下さい。

24
道の駅 「阿賀の里」

阿賀野川ライン遊覧船

〒959-4636

新潟県東蒲原郡阿賀町石間4301

TEL�0254（99）2121

FAX�0254（99）2665

https://aganosato.com/

大人（中学生以上） 2,000円

小学生� 1,000円

（いずれも税込）

大人2,000円→1,500円

小学生1,000円→500円

☆利用証明書掲示もお願いします。

※ペット同伴不可

25 立山黒部貫光

〒930-1406

富山県中新川郡立山町芦峅寺

TEL�076（481）1500

立山～黒部湖

10％割引

26 レストラン立山（室堂）

〒930-1406

富山県中新川郡立山町芦峅寺

TEL�076（463）3345

飲食代

10％割引

27 レストラン大日（弥陀ヶ原）

〒930-1406

富山県中新川郡立山町芦峅寺

TEL�076（442）2222

飲食代

10％割引

28 レストラン黒部平

〒930-1406

富山県中新川郡立山町芦峅寺

TEL�076(463)5231

飲食代

10％割引
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29
中央アルプス

駒ヶ岳ロープウェイ

〒399-4117

長野県駒ヶ根市字赤穂759-489

TEL�0265（83）3107

https://www.chuo-alps.com/

（往復料金）

大人2,540円、 小人1,260円

※料金が変更になる場合がございます。

利用当日の料金から10％割引

30

トムソーヤクラブ村

木曽 ・上松

（7月下旬～8月中旬）

〒399-5601

長野県木曽郡上松町

小川入国有林　赤沢自然休養林

TEL�0264（52）1133　

https://kiso-hinoki.jp/

（上松町観光協会）

◎入場料

（森林鉄道乗車料含む）

大人（中学生以上）

1,100円（税込）

小人（４歳以上小学生）

800円（税込）

ペット同伴不可

※入場料改定の予定あり

100円引

31

赤沢森林鉄道

（4月下旬～11月上旬の

軌道整備日を除く）

〒399-5601

長野県木曽郡上松町

小川入国有林　赤沢自然休養林

TEL�0264（52）1133

https://kiso-hinoki.jp/

（上松町観光協会）

大人（中学生以上）

900円（税込）

小人（４歳以上小学生）

600円（税込）

ペット同伴不可

※入場料改定の予定あり

100円引

32

立山黒部

アルペンルート

関電トンネル

電気バス

〒398-0001

長野県大町市（扇沢駅）

富山県立山町（黒部ダム駅）

TEL�0261（22）0804

くろよん総合予約センター

（営業期間4月15日～11月30日）

◎往復

大人2,610円、 小人1,310円

◎片道

大人1,570円、 小人790円

※�ペット同伴不可（ただし、 介助犬等

の身体障害者補助犬は除く）

10％割引

33 野麦峠お助け小屋

〒509-3402

岐阜県高山市高根町野麦592

TEL�0577（59）2409（FAX兼用）

食事

10％割引

34 恵那峡遊覧船

〒509-7201

岐阜県恵那市大井町奥戸2709-104

TEL�0573（25）4800

◎乗船料

大人1,500円、 小人750円

ペット同伴不可

◎乗船料（団体割引15名様以上）

※団体様は、 事前にご予約下さい。

大人1,350円、 小人670円

35 ぎふ金華山ロープウェー

〒500-8734

岐阜県岐阜市千畳敷257

TEL�058（262）6784

往復　大人1,100円　小人550円

※�ペット（小型犬）同伴可（ペットキャ

リー使用　片道300円　往復400円）

◎往復に限り

大人1,000円、 小人500円
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36 十国峠ケーブルカー

〒419-0101

静岡県田方郡函南町桑原1400-20

TEL�0557（81）6895

◎往復

大人（中学生以上） 730円

小人（小学生） 370円

◎片道

大人（中学生以上） 370円

小人（小学生） 190円

※�ペット同伴可（ペット料金に関しては

割引対象外）

10％割引

37 御在所ロープウエイ

〒510-1233

三重県三重郡菰野町大字菰野8625

TEL�0593（92）2261

◎往復

大人2,450円、 小人1,220円

往復に限り一般料金より

大人150円引、 小人100円引

※�ペット同伴可（ペットキャリーに入れ

ることが条件。 但し、 バギータイプ

のケージは不可。）

※�１ゲージにつき、 往復1,000円、 片

道500円（ケージ貸出無料）

38
（株）伊賀の里

モクモク手づくりファーム

〒518-1392

三重県伊賀市西湯舟3609

TEL�0595（43）0909

大人 ・小人（３歳以上）

一律600円

入園料から50円引

（本人を含む５名まで）

39 宮島ロープウエー

〒739-0522

広島県廿日市市宮島町紅葉谷公園

TEL�0829（44）0316

◎往復

大人2,000円、 子供1,000円

◎片道

大人1,100円、 子供550円

◎往復

大人1,800円、 小人900円

◎片道

大人1,000円、 小人500円

※ペット同伴不可

40 岩国城ロープウエー

〒741-0081

山口県岩国市横山2丁目6番51号

TEL�0827（41）1477

◎往復

大人560円、 子供260円

◎片道

大人330円、 子供150円

◎�３点セット（錦帯橋、 ロープウエー、

岩国城）

料金　大人970円、 子供460円

※�ロープウエーはペット同伴可（10kg

未満の犬、 猫でプラスチック製ケー

ジが必要。 ケージの貸出有り。）

◎�３点セット（錦帯橋、 ロープウエー、

岩国城）

料金　大人760円、 子供350円

41
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42
四国ミウゼアム

（四国民家博物館）

〒761-0112

香川県高松市屋島中町91

TEL�087（843）3111

FAX�087（844）1831

大人　1,600円

大人　1,400円（200円引）

43 雲辺寺ロープウェイ

〒769-1615

香川県観音寺市大野原町丸井西間谷

TEL�0875（54）4968

FAX�0875（54）4979

◎往復

大人　2,200円

◎往復

大人　1,980円

44 石鎚山ロープウェイ

〒793-0215

愛媛県西条市西之川下谷甲81

TEL�0897（59）0331

FAX�0897（59）0612

往復2,000円、 片道1,050円

往復1,800円、 片道950円

45 四万十川学遊館

〒787-0019

高知県四万十市具同8055-5

TEL�0880（37）4110（FAX兼用）

◎税込

○大人880円、 中高生440円、

４歳～小学生330円

○団体（20名以上）

大人700円、 中高生350円、

４歳～小学生260円

◎税込

大人700円、 中高生350円、

４歳～小学生260円

46

47 大原富枝文学館

〒781-3601

高知県長岡郡本山町本山568-2

TEL�0887（76）2837（FAX兼用）

大人300円、 高校生以下100円

20％割引

48 雲仙ロープウェイ

〒854-0621

長崎県雲仙市小浜町雲仙551

TEL�0957（73）3572

FAX�0957（73）2440

往復

大人1,290円、 小人650円

往復

10％割引

49 別府ロープウェイ

〒874-0000

大分県別府市南立石字寒原10-7

TEL�0977（22）2278

FAX�0977（22）0571

往復

大人1,800円、 小人900円

往復

大人100円引、 小人50円引
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○ 販売元へのお申込みは、電話又ははがき等でお願いいたします。
○ お申込みの際は、林野庁「緑のオーナー」または「名誉オーナー」である旨をお申出ください。
○ 直接お出かけの際は「グリーンクーポン券」をご提出願います（優遇措置欄に☆印のある施設
については、「グリーンクーポン券」と併せて緑のオーナーの「利用証明書」の提示が必要
です。）。

ご利用方法

‖ ふるさと特産品

ご注意

掲載した価格等は、変動等がある場合もございますので、ご利用の際は、事前にご

確認ください。

!

最近のふるさと志向におこたえし、全国各地の「ふるさとの味覚」、「手作りの工芸品」
等を手軽にお楽しみいただけるよう“ふるさと特産品”一覧表を作成いたしました。

販売元名称 所在地 ・電話番号等 物産品名 規格 ・内容 市価 割引率 送料

1 新得物産（株）

〒081-0038

北海道上川郡新得町

字新得基線104

TEL�0156（64）5213

FAX�0156（64）5618

新得そば 250ｇ×20束入
5,980円

（税別）
20％ 実費

2
陸別町　山菜加工

企業組合

〒089-4316

北海道足寄郡陸別町栄町

TEL�0156（27）2537

FAX�0156（27）2814

フキ、 ワラビ、 ウド

等山菜詰合せ
100ｇ～6ｋｇ

120円～

5,000円
15％ 実費

3
株式会社

トーサム

〒037-0401

青森県五所川原市

相内実取287-1058

（道の駅 「十三湖高原」）

TEL�0173（62）3556

FAX�0173（62）3557

ヘルスケア飲料

シジミエキス21

1箱10本入り

（100ml）

2,700円

（税込）

10％

実費

シジミエキス21S
1箱10本入り

（100ml）

3,240円

（税込）
実費

健康補助食品

（粒タイプ）“貝活源G”
1瓶200粒入り

10,260円

（税込）
無料

4 （有）白神山美水館

〒038-2731

青森県西津軽郡鰺ヶ沢町

大字赤石町字大和田39-42

TEL�0173（72）7761

FAX�0173（72）7762

世界遺産白神山地

の水

2.0ℓ　12本入 3,628円

市価から

10％引

無料

（沖縄県の

み別途1個

当たり3,300

円税込）

1.5ℓ　16本入 4,320円

0.5ℓ　48本入 7,258円

0.35ℓ��48本入 6,220円

5
青森下北

ふるさとの会

〒039-4115

青森県上北郡横浜町

稲荷平19

TEL�0175（78）2677

※�ペット同伴については

売店内不可

なたね油

一番搾り
瓶入　270ｇ

648円

（税込）
10％ 実費
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販売元名称 所在地 ・電話番号等 物産品名 規格 ・内容 市価 割引率 送料

6 森弘商店

〒022-0007

岩手県大船渡市赤崎町

字鳥沢147-1

TEL�0192（25）1133

FAX�0192（25）1000

甘口塩ウニ

三陸海岸産

無添加

110ｇパック

※�電話でのみ

注文受付

3,000円

（税別）
10％ 実費

7
（株）阿仁川

あゆセンター

〒018-4301

秋田県北秋田市米内沢

字柳原39-1

TEL�0186（72）3265

FAX�0186（72）4922

あゆ甘煮
150ｇ入

（１パック）

800円

（税込）

10％

（市価が変

動する場合

あり）

実費

8 大館工芸社

〒017-0012

秋田県大館市釈迦内

字家後29-15

TEL�0186（48）7700

曲わっぱ外 各種

660円～

165,000円

（税込）

10％

（一部を除

く）

実費

9

笹野一刀彫

実演販売

戸田寒風

戸田賢太郎

〒992-1445

山形県米沢市

笹野本町5742-1

TEL�0238（38）3200

FAX�0238（38）3844�

民芸品笹野一刀彫

（お鷹ぽっぽ）
４寸～２尺５寸

650円～

30,000円

（税込）

10％ 実費

10
塩原温泉

旅館　上会津屋

〒329-2921

栃木県那須塩原市塩原745

TEL�0287（32）2734

http://www.kamiaizuya.com/

Email�:�kamiaizu@beige.ocn.ne.jp

飲める温泉水

当館の温泉は

源泉をそのま

ま飲めるし、

持ち帰ること

もできます。

２ℓ

500円

（税別）

10％ 実費

11
有限会社

新栄物産

〒370-0867

群馬県高崎市

乗附町2217-3

TEL�027（327）4753

FAX�027（327）4752

漬物 各種 種々 5％ 実費

12
ウッディ上野村

銘木工芸館

〒370-1613

群馬県多野郡上野村

大字勝山127

TEL�0274（59）2019

木工品

各種

※�割引除外品

あり

店頭価格

（税込）
10％ 実費

13 髙田屋菓子舗

〒377-0601

群馬県吾妻郡中之条町

四万4232

TEL�0279（64）2702

（FAX兼用）

※ペット同伴不可

温泉饅頭 各種 店頭価格 1,000円 以

上お買い上

げの方温泉

饅頭1個 プ

レゼント

実費

商標登録

おいらんふろう
各種 店頭価格

14
有限会社�

豊島屋

〒377-0601

群馬県吾妻郡中之条町

四万3887

TEL�0279（64）2134

FAX�0279（64）2135

https://tosimaya.co.jp/

※ペット同伴不可

岩魚一夜干し

３尾入り
1,680円

（税込）

10％
別途冷凍

宅配便

５尾入り
2,460円

（税込）

15
夢溪窯

酒井　学

〒368-0102

埼玉県秩父郡小鹿野町

長留1015-1

TEL�0494（75）3933

陶磁器

ゆのみ
3,000円～

6,000円

販売元での

購入のみ

10％

実費花器
5,000円～

50,000円

茶盌
30,000円～

100,000円
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販売元名称 所在地 ・電話番号等 物産品名 規格 ・内容 市価 割引率 送料

16
秩父錦

酒づくりの森

〒368-0054

埼玉県秩父市別所

字久保ノ入1432

TEL�0494（22）8787

升屋利兵衛吟醸 720ml
1,815円

（税込） 販売元での

購入のみ

10％

実費
だんべえ焼酎

（35度）
720ml

2,200円

（税込）

17 新井木工所

〒369-1872

埼玉県秩父市上影森3-6

TEL�0494（22）6116

※ペット同伴可

木の工芸品

花台
1,000円～

20,000円

10％～ 実費蓙卓（無垢）
30,000円～

150,000円

丸太ベンチ
10,000円～

20,000円

18 コットンクラブ

〒368-0056

埼玉県秩父市寺尾1145

TEL�0494（23）5456

※ペット同伴可

手捺染　綿、 麻、

絹製品

ふきん 400円

10％ 実費

のれん
10,000円～

30,000円

Ｔシャツ
1,000円～

3,000円

和紙工芸品 150円～

19
観音温泉

東京案内所

〒153-0043

東京都目黒区東山2-10-8

TEL�03（3794）2611

0120（01）9994

（フリーダイヤル）

FAX�03（3794）5558

※ペット同伴不可

飲む温泉

観音温泉

350ml、500ml、

２ℓ、12ℓ、20ℓ

種々 5％ 実費

源泉梅干し 300ｇ、 600ｇ

ヘアケア＆スキン

ケアシリーズ

シャンプー ・

コンデ ィシ ョ

ナー・フェイス

＆ボディソー

プ ・化粧水他

20 有限会社　肝太

〒944-0023

新潟県妙高市西条755

TEL�0255（72）3497

http://www.kanta.jp/

☆�利用証明書の提示もお

願いします。

※ペット同伴可

メグスリノキ煎餅
10ｇ×10枚

袋詰め
350円 ☆50円引

実費

メグスリノキ飴 50ｇ袋詰め 180円 ☆20円引

メグスリノキ健康茶 ３ｇ×16パック入 1,100円 ☆200円引

メグスリノキうどん 200ｇ袋詰め 240円 ☆40円引

メグスリノキ肝太うこん
100ｍｇドリンク

10本入
3,000円 ☆300円引

21 冨士美園

〒958-0844

新潟県村上市長井町4-19�

TEL�0254（52）2716

0120（52）2716

（フリーダイヤル）

http://www.fujimien.jp/

Email�:�info@fujimien.jp

村上茶

雪国紅茶

茶道具

村上茶�90ｇ

500円

（税別）～

3,000円

（税別）

10％

別途
雪国紅茶�50ｇ

600円

（税別）

雪国紅茶

ティーバッグ

３ｇ×10袋入

600円

（税別）

村上茶入り

ソフトクリーム

ジェラート

各400円

（税込）
店頭のみ
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22 桃川農園

〒959-3421

新潟県村上市桃川474

TEL�0254（75）5529

FAX�0254（75）5519

https://momokawanouen.com

Email�:�info@momokawanouen.com

村上市桃川産

岩船米

令和4年度

新之助

精米５ｋｇ×２袋

6,000円

（税別）

10％ 別途
令和4年度

コシヒカリ

精米５ｋｇ×２袋

5,000円

（税別）

23 株式会社　魚健

〒410-0845

静岡県沼津市千本港町124

TEL�055（963）3373

極上（国産）真アジ

干物

真アジ干物

20枚

3,600円

（税抜）
20％ 宅急便別途

24 （株）澤本園

〒428-0416

静岡県榛原郡川根本町

田代261

TEL�0547（59）2136

お茶（川根茶）

「大福茶」 「品

評会入賞茶」

は割引き対象外

5,000円～

（税 別 ・

送料別）

10％

（お茶商品

のみ）

実費

25
水窪町生活

改善グループ

〒431-4102

静岡県浜松市天竜区

水窪町地頭方389

TEL�053（987）0411�

（FAX兼用）

こんにゃく、 しいた

け、 栃もち、 お茶、

わさびセット

ゆうパック中 時価 20％ 実費

26 自園自製栗崎園

〒437-0604

静岡県浜松市天竜区

春野町宮川537

TEL�053（989）0756

（FAX兼用）

お茶
緑茶

（100ｇ）

500円～

2,000円
10％ 実費

27 (有)下島木工

〒399-5604

長野県木曽郡上松町

正島町一丁目14-1

TEL�0264（52）2246

木曾ヒノキ製品

各種

500円～

50,000円
20％ 実費

28
大桑木材生産

協同組合

〒399-5504

長野県木曽郡大桑村

野尻36-3

TEL�0264（55）2085

FAX�0264（55）2084

木曾ヒノキばし
10膳１組

（包装無）
900円 5％ 実費

29
小瀬木木工所

小瀬木礼子

〒399-5504

長野県木曽郡大桑村

野尻1725

TEL�0264（55）2008

ヒノキづくり料理船 80～100cm
15,000円～

30,000円
10％ 実費

30

ひのき笠の家

（蘭桧笠生産協

同組合）

〒399-5302

長野県木曽郡南木曽町

吾妻3221-1

TEL�0264（58）2727

冬期休業（11～3月）

（組合 ・工場）

TEL�0264（58）2664

（FAX兼用）

ひのき笠、 靴の中敷

直径11cm（豆

笠）から直径

49cm（ひのき

笠）各種

500円～

5,000円

イベント時

に10％
実費

31
株式会社

金木戸屋

〒506-1161

岐阜県飛騨市神岡町

船津1077-1

TEL�0578（82）0172

※ペット不可

笹巻羊羹 5ヶ入り 870円

10％ 実費

満月最中
１パック

６個入り
780円

笹サブレ
１パック

５枚入り
680円

かすていら（大） 870円

かすていら（小） 580円
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32

(財)高根村

観光開発公社

飛騨たかね工房

(道の駅)

〒506-3416

岐阜県高山市高根町

中洞767-4

TEL�0577（59）6020

FAX�0577（59）6022

※ペット同伴は要相談

高根町特産品
（た だ し、 農

産物は除く）
500円 10％ 実費

33
道の駅　

ひだ朝日村

〒509-3325

岐阜県高山市朝日町

万石150

TEL�0577（55）3777

FAX�0577（55）3778

※ペット同伴は要相談

よもぎうどん

（太麺、 細麺）

375ｇ×各２袋

（太麺、 細麺）
2,400円 10％ 実費

34
マルコ醸造

株式会社

〒509-7722

岐阜県恵那市明智町732-1

TEL�0573（54）3188

ソフトクリーム 350円 10％ 店頭のみ

35 松浦軒本舗

〒509-7403

岐阜県恵那市岩村町809-6

TEL�0573（43）2329

カステーラ １本 店頭価格

10％ 実費ブランデー入りカス

テーラ
１本 店頭価格

36
水半名物販売

店

〒509-7403

岐阜県恵那市岩村町804

TEL�0573（43）2935

元祖菊牛蒡味噌漬 化粧紙箱180ｇ 700円 10％ 実費

37
あさひ会

守山作業所

〒463-0093

愛知県名古屋市守山区

城土町338

TEL�052（794）1913

http://www.asahikai.or.jp

木のオーナメント

お正月、 ひな

祭り、５月人形、

X’mas用　他

400円～

6,000円

程度

多量時に

10％

（要相談）

多量時に

無料

木のおもちゃ
パズル、 かる

た、 ゲーム

400円～

6,000円

程度

木工品

レーザー加工

品、 イ ン ク

ジェット加工

品　他

※�注文作成で

きます。

種々

38 （株）名田庄商会

〒917-0382

福井県大飯郡おおい町

名田庄久坂3-41-3

TEL�0770（67）2272

名田庄漬詰合せ
10ヶ入

化粧箱詰め
2,060円 160円引 実費

39 （有）ほっと今庄

〒919-0131

福井県南条郡南越前町

今庄9-13

TEL�0778（45）1144

今庄生そばセット
200ｇ（２食分）入

×５ヶ（つゆ付）

4,500円

（送料込、

税込）

300円引

40
（株）白山やまぶ

どうワイン

〒912-0146

福井県大野市落合2-24

TEL�0779（67）7111

やまぶどうワイン 720ml、 750ml

※諸般の

事情によ

り、 価格

変更する

ことがあ

ります。

ワイン各種

5％
実費
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販売元名称 所在地 ・電話番号等 物産品名 規格 ・内容 市価 割引率 送料

41 TAKENOKO

〒602-8062

京都府京都市上京区

油小路通下長者町

上ル亀屋町155

TEL�075（441）3981

075（432）3620

http://www.yokotake.co.jp/

花筒、 袖垣、 スダレ 竹製品
2,000円～

100,000円
5％ 実費

42
大股漁業

生産組合

〒648-0307

奈良県吉野郡野迫川村

北今西104

TEL�0747（38）0224

あまご飴煮 ３匹入 830円 20％ 実費

43

株式会社　

フロンティア日原

にちはら山菜

加工場

〒699-5216

島根県鹿足郡津和野町

池村1997番地8

TEL�0856（74）1725

わさび漬（醤油漬、

海苔、味噌、粕漬）
160ｇ～180ｇ入

800円～

1,100円

（税別）

10％ 実費

44
作州かがみの

森林組合

〒708-0421

岡山県苫田郡鏡野町

井坂523-7

TEL0868（52）2936（代）

原木なめこ缶詰 90ｇ
540円

（税込）
10％ 実費

乾燥きくらげ 15ｇ
500円

（税込）

45

近藤工芸

近藤産業（株）

本店

〒799-1107

愛媛県西条市小松町

明穂甲574番地

TEL�0898（72）3310

FAX�0898（72）6272

木工芸品各種　

その他

一枚板テーブ

ル、 座卓他木

製小物類、 陶

器類など

10,000円～

750,000円

100円～

20,000円

５～10％

（商品による）
実費

46
（有）マル南

フルーツ

〒798-0022

愛媛県宇和島市

高串1番耕地590-1

TEL�0895（25）1249

FAX�0895（25）1299

せとか

�（３月上旬～３月下旬）
５ｋｇ� 3,000円

10％ 実費

甘平

（３月上旬～３月下旬）
５ｋｇ 3,500円

ブラットオレンシ

（３月上旬～４月上旬）
10ｋｇ 4,000円

媛まどんな

（12月～１月）
５ｋｇ 3,500円

ポンカン

（１月上旬～２月下旬）

10ｋｇ

（２Ｌ～Ｓ）
3,000円

デコポン

（２月下旬～３月下旬）
５ｋｇ 2,500円

みしょうゴールド

（４月上旬～７月上旬）

約７ｋｇ

（３L～M）
3,000円

47 清岡珊瑚店

〒780-0822

高知県高知市

はりまや町2-1-2

TEL�088（872）0351

FAX�088（823）4837

サンゴ工芸品 各種 種々 20％ 実費

48

三原硯石加工

生産組合

代表者�

壱岐　一也

〒787-0801

高知県幡多郡三原村

柚ノ木1027-2

TEL/FAX�0880（46）2730

高知県伝統的特産品

土佐硯
角形硯、 天然硯

5,000円～

100,000円

（全て税込）

15％ 実費
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49 （株）土佐籠

〒785-0162

高知県須崎市

浦の内東分2830

TEL�0889（49）0111

木工品各種

置物、 盆、 ヒ

ノキキッチン

用品等

各種 10％ 実費

50
上野焼庚申窯

高鶴享一

〒822-1102

福岡県田川郡福智町

上野1937

TEL�0947（28）2947

上野焼き
全商品

（特価品は除く）
種々 20％ 実費

51
原口製菓

株式会社

〒861-1331

熊本県菊池市

隈府栄町897-2

TEL�0968（25）2125

松風（菓子）

黒松風（菓子）
16包、 32包箱入

1,200円、

2,400円
20％ 実費

52 釜田醸造所

〒868-0001

熊本県人吉市鍛治屋町16

TEL�0966（22）3164

味噌、 醤油、 さが

らみそ漬詰合せ

味噌、 醤油、

佃煮、 漬物等

500円～

1,500円
10％ 実費

53 塚崎薬品工業（株）

〒872-0503

大分県宇佐市安心院町

大字新原59-5

TEL�0978（44）2121

スッポンスープ 10缶入
5,500円

（税別）

10％ 実費
スッポン丸

（健康食品）
350粒入

13,000円

（税別）

スッポンゴールドド

リンク
10本入

5,500円

（税別）

54 中宮商店

〒870-1402

大分県佐伯市米水津

大字色利1281

TEL�0972（36）7249

しらす １ｋｇ 3,000円

10～15％ 実費

いりこ １ｋｇ 1,500円

55 （株）やまめの里

〒882-1201

宮崎県西臼杵郡五ヶ瀬町

鞍岡4615

TEL�0982（83）2326

山女魚の甘露煮 詰め合わせ

2,000円

3,000円

5,000円

10％ 実費

56 宮崎みどり製薬（株）

〒880-0912

宮崎県宮崎市大字赤江

字飛江田945

TEL�0985（53）4133

森林酢

（清涼飲料水）

100ml濃縮液

照葉樹木エキス
5,000円

30％ 実費
森林のめぐみ

（入浴液）

500ml

（入浴用化粧品）
1,000円

57
農業生産法人

（有）すき特産

〒886-0112

宮崎県小林市須木

大字下田619

TEL�0984（48）3085

栗
１～10ｋｇ

※9～10月限定

1kg当たり

800円～

1,500円
14％

実費

栗甘納豆

100ｇ入り

（むき栗及び

渋皮栗）

各1,200円

マロンジャム
バニラ

（むき栗）�200ｇ
650円

10％
柚しぼり 150ml 800円

栗くり焼き １個 200円

須木栗グラッセ 100ｇ 1,080円 20％

58 村田椎茸本舗

〒886-0005

宮崎県小林市

南西方6254-8

TEL�0984（27）1930

しいたけ、まいたけ、

なめこ
生、 乾燥

3,000円～

5,000円
10％ 実費
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59
柳田工芸社

（杉匠）

〒891-4311

鹿児島県熊毛郡

屋久島町安房650-113

TEL�0997（46）2123

屋久杉工芸品 屋久杉製品 種々

商品10％

�（対象外も

あります。）��

実費

60 （株）武田産業

〒891-4311

鹿児島県熊毛郡

屋久島町安房650-18

TEL�0997（46）2258

屋久杉工芸品 全商品 種々

商品10％

�（対象外も

あります。）��

実費
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○ 林野庁では、皆様に広く森林に親しんでいただけるよう、全国の国有林の中に「レク
リエーションの森」を整備しています。この中から、特に皆様に訪れていただきたい
森を「日本美しの森お薦め国有林」として選定しています。

○ アクセス情報など詳細については、下記のＨＰをご参照いただくか、分収育林契約地
を管轄している森林管理局へお問い合わせください。

「日本美しの森お薦め国有林」とは

‖ ２．日本美しの森お薦め国有林

https://www.rinya.maff.go.jp/j/kokuyu_rinya/kokumin_mori/katuyo/reku/rekumori/index.html

林野庁 日本美しの森 お薦め国有林

北海道森林管理局管内� 計20箇所

代表例

名称 署等 所在地 特徴

1 ポロト自然休養林 胆振東部 白老町 アイヌ文化と触れあえる、癒やしの森ポロト

2 えりも風景林 日高南部 えりも町 語り継ごう�えりも砂漠の森づくり

3 然別自然休養林 東大雪支
鹿追町、上士幌町、
士幌町

星降る湖で神秘な森林(世界)を感じながら、ここでし
かできない体験を

4
ニセコ・神仙沼
自然休養林

後志 共和町、倶知安町 自然美あふれる湿原と神秘の沼

このほか

名称 署等 所在地 名称 署等 所在地

5
えにわ湖自然の森
自然観察教育林

石狩 恵庭市 13
鹿の子沢
風景林

網走中部 置戸町

6
天狗山スポーツ林
野外スポーツ地域

石狩 小樽市 14
ぬかびら
野外スポーツ地域

東大雪支 上士幌町

7
インクラの滝
風景林

胆振東部 白老町 15
トムラウシ
自然休養林

東大雪支 新得町

8
日高自然の森
自然観察教育林

日高北部 日高町 16 洞爺湖風景林 後志
洞爺湖町、
壮瞥町

9 アベシナイ風景林 上川北部 中川町 17 登別温泉風景林 後志 登別市

10 上川浮島風景林 上川中部 上川町 18 狩場山自然休養林
後志、
渡島

島牧村、
せたな町

11 白金自然休養林 上川中部 美瑛町 19 縁桂風景林 檜山 乙部町

12
嵐山・神居
自然休養林

上川中部、
北空知支

旭川市、
深川市、
鷹栖町

20
美利河・二股
自然休養林

渡島
今金町、
長万部町
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東北森林管理局管内� 計11箇所

代表例

名称 署等 所在地 特徴

21
白神山地・暗門の滝
自然観察教育林

津軽
西目屋村
（青森県）

静と動が織りなす悠久の森「白神のブナ林」と秘境
「暗門の滝」

22 焼走自然観察教育林 岩手北部
八幡平市
（岩手県）

岩手山麓の四季と溶岩流のコントラスト

23 温身平風致探勝林 置賜
小国町
（山形県）

森林セラピー基地

このほか

名称 署等 所在地 名称 署等 所在地

24
五葉山
自然観察教育林

三陸中部
釜石市、
大船渡市、
住田町（岩手県）

28
万里の松原
自然観察教育林

庄内
酒田市
（山形県）

25
夏油高原野外スポー
ツ地域・夏油自然観
察教育林

岩手南部
北上市、
西和賀町
（岩手県）

29 葉山風景林 山形
寒河江市、
村山市
（山形県）

26 仁別自然休養林 秋田
秋田市
（秋田県）

30 山刀伐峠風景林 山形
尾花沢市
（山形県）

27 鳥海自然休養林 由利
にかほ市、
由利本荘市
（秋田県）

31
白鷹虚空蔵山
風景林

山形
山辺町
（山形県）

関東森林管理局管内� 計15箇所

代表例

名称 署等 所在地 特徴

32
御池・ブナ平
風致探勝林

南会津支
檜枝岐村
（福島県）

初夏の新緑と秋の紅葉　尾瀬へと続く壮大なブナ原
生林と個性豊かな湿原

33 奥久慈自然休養林 茨城
常陸太田市、
常陸大宮市、
大子町（茨城県）

日本三名瀑の袋田の滝と新緑・紅葉、奇岩・怪石の
男体山

34 野反自然休養林 吾妻
中之条町
（群馬県）

天空の水面(みなも)にかがやく森と花園
野反湖

35 高尾山自然休養林 東京神奈川
八王子市
（東京都）

登山者数世界一！首都の野外博物館
多様な動植物と悠久の歴史・文化

36

飛竜橋自然観察教
育林・千石平風致探
勝林

静岡
川根本町
（静岡県）

深山が織りなすコバルトブルーの渓谷美
寸又峡・夢の吊り橋・飛龍橋

このほか

名称 署等 所在地 名称 署等 所在地

37
会津東山
自然休養林

会津
会津若松市
（福島県）

42
小田代・湯ノ湖自然
観察教育林

日光
日光市
（栃木県）

38
蓋沼
自然観察教育林

会津
会津美里町
（福島県）

43
武尊
自然休養林

利根沼田
片品村、川場村、
みなかみ町
（群馬県）

39
沼沢湖
自然観察教育林

会津
金山町
（福島県）

44
丹沢
自然休養林

東京神奈川
秦野市、山北町
（神奈川県）

40 達沢不動滝風景林 会津
猪苗代町
（福島県）

45
芦ノ湖
風景林

東京神奈川
箱根町
（神奈川県）

41
裏磐梯デコ平スポーツ
林野外スポーツ地域

会津
北塩原村
（福島県）

46
奥浜名
自然休養林

天竜
浜松市
（静岡県）
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中部森林管理局管内� 計10箇所

代表例

名称 署等 所在地 特徴

47
戸隠・大峰
自然休養林

北信
長野市、信濃町
（長野県）

木漏れ日・小鳥のさえずり・花々を愛でる癒しの林
パワースポット戸隠

48
湯の丸・高峰
自然休養林

東信
東御市、小諸市、
上田市（長野県）

ひとめ70万株のレンゲツツジと高山植物の女王
コマクサに逢える花高原

49 駒ヶ岳風致探勝林 南信
宮田村、駒ヶ根市
（長野県）

標高日本一のロープウェイ千畳敷駅から望む大パノラマ
氷河が刻んだ圏谷が語る太古のロマンと高山植物の饗宴

50 赤沢自然休養林 木曽
上松町
（長野県）

森林浴発祥の地　樹齢300年を超える木曽ヒノキの森林

51 御岳自然休養林 岐阜
下呂市、高山市
（岐阜県）

飛騨御嶽(おんたけ)の麓に広がる亜高山帯の森　森林
浴・滝巡り・高地トレーニング�動いた後はまったり濁河
温泉へ

このほか

名称 署等 所在地 名称 署等 所在地

52 栂池湿原風致探勝林 中信
白馬村
（長野県）

55 金華山自然観察教育林 岐阜
岐阜市
（岐阜県）

53 滝越森林スポーツ林 木曽
王滝村
（長野県）

56 闇苅風致探勝林 愛知所
岡崎市
（愛知県）

54
飛騨白山白川郷
自然休養林

飛騨
白川村
（岐阜県）

近畿中国森林管理局管内� 計20箇所

代表例

名称 署等 所在地 特徴

57 安宅林風景林 石川
小松市
（石川県）

歌舞伎十八番勧進帳の森　今に語り継がれる義経と弁
慶の物語の舞台「安宅の関とクロマツ林」

58
近江湖南アルプス
自然休養林

滋賀
大津市、栗東市
（滋賀県）

花崗岩の巨岩・奇岩でできたアルプスの景観と琵琶湖
の眺望

59 東山風景林 京都大阪所
京都市
（京都府）

日本庭園の借景となる北白川から清水の寺社の裏山

60 嵐山風景林 京都大阪所
京都市
（京都府）

平安貴族に愛された名勝嵐山の四季を彩る森林　
山・川・橋のハーモニー

61 高取山風景林 奈良所
高取町
（奈良県）

日本三大山城「高取城」跡　往時を偲ばせる石垣と城跡
から望む奈良盆地

62 扇ノ仙森林スポーツ林 鳥取
八頭町
（鳥取県）

秀峰扇ノ山の麓　家族で楽しもうバードウォッチングと
森林浴

このほか

名称 署等 所在地 名称 署等 所在地

63 加賀海岸自然休養林 石川
加賀市
（石川県）

70
滝谷・大成山野外
スポーツ地域

兵庫
たつの市
（兵庫県）

64 蛇谷風景林 石川
白山市
（石川県）

71 大和三山風景林 奈良所
橿原市
（奈良県）

65 松原風景林 福井
敦賀市
（福井県）

72 高野山風景林 和歌山
高野町
（和歌山県）

66 七里御浜風致探勝林 三重
紀宝町、御浜町、
熊野市
（三重県）

73 操山自然休養林 岡山
岡山市
（岡山県）

67
明治の森箕面
自然休養林

京都大阪所
箕面市
（大阪府）

74
恐羅漢細見峡
自然休養林

広島
安芸太田町、
廿日市市
（広島県）

68 宝塚自然休養林 兵庫
宝塚市
（兵庫県）

75 宮島風景林 広島
廿日市市
（広島県）

69 赤西自然観察教育林 兵庫
宍粟市
（兵庫県）

76 岩国自然休養林 山口所
岩国市
（山口県）
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四国森林管理局管内� 計５箇所

代表例

名称 署等 所在地 特徴

77 剣山自然休養林 徳島
三好市、つるぎ町、
那賀町、美馬市
（徳島県）

四季折々の醸し出す　鮮やかな自然美　霊峰つるぎと
秘境の里

78 工石山自然休養林 嶺北
高知市、土佐町
（高知県）

草木の花咲く道の先　太平洋と山々の織りなす雄大な
景観

79 千本山風景林 安芸
馬路村
（高知県）

見上げて体感、巨木・ヤナセスギの真髄

このほか

名称 署等 所在地 名称 署等 所在地

80 滑床自然休養林 愛媛
宇和島市、
鬼北町、松野町
（愛媛県）

81 石鎚風景林 愛媛
西条市
（愛媛県）

九州森林管理局管内� 計12箇所

代表例

名称 署等 所在地 特徴

82 くまもと自然休養林 熊本
熊本市、玉名市、
玉東町、菊池市、
阿蘇市（熊本県）

武蔵、漱石ゆかりの山路と熊本県民のオアシス菊池
渓谷�

83 宮崎自然休養林 宮崎
宮崎市
（宮崎県）

自然の浸食が造り出す奇岩峰と渓谷美

84 猪八重の滝風景林 宮崎南部
日南市
（宮崎県）

日本有数の原生的な照葉樹林とやすらぎのセラピー
ロード

85 屋久島自然休養林 屋久島
屋久島町
（鹿児島県）

世界自然遺産　屋久杉が語る太古の森のヒストリー

このほか

名称 署等 所在地 名称 署等 所在地

86 若杉山風致探勝林 福岡
篠栗町、須恵町
（福岡県）

90 田代原風致探勝林 長崎
雲仙市
（長崎県）

87 北九州自然休養林 福岡
北九州市、
直方市、福智町
（福岡県）

91 木原山風景林 熊本
熊本市、宇土市
（熊本県）

88 虹の松原風致探勝林 佐賀
唐津市
（佐賀県）

92
向坂山
野外スポーツ地域

宮崎北部
五ヶ瀬町
（宮崎県）

89 有明山風景林 長崎
対馬市
（長崎県）

93 西表自然休養林 沖縄
竹富町
（沖縄県）
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