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指定宿泊施設一覧
【指定宿泊施設Ａ】利用助成と割引サービスが受けられます。

※割引を受けるには、ご予約の際に「あしすと会員」であることを申し出てください。
※他の割引サービスや特別企画等との併用はできません。また、割引除外日等もございます。

【指定宿泊施設Ｂ】利用助成が受けられます。
※本誌掲載内容は、諸事情により特に通知することなく変更が生じる場合がございます。予めご了承ください。

【指定宿泊施設Ａ】

東山温泉観光協会
所在地　東山町大字湯本字滝の湯110
ｔｅｌ　0242−27−7051　　ｆａｘ　0242−28−8722
ホームページ　www.aizu-higashiyama.com

東山温泉　指定宿泊施設一覧
原瀧 ＴＥＬ：0242−26−4126今昔亭
ホームページ　www.yumeguri.co.jp
　　　　　　　konjakutei.yumeguri.co.jp
Ｅ－ｍａｉｌ　info@yumeguri.co.jp
ホテル玉屋 ＴＥＬ：0242−27−2015
ホームページ　www.aizu-tamaya.co.jp
Ｅ－ｍａｉｌ　h-tamaya@ht-net21.ne.jp
おやど東山 ＴＥＬ：0242−28−1222
渓流の宿東山ハイマートホテル ＴＥＬ：0242−27−6155
ホテル伏見荘 ＴＥＬ：0242−27−2944
いろりの宿　芦名 ＴＥＬ：0242−26−2841
ホームページ　www.ashina.co.jp
Ｅ－ｍａｉｌ　info@ashina.co.jp
鳥一旅館 ＴＥＬ：0242−27−3090
割引対象品目と割引率
基本宿泊料金　10％ｏｆｆ
庄助の宿　瀧の湯 ＴＥＬ：0242−29−1000
ホームページ　shousuke.com
Ｅ－ｍａｉｌ　ohara@shousuke.com
割引対象品目と割引率

宿泊者の方
6 つの貸切風呂50分間　通常5,250円～ 10,500円を
　　　　　　　　　　　1,000円に割引
大江戸温泉物語 東山グランドホテル ＴＥＬ：0242−27−3500
ホームページ　www.oom.jp
Ｅ－ｍａｉｌ　higashiyamagh@oom.jp
割引対象品目と割引率

1 泊 2 食付バイキングプラン→お一人様グラスビール 1 杯付
1 泊 2 食付宴会プラン　　　→お一人様銚子 1 本付
※両プラン共にその他割引との併用不可　※日帰りプランは除く

芦ノ牧温泉旅館協同組合
所在地　大戸町芦ノ牧1122　
ｔｅｌ　0242−92−2336　ｆａｘ　0242−92−2338
ホームページ　www.aizu-ashinomaki.jp

芦ノ牧温泉　指定宿泊施設一覧
不動館　小谷の湯 ＴＥＬ：0242−92−2311
芦ノ牧プリンスホテル ＴＥＬ：0242−92−2321
ホームページ　ashipri.com
Ｅ－ｍａｉｌ　rsv@ashipri.com
芦ノ牧ホテル ＴＥＬ：0242−92−2206
ホームページ　www.gsl-ashinomakihotel.jp
Ｅ－ｍａｉｌ　sales-ashinoh@u-broad.jp
新湯 ＴＥＬ：0242−92−2301
仙峡閣 ＴＥＬ：0242−92−2026
旅館福泉 ＴＥＬ：0242−92−2236
ホテル渓山 ＴＥＬ：0242−92−2031
丸峰観光ホテル ＴＥＬ：0242−92−2121
ホームページ　www.marumine.co.jp
Ｅ－ｍａｉｌ　marumine@crest.ocn.ne.jp
割引対象品目と割引率
基本宿泊料金　10％ｏｆｆ
大川荘 ＴＥＬ：0242−92−2111
ホームページ　www.ookawaso.co.jp
割引対象品目と割引率

直接宿泊予約を頂いた方に限り
大人 1 名につき 1 枚 館内利用券500円券付
※但し、他の割引き・サービスとの併用は不可
※じゃらんnet・楽天トラベル等、ネットエージェントからの

予約も不可

会津若松ワシントンホテル
所在地　会津若松市白虎町201
ｔｅｌ　0242−22−6111　ｆａｘ　0242−24−7535
ホームページ　washington-hotels.jp/aizuwakamatsu/
割引対象品目と割引率
基本宿泊料金　10％ｏｆｆ
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ホテルプルミエール箕輪
所在地 耶麻郡猪苗代町横向
ｔｅｌ 0242−64−3300　ｆａｘ　0242−64−3842
ホームページ　www.minowa.info
割引対象品目と割引率

1 泊 2 食付　宿泊料金が割引契約料金になります
※料金は、シーズンによって異なります。

詳しい料金等は、ホテルプルミエール箕輪に直接お問い合わ
せください。
なお、お問い合わせの際には｢あしすと」会員であることを
あらかじめ申し出てください。

裏磐梯レイクリゾート
所在地　耶麻郡北塩原村大字桧原字湯平山1171−1
ｔｅｌ　0241−37−1111　ｆａｘ　0241−37−1115
ホームページ　www.lakeresort.jp
割引対象品目と割引率

通常 1 泊 2 食付料金　10％引
※期間限定等の一部商品には適用できません。

詳しくは、裏磐梯レイクリゾートに直接お問い合わせくださ
い。
なお、お問い合わせの際には「あしすと」会員であることを
予め申し出てください。

ペンションくらんぼーん
所在地　耶麻郡北塩原村裏磐梯レイクウッドヴィレッジ
ｔｅｌ　0241−32−3261　ｆａｘ　0241−32−3403
ホームページ　www.kuranbon.com
Ｅ－ｍａｉｌ　kuranbon@akina.ne.jp
割引対象品目と割引率
宿泊代　500円ｏｆｆ

ペンション　ラフィア
所在地　耶麻郡北塩原村大字桧原字曽原山1096−96
ｔｅｌ　0241−32−3353　ｆａｘ　0241−32−3304
ホームページ　www.p-raffia.com
Ｅ－ｍａｉｌ　info@p-raffia.com
割引対象品目と割引率
通常宿泊料金　10％ｏｆｆ

Nature　Cottage　Ａｋａｂｅｋｏ
所在地　耶麻郡北塩原村大字桧原字小野川原1092−38
ｔｅｌ　0241−32−2151　ｆａｘ　0241−32−2245
ホームページ　akabeko.biz
Ｅ－ｍａｉｌ　toiawase＠akabeko.biz
割引対象品目と割引率

宿泊料金　平日：30％ｏｆｆ（日～金）
※GW・お盆・シルバーウィーク・年末年始・ 3 連休以上の連

休日程は除外（規定により年毎に日程変動あり）

【指定宿泊施設Ａ】

グリーンホテル会津
所在地　会津若松市中央3−7−23
ｔｅｌ　0242−24−5181　ｆａｘ　0242−24−5182
ホームページ　www.ht-net21.ne.jp/˜aizu-ght
Ｅ－ｍａｉｌ　aizu-ght@ht-net21.ne.jp
割引対象品目と割引率 会員の遠方の親戚も割引対象　
シングルＢタイプ　5,500円→5,000円

ホテルルートイン会津若松
所在地　会津若松市平安町1−5
ｔｅｌ　0242−28−3370　ｆａｘ　0242−28−3321
ホームページ　www.route-inn.co.jp
割引対象品目と割引率

通常宿泊料金（税サ込）
　シングル　　6,300円→　6,000円
　ツイン　　　12,000円→11,400円

星野リゾート　磐梯山温泉ホテル
所在地　耶麻郡磐梯町大字更科字清水平6838−68
予約先tel　0242−74−5111（ゲストリレーション）
ｔｅｌ　0242−74−5100　ｆａｘ　0242−74−5109
ホームページ　bandaisan.co.jp
Ｅ－ｍａｉｌ　info@bandaisan.co.jp
割引対象品目と割引率

宿泊料金　予約センターにて料金案内いたします
星野リゾートで定めている福利厚生料金をご案内差し
上げます
※お問い合わせの際には「あしすと」会員であることをあらか

じめ申し出てください。

猪苗代リゾートホテル
所在地　耶麻郡猪苗代町綿場7126
ｔｅｌ　0242−65−2131　ｆａｘ　0242−65−2263
ホームページ　inawashiroresort.com
Ｅ－ｍａｉｌ　toiawase@i-resort.net
割引対象品目と割引率

1 泊 2 食付　宿泊料金が割引契約料金になります
※料金は、シーズンによって異なります。

詳しい料金等は、猪苗代リゾートホテルに直接お問い合わせ
ください。
なお、お問い合わせの際には｢あしすと｣会員であることをあ
らかじめ申し出てください。

ホテルリステル猪苗代
所在地　耶麻郡猪苗代町大字川桁字天王坂2414番地
ｔｅｌ　0242−66−2233　ｆａｘ　0242−66−2633
ホームページ　www.listel-inawashiro.jp
Ｅ－ｍａｉｌ　inawashiro@listel.co.jp
割引対象品目と割引率
リステルスキーファンタジア
3 時間券・ 5 時間券・ 1 日券　各50％ｏｆｆ
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【指定宿泊施設Ａ】

アウトドア体験の宿　もくもく
所在地　耶麻郡北塩原村桧原曽原山1096−87
ｔｅｌ　0241−32−3010　ｆａｘ　0241−32−3074
ホームページ　moku2.com
Ｅ－ｍａｉｌ　moku2@nifty.com
割引対象品目と割引率 会員本人他 3 名までOK
宿泊費（ 1 泊 2 食付）5％ｏｆｆ

熱塩温泉　山形屋
所在地　喜多方市熱塩加納町熱塩字北平田甲347−2
ｔｅｌ　0241−36−2288　ｆａｘ　0241−36−2290
ホームページ　www.spa-yamagataya.com/index.htm
Ｅ－ｍａｉｌ　info@spa-yamagataya.com
割引対象品目と割引率

基本宿泊料金　10％ｏｆｆ
炭床サウナ　チャコールバーデン入浴料
　　　　　（浴衣・バスタオルセット付）100円引
日帰宴会の利用の方は
　　　　　　チャコールバーデン入浴料　600円
基本宿泊割引
※事前にお申し出があった方に限ります。
※弊社特別企画でのお申込みの方は除きます。

湯季の郷　紫　泉
所在地　南会津郡下郷町湯野上字居平乙832
ｔｅｌ　0241−68−2508　ｆａｘ　0241−68−3533
ホームページ　www.yunokamionsen.gr.jp
割引対象品目と割引率

宿泊料金より　10％ｏｆｆ
湯野上温泉駅からのみ送迎あり
ＧＷ、土曜日、お盆、正月の宿泊は除く。

こぼうしの湯　洗心亭
所在地　下郷町大字高陦字寄神乙1614
ｔｅｌ　0241−68−2266　ｆａｘ　0241−68−2269
ホームページ　http://www.sensintei.jp
Ｅ－ｍａｉｌ　sensintei@basil.ocn.ne.jp
割引対象品目と割引率

基本宿泊料金　10％ｏｆｆ
※土日祭日・GW・年末年始・お盆・紅葉期間を除く

会津六名館
所在地　南会津郡南会津町針生台鞍山スキー場下
ｔｅｌ　0241−64−2355
ホームページ　www.aizurokumeikan.jp
Ｅ－ｍａｉｌ　aizurokumeikan@gmail.com
割引対象品目と割引率

一部屋 4 名様以上（大人）利用
6 名様までの場合　5,000円引き
年末年始　8／12 ～ 8／16　
体験料、飲食費は除く。

会津高原　ペンション エンドレス
所在地　南会津郡南会津町高杖原458
ｔｅｌ　0241−78−5138　ｆａｘ　0241−78−5144
ホームページ　aizu-endless.com
Ｅ－ｍａｉｌ　mail@aizu-endless.com
割引対象品目と割引率

宿泊費（ 1 泊 2 食付）10％ｏｆｆ
※但し、年末年始、各種パック料金、ＧＷ、お盆期間除く。

会津アストリアホテル　会津高原ホテル
所在地　南会津郡南会津町高杖原535
ｔｅｌ　0241−78−2241　ｆａｘ　0241−78−2554
ホームページ　www.aizu-kougen.jp
Ｅ－ｍａｉｌ　reservation@takatsue.jp
割引対象品目と割引率 会員本人のみ
宿泊料金　　　　　　　　　　10％引き
ジップラインアドベンチャー　500円引き
MTBリゾート　　　　　　　  入場料無料
温泉白樺の湯入浴料　　　　　500円→300円

memo
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【指定宿泊施設Ａ】

風望天流太子の湯　山水荘
所在地　福島市土湯温泉町字油畑55
ｔｅｌ　024−595−2141　ｆａｘ　024−595−2731
ホームページ　www.sansuiso.jp
Ｅ－ｍａｉｌ　sansuiso@cocoa.ocn.ne.jp
割引対象品目と割引率

1 泊 2 食付宿泊料金　10％ｏｆｆ
※期間限定等の一部商品には適用できません。

ユースゲストハウス　ＡＴＯＭＡ
所在地　福島市桜本字船石15−2
ｔｅｌ　024−591−2523　ｆａｘ　024−591−2523
ホームページ　www006.upp.so-net.ne.jp/atoma/
Ｅ－ｍａｉｌ　atoma@js6.so-net.ne.jp
割引対象品目と割引率

大人　 2 食付　6,500円（税別）～
子供　 2 食付　5,000円（税別）～

陽日の郷　あづま館
所在地　二本松市岳温泉1−5
ｔｅｌ　0243−24−2211　ｆａｘ　0243−24−2671
ホームページ　www.azumakan.com/
Ｅ－ｍａｉｌ　smileaz@cocoa.ocn.ne.jp
割引対象品目と割引率 会員本人のみ
御宿泊代　10％ｏｆｆ　

ホテル華の湯
所在地　郡山市熱海町熱海5−8−60
ｔｅｌ　024−984−2222　ｆａｘ　024−984−2408
ホームページ　www.hotelhananoyu.jp
Ｅ－ｍａｉｌ　hananoyu@rose.ocn.ne.jp
割引対象品目と割引率

平日宿泊料金　　20％ｏｆｆ
休前日宿泊料金　　5％ｏｆｆ
※ 2 名様以上のご利用に限ります。
12／31～1／3、 5／3～5／5、 8／12～8／16を除く。

ルネサンス棚倉
所在地　東白川郡棚倉町関口字一本松
ｔｅｌ　0247−33−4111　ｆａｘ　0247−33−7100
ホームページ　www.r-tanagura.jp
Ｅ－ｍａｉｌ　admin@r-tanagura.jp
割引対象品目と割引率

ホテル 1 泊 2 食付宿泊料金
大人1,000円割引（ 1 泊につき）
上記以外品目は除く

飯坂ホテル聚楽
所在地　福島市飯坂町字西滝ノ町27番地
ｔｅｌ　024−541−2501　ｆａｘ　024−542−0952
ホームページ　www.hotel-juraku.co.jp
割引対象品目と割引率

一室大人2名様入室 一室3名様入室 一室4名様以上の入室
平 　 日 12,500円 11,500円 10,500円
休 　 日 13,500円 11,500円 10,500円
休 前 日 17,500円 14,500円 13,500円

※消費税込・入湯税別

お子様料金：小学生・未就学児童ともに大人様の50％、 3 才は
税込3,780円、 1 ～ 2 才は税込2,160円　
割引対象は上記大人様料金の10％ｏｆｆとなります。
割引対象外期間　4/28～5/5、8/9～8/18、12/27～1/4
宿泊料金のみの割引となります。

奥飯坂穴原温泉　吉川屋
所在地　福島市飯坂町湯野字新湯 6 番地
ｔｅｌ　024−542−2226
ホームページ　www.yosikawaya.com
割引対象品目と割引率
宿泊基本料金　10％ｏｆｆ
宿泊料金以外は除く。

穴原温泉　いづみや
所在地　福島市飯坂町湯野字湯尻15
ｔｅｌ　024−542−5167　ｆａｘ　024−542−7803
ホームページ　www.anabaraonsen-idumiya.jp/
Ｅ－ｍａｉｌ　anabaraonsen-idumiya@xvb.biglobe.ne.jp
割引対象品目と割引率
基本宿泊料金（ 1 室 2 名以上の場合のみ）10％ｏｆｆ
年末年始を除く。
館内の利用（バー、ラーメン、売店など）も除く。

山房　月之瀬
所在地　福島市飯坂町北原 7
ｔｅｌ　024−542−1000
ホームページ　www.tsuki-hana.com
割引対象品目と割引率
通常宿泊料金より　10％ｏｆｆ
土曜日、休前日、GW、お盆、年末年始を除く。

おもてなしの宿旅館　松雲閣
所在地　福島市土湯温泉町字油畑61番地
ｔｅｌ　024−595−2129　ｆａｘ　024−595−2362
ホームページ　www.shounkaku.com
割引対象品目と割引率
ご到着後お部屋にて　ウェルカムドリンクサービス
年末年始、ゴールデンウィーク、お盆は除外日になりますので、
ご確認下さい。
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【指定宿泊施設Ａ】

秋田キャッスルホテル
所在地　秋田県秋田市中通1−3−5
ｔｅｌ　018−834−1141　ｆａｘ　018−834−5588
ホームページ　www.castle-hotel.co.jp
Ｅ－ｍａｉｌ　castle@castle-hotel.co.jp
割引対象品目と割引率
基本宿泊料金　10％ｏｆｆ

あきた芸術村　温泉ゆぽぽ
所在地　秋田県仙北市田沢湖卒田字早稲田430
ｔｅｌ　0187−44−3333　ｆａｘ　0187−44−3334
ホームページ　www.warabi.gr.jp
Ｅ－ｍａｉｌ　yupopo@warabi.or.jp
割引対象品目と割引率 会員本人のみ
1 泊 2 食付宿泊料金　税抜10％ｏｆｆ

田沢湖高原リゾートホテル　ニュースカイ
所在地　秋田県仙北市田沢湖生保内字下高野73−3
ｔｅｌ　0187−46−2006　ｆａｘ　0187−46−2776
ホームページ　www8.ocn.ne.jp/˜newsky/
Ｅ－ｍａｉｌ　tazawakonewsky@beach.ocn.ne.jp
割引対象品目と割引率
宿泊料　 1 泊 1 名につき1,000円ｏｆｆ

西木温泉ふれあいプラザクリオン
所在地　秋田県仙北市西木町門屋屋敷田83−2
ｔｅｌ　0187−47−2010　ｆａｘ　0187−47−2304
ホームページ　www.kurion.co.jp
Ｅ－ｍａｉｌ　kurion@hana.or.jp
割引対象品目と割引率

基本宿泊料金（ 1 泊 2 食付）大人　　　　1,000円ｏｆｆ
　　　　　　　　　　　　子供（小学生）500円ｏｆｆ

協和温泉　四季の湯
所在地　秋田県大仙市協和船岡字庄内214
ｔｅｌ　018−893−2615　ｆａｘ　018−893−2615
ホームページ　www.akita-shikinoyu.co.jp
Ｅ－ｍａｉｌ　info@akita-shikinoyu.co.jp
割引対象品目と割引率

宿泊料金（ 1 泊 2 食付）大人　　　　　1,000円ｏｆｆ
　　　　　　　　　　　子供（小学生）1,000円ｏｆｆ

ペンション　ポテト
所在地　山形県上山市小倉字大森1968−44
ｔｅｌ　023−679−2777　ｆａｘ　023−672−7734
ホームページ　p-potato.server-shared.com
Ｅ－ｍａｉｌ　potato@basil.ocn.ne.jp
割引対象品目と割引率
宿泊料金（ 1 泊 2 食付）10％ｏｆｆ
年末年始、お盆期間、ＧＷは除く。

ペンション　たんぽぽ
所在地　宮城県刈田郡蔵王町遠刈田温泉字
　　　　上ノ原168−20
ｔｅｌ　090−4880−8055
ホームページ　www5.plala.or.jp/p-tanpopo/
Ｅ－ｍａｉｌ　p-tanpopo@ebony.plala.or.jp
割引対象品目と割引率

宿泊料（ 1 泊 2 食付9,000円）10％ｏｆｆ
※休前日と休日は1,000円増の料金です
年末年始、お盆期間、ＧＷ、各種パック料金は除く。

温泉つきペンション　そらまめ
所在地　宮城県刈田郡蔵王町遠刈田温泉字
　　　　上ノ原168−83
ｔｅｌ　0224−34−2299　ｆａｘ　0224−34−2326
ホームページ　www.soramame-p.com
Ｅ－ｍａｉｌ　info@soramame-p.com
割引対象品目と割引率
ご宿泊料金（ 1 泊 2 食付）10％ｏｆｆ
※オンシーズン（4/29～5/5,7/25～8/20,12/11～3/31）
　年末年始（12/30～1/3）期間は除く

プチホテルびすとろ　アバロン
所在地　宮城県松島町松島字三十刈26−21（松島海岸）
ｔｅｌ　022−354−5777　ｆａｘ　022−354−5772
ホームページ　www.bistroabalon.com
Ｅ－ｍａｉｌ　mail@bistroabalon.com
割引対象品目と割引率

宿泊料金（ 1 泊 2 食付）
宿泊料金（夕食付）　　　10％ｏｆｆ
宿泊料金（朝食付）

鳴子ホテル
所在地　宮城県大崎市鳴子温泉字湯元36
ｔｅｌ　0229−83−2001　ｆａｘ　0229−82−2046
ホームページ　www.narukohotel.co.jp/
Ｅ－ｍａｉｌ　call@narukohotel.co.jp
割引対象品目と割引率 会員本人のみ
ご宿泊料金（ 1 泊 2 食付）10％ｏｆｆ
※必ず直接お電話での事前予約の場合に限ります。
※特別企画プラン等は対象外となります。
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佳祥坊　福松
所在地　栃木県日光市鬼怒川温泉大原1060
ｔｅｌ　0288−77−3311
ホームページ　www.fukumatsu.com
Ｅ－ｍａｉｌ　ksb@wonder.ocn.ne.jp
割引対象品目と割引率
ソフトドリンク 1 本サービス
※ゴールデンウィーク、お盆、お正月は除きます。詳

細はお問い合わせ下さい。

花の宿　松や
所在地　栃木県日光市鬼怒川温泉藤原19
ｔｅｌ　0288−77−1221　ｆａｘ　0288−76−1770
ホームページ　www.matsuya.co.jp
Ｅ－ｍａｉｌ　hananoyado@matsuya.co.jp
割引対象品目と割引率 会員本人のみ
宿泊代（通常料金）　　　　2,000円ｏｆｆ
日光竹久夢二美術館入場料　　200円ｏｆｆ
日光人形美術館入場料　　　　150円ｏｆｆ
土産品等は除く。

鬼怒川プラザホテル
所在地　栃木県日光市鬼怒川温泉滝530
ｔｅｌ　0288−77−1031　ｆａｘ　0288−76−1034
ホームページ　www.kinugawa.co.jp
Ｅ－ｍａｉｌ　plaza@kinugawa.co.jp
温泉自慢、眺望自慢の宿です
割引対象品目と割引率

1 泊 2 食付　基本料金が割引になります。
※特別プランは除きます。
※ 2 名以上でお願いします。
※料金は、シーズンによって異なります。

詳しい料金等は、鬼怒川プラザホテルに直接お問い合わせく
ださい。
なお、お問い合わせの際には｢あしすと｣会員であることをあ
らかじめ申し出てください。

ペンション・シャローム
所在地　栃木県那須郡那須町髙久乙3669−5
ｔｅｌ　0287−78−6555　ｆａｘ　0287−78−6554
ホームページ　www.shalom.jp
Ｅ－ｍａｉｌ　info@shalom.jp
割引対象品目と割引率
宿泊料　10％ｏｆｆ

橋本ホテル
所在地　群馬県北群馬郡伊香保町586−2
ｔｅｌ　0279−72−2035　ｆａｘ　0279−72−2372
Ｅ－ｍａｉｌ　hashimoto-hotel@dan.wind.ne.jp
割引対象品目と割引率

宿泊料金が割引料金になります
※料金は、シーズンによって異なります。

詳しい料金等は、橋本ホテルに直接お問い合わせください。
なお、お問い合わせの際には「あしすと」会員であることを
あらかじめ申し出てください。

ファミリーオ館山
所在地　千葉県館山市大賀西台81−17
ｔｅｌ　0470−22−8861　ｆａｘ　0470−22−3961
ホームページ　www.familio-tateyama.com
割引対象品目と割引率
基本宿泊料金　10％ｏｆｆ
※他の割引との重複、旅行会社（ネットエージェント

を含む）からの申込の場合を除く。

ホテルオークラ新潟
所在地　新潟県新潟市中央区川端町6−53
ｔｅｌ　025−224−6111　ｆａｘ　025−224−7060
ホームページ　www.okura-niigata.com
Ｅ－ｍａｉｌ　info@okura-niigata.com
割引対象品目と割引率
通常宿泊料金　10％ｏｆｆ
※但し、税・サービス料別、食事別

万代シルバーホテル
所在地　新潟県新潟市中央区万代1−3−30
ｔｅｌ　025−243−3711　ｆａｘ　025−243−3720
ホームページ　www.silverhotel.co.jp
Ｅ－ｍａｉｌ　yoyaku@silverhotel.co.jp
割引対象品目と割引率

宿泊　基本室料　　 20％ｏｆｆ
ホテル飲食 4 店舗　　5％ｏｆｆ
　・西洋料理屋　ダンスィングドール
　・新潟の旬菜と地酒の店　銀鈴
　・中国料理　柳江苑
　・イタリアンカフェ　イルマッケローネ
※フェア、イベント関係の一部商品は除く。

米山水源ホテル
所在地　新潟県上越市柿崎区上下浜2362
ｔｅｌ　025−536−6677
割引対象品目と割引率

宿泊料金
全日素泊り

（消費税・サービス料込） 1 泊 2 食付
大人（中学生以上） 8,800円 → 5,775円 12,600円

3 歳～小学生 　　　　　　3,465円 　6,300円
3歳未満

【施設使用料として】 1,050円
カップルプラン大人2名 ― 18,900円
※営業期間

2019年 4 月26日（金）～ 2019年 5 月 5 日（日）泊
2019年 7 月13日（土）～ 2019年 8 月14日（水）泊
◎上記期間の営業日になります。

【指定宿泊施設Ａ】
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ホテル太閤
所在地　新潟県妙高市赤倉402
ｔｅｌ　0255−70−4195　ｆａｘ　0255−70−4196
ホームページ　h-taiko.net
Ｅ－ｍａｉｌ　info@h-taiko.net
割引対象品目と割引率
御宿泊料金　10％ｏｆｆ
※別途御飲食代金は除く

ペンション　ころぼっくす
所在地　長野県長野市戸隠豊岡10044−10
ｔｅｌ　026−254−3148　ｆａｘ　026−254−1018
ホームページ　corovox.com
Ｅ－ｍａｉｌ　togakusi@corovox.com
割引対象品目と割引率
1 泊 2 食付宿泊料　10％ｏｆｆ

ペンション　オードヴィー
所在地　長野県下高井郡山ノ内町奥志賀高原
ｔｅｌ　0269−34−2751　ｆａｘ　0269−34−3246
ホームページ　www2.plala.or.jp/edv/
Ｅ－ｍａｉｌ　eaudevie@ivory.plala.or.jp
割引対象品目と割引率

宿泊料（ 1 泊 2 食付）10％ｏｆｆ
　　　　　　　　　幼児料金　無料
年末年始、連休、各種パックは除く。

ピュアモール　ミモザ
所在地　長野県北安曇郡白馬村北城14718−209
ｔｅｌ　0261−72−6085　ｆａｘ　0261−72−6105
ホームページ　www6.ocn.ne.jp/˜mimosa/
Ｅ－ｍａｉｌ　mimosa@hyper.ocn.ne.jp
マナーのいいペット（小型の室内犬、猫etc）も一緒に
宿泊いただけます。（無料）
割引対象品目と割引率
宿泊代（ 1 泊 2 食付）10％ｏｆｆ
12月30日～1月3日、8月12日～14日の期間、各種パック
は除きます。

ファミリーペンション　ドレミの森
所在地　長野県北安曇郡小谷村白馬乗鞍高原
ｔｅｌ　0261−82−3076　ｆａｘ　0261−82−3078
ホームページ　www.doreminomori.com
Ｅ－ｍａｉｌ　doremi@valley.ne.jp
離乳食やアレルギー対応食も用意可。
清潔さと出来立ての良さを大切にする宿。
割引対象品目と割引率
宿泊料　10％ｏｆｆ
※但し、年末年始・冬期連休・お盆・各種パック料金

は除く。宿泊費を除く全ても対象にはなりません。

下田温泉　ホテル　山田屋
所在地　静岡県下田市柿崎40−61
ｔｅｌ　0558−22−2005　ｆａｘ　0558−22−7985
ホームページ　www.hotel-yamadaya.com
Ｅ－ｍａｉｌ　info@hotel-yamadaya.com
全室より下田港を一望する眺望絶景な高台にある
さわやかな自然に囲まれた和風の宿です。
割引対象品目と割引率

2019年 1 月～2020年 3 月

宿泊料 平日・休日　大人 1 名17,000円 10％ｏｆｆ　　　　休前日　　　大人 1 名20,000円
但し、7/13・14,7/20～8/1,9/14・15・21・22は割引なし
又、4/27～5/5,8/2～8/15,12/28～1/4までは除外日
売店（但し一部除外品あり）5％ｏｆｆ
宿泊料・売店以外のご利用分は除く。

陽気館
所在地　静岡県伊東市末広町2−24
ｔｅｌ　0557−37−3101　ｆａｘ　0557−36−6488
ホームページ　www.yokikan.co.jp
Ｅ－ｍａｉｌ　youkikan@aqua.ocn.ne.jp
館内登山電車で、海・市街一望の露天風呂へご案内
割引対象品目と割引率

正規宿泊料金（ホームページ記載）の10％ｏｆｆ
※但し、年末年始、ＧＷ、お盆期間は除く

祇園の宿　舞風館
所在地　京都市東山区上弁天町440（祇園八坂神社南門前）
ｔｅｌ　075−561−3181　ｆａｘ　075−525−1600
ホームページ　www.maifukan.com/
Ｅ－ｍａｉｌ　front@maifukan.com
割引対象品目と割引率
御宿泊代　10％ｏｆｆ
※但し、直接予約もしくは公式ＨＰからの予約に限り

ます。
他の割引プランとの併用は出来ません。

【指定宿泊施設Ａ】
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ダイワロイヤルホテルグループ
ホームページ　www.daiwaresort.co.jp

八幡平ロイヤルホテル
岩手県八幡平市松尾寄木第一地割590−5
ｔｅｌ　0195−78−3312　ｆａｘ　0195−78−3329
宮城蔵王ロイヤルホテル
宮城県刈田郡蔵王町遠刈田温泉字鬼石原1−1
ｔｅｌ　0224−34−3121　ｆａｘ　0224−34−3177
裏磐梯ロイヤルホテル
福島県耶麻郡北塩原村大字桧原字剣ヶ峯1093−309
ｔｅｌ　0241−32−3121　ｆａｘ　0241−32−3130
りんどう湖ロイヤルホテル
栃木県那須郡那須町大字高久丙字海道下4449−2
ｔｅｌ　0287−76−1155　ｆａｘ　0287−76−1166
割引対象品目と割引率

1 泊朝食付宿泊料金が割引契約料金になります。
（サービス料・消費税込み,入湯税別）
料金は、利用日や利用人数（ 2 名様以上）によって異
なります。詳しい料金等は、各ホテルに直接お問い合
わせください。なお、お問い合わせの際には「あしす
と」会員であることをあらかじめ申し出てください。

株式会社オオシマフォーラム
那須オオシマフォーラム
栃木県那須郡那須町大字湯本205
ｔｅｌ　0287−76−1700　ｆａｘ　0287−76−1701
ホームページ　www.ohshima-forum.jp
Ｅ－ｍａｉｌ　info@nasu-forum.co.jp
割引対象品目と割引率

夕食時ワンドリンクサービス
モンゴリアビレッジ　テンゲル
栃木県那須郡那須町大字高久丙1577−9
ｔｅｌ　0287−76−6114　ｆａｘ　0287−76−6152
ホームページ　www.tenger.jp
Ｅ－ｍａｉｌ　tenger@tenger.jp
割引対象品目と割引率

民族衣装試着体験割引

かんぽの宿　北は北海道から、南は九州まで
ホームページ　www.kanponoyado.japanpost.jp

割引対象品目と割引率
1 泊 2 食付宿泊料金　500円引き
※同伴者 3 名までを限度とする。
※小学生未満のご利用の場合は除く。
※宿泊施設が定めた繁忙期又は特別日の利用の場合は

除く。
※他の割引等の優遇を受ける場合は除く。
※宿泊施設が特に減額しないと定めた商品は除く。
※詳しくは宿泊施設にお問い合わせください。

【指定宿泊施設Ａ】
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ホテルウィングインターナショナルチェーン
ホームページ　www.hotelwing.co.jp

千歳　　　北海道千歳市千代田町2−2−10
ｔｅｌ　0123−24−2111　ｆａｘ　0123−27−7788
ホームページ　www.hotelwing.co.jp/chitose
苫小牧　　北海道苫小牧市表町5−7−1
ｔｅｌ　0144−33−0333　ｆａｘ　0144−33−0222
ホームページ　www.hotelwing.co.jp/tomakomai
須賀川　　福島県須賀川市中町36−1
ｔｅｌ　0248−72−1411　ｆａｘ　0248−72−0707
ホームページ　www.hotelwing.co.jp/sukagawa
日立　　　茨城県日立市幸町1−5−12
ｔｅｌ　0294−23−2111　ｆａｘ　0294−23−2515
ホームページ　www.hotelwing.co.jp/hitachi
鹿嶋　　　茨城県神栖市大野原1−24−1
ｔｅｌ　0299−92−9012　ｆａｘ　0299−92−6986
ホームページ　www.hotelwing.co.jp/kasima
東京四谷　東京都新宿区四谷3−14−1
ｔｅｌ　03−3356−2111　ｆａｘ　03−3356−2113
ホームページ　www.hotelwing.co.jp/yotsuya
新宿　　　東京都新宿区歌舞伎町1−21−7
ｔｅｌ　03−3200−0122　ｆａｘ　03−3200−8086
ホームページ　www.hotelwing.co.jp/shinjuku
池袋　　　東京都豊島区東池袋3−10−7
ｔｅｌ　03−5396−5555　ｆａｘ　03−5396−3455
ホームページ　www.hotelwing.co.jp/ikebukuro
後楽園　　東京都文京区本郷1−25−11
ｔｅｌ　03−5804−1011　ｆａｘ　03−5804−1010
ホームページ　www.hotelwing.co.jp/kourakuen
目黒　　　東京都目黒区目黒1−3−14
ｔｅｌ　03−3779−6311　ｆａｘ　03−3779−5351
ホームページ　www.hotelwing.co.jp/meguro
横浜関内　神奈川県横浜市中区不老町1−2
ｔｅｌ　045−681−4800　ｆａｘ　045−681−9354
ホームページ　www.hotelwing.co.jp/yokohama-kannai

湘南藤沢　神奈川県藤沢市藤沢109−5
ｔｅｌ　0466−55−1112　ｆａｘ　0466−55−1115
ホームページ　www.hotelwing.co.jp/shonan-fujisawa
相模原　　神奈川県相模原市上溝5−1−30
ｔｅｌ　042−761−3333　ｆａｘ　042−761−8373
ホームページ　www.hotelwing.co.jp/sagamihara
名古屋　　愛知県名古屋市中区錦1−4−11
ｔｅｌ　052−201−6011　ｆａｘ　052−231−7670
ホームページ　www.hotelwing.co.jp/nagoya
新大阪　　大阪府大阪市淀川区東三国2−32−9
ｔｅｌ　06−6395−1500　ｆａｘ　06−6395−1700
ホームページ　www.hotelwing.co.jp/shinosaka
姫路　　　兵庫県姫路市綿町132
ｔｅｌ　079−287−2111　ｆａｘ　079−287−2112
ホームページ　www.hotelwing.co.jp/himeji
下関　　　山口県下関市竹崎町3−11−2
ｔｅｌ　0832−35−2111　ｆａｘ　0832−32−7707
ホームページ　www.hotelwing.co.jp/shimonoseki
博多駅前　福岡県福岡市博多区博多駅前3−22−15
ｔｅｌ　092−476−9111　ｆａｘ　092−476−9112
ホームページ　www.hotelwing.co.jp/select/hakata
都城　　　宮崎県都城市北原町35−10
ｔｅｌ　0986−22−2111　ｆａｘ　0986−22−8070
ホームページ　www.hotelwing.co.jp/miyakonojyo
熊本八代　熊本県八代市旭中央通23−1
ｔｅｌ　0965−32−0711　ｆａｘ　0965−33−5658
ホームページ　www.hotelwing.co.jp/kumamoto-yatsushiro
出水　　　鹿児島県出水市昭和町48−5
ｔｅｌ　0996−63−8111　ｆａｘ　0996−62−7575
ホームページ　www.hotelwing.co.jp/izumi
割引対象品目と割引率
宿泊料金　ご優待料金になります
詳しくはお問合せください。

【指定宿泊施設Ａ】
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【指定宿泊施設Ａ】

ＨＭＩホテルグループ
ホテルパールシティ札幌
北海道札幌市中央区北三条西 2 丁目1−26
ｔｅｌ 011−222−0511
ホテルクラウンパレス青森
青森県青森市本町5−5−4
ｔｅｌ　017−775−1151
ホテルパールシティ八戸
青森県八戸市城下2−2−22
ｔｅｌ　0178−47−0034
ホテルクラウンパレス秋北
秋田県大館市片町 7
ｔｅｌ　0186−43−1313
ホテルパールシティ秋田川反
秋田県秋田市大町3−4−18
ｔｅｌ　018−865−2111
ホテルパールシティ秋田竿燈大通り
秋田県秋田市大町2−2−3
ｔｅｌ　018−862−0501
ホテルパールシティ秋田大町
秋田県秋田市大町2−6−25
ｔｅｌ　018−863−2525
ホテルウェルネス横手路（横手温泉）
秋田県横手市婦気大堤田久保1−294
ｔｅｌ　0182−33−0600
ホテルパールシティ盛岡
岩手県盛岡市大通3−7−19
ｔｅｌ　019−625−3311
ホテルパールシティ気仙沼
宮城県気仙沼市古町3−2−42
ｔｅｌ　0226−24−2511
ホテルパールシティ仙台
宮城県仙台市青葉区一番町2−8−9
ｔｅｌ　022−262−8711
ホテルパールシティ天童
山形県天童市東本町2−9−23
ｔｅｌ　023−651−0411
ホテル亀屋（鳴子温泉）
宮城県大崎市鳴子温泉字車湯54−6
ｔｅｌ　0229−83−2211
ホテル南海荘（白浜野嶋温泉）
千葉県南房総市白浜町白浜623−13
ｔｅｌ　0470−38−3500
銀座クレストン
東京都中央区明石町 8 番（聖路加ガーデン）
ｔｅｌ　03−5550−5700
渋谷クレストンホテル
東京都渋谷区神山町10−8
ｔｅｌ　03−3481−5800
調布クレストンホテル
東京都調布市小島町1−38−1調布パルコ
ｔｅｌ　042−489−5000

ホテルクラウンパレス甲府
山梨県甲府市朝気1−2−1
ｔｅｌ　055−233−0777
諏訪レイクサイドホテル（上諏訪温泉）
長野県諏訪市高島2−1201−48
ｔｅｌ　0266−53−5353
ホテルウェルネス能登路（千里浜やわらぎ温泉）
石川県羽咋郡宝達志水町敷浪5−48−2
ｔｅｌ　0767−29−4181
ホテル北陸古賀乃井（片山津温泉）
石川県加賀市片山津温泉75
ｔｅｌ　0761−74−1041
ホテル大のや（山代温泉）
石川県加賀市山代温泉18−117
ｔｅｌ　0761−77−4113
ホテルラヴィ工川良（伊東温泉）
静岡県伊東市竹の内1−1−3
ｔｅｌ　0557−37−8181
大仙家（畑毛温泉）
静岡県伊豆の国市奈古谷655
ｔｅｌ　055−979−7000
つま恋リゾート彩の郷（掛川）
静岡県掛川市満水2000
ｔｅｌ　0537−24−1111
グランドホテル浜松
静岡県浜松市中区東伊場1−3−1
ｔｅｌ　053−452−2114
ホテルクラウンパレス浜松
静岡県浜松市中区板屋町110−17
ｔｅｌ　053−452−5111
伊良湖シーパーク＆スパ
愛知県田原市伊良湖町宮下2822−2
ｔｅｌ　0531−35−1500
ホテルクラウンパレス知立
愛知県知立市中町中128
ｔｅｌ　0566−85−3939
名古屋クレストンホテル
愛知県名古屋市中区栄3−29−1　名古屋パルコ西館
ｔｅｌ　052−264−8000
ホテルウェルネス鈴鹿路（湯の山温泉）
三重県三重郡菰野町菰野江田8474−177
ｔｅｌ　059−392−2233
ホテル平安の森京都（京都東山）
京都府京都市左京区岡崎東天王町51
ｔｅｌ　075−761−3130
ホテルウェルネス飛鳥路（奈良）
奈良県奈良市高畑町778−1
ｔｅｌ　0742−22−2857
ホテルウェルネス大和路（奈良）
奈良県桜井市山田299−1
ｔｅｌ　0744−43−8606
ホテルクラウンパレス神戸
兵庫県神戸市中央区東川崎町1−3−5
ｔｅｌ　078−362−1155
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【指定宿泊施設Ａ】
ホテルパールシティ神戸
兵庫県神戸市中央区港島中町7−5−1
ｔｅｌ　078−303−0100
三朝ロイヤルホテル（三朝温泉）
鳥取県東伯郡三朝町大瀬1210
ｔｅｌ　0858−43−1231
ホテルウェルネス印旛路（湖山温泉）
鳥取県鳥取市松原343
ｔｅｌ　0857−57−0224
ホテルウェルネスほうき路（皆生温泉）
鳥取県米子市皆生新田3−22−12
ｔｅｌ　0852−62−0011
保性館（玉造温泉）
島根県松江市玉湯町玉造1191−1
ｔｅｌ　0852−62−0011
旅亭　山の井（玉造温泉）
島根県松江市玉湯町玉造1042
ｔｅｌ　0852−62−0621
湯本観光ホテル西京（長門湯本温泉）
山口県長門市深川湯本1051
ｔｅｌ　0837−25−3111
ザ　クラウンパレス新阪急高知
高知県高知市本町4−2−50
ｔｅｌ　088−873−1111
ホテルクラウンパレス小倉
福岡県北九州市小倉北区馬借1−2−1
ｔｅｌ　093−511−4111
ホテルパールシティ黒崎
福岡県北九州市八幡西区黒崎3−7−7
ｔｅｌ　093−631−7711

ホテルクラウンパレス北九州
福岡県北九州市八幡西区東曲里町3−1
ｔｅｌ　093−631−1111
長崎にっしょうかん（長崎）
長崎県長崎市西坂町20−1
ｔｅｌ　095−804−2151
にっしょうかん新館　梅松鶴（長崎）
長崎県長崎市浜平町2−14−1
ｔｅｌ　095−824−2153
にっしょうかん別邸　紅葉亭（長崎）
長崎県長崎市立山5−13−65
ｔｅｌ　095−824−2152
八代グランドホテル
熊本県八代市旭中央通り10−1
ｔｅｌ　0965−32−2111
ホテル霧島キャッスル（霧島温泉）
鹿児島県霧島市牧園町高千穂字殿之湯3878−49
ｔｅｌ　0995−78−2211
本部グリーンパークホテル
沖縄県国頭郡本部町古島404
ｔｅｌ　0980−48−3211
リザンシーパークホテル谷茶ベイ
沖縄県国頭郡納村字谷茶1496
ｔｅｌ　098−964−6611
割引対象品目と割引率
専用ＨＰより専用ＩＤ・パスワードを用いたご予約に
対し、宿泊正規料金の5％～50％程度の優待を致します。
　ＨＰアドレス　http://www.hmi−hotel.co.jp/hojin/
　専用ＩＤ　　　H000033
　パスワード　　hmi
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新鶴温泉　ほっとぴあ新鶴
所在地　大沼郡会津美里町鶴野辺字上長尾2347−40
ｔｅｌ　0242−78−2820　ｆａｘ　0242−78−2823
ホームページ　www.aizu-misato.jp

いいで荘
所在地　喜多方市山都町小舟寺字二ノ坂山乙2619−1
ｔｅｌ　0241−38−3111　ｆａｘ　0241−38−3112

磐梯高原リゾート・イン　ぼなり
所在地　耶麻郡猪苗代町中の沢温泉
ｔｅｌ　0242−64−3333　ｆａｘ　0242−64−3335
ホームページ　www.bonari.or.jp
Ｅ－ｍａｉｌ　bonari@chive.ocn.ne.jp

西会津町温泉健康保養センター　ロータスイン
所在地　耶麻郡西会津町登世島字下小島187
ｔｅｌ　0241−45−2900　ｆａｘ　0241−45−4393
ホームページ　www.nct.ne.jp/˜lotos
Ｅ－ｍａｉｌ　lotos@nct.ne.jp

【指定宿泊施設Ｂ】

季の郷　湯ら里
所在地　南会津郡只見町大字長浜字上平50
ｔｅｌ　0241−84−2888　ｆａｘ　0241−84−2275
ホームページ　www.yurari.co.jp
Ｅ－ｍａｉｌ　front@yurari.co.jp
ブナの森に囲まれた　癒しの宿
　☆満点の星空を見上げながら入る露天風呂
　　心づくしの料理で身も心もゆったりと・・・

つきみが丘町民センター
所在地　河沼郡柳津町大字柳津字諏訪町甲61−2
ｔｅｌ　0241−42−2302　ｆａｘ　0241−42−3405
ホームページ　akabeko.info
Ｅ－ｍａｉｌ　info@akabeko.info

ホテル　福島グリーンパレス
所在地　福島市太田町13−53
ｔｅｌ　024−533−1171　ｆａｘ　024−533−1197
ホームページ　www.fukushimagp.com
Ｅ－ｍａｉｌ　info@fukushimagp.com
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