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教職員互助会員特別価格設定施設

　指定宿泊施設一覧表の内、施設名の後ろに★特別料金と記載している施設の宿泊料金は、

電話予約に限り、互助会員特別価格が設定されています。

◆互助会員特別価格の適用は、宿泊予約時に、施設に直接電話にて「教職員互助会の会員です」

と伝えた方に限ります。

（インターネット等での予約や、電話予約時に「教職員互助会の会員です」と伝えなかった場合

は、一般料金となりますので、ご留意ください。）

◆互助会員特別価格は、時期により異なりますので、直接各施設にお問い合わせください。

（インターネット料金や季節限定の料金が互助会員特別価格よりも安価な場合があるため、

各自ご検討ください。）

◆互助会員特別価格で予約した場合も指定宿泊施設利用補助券はご利用できます。
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市町村名 施　　設　　名 郵便番号 住　　　　　　　所 電話番号

札幌市 ホテル　ライフォート札幌 064-0810 札幌市中央区南10条西１丁目 011-521-5211

札幌市 ホテル　ポールスター札幌 064-0004 札幌市中央区北４条西６丁目2 011-241-9111

札幌市 プレミアホテル－ＣＡＢＩＮ－札幌　★特別料金 064-0805 札幌市中央区南５条西７丁目 011-213-1301

札幌市 ホテルローヤルステイ・サッポロ 064-0806 札幌市中央区南６条８丁目2-1 011-512-5800

札幌市 ドーミーインＰＲＥＭＩＵＭ札幌 060-0062 札幌市中央区南２条西６丁目4-1 011-232-0011

札幌市 ドーミーイン札幌ＡＮＮＥＸ 060-0063 札幌市中央区南３条西６丁目10-6 011-232-0011

札幌市 ホテルクラッセステイ札幌 060-0064 札幌市中央区南８条西5丁目5-90 011-596-8255

札幌市 ＪＲイン札幌 060-0005 札幌市中央区北５条西６丁目 011-233-3008

札幌市 ＪＲイン札幌駅南口 060-0003 札幌市中央区北３条西１丁目10 011-231-8111

札幌市 ＪＲイン札幌北２条 060-0002 札幌市中央区北２条西２丁目8-1 011-241-9111

札幌市 ぬくもりの宿　ふる川 061-2303 札幌市南区定山渓温泉西４丁目353 011-598-2345

札幌市 定山渓ビューホテル 061-2302 札幌市南区定山渓温泉東２丁目111-2 011-598-3223

札幌市 定山渓第一寶亭留　翠山亭 061-2303 札幌市南区定山渓温泉西３丁目105 011-598-2141

札幌市 定山渓ホテル 061-2303 札幌市南区定山渓温泉西４丁目340-1 011-598-2111

札幌市 章月グランドホテル 061-2302 札幌市南区定山渓温泉東３丁目239 011-598-2231

札幌市 定山渓　鶴雅リゾートスパ　森の謌 061-2302 札幌市南区定山渓温泉東3丁目192 011-598-2671

札幌市 悠久の宿　白糸 061-2302 札幌市南区定山渓温泉東２丁目138-1 011-598-3351

札幌市 ホテル　鹿の湯・花もみじ 061-2303 札幌市南区定山渓温泉西３丁目32 011-598-2311

札幌市 定山渓万世閣　ホテルミリオーネ 061-2302 札幌市南区定山渓温泉東３丁目 011-598-3500

札幌市 翠蝶館 061-2303 札幌市南区定山渓温泉西３丁目57 011-595-3330

札幌市 翠山亭倶楽部　定山渓 061-2303 札幌市南区定山渓温泉西２丁目10 011-595-2001

札幌市 厨翠山 061-2303 札幌市南区定山渓温泉西3丁目4 011-598-5555

札幌市 グランドブリッセンホテル定山渓 061-2302 札幌市南区定山渓温泉東4丁目328 011-595-3800

札幌市 敷島定山渓別邸 061-2303 札幌市南区定山渓温泉西3丁目434 011-598-5557

札幌市 湯元　小金湯 061-2274 札幌市南区小金湯25-1 011-596-2111

札幌市 シャトレーゼ　ガトーキングダムサッポロ 002-8043 札幌市北区東茨戸132 011-773-2211

札幌市 北海道青少年会館Compass 005-0002 札幌市南区真駒内柏丘７丁目8-1 011-584-7555

千歳市 しこつ湖鶴雅リゾートスパ水の謌 066-0281 千歳市支笏湖温泉 0123-25-2211

千歳市 丸駒温泉旅館 066-0287 千歳市幌美内７番地 0123-25-2341

千歳市 休暇村　支笏湖 066-0281 千歳市支笏湖温泉 0123-25-2201

千歳市 支笏湖第一寶亭留・翠山亭 066-0281 千歳市支笏湖温泉 0123-25-2323

千歳市 レイクサイドヴィラ翠明閣 066-0281 千歳市支笏湖温泉 0123-25-2131

千歳市 ＪＲイン千歳 066-0027 千歳市末広６丁目4-4 0123-25-8357

北広島市 札幌北広島クラッセホテル 061-1101 北広島市中の沢316-1 011-373-3800

当別町 北海道ふとみ銘泉　万葉の湯 061-3776 当別町太美町1695-67 0133-26-2130

当別町 北海道立　道民の森神居尻地区コテージ 061-0216 当別町栄町192-7 0133-22-3911

新篠津村 しんしのつ温泉　たっぷの湯 068-1134 新篠津村45線北２番地 0126-58-3166

指定宿泊施設一覧（石狩管内）
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指定宿泊施設一覧（渡島管内）
市町村名 施　　設　　名 郵便番号 住　　　　　　　所 電話番号

函館市 函館国際ホテル 040-0064 函館市大手町5-10 0138-23-5151

函館市 HAKODATE男爵倶楽部HOTEL＆RESORTS 040-0064 函館市大手町22-10 0138-21-1111

函館市 センチュリーマリーナ函館 040-0064 函館市大手町22-13 0138-23-2121

函館市 フォーポイントバイシェラトン函館 040-0063 函館市若松町14-10 0138-22-0111

函館市 ＪＲイン函館 040-0063 函館市若松町12-14 0138-22-2333

函館市 イマジンホテル＆リゾート函館 042-0932 函館市湯川町３丁目1-17 0138-57-9161

函館市 ホテル　万惣 042-0932 函館市湯川町１丁目15-3 0138-57-5061

函館市 花びしホテル 042-0932 函館市湯川町１丁目16-18 0138-57-0131

函館市 湯の浜ホテル 042-0932 函館市湯川町１丁目2-30 0138-59-2231

函館市 湯の川観光ホテル　祥苑 042-0932 函館市湯川町２丁目4-20 0138-36-1000

函館市 湯の川温泉　ホテル雨宮館 042-0932 函館市湯川町１丁目26-18 0138-59-1515

函館市 平成館　海羊亭 042-0932 函館市湯川町１丁目3-8 0138-59-2555

函館市 平成館　しおさい亭 042-0932 函館市湯川町１丁目2-37 0138-59-2335

函館市 湯元　啄木亭 042-0932 函館市湯川町１丁目18-15 0138-59-5355

函館市 湯の川プリンスホテル　渚亭 042-0932 函館市湯川町１丁目2-25 0138-57-3911

函館市 KKRはこだて 042-0932 函館市湯川町2丁目8-14 0138-57-8484

函館市 望楼NOGUCHI函館 042-0932 函館市湯川町１丁目17-22 0570-026573

函館市 竹葉　新葉亭 042-0932 函館市湯川町２丁目6-22 0138-57-5171

函館市 函館湯の川温泉　海と灯/ヒューイットリゾート 042-0932 函館市湯川町３丁目9-20 0138-57-5390

函館市 ホテル函館　ひろめ荘 041-1622 函館市大船町832-2 0138-25-6111

函館市 ホテル　恵風 041-0605 函館市恵山岬町61-2 0138-86-2121

函館市 HAKODATE海峡の風 042-0932 函館市湯川町１丁目18-15 0138-59-1126

函館市 ホテルパコ函館 　★特別料金 040-0034 函館市大森町25-3 0138-23-8585

函館市 ラビスタ函館ベイ 040-0065 函館市豊川町12-6 0138-23-6111

函館市 クレドホテル函館 042-0941 函館市深堀町22-42 0138-54-9010

松前町 矢野旅館 049-1512 松前町福山123 0139-42-2525

木古内町 クラッセイン木古内 049-0422 木古内町本町244-1 01392-2-3800

七飯町 函館・大沼プリンスホテル 041-1392 七飯町西大沼温泉 0138-67-1111

七飯町 函館大沼鶴雅リゾート　エプイ 041-1354 七飯町大沼町85-9 0138-67-2964

鹿部町 温泉旅館　吉の湯 041-1402 鹿部町鹿部45 01372-7-2211

鹿部町 温泉旅館　鹿の湯 041-1402 鹿部町鹿部58 01372-7-2001

森町 グリーンピア大沼 049-2142 森町赤井川229 01374-5-2277

八雲町 銀婚湯 049-2566 八雲町上の湯199 0137-67-3111

八雲町 八雲温泉　おぼこ荘 049-3128 八雲町鉛川622 0137-63-3123

八雲町 熊石ひらたない荘 043-0403 八雲町熊石平町329 01398-2-4126

長万部町 二股らぢうむ温泉 049-3500 長万部町大峯32 01377-2-4383

市町村名 施　　設　　名 郵便番号 住　　　　　　　所 電話番号

江差町 ホテル　ニューえさし 043-0053 江差町新地町52 0139-52-3311

乙部町 おとべ温泉郷　光林荘 043-0104 乙部町館浦527-2 0139-62-3347

今金町 クアプラザピリカ 049-4151 今金町美利河205-1 0137-83-7111

今金町 ホテルいまかね 049-4308 今金町今金435-270 0137-82-3333

せたな町 あわび山荘 043-0515 せたな町大成区貝取澗388 01398-4-5522

せたな町 温泉ホテル　きたひやま 049-4512 せたな町北檜山区徳島4-16 0137-84-4101

指定宿泊施設一覧（檜山管内）
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市町村名 施　　設　　名 郵便番号 住　　　　　　　所 電話番号

小樽市 ホテル　ノルド小樽 047-0031 小樽市色内１丁目4-16 0134-24-0500

小樽市 ホテルソニア小樽 047-0031 小樽市色内1丁目4-20 0134-23-2600

小樽市 小樽朝里クラッセホテル 047-0154 小樽市朝里川温泉２丁目676 0134-52-3800

小樽市 ホテル　武蔵亭 047-0154 小樽市朝里川温泉2丁目686-4 0134-54-8000

小樽市 ウィンケルビレッジ 047-0154 小樽市朝里川温泉2丁目686 0134-52-1185

小樽市 ホテル　ノイシュロス小樽 047-0047 小樽市祝津３丁目282 0134-22-9111

小樽市 おたる宏楽園 047-0152 小樽市新光５丁目18-2 0134-54-8221

小樽市 ドーミーインＰＲＥＭＩＵＭ小樽 047-0032 小樽市稲穂３丁目9-1 0134-21-5489

黒松内町 歌才自然の家 048-0101 黒松内町黒松内584 0136-72-3010

蘭越町 ロッジニセコ　ベアーズ 048-1321 蘭越町湯里167－33 0136-58-3288

蘭越町 蘭越町交流促進センター　幽泉閣 048-1302 蘭越町昆布町114-5 0136-58-2131

ニセコ町 ニセコグランドホテル 048-1511 ニセコ町ニセコ412 0136-58-2121

ニセコ町 いこいの湯宿　いろは 048-1511 ニセコ町ニセコ477 0136-58-3111

ニセコ町 ニセコノーザンリゾート・アンヌプリ 048-1511 ニセコ町ニセコ480-1 0136-58-3311

ニセコ町 ペンション　コットンファーム 048-1511 ニセコ町ニセコ482-2 0136-58-2227

ニセコ町 ペンション・ふらいぱぁん 048-1511 ニセコ町ニセコ482-2 0136-58-2932

ニセコ町 カントリーイン　ミルキーハウス 048-1511 ニセコ町ニセコ482-1 0136-58-2200

ニセコ町 ロッヂ　舎炉夢 048-1511 ニセコ町ニセコ431-5 0136-58-3190

ニセコ町 ペンション　ルポーゼ 048-1521 ニセコ町東山27-21 0136-44-1155

ニセコ町 ヒルトンニセコビレッジ 048-1592 ニセコ町東山温泉 0136-44-1111

ニセコ町 ペンション　JAZZ倶楽部 048-1511 ニセコ町ニセコ482-2 0136-58-2288

ニセコ町 ホテル　甘露の森 048-1511 ニセコ町ニセコ415 0136-58-3800

ニセコ町 ニセコ昆布温泉鶴雅別荘　杢の抄 048-1511 ニセコ町ニセコ393 0136-59-2323

ニセコ町 かふぇ＆小さな宿のどか 048-1522 ニセコ町曽我370-4 0136-55-7888

留寿都村 ペンション　クライスデール 048-1711 留寿都村泉川55-15 0136-47-2001

留寿都村 ルスツリゾートホテル＆コンベンション 048-1711 留寿都村泉川13 0136-46-3111

倶知安町 ホテル　第一会館 044-0033 倶知安町南３条西２丁目13 0136-22-1158

倶知安町 ロッヂ　コロポックル 044-0081 倶知安町山田188 0136-22-1736

倶知安町 ニューホワイトベア 044-0081 倶知安町山田170-43 0136-23-2683

倶知安町 ニセコプリンスホテル　ひらふ亭 044-0081 倶知安町山田204 0136-23-2239

倶知安町 ペンション　あいらんど 044-0081 倶知安町山田163-27 0136-23-4322

倶知安町 ニセコひらふレンタルコテージ泉郷 044-0081 倶知安町山田132 0136-23-3301

倶知安町 ペンション　グラン・パパ 044-0081 倶知安町山田163 0136-23-2244

倶知安町 ホテル　ニセコアルペン 044-0081 倶知安町山田204 0136-22-1105

倶知安町 チャトリウムニセコ 044-0081 倶知安町山田190-4 0136-21-4191

岩内町 いわない高原ホテル 045-0024 岩内町野束505 0135-62-5101

岩内町 いわない温泉　高島旅館 045-0024 岩内町野束505 0135-61-2222

積丹町 なごみの宿いい田 046-0322 積丹町余別町28 0135-46-5001

積丹町 汐さいの宿　海浜館 046-0201 積丹町美国町船澗366-4 0135-44-2131

積丹町 旅館美国観光ハウス 046-0201 積丹町美国町船澗49 0135-44-2100

余市町 ホテル　水明閣 046-0012 余市町山田町687 0135-22-2838

赤井川村 ペンション　あかいがわ 046-0501 赤井川村赤井川78-6 0135-34-6686

赤井川村
シェラトン北海道キロロリゾート
キロロトリビュートポートフォリオホテル北海道

046-0593 赤井川村常盤128-1 0135-34-7111

指定宿泊施設一覧（後志管内）
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指定宿泊施設一覧（空知管内）
市町村名 施　　設　　名 郵便番号 住　　　　　　　所 電話番号

岩見沢市 北海道グリーンランド　ホテルサンプラザ 068-0004 岩見沢市４条東１丁目6-1 0126-23-7788

岩見沢市 ログホテル　メープルロッジ 068-3188 岩見沢市毛陽町183-2 0126-46-2222

岩見沢市 北村温泉 068-1213 岩見沢市北村赤川156-7 0126-55-3388

美唄市 ピパの湯　ゆーりん館 072-0808 美唄市東明町３区 0126-64-3800

美唄市 美唄駅前ホテルＢＩＪＩＫＯ 072-0012 美唄市東１条南２丁目3-3 0126-66-7100

国民宿舎　あしべつ

芦別温泉　スターライトホテル

歌志内市 うたしないチロルの湯 073-0406 歌志内市中村78-3 0125-42-5588

歌志内市 かもい岳ビレッジ 073-0404 歌志内市歌神94-5 0125-42-5733

南幌町 なんぽろ温泉　ハート＆ハート 069-0209 南幌町南９線西15 011-378-1126

上砂川町 上砂川岳温泉　パンケの湯 073-0200 上砂川町上砂川65-106 0125-62-2526

由仁町 ユンニの湯 069-1218 由仁町伏見122 0123-83-3800

長沼町 ながぬま温泉 069-1312 長沼町東６線北４ 0123-88-2408

栗山町 ホテルパラダイスヒルズ 069-1508 栗山町湯地91 0123-72-1123

月形町 月形温泉ホテル 061-0502 月形町81-10 0126-37-2188

浦 臼 町 浦臼町自然休養村センター　うらうす温泉 061-0600 浦臼町キナウスナイ188 0125-68-2727

新十津川町 グリーンパーク　しんとつかわ 073-1106 新十津川町総進189-1 0125-76-4000

新十津川町 サンヒルズサライ 073-1106 新十津川町総進188-5 0125-76-3000

秩父別町 秩父別温泉　ちっぷ・ゆう＆ゆ 078-2102 秩父別町2085 0164-33-2116

北竜町 サンフラワーパークホテル 078-2511 北竜町板谷163-2 0164-34-3321

沼田町 ほろしん温泉　ほたる館 078-2225 沼田町幌新377 0164-35-1188

芦別市 075-0035 芦別市旭町油谷１ 0124-23-1155
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市町村名 施　　設　　名 郵便番号 住　　　　　　　所 電話番号

旭川市 アートホテル旭川 070-0037 旭川市７条通６丁目 0166-25-8811

旭川市 旭川トーヨーホテル 070-0037 旭川市７条通７丁目32-12 0166-22-7575

旭川市 和風旅館　扇松園 070-8061 旭川市高砂台３丁目8-3 0166-61-5154

旭川市 プレミアホテル－ＣＡＢＩＮ－旭川　★特別料金 070-0031 旭川市１条通７丁目 0166-73-7430

旭川市 ＪＲイン旭川 070-0030 旭川市宮下通７丁目2-5 0166-24-8888

旭川市 ドーミーイン旭川 070-0035 旭川市５条通６丁目964-1 0166-27-5489

士別市 SHIBETSU Inn 翠月 095-0055 士別市南士別町1871-21 0165-29-2233

士別市 ホテル美し乃湯温泉 095-0019 士別市大通東17丁目3143-215 0165-29-2611

士別市 士別市朝日地域交流ｾﾝﾀｰ「和が舎」 095-0401 士別市朝日町中央4039 0165-28-2339

名寄市 なよろ温泉　サンピラー 096-0066 名寄市字日進 01654-2-2131

富良野市 ホテル　サンフラトン 076-0032 富良野市若松町1-1 0167-22-5155

富良野市 ハイランド　ふらの 076-0036 富良野市島の下 0167-22-5700

富良野市 コテージゆうゆう 076-0016 富良野市中御料2058 0167-22-5015

富良野市 新富良野プリンスホテル 076-8511 富良野市中御料 0167-22-1111

富良野市 富良野プリンスホテル 076-0034 富良野市北の峰町18-6 0167-23-4111

富良野市 CHALET BURLAP FURANUI 076-0034 富良野市北の峰町13-15 0167-22-2480

富良野市 ホテル　ベルヒルズ 076-0034 富良野市北の峰町20-8 0167-22-5200

富良野市 ホテル　ナトゥールヴァルト富良野 076-0034 富良野市北の峰町14-46 0167-22-1211

富良野市 フラノ寶亭留 076-0035 富良野市学田三区 0167-23-8111

富良野市 ペンション　あしたや 076-0048 富良野市清水山 0167-22-0041

富良野市 ラビスタ富良野ヒルズ 076-0026 富良野市朝日町5-14 0167-23-8666

東神楽町 森のゆ・花神楽 071-1555 東神楽町25号 0166-83-3800

上川町 層雲閣 078-1792 上川町層雲峡 01658-5-3111

上川町 層雲峡　朝陽亭 078-1795 上川町層雲峡温泉 01658-5-3241

上川町 ホテル　大雪 078-1701 上川町層雲峡 01658-5-3211

上川町 層雲峡観光ホテル 078-1797 上川町層雲峡 01658-5-3101

上川町 湯元　銀泉閣 078-1701 上川町層雲峡公園まち 01658-5-3003

上川町 朝陽リゾートホテル 078-1701 上川町層雲峡温泉 01658-5-3911

上川町 マウントビューホテル 078-1701 上川町層雲峡 01658-5-3011

東川町 旭岳温泉　ホテルベアモンテ 071-1472 東川町旭岳温泉 0166-97-2321

東川町 旭岳温泉　ホテルディアバレー 071-1472 東川町旭岳温泉 0166-97-2331

東川町 湯元　湧駒荘 071-1472 東川町勇駒別 0166-97-2101

東川町 ラビスタ　大雪山 071-1472 東川町旭岳温泉 0166-97-2323

東川町 御やど　しきしま荘 071-1473 東川町天人峡温泉 0166-97-2141

比布町 遊湯ぴっぷ 078-0327 比布町北７線16号 0166-85-4700

美瑛町 白金温泉ホテル 071-0235 美瑛町白金温泉 0166-94-3333

美瑛町 大雪山白金観光ホテル 071-0235 美瑛町白金温泉 0166-94-3111

美瑛町 ホテル　パークヒルズ 071-0235 美瑛町白金温泉 0166-94-3041

美瑛町 森の旅亭　びえい 071-0235 美瑛町白金10522-1 0166-68-1500

美瑛町 ホテル　ラヴニール 071-0208 美瑛町本町１丁目9-21 0166-92-5555

上富良野町 カミホロ荘 071-0579 上富良野町十勝岳温泉 0167-45-2970

上富良野町 湯元　凌雲閣 071-0500 上富良野町十勝岳温泉 0167-39-4111

上富良野町 富良野ホップスホテル 071-0502 上富良野町西２線北25号 0167-45-6511

指定宿泊施設一覧（上川管内）
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中富良野町 富良野リゾートオリカ 071-0706 中富良野町西２線北17号 0167-44-3000

中富良野町 スパ＆ホテルリゾート　ふらのラテール 071-0701 中富良野町東1線北18号 0167-39-3100

美深町 びふか温泉 098-2366 美深町紋穂内139 01656-2-2900

音威子府村 天塩川温泉 098-2502 音威子府村咲来919 01656-5-3330

中川町 ポンピラアクアリズイング 098-2802 中川町中川439-1 01656-7-2400

南富良野町 かなやま湖　ログホテルラーチ 079-2411 南富良野町東鹿越 0167-52-3100

剣淵町 剣淵温泉　レークサイド桜岡 098-0341 剣淵町東町5141 0165-34-3100

占冠村 星野リゾート　トマム 079-2204 占冠村中トマム 0167-58-1122

下川町 下川町宿泊研修交流施設　結いの森 098-1204 下川町南町89-2 01655-6-7636

市町村名 施　　設　　名 郵便番号 住　　　　　　　所 電話番号

留萌市 ホテル　神居岩 077-0000 留萌市留萌村字カムイワ495 0164-42-3500

増毛町 オーベルジュ　ましけ 077-0217 増毛町別苅217-1 0164-53-2222

小平町 ゆったりかん 078-3301 小平町小平町458 0164-56-9111

苫前町 とままえ温泉　ふわっと 078-3701 苫前町苫前119-1 0164-64-2810

羽幌町 はぼろ温泉　サンセットプラザ 078-4113 羽幌町北３条１丁目29 0164-62-3800

羽幌町 萬谷旅館 078-3953 羽幌町天売 01648-3-5224

羽幌町 磯乃屋 078-3871 羽幌町焼尻 01648-2-3511

初山別村 岬センター 078-4431 初山別村豊崎153-1 0164-67-2031

天塩町 てしお温泉　夕映 098-3314 天塩町サラキシ5807-4 01632-2-3111

市町村名 施　　設　　名 郵便番号 住　　　　　　　所 電話番号

稚内市 国民宿舎　氷雪荘 097-0022 稚内市中央１丁目6-13 0162-23-7116

稚内市 ドーミーイン稚内 097-0022 稚内市中央２丁目７－１３ 0162-24-5489

浜頓別町 はまとんべつ温泉　ウイング 098-5739 浜頓別町クッチャロ湖畔40 01634-2-4141

中頓別町 ピンネシリ温泉　ホテル望岳荘 098-5113 中頓別町敏音知143-2 01634-7-8111

枝幸町 ホテル　ニュー幸林 098-5822 枝幸町北幸町1624-2 0163-62-4040

枝幸町 うたのぼりグリーンパークホテル 098-5203 枝幸町歌登辺毛内3665 0163-68-3101

利尻町 ホテル　利尻 097-0401 利尻町沓形字富士見町90 0163-84-2001

指定宿泊施設一覧（留萌管内）

指定宿泊施設一覧（宗谷管内）
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市町村名 施　　設　　名 郵便番号 住　　　　　　　所 電話番号

北見市 ホテル黒部 090-0047 北見市北７条西１丁目 0157-23-2251

北見市 温根湯ホテル　四季平安の館 091-0194 北見市留辺蘂町温根湯温泉 0157-45-2211

北見市 大江本家 091-0170 北見市留辺蘂町温根湯温泉466 0157-45-2511

北見市 旅館塩別つるつる温泉 091-0163 北見市留辺蘂町滝の湯201 0157-45-2225

北見市 サロマ湖鶴雅リゾート 093-0216 北見市常呂町栄浦306-1 0152-54-2000

北見市 ノーザンアークリゾートホテル 099-2102 北見市端野町２区829 0157-56-3399

北見市 ホテルパコジュニア北見　★特別料金 090ｰ0020 北見市大通東２丁目 0157-23-8512

北見市 ドーミーイン北見 090-0044 北見市北４条西２丁目7-1 0157-23-5489

網走市 網走セントラルホテル 093-0012 網走市南２条西３丁目7 0152-44-5151

網走市 ホテル　網走湖荘 099-2421 網走市呼人78 0152-48-2311

網走市 天都の宿　網走観光ホテル 099-2492 網走市呼人23-3 0152-48-2121

網走市 北天の丘　あばしり湖鶴雅リゾート 099-2421 網走市呼人159 0152-48-3211

網走市 オーベルジュ　北の暖暖 093-0045 網走市大曲39-17 0152-45-5963

網走市 ドーミーイン網走 093-0012 網走市南２条西３丁目1-1 0157-23-5489

紋別市 紋別プリンスホテル 094-0004 紋別市本町７丁目3-26 0158-23-5411

紋別市 紋別セントラルホテル 094-0011 紋別市港町７丁目1-58 0158-23-3111

津別町 ランプの宿　森つべつ 092-0222 津別町上里738 0152-76-3333

斜里町 ルートイングランティア知床～斜里駅前～ 099-4112 斜里町港町16-10 0152-22-1700

斜里町 知床ノーブルホテル 099-4355 斜里町ウトロ東3 0152-22-5211

斜里町 北こぶし知床ホテル＆リゾート 099-4355 斜里町ウトロ東172 0152-24-2021

斜里町 知床第一ホテル 099-4351 斜里町ウトロ香川306 0152-24-2334

斜里町 キキ知床ナチュラルリゾート 099-4351 斜里町ウトロ香川192 0152-24-2104

斜里町 ホテル知床 099-4351 斜里町ウトロ香川37 0152-24-2131

斜里町 ホテル地の涯 099-4356 斜里町岩尾別温泉内 0152-24-2331

清里町 ホテル清さと 099-4401 清里町上斜里815-8 0152-25-2060

清里町 ホテル緑清荘 099-4405 清里町羽衣町31 0152-25-2281

小清水町 小清水町ふれあいセンター 099-3631 小清水町小清水683-1 0152-62-3020

置戸町 おけと勝山温泉ゆぅゆコテージ 099-1254 置戸町常元1-5 0157-54-2211

佐呂間町 海山美味の宿 サロマ湖 悠林館 093-0421 佐呂間町浪速118-1 01587-2-1511

遠軽町 生田原温泉　ノースキング 099-0701 遠軽町生田原871-4 0158-45-2336

遠軽町 マウレ山荘 099-0213 遠軽町丸瀬布上武利172 0158-47-2170

滝上町 たきのうえホテル　渓谷 099-5604 滝上町元町 0158-29-3399

西興部村 ホテル　森夢（リム） 098-1501 西興部村西興部492 0158-87-2000

雄武町 ホテル日の出岬 098-1703 雄武町沢木346-3 0158-85-2626

指定宿泊施設一覧（オホーツク管内）
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市町村名 施　　設　　名 郵便番号 住　　　　　　　所 電話番号

室蘭市 室蘭プリンスホテル 051-0011 室蘭市中央町１丁目4-9 0143-22-5555

室蘭市 ドーミーイン東室蘭 050-0074 室蘭市中島町２丁目30-11 0143-41-5489

室蘭市 第二プリンスホテル室蘭ビュー 051-0022 室蘭市海岸町１丁目20-18 0570-026576

苫小牧市 グランドホテル　ニュー王子 053-0022 苫小牧市表町4丁目3-1 0144-31-3115

苫小牧市 ドーミーイン苫小牧 053-0023 苫小牧市錦町２丁目1－22 0144-32-5489

苫小牧市 新苫小牧プリンスホテル「和～なごみ～」 053-0045 苫小牧市双葉町３丁目2-8 0570-026576

登別市 第一滝本館 059-0595 登別市登別温泉町55 0143-84-2111

登別市 滝本イン 059-0551 登別市登別温泉町76 0143-84-2205

名湯の宿　パークホテル雅亭

旅亭　花ゆら

登別市 登別　石水亭 059-0596 登別市登別温泉町203-1 0143-84-2255

登別市 登別グランドホテル 059-0592 登別市登別温泉町154 0143-84-2101

登別市 滝乃家別館　玉乃湯 059-0551 登別市登別温泉町31 0143-84-3333

登別市 御やど　清水屋 059-0551 登別市登別温泉町173 0143-84-2145

登別市 ホテル　まほろば 059-0551 登別市登別温泉町65 0143-84-2211

登別市 登別万世閣 059-0551 登別市登別温泉町21 0143-84-3500

登別市 花鐘亭　はなや 059-0551 登別市登別温泉町134 0143-84-2521

登別市 ホテルゆもと登別 059-0551 登別市登別温泉町29-17 0143-84-2277

登別市 登別温泉郷　滝乃家 059-0551 登別市登別温泉町162 0143-84-2222

登別市 望楼NOGUCHI登別 059-0551 登別市登別温泉町200-1 0570-026570

登別市 オロフレ荘 059-0553 登別市カルルス町７ 0143-84-2861

登別市 鈴木旅館 059-0553 登別市カルルス町12 0143-84-2285

登別市 森の湯　山静館 059-0553 登別市カルルス町16 0143-84-2856

伊達市 湯元　ホロホロ山荘 052-0316 伊達市大滝区北湯沢温泉町34 0142-68-6321

伊達市 緑の風リゾート　きたゆざわ 052-0316 伊達市大滝区北湯沢温泉町300-2 0142-68-8126

伊達市 きたゆざわ　森のソラニワ 052-0316 伊達市大滝区北湯沢温泉町300-7 0142-68-6677

洞爺湖町 ホテル　グランドトーヤ 049-5721 洞爺湖町洞爺湖温泉144 0142-75-2288

洞爺湖町 洞爺観光ホテル 049-5721 洞爺湖町洞爺湖温泉33 0142-75-2111

洞爺湖町 洞爺湖万世閣　ホテルレイクサイドテラス 049-5721 洞爺湖町洞爺湖温泉21 0142-73-3500

洞爺湖町 ゆとりろ洞爺湖 049-5721 洞爺湖町洞爺湖温泉78 0142-75-2361

洞爺湖町 洞爺　湖畔亭 049-5721 洞爺湖町洞爺湖温泉7-8 0142-75-2211

洞爺湖町 北海ホテル 049-5721 洞爺湖町洞爺湖温泉147 0142-75-2325

洞爺湖町 ザ レイクビュー　ＴＯＹＡ 乃の風リゾート 049-5721 洞爺湖町洞爺湖温泉29-1 0142-75-2600

洞爺湖町 ザ・ウィンザーホテル洞爺　リゾート＆スパ 049-5722 洞爺湖町清水 0142-73-1111

豊浦町 天然豊浦温泉　しおさい 049-5415 豊浦町字浜町地先海浜地 0142-83-1126

壮瞥町 洞爺サンパレスリゾート＆スパ 049-5731 壮瞥町字洞爺湖温泉7-1 0142-75-1111

壮瞥町 湯人家 052-0113 壮瞥町字蟠渓8-10 0142-65-2225

白老町 ホテル　ほくよう 059-0642 白老町字竹浦121-41 0144-87-2345

白老町 ホテル　いずみ 059-0641 白老町虎杖浜312-1 0144-87-2621

白老町 海の別邸　ふる川 059-0641 白老町虎杖浜289-3 0144-87-6111

白老町 虎杖浜温泉ホテル 059-0641 白老町虎杖浜73-5 0144-82-8267

厚真町 こぶしの湯　あつま 059-1605 厚真町字本郷229-1 0145-26-7126

むかわ町 ホテル　四季の風 054-0042 むかわ町美幸３丁目3-1 0145-42-4171

指定宿泊施設一覧（胆振管内）

登別市 059-0551 登別市登別温泉町100 0143-84-2335
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市町村名 施　　設　　名 郵便番号 住　　　　　　　所 電話番号

日高町 沙流川温泉　ひだか高原荘 055-2315 日高町富岡444-1 01457-6-2258

平取町 びらとり温泉　ゆから 055-0101 平取町二風谷92-6 01457-2-3280

新冠町 ホテルヒルズ 059-2418 新冠町西泊津16-3 0146-47-2100

浦河町 浦河ウエリントンホテル 057-0013 浦河町大通３丁目40-1 0146-22-8888

浦河町 うらかわ優駿ビレッジ　AERU 057-0171 浦河町西舎141-40 0146-28-2111

様似町 ホテルアポイ山荘 058-0004 様似町平宇479-7 0146-36-5211

新ひだか町 ホテルローレル 056-0016 新ひだか町静内本町１丁目1-1 0146-42-7211

新ひだか町 みついし昆布温泉　蔵三 059-3233 新ひだか町三石鳧舞162 0146-34-2300

市町村名 施　　設　　名 郵便番号 住　　　　　　　所 電話番号

帯広市 森のスパリゾート北海道ホテル 080-0017 帯広市西７条南19丁目1 0155-21-0001

帯広市 ホテル日航ノースランド帯広 080-0012 帯広市西２条南13丁目1 0155-24-1234

帯広市 プレミアホテル－ＣＡＢＩＮ－帯広　★特別料金 080-0011 帯広市西１条南11丁目 0155-66-4205

帯広市 ホテルパコ帯広駅前　★特別料金 080-0010 帯広市大通南12丁目1-3 0155-21-8585

帯広市 ホテルパコ帯広中央　★特別料金 080-0011 帯広市西１条南9丁目仲通り 0155-22-8585

帯広市 帯広天然温泉ふく井ホテル 080-0011 帯広市西１条南11丁目19-1 0155-25-1717

帯広市 ドーミーイン帯広 080-0012 帯広市西２条南9丁目11-1 0155-21-5489

音更町 ホテル　大平原 080-0263 音更町十勝川温泉南15丁目1 0155-46-2121

音更町 十勝川温泉　富士ホテル 080-0263 音更町十勝川温泉南14丁目1 0155-46-2201

音更町 笹井ホテル 080-0262 音更町十勝川温泉北15丁目1 0155-46-2211

音更町 十勝川温泉　第一ホテル 080-0261 音更町十勝川温泉南12丁目1 0155-46-2231

音更町 十勝川温泉　観月苑 080-0263 音更町十勝川温泉南14丁目2 0155-46-2001

士幌町 しほろ温泉　プラザ緑風 080-1285 士幌町字下居辺西２線134 01564-5-3630

上士幌町 糠平館観光ホテル 080-1403 上士幌町字ぬかびら源泉郷北区48-1 01564-4-2210

上士幌町 糠平温泉　中村屋 080-1403 上士幌町字ぬかびら源泉郷 01564-4-2311

上士幌町 ペンション　森のふくろう 080-1403 上士幌町字ぬかびら源泉郷南区27 01564-4-2013

鹿追町 然別湖畔温泉ホテル　風水 081-0344 鹿追町然別湖畔 0156-67-2211

新得町 国民宿舎　東大雪荘 081-0154 新得町屈足トムラウシ 0156-65-3021

新得町 湯宿くったり温泉　レイク・イン 081-0154 新得町屈足546 0156-65-2141

新得町 サホロリゾートホテル 081-0039 新得町狩勝高原 0156-64-7111

新得町 山の交流館　とむら 081-0154 新得町屈足トムラウシ337 0156-65-2000

新得町 のんびり宿　スロウ　inn 楓 081-0035 新得町上佐幌西１線38-8 0156-64-4888

幕別町 幕別パークホテル　悠湯館 089-0571 幕別町依田126 0155-56-4321

幕別町 十勝幕別温泉　グランヴィリオホテル 089-0571 幕別町依田384 0155-56-2121

幕別町 十勝ナウマン温泉　ホテルアルコ 089-1701 幕別町忠類白銀町384-1 01558-8-3111

足寄町 芽登温泉 089-3872 足寄町芽登2979 0156-26-2119

指定宿泊施設一覧（日高管内）

指定宿泊施設一覧（十勝管内）
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市町村名 施　　設　　名 郵便番号 住　　　　　　　所 電話番号

釧路市 ANAクラウンプラザホテル釧路 085-0016 釧路市錦町3-7 0154-31-4111

釧路市 山花温泉　リフレ 084-0928 釧路市山花14線131 0154-56-2233

釧路市 阿寒の森鶴雅リゾート　花ゆう香 085-0467 釧路市阿寒町阿寒湖温泉1丁目6-1 0154-67-2311

釧路市 ニュー阿寒ホテル 085-0467 釧路市阿寒町阿寒湖温泉2丁目8-8 0154-67-2121

釧路市 ホテル　阿寒湖荘 085-0467 釧路市阿寒町阿寒湖温泉1丁目5-10 0154-67-2231

あかん遊久の里 鶴雅

あかん湖 鶴雅ウィングス

釧路市 あかん鶴雅別荘　鄙の座 085-0467 釧路市阿寒町阿寒湖温泉2丁目8-1 0154-67-3050

釧路市 阿寒丹頂の里　赤いベレー 085-0245 釧路市阿寒町上阿寒23線36-1 0154-66-2330

釧路市 ホテル御前水 085-0467 釧路市阿寒町阿寒湖温泉4丁目5-1 0154-67-2031

釧路市 ラビスタ阿寒川 085-0468 釧路市阿寒町オクルシュベ3-1 0154-67-5566

釧路市 ホテルパコ釧路　★特別料金 085-0014 釧路市末広町2丁目 0154-23-8585

釧路市 天然温泉　幣舞の湯　ラビスタ釧路川 085-0015 釧路市北大通２－１ 0154-31-5489

釧路市 釧路プリンスホテル 085-0017 釧路市幸町７－１ 0154-31-1111

標茶町 ホテル　テレーノ気仙 088-2303 標茶町桜8丁目38 015-485-2030

弟子屈町 きらの宿　すばる 088-3331 弟子屈町字美留和原野286-41 015-482-2224

弟子屈町 川湯観光ホテル 088-3465 弟子屈町川湯温泉1丁目2-30 015-483-2121

弟子屈町 屈斜路プリンスホテル 088-3395 弟子屈町屈斜路温泉 015-484-2111

弟子屈町 お宿　欣喜湯 088-3465 弟子屈町川湯温泉1丁目5-10 015-483-2211

弟子屈町 KKR かわゆ 088-3465 弟子屈町川湯温泉1丁目2-15 015-483-2643

鶴居村 グリーンパークつるい 085-1201 鶴居村鶴居北１丁目5 0154-64-2221

市町村名 施　　設　　名 郵便番号 住　　　　　　　所 電話番号

中標津町 トーヨーグランドホテル 086-1060 中標津町東20条北１丁目 0153-73-1234

中標津町 湯宿だいいち 088-2684 中標津町養老牛518 0153-78-2131

中標津町 中標津保養所温泉旅館 086-1060 中標津町東20条北８丁目4 0153-72-0368

標津町 標津川温泉　ぷるけの宿　ホテル川畑 086-1653 標津町南３条西１丁目1-3 0153-82-2006

羅臼町 羅臼の宿まるみ 086-1841 羅臼町八木浜町24 0153-88-1313

県　　名 施　　設　　名 郵便番号 住　　　　　　　所 電話番号

岩手県 盛岡宿泊所　サンセール盛岡 020-0883 岩手県盛岡市志家町1-10 019-651-3322

宮城県 仙台宿泊所　ホテル白萩 980-0012 宮城県仙台市青葉区錦町２丁目2-19 022-265-3411

宮城県 鳴子保養所　玉造荘 989-6711 宮城県大崎市鳴子温泉字川渡62 0229-84-7330

福島県 飯坂保養所　あづま荘 960-0201 福島県福島市飯坂町字中ノ内1-1 024-542-3381

指定宿泊施設一覧（道外）

指定宿泊施設一覧（釧路管内）

指定宿泊施設一覧（根室管内）

釧路市 085-0467 釧路市阿寒町阿寒湖温泉4丁目6-10 0154-67-2531
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