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＜道北＞
利尻グリーンヒル ユースホステル

10%

097-0101 北海道利尻郡利尻富士町鴛泊富士野35-3

090-1522-2587

宿泊料の10％。ＹＨ非会員の場合、会員外料金が加算。

10%

078-1700 北海道上川郡上川町愛山渓2

01658-2-1195

部屋代の10％。表大雪の登山口の一つ。紅葉見応え有り。
温泉は源泉、飲用可。

10%

048-1511 北海道虻田郡ニセコ町ニセコ510

0136-58-2707 佐藤 ちどり 様方

ニセコ連山の登山基地。自炊施設有り。露天風呂。湯治場
的宿。

［大雪･十勝岳］
愛山渓倶楽部
［支笏･洞爺･ニセコ］
ニセコ五色温泉旅館
国民宿舎 雪秩父

10%

048-1321 北海道磯谷郡蘭越町湯里680-2

0136-58-2808

恵山温泉旅館

10%

041-0523 北海道亀田郡恵山町柏野117-150

0138-85-2041 原田 正男 様方

￥8.000→￥6000

［八甲田･岩木山］
高原の宿 山楽

8%

036-1345 青森県弘前市常盤野字湯ノ沢9-1

0172-83-2136 中野 隆光 様方

￥8.550（割引前）より 源泉掛け流し１００％

ホテル城ヶ倉

10%

030-0111 青森県青森市荒川南荒川山（八甲田山中）

017-738-0658

当館へ直接手配の場合のみ。

八甲田リゾートホテル

10%

030-0111 青森県青森市大字荒川字寒水沢1-58

017-738-2233

FAX予約：017-738-2531

036-1345 青森県弘前市大字常盤野字湯の沢28-1

0172-83-2045

直接予約のみで現金支払いに限定

038-2202 青森県西津軽郡深浦町岩崎字松原10-3

0173-77-2105

労山会員が営業する民宿（10名まで）一泊二食6.500円

0195-73-5750

FAX 0195-73-5424
８５００円～１１５００円の宿泊料金の１０％引き。

嶽ホテル

10%

山と海の宿・七戸釣具民宿 500円

［秋田駒･八幡平･森吉山］

ペンションあるぺじお

10%

028-2306 岩手県八幡市安比高原605-48

松楓荘

10%

028-7302 岩手県八幡平市松尾寄木１の４１

0195-78-2245

松川荘

10%

028-7302 岩手県岩手郡松尾村松川温泉

0195-78-2255 上野 ハルエ 様方

峡雲荘

10%

028-7302 岩手県岩手郡松尾村松川温泉

0195-78-2256

ハイランドホテル山荘

秋田県仙北市田沢湖生保内字駒ケ岳2-31

0187-46-2121

10%

014-1201

国民宿舎 森吉山荘

5%

018-4511 秋田県北秋田郡森吉町森吉湯の岱14-1

0186-76-2334

妖精の森コテージラウル

5%

018-4511 秋田県北秋田郡森吉町森吉山高原

0186-76-2107 間杉 政明 様方

平日10％。土曜、休日前日5％割引。特別期間は除外。

0186-84-2007

￥7500dwn￥7000（税別）

10%

018-5141

10％

TEL：
0187-88-1717
019-1613 秋田県大仙市太田町太田字惣行大谷地10-5
info@ouu-moribo.jp
FAX：
0187-88-1726

松橋旅館
八幡平高原ホテル

川口温泉 奥羽山荘

018-4735 秋田県北秋田郡阿仁町比立内前田表46
秋田県鹿角市八幡平字熊沢国有林3133

0186-31-2011

田沢湖高原温泉

8000円→7200円 プラス入湯税 消費税

要予約 チェックイン時に各会員証の提示

［早池峰･栗駒山とその周辺］

国民宿舎 夏油山荘

10%

024-0322 岩手県北上市和賀町岩崎新田畑入山国有林内 090-5834-5152
027-0501 岩手県下内伊郡岩泉町岩

字松橋1-2

ホテル龍泉洞 愛山

10%

0194-22-4111 s.nakamura@aizan.co.jp 直接予約及び現金払いのみ

いこいの村栗駒

10%

989-5371 宮城県栗原郡栗駒町沼倉耕英東1

0228-46-2011

湯浜温泉 三浦旅館

10%

987-2511 宮城県栗原郡花山村字本沢岳山1-11

090-8925-0204

宿坊 神林勝金

10%

997-0211 山形県鶴岡市羽黒町手向３

0235-62-2273 神林 正一 様方

一泊二食\7500税込dwn\6750。

旅館 多聞館

5%

997-0211 山形県鶴岡市羽黒町手向115

0235-62-2201

当館HPからのご予約に限ります。「ご要望欄」に所属団体
または会員証番号をご入力ください。

泉ヶ岳ロッジ

10%

981-3225 宮城県仙台市泉区福岡岳山9

二口温泉 磐司山荘

10%

982-0244 宮城県仙台市太白区秋保町馬場大平1

022-399-2775

国民宿舎 竜山荘

10%

990-2301 山形県山形市蔵王温泉938-4

023-694-9457

ロッジ蔵王ドッコ沼

10%

990-2301 山形県山形市蔵王温泉ドッコ沼

023-694-9301

三五郎小屋

15%

990-2301 山形県山形市蔵王温泉中央高原

10%

990-2301 山形県山形市蔵王温泉パラダイス高原

023-694-9595

10%

990-0721 山形県西村山郡西川町大井沢1003

0237-76-2307

雲母温泉雲母本館（きらもとかん）

10%

959-3264 新潟県岩船郡関川村上関318-2

0254-64-2137

いいで旅館

10%

999-0604 山形県西置賜郡飯豊町椿4494

飯豊山荘（旅館）

¥500

999-1522 山形県西置賜郡小国町大字小玉川663-3

0238-72-3706 山口 重彦 様方
090-5234-5002
（衛星携帯電話 おぐに白い森（株）
）

基本宿泊・室料の10％。協定書締結のこと。

［月山･羽黒］

［船形山周辺･蔵王］

スターライトホテル 樹氷ノ家

０２２－３７９－３１０４ 泉ヶ岳総合観光開発(株) 御中

023-694-9330 小林 秀之 様方

10名以上
大東岳の麓。登山口まで徒歩5分。イワナ、ニジマス、山菜
、キノコ。
土曜、休日前は5％。企画商品の併用不可。左記以外の平
日は宿泊料から入湯料を差し引いた額の10％引き。
￥5600dwn￥4800（税別）
ＨＰ記載料金より15％ｏｆｆ

［朝日連峰］
旅館 「孝庵」

大井沢は日本一大きな栗の木のある山里です。月山、朝
日連峰の登山、山菜やキノコ狩り、渓流釣り、月山夏スキ
ーの基地としてご利用ください。

［飯豊連峰］

一泊二食\6715から\500cutです。

［吾妻･安達太良･磐梯山］

五色温泉 宗川旅館

10%

992-1331 山形県米沢市板谷498

0238-34-2511

高原の宿 アルブ天元台

5%

992-1461 山形県米沢市白布温泉天元台

0238-55-2236
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休前日と特定日は、￥10，000以上で申し込みください。団
体は別途問い合わせを。
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大平温泉 滝見屋

5%

992-1461 山形県米沢市李山1801

0238-38-3360

静心山荘

10%

960-2261 福島県福島市町庭坂湯花沢1-15

024-591-1129
0242-64-3617 古川 一紀 様方

大平温泉 滝見屋案内所 御中

備

考

車では辿り着けない秘湯の一軒宿

幕川温泉 吉倉屋旅館

10%

960-2157 福島県福島市土湯温泉町鷲倉山1-10

中の湯旅館

10%

969-2751 福島県耶麻郡猪苗代町若宮字中の湯甲2975 0242-64-3341

吾妻山の登山基地。標高1300ｍの露天風呂。

塩沢温泉 湯川荘

10%

964-0086 福島県二本松市塩沢茱黄塚山1

ガストホフ モンターニャ

10%

969-3301 福島県耶麻郡磐梯町磐梯字七ッ森 ７３５１－２ 0242-73-3733 小宮 照二 様方

三斗小屋温泉 大黒屋

10%

325-0033 栃木県黒磯市埼玉稲村6-1307

0287-63-2988 高根沢大蔵様方

桂祗荘

15%

962-0621 福島県岩瀬郡天栄村湯本二岐22-9

0248-84-2409

何時でも利用可。団体割引有り。

国民宿舎 渓山荘

¥500

321-2717 栃木県塩谷郡栗山村川俣865

0288-96-0282

￥500 無料貸し切り桧風呂。

321-2717 栃木県塩谷郡栗山村川俣871

0288-96-0311 小松正義様方

平日10％、休前日・7月・8月5％引き、07.2月まで

378-0411 群馬県利根郡片品村戸倉906

0278-58-7370 笠原 森好 様方

2食付￥6800個室から￥500引きです。

378-0411 群馬県利根郡片品村戸倉653

0278-58-7767

完全自炊制。￥3450．古くからの湯治場、安達太良登山口
まで10分。

0243-24-2126 深谷 克行 様方

[那須連邦・奥鬼怒・日光]

奥鬼怒温泉ホテル 加仁湯

[尾瀬・南会津]
大清水小屋
富士見小屋
リージェントハウス

10%

10～20％ 378-0414

富士見旅館内 萩原
グループでの予約を待っている。
始 様方

群馬県利根郡片品村東小川4658（丸山高原） 0278-58-2883

9400円→平日7520円。土休前日→8460円

国民宿舎 尾瀬ロッジ

10%

378-0498 群馬県利根郡片品村大字鎌田3967-3

片品村役場 事業課
0278-58-4158
休前日を除く
御中

尾瀬 山の鼻小屋

10%

378-0411 群馬県利根郡片品村戸倉594

0278-58-7411 萩原 照夫 様方

尾瀬小屋

10%

967-0522 福島県南会津郡檜枝岐村字上ノ原500-1

090-8921-8342 星 光 様方

燧小屋

5%

967-0531 福島県南会津郡檜枝岐村尾瀬ヶ原

090-1062-1395 平野 昌弘 様方

10%

967-0531 福島県南会津郡檜枝岐村字燧ヶ岳1306-2

0241-75-2434 星 光幸 様方

七入山荘

ＨＰ料金より10％オフ、ＨＰ予約は特典追加。
ＨＰ予約の際は会員人数をコメントに記載。

奥尾瀬

¥1,000 967-0522 福島県南会津郡檜枝岐村上ノ原592-2

0241-75-2329

宿泊料￥7500から￥1000引き。

たちばなや旅館（新館）

¥1,000 967-0527 福島県南会津郡檜枝岐村見通1206-2

0241-75-2319 橘 芳 様方

普通料金￥11,000のところ￥10,000。除く土、休前日。

ますや旅館

10%

967-0521 福島県南会津郡檜枝岐村居平646

0241-75-2034 星 守 様方

清四郎小屋

10%

946-0000 新潟県北魚沼郡湯之谷村鷹ノ巣

090-2558-0028 星 米子 様方

会員証提示

ロッジ道院

10%

940-0145 新潟県栃尾市大字栃堀6044

0258-58-2120

たくさんの人に守門に登ってほしい。

国民宿舎 浅草山荘

10%

946-0303 新潟県北魚沼郡入広瀬村大白川新田

02579-6-2331

[守門・浅草・御神楽岳]

[越後三山・銀山湖]
八海山千本檜小屋
奥只見湖畔の宿・六方

500円 949-7243 新潟県南魚沼郡大和町大倉342ノ乙
10%

0257-79-4110 上村 敬雄 様方
02579-5-2685

946-0084 新潟県北魚沼郡湯之谷村大字宇津野852-23 02579-5-2452 佐藤 邦雄 様方

伝之助小屋
湖山荘

946-0082 新潟県北魚沼郡湯之谷村奥只見200

5～10% 946-0084 新潟県北魚沼郡湯之谷村銀山平温泉

02579-5-2226 佐藤 庄一 様方

[苗場山・清津峡]
和田小屋

¥500

949-6211 新潟県南魚沼郡湯沢町三俣742

025-788-9221

逆巻温泉川津屋

10%

949-8316 新潟県中魚沼郡津南町結東丑84-1

0257-67-2001

秋山館

かぐら・みつまたスキ
ー場内

¥500

949-8321 長野県下水内郡栄村堺小赤沢

0257-67-2105

屋敷温泉 秀清館

10%

949-8321 長野県下水内郡栄村屋敷17599

0257-67-2168 関谷馨様方

村山荘

10%

949-8412 新潟県中魚沼郡中里村小出清津峡温泉

0257-63-3757

泉屋旅館

10%

949-6553 新潟県南魚沼郡塩沢町大字清水607

土合ハウス

10%

379-1718 群馬県利根郡水上町土合222

0278-72-3722

10%

379-1728 群馬県利根郡水上町湯桧曽土合220

0278-72-5522 中島 次雄 様方

fax0257-67-2273 \7500dwn\7000

[谷川連峰・巻機・武尊山]

土合山の家
旅館 永楽荘

但し、土・日・祝以外とする。

特別割引

379-1728 群馬県利根郡水上町湯桧曽96

0278-72-3507

7.000円～8.000円のところ一律6.000円にて

谷川岳 肩ノ小屋

10%

379-1728 群馬県利根郡水上町湯桧曽39

090-3347-0802 馬場 保男 様方

宿泊の申し込み受付は現地にて管理人が行っております
。管理人には貴連盟会員への配慮は話を通しておきます。

やど 千秋庵

10%

379-1619 群馬県利根郡みなかみ町谷川87

0278-72-4378

E-mail: sensyuuan@po.kannet.ne.jp

富沢ロッヂ

10%

949-6212 新潟県南魚沼郡湯沢町三国1097-1

025-789-2273

葉留日野山荘

10%

379-1721 群馬県利根郡水上町藤原6289

0278-75-2210

会員のみ

湯ノ小屋山荘

¥500

379-1721 群馬県利根郡水上町藤原6278-14

0278-75-2844

３人以上の場合のみ￥500dwn

0278-52-2124

登山者の場合のみ￥8000dwn￥7000．但し朝食はおにぎり
とする。

緑渓の湯宿 とくさ

¥1,000 378-0102 群馬県利根郡川場村川場湯原1993

[上信越国境・西上州]
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高峰高原ホテル

5%

384-0041 長野県小諸市高峰高原704

0267-25-3000

天狗温泉 浅間山荘

10%

384-0801 長野県小諸市甲字野馬取4766

0267-22-0959

除く：土曜。12/31～1/3。7/20～8/15。

379-0307 群馬県碓氷郡松井田町坂本1668

027-395-3856

￥10，000税サ込み

霧積温泉 きりづみ館

10%

国民宿舎 榛名吾妻荘

¥500

370-3322 群馬県吾妻郡東吾妻町川戸２６５４（榛名湖畔） 027-374-9711

国民宿舎 裏妙義

¥500

379-0302 群馬県碓氷郡松井田町五料中木

027-395-2631

神津牧場ロッジ

10%

370-2626 群馬県甘楽郡下仁田町南野牧250

0274-84-2363 (財)神津牧場 御中 冬期は研修寮に格安で泊まれる。

村営 雨飾荘

¥500

399-9511 長野県北安曇郡小谷村中土18926-1

0261-85-1607

ホテルアルペンブリック

10%

949-2112 新潟県中頸城郡妙高高原町池ノ平2452

0255-86-3180

田端屋

10%

949-2113 新潟県中頸城郡妙高高原町杉野沢2468

0255-86-6108

949-2235 新潟県中頸城郡妙高村関山

0255-82-3168

室料より引き￥1000/人

381-4101 長野県長野市戸隠越水ヶ原

026-254-2100

登山口まで送迎あり

0255-86-6256

一名につき室料より\1000cut

平日：￥6800dwn\6300。休前日：\7500dwn\7000。税別

[妙高・戸隠山]

休暇村 妙高
山旅の宿 樅の木山荘
休暇村 妙高笹ヶ峰ロッ
ジ
雪害のため休止中
成瀬旅館

5%

¥1,000 949-2113 新潟県中頸城郡妙高高原町杉野澤笹ヶ峰
10%

越水ロッヂ

381-4101 長野県長野市戸隠中社

026-254-2371

381-4101 長野県長野市戸隠越水3611

026-254-2124 水上 憲宗 様方

１泊２食￥6.500に（税別）

026-254-3078

団体割引（３０名以上）：２０％引き
E-Mail: akkorde@blue.ocn.jp

うたごえ音楽ロッジ
アコールデ

10%

381-4101 長野県長野市戸隠越水3681-3

戸隠小舎

10%

381-4101 長野県長野市戸隠越水

026-254-3333 佐々木 徳雄 様方

山の庭・タンネ

10%

381-4101 長野県長野市戸隠越水ヶ原

026-254-2359

森の宿めるへん

5%

381-4101 長野県長野市戸隠越水ヶ原

026-254-2081

早朝、登山口まで送迎有り

シャレ－戸隠

10%

381-4101 長野県長野市戸隠3507-10

ペンション シエスタ

10%

389-2303 長野県下高井郡木島平村上木島3018-4

026-254-2099
0269-82-1811

ペンション リーベ

10%

949-2106 新潟県妙高市田口 1556-53

0255-87-3488

靜和旅館

10%

198-0211 東京都西多摩郡奥多摩町日原766

0428-83-8381

鴨沢山ノ家

10%

409-0318 山梨県北都留郡丹波山村鴨沢4847

0428-86-2182 河村 光義 様方

かどや旅館

10%

409-0211 山梨県北都留郡小菅村4533

0428-87-0218 広瀬 初男 様

嶺雲荘

10%

198-0175 東京都青梅市御岳山57

0428-78-8501

ハイキング感覚で歩けるブナ原生林が残るカヤの平高原
へぜひお越しください
妙高山を中心に登山口まで送迎有り。ウェルカムコーヒー
or手作りジャムのプチお土産有り。

［奥多摩］

駒鳥山荘

8～10 198-0175 東京都青梅市御岳山155

0428-78-8472 馬場 喜彦 様方

自炊宿泊代￥3000．

税込み￥8400dwn￥7500
\
7875dwn￥7350/￥8400dwn7560/￥9450dwn\8505/\1050
0dwn\9450/但 宿泊料割引の併用は不可。

御岳山荘

10

198-0175 東京都青梅市御岳山123

0428-78-8474 金井 国俊 様方

宝寿閣

10%

198-0175 東京都青梅市御岳山161

0428-78-8448 馬場 猛仲 様

山楽荘

10%

198-0175 東京都青梅市御岳山108

0428-78-8439 片柳 至弘 様方

190-0211 東京都西多摩郡檜原村7779-10

042-598-1131

10%

198-0106 東京都西多摩郡奥多摩町棚沢380

0428-85-2158 原島 俊二 様方

¥500

368-0113 埼玉県秩父郡小鹿野町河原沢2775

0494-76-0507 黒沢 芳市 様
0494-79-1221

除外日あり

2名以上で申込み

ひのはらユースホステル
山鳩山荘

平日割引10%。休前日：5%。 税サ別￥8000より

一泊二食付きで4.300円 地酒サービスも追加

[両神山・秩父湖周辺]
登人
国民宿舎 両神荘

10%

368-0202 埼玉県秩父郡両神村大字小森707

旅館 扇家山荘

10%

369-1901 埼玉県秩父郡大滝村川俣3423

ナチュラルファーム農園ホテル

10%

368-0024 埼玉県秩父市上宮地町上の台5911-1

0494-22-2000

旅館 さとじ

10%

369-1912 埼玉県秩父郡荒川村白久1391

0494-54-0577 山中 由紀子 様方 予約は二人以上から

三峰神社 興雲閣

10%

369-1902 埼玉県秩父郡大滝村三峰298-1

0494-55-0241

雲取山荘

10%

368-0033 埼玉県秩父市野坂町2-13-34

0494-23-3338 新井 信太郎 様方 2食付き￥7500から￥1000引き

[雲取･甲武信・十文字峠･金峰]

フロント 千島 勝見 様方

将監小屋

5%

404-0021 山梨県塩山市一ノ瀬489

0553-34-2029 田辺 金雄 様方

笠取小屋

10%

404-0021 山梨県塩山市一之瀬高橋364

0553-33-9888 田辺 静 様方

雁坂小屋

10%

369-1901 埼玉県秩父郡大滝村川俣3423

0494-55-0456 山中 将市 様方

十文字小屋

5%

369-1901 埼玉県秩父郡大滝村3638-6

090-1031-5352 山中 邦治 様方

甲武信小屋

5%

369-1901 埼玉県秩父郡大滝村大滝3638-8

090-3337-8947 山中 徳治 様方

瑞牆山荘

5%

408-0101 山梨県北巨摩郡須玉町小尾8861

0551-45-0521 八巻 久 様方

10%

408-0102 山梨県北巨摩郡須玉町比志3730-3

0551-45-0600

増富温泉の旅館(ラジウム温泉）

[大菩薩]
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松葉荘

10%

404-0022 山梨県塩山市上萩原2680

0553-33-4654 志村 功 様

一人は￥1000割り増し

大菩薩峠 富士見山荘

10%

207-0002 東京都東大和市湖畔2-1044-52

042-564-3166 内木 雅彦 様方

天体観測所あり

大菩薩 山小屋 福ちゃん荘

10%

404-0022 山梨県塩山市上萩原2332

090-3147-9215 雨宮 昇 様方

宿泊代￥4300の10%cut。インターネット割引併用不可。

山小屋 水無寮

15%

259-1304 神奈川県秦野市堀山下1706

0463-88-5115 重田 人司 様方

人員多い場合、尚、検討する。

尊仏山荘・尊仏小屋・丹沢山荘

10%

259-1316 神奈川県秦野市沼代新町1-40

0463-88-1113 花立篤子様方

新大日茶屋

10%

259-1311 神奈川県秦野市弥生町3-26

0463-88-3171 諸星 晃 様方

神の川ヒュッテ

¥200

199-0204 神奈川県津久井郡藤野町小渕1621-5

[東丹沢]

素泊

加藤商店 神の川ヒュッテ管理委員会 御中

但し、一泊2食の場合のみ

蛭ガ岳山荘委員会 御中

ＦＡＸ予約 042-687-3980

[西丹沢・道志]
蛭ケ岳山荘

5%

199-0204 神奈川県津久井郡藤野町小渕1542

道志川荘

10%

402-0214 山梨県南都留郡道志村川原畑道志郵便局前 0554-52-2002 佐藤 京子 様方

旅館 七滝荘

10%

402-0204 山梨県南都留郡道志村大室指3072

0554-52-2107 山本 栄嘉 様方

鶴屋旅館

10%

220-0412 神奈川県津久井郡津久井町青根1393

042-787-2153

042-687-4011

大室山の登山道すぐそばにある格安の旅館。

[天城・伊豆]
10%

410-2502 静岡県伊豆市上白岩1043

0558-83-4512 竹端 節次 様方

新七合目（御来光山荘）

10%

418-0011 静岡県富士宮市粟倉1332

0544-26-3942 赤池 一男 様方

宝永山荘

10%

418-0015 静岡県富士宮市舞々木町847

0544-26-4887 渡井 かね子 様方

温泉民宿 さわらび荘
[富士山富士宮口]

雲海荘

10～12% 418-0071 静岡県富士宮市東阿幸地184

0544-26-4533 渡辺 尚俊 様方

10～12%

[富士山御殿場口]
大石茶屋

10%

412-0006 静岡県御殿場市中畑141

0550-89-2941 勝又 太郎 様方

[富士山須走口]
大陽館

10%

410-1431 静岡県駿東郡小山町須走95-52

0550-75-4347 関 次廣 様方

山荘 菊屋

10%

410-1431 静岡県駿東郡小山町須走133-1

0550-75-5868 高村 豊 様方

宿泊代のみの10%。

[富士山河口湖･吉田口]
本八合目トモエ館

10%

401-0301 山梨県南都留郡富士河口湖町船津1153-3

0555-24-6511 梶原 明 様方

白雲荘

10%

403-0005 山梨県富士吉田市上吉田7-15-6

0555-24-6514 山本 都重 様方

七合目トモエ館

10%

401-0301 山梨県南都留郡富士河口湖町船津1153-3

0555-24-6521 梶原 明 様方

日の出館

10%

403-0005 山梨県富士吉田市上吉田7-15-5

0555-24-6522 中村 修 様方

花小屋

10%

403-0005 山梨県富士吉田市上吉田6-6-6

0555-22-2208 高橋 敬次 様方

里見平 星観荘

10%

403-0005 山梨県富士吉田市上吉田5397

0555-24-6090 井上 光江 様方

500円 401-0304 山梨県南都留郡富士河口湖町河口1672

0555-76-7473 中村 光吉 様方

396-0111 長野県伊那市美篶区南割3305

0265-78-3761 竹沢 信幸 様方

396-0403 長野県伊那市長谷黒河内2681-ニ

0265-98-2523 上島 恵理雄 様方

407-0263 山梨県韮崎市穴山町4589

0551-25-5011

月～木が10％引

富士吉田駅から徒歩5～6時間の距離。

[御坂･三ツ峠･愛鷹山]
三ツ峠山荘
[甲斐駒･仙丈]
南アルプス 大平山荘
馬の背ヒュッテ

8%
¥500

人数等により内容が変わる事あり。詳細問い合わせのこと
。

[鳳凰三山･夜叉神峠]
穴山温泉 能見荘

10%

御座石温泉

10%

407-0051 山梨県韮崎市円野町上円井1833

090-8595-6143 細田 宮子 様方

青木鉱泉

5%

180-0013 東京都武蔵野市西久保2-30-2

0422-51-2313 堤 宏 様方

ペンション北地蔵

5%

400-0241 山梨県南アルプス市芦安芦倉1589-3

055-280-6027

400-0241 山梨県南アルプス市芦倉643

055-288-2421 森本 茂 様方

fax 055-280-6028

[白峰三山･塩見岳]
北岳肩ノ小屋
農鳥小屋
西山温泉元湯 蓬莱館

¥500

5～10% 409-3244 山梨県南巨摩郡早川町奈良田335
10%

409-2702 山梨県南巨摩郡早川町湯島73

0556-48-2533 深沢 糾様方

5～10

0556-48-2211 天野 清次 様方

ウエストンも宿泊した長い歴史と由緒ある宿です。今なお多
くの登山家の登下山に利用されています。

塩湯荘

10%

399-3501 長野県下伊那郡大鹿村鹿塩633

0265-39-2316

宿泊料の10%

塩川小屋

¥500

399-3501 長野県下伊那郡大鹿村鹿塩1515

0265-39-2608 伊東 秀雄 様方

一泊二食\7000-\500=\6500。

421-2301 静岡県静岡市梅ヶ島5258-4

054-269-2331

夕食時：ビール１本サービス

[赤石･聖･光岳]
梅ヶ島温泉ホテル 梅薫楼

[守屋･入笠･甘利･櫛形]
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入笠小屋

10%

399-0211 長野県諏訪郡富士見町入笠山

0266-62-5127 小間井 恭二 様方

山彦荘

10%

399-0211 長野県諏訪郡富士見町入笠山11404

0266-62-2332 伊藤 高明 様方

赤石温泉

10%

400-0514 山梨県南巨摩郡増穂町平林3243

0556-22-5188

八ヶ岳山荘

10%

392-0010 長野県諏訪市渋崎1722

0266-58-7220 藤森 周二 様方

美濃戸高原ロッジ

10%

391-0011 長野県茅野市玉川11400-829

0266-74-2102 田中 敏夫 様方

備

考

予約時に割引について伝えること。

［八ガ岳］

美濃戸山荘

10%

392-0010 長野県諏訪市渋崎1722

0266-58-7220 藤森 周二 様方

赤岳山荘

10%

393-0087 長野県諏訪郡下諏訪町西鷹野町4916-2

0266-27-2077 高野 裕夫 様方

赤岳天望荘

500円 392-0010 長野県諏訪市渋崎1722

硫黄岳山荘

0266-58-7220 藤森 周二 様方

391-0215 長野県茅野市中大塩13-73

0266-73-6673 浦野 岳幸 様方

392-0010 長野県諏訪市渋崎1722

0266-58-7220 藤森 周二 様方

391-0011 長野県茅野市玉川2382-5

ＴＥＬで聞くこと

［北八ガ岳・蓼科］
ヒュッテ夏沢

10%

八ヶ岳 山彦荘

0266-72-3260 原田 雅文 様方

宿泊費￥200引き。心ばかりですが是非ご利用ください。

八ヶ岳 オーレン小屋

500円 391-0213 長野県茅野市豊平2472

0266-72-1279

全日500円割引

夏沢鉱泉

500円 391-0215 長野県茅野市中大塩13-73

0266-73-6673 浦野 岳孝 様方

割引率は人数、季節等で変動。予約時に確認する。

391-0011 長野県茅野市玉川2382-5

0266-72-3260 原田 雅文 様方

粗品進呈。他のカード併用不可。会員数が多くなり一人で
も利用していただきたい。

八ヶ岳 湯元本沢温泉

小平 勇夫（(有)コダイラ） 様方

稲子小屋

7%

384-1103 長野県南佐久郡小海町大字豊里4642

0267-93-2008 井出 賢三 様方

ロッジ八ガ嶺

10%

384-0704 長野県南佐久郡八千穂村八千穂高原

0267-88-2567 上原 雄二 様方

高原旅館 野辺山荘

10%

384-1305 長野県南佐久郡南牧村野辺山693

0267-98-2027 松橋 孝 様方

渋ノ湯ホテル

5%

391-0212 長野県茅野市奥蓼科

除外日あり

0266-67-2732

青苔荘

10%

384-0701 長野県南佐久郡八千穂村白駒池畔

090-1423-2725 山浦 清 様方

縞枯山荘

¥500

391-0301 長野県茅野市北山4035

0266-67-5100 嶋 義明 様方

会員予約者7 500円をdwn7 000円に
(冬は暖房料400円プラス)
天ぷら、豚汁、わき水 が おいしい

双子池ヒュッテ

10%

384-0701 長野県南佐久郡八千穂村畑5755-3

0267-88-4566 井出 善生 様方

蓼科山頂ヒュッテ

¥500

356-0025 埼玉県上福岡市仲1-4-8

049-266-9264

ロッジ･グランシャルモ

10%

386-2309 長野県北佐久郡立科町蓼科牧場北428

0267-55-6255

樽ガ沢温泉

10%

384-2309 長野県北佐久郡立科町芦田八ガ野1485

0267-55-6304 波岡 五郎 様方

四季の宿 すばる

10%

391-0301 長野県茅野市蓼科高原ピラタスの丘

0266-67-6134 和気正彦

（関東営業所）米川 喜明 様方

ＦＡＸ予約 0267-55-6873

高山植物咲く庭と和洋コース料理・露天風呂の宿

［霧ガ峰］
奥霧ガ峰八島高原荘

10%

393-0000 長野県諏訪郡下諏訪町八島湿原

0266-58-5355

コロボックル･ヒュッテ

10%

392-0008 長野県諏訪市霧ガ峰車山肩

0266-58-0573 手塚 宗求 様方

10%

390‐0303 長野県松本市浅間温泉3-30-10

0263‐46‐1515

油屋別館

10%

390‐0303 長野県松本市浅間温泉3-13-15

0263‐46‐0644

栄の湯旅館

10%

390‐0303 長野県松本市浅間温泉3-4-12

0263‐46‐1031

ひなの湯

10%

390‐0303 長野県松本市浅間温泉3-4-13

0263‐46‐1508

香蘭荘

10%

390‐0303 長野県松本市浅間温泉3-4-15

0263‐46‐1014

椿の湯

10%

390‐0303 長野県松本市浅間温泉3-5-28

0263‐46‐1235

ウエストンホテル

10%

390‐0303 長野県松本市浅間温泉3-5-23

0263‐46‐1711

尾上の湯

10%

390‐0303 長野県松本市浅間温泉3-4-18

0263‐46‐0567

ホテル小柳

10%

390‐0303 長野県松本市浅間温泉3-13-15

0263‐46‐0500

よしの湯

10%

390‐0303 長野県松本市浅間温泉3-14-19

0263‐46‐0366

地本屋

10%

390‐0303 長野県松本市浅間温泉3-14-6

0263‐46‐2332

目の湯旅館

5%

390‐0303 長野県松本市浅間温泉1-37-5

0263‐46‐0255

ホテル井筒

10%

390‐0303 長野県松本市浅間温泉1-29-17

0263‐46‐1120

帰郷亭ゆもとや

10%

390‐0303 長野県松本市浅間温泉1-29-15

0263‐46‐0250
0263‐46‐2323

8人以上・平日のみ

［美ガ原･高ボッチ］
飯田屋別館

いづみ荘

10%

390‐0303 長野県松本市浅間温泉1-29-9

美ガ原高原ホテル山本小屋

15%

386-0701 長野県小県郡和田村5101-1

0268-86-2011

但：基本料金の15％。登山口まで送迎などのサービスあり
。

［立山･剣･黒部･薬師］
立山高原ホテル

10%

930-0018 富山県富山市千歳町1-2-20

076-465-3001

みくりが池温泉

10%

930-1452 富山県上新川郡立山町室堂平

076-465-4595 ペンションおこん内
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2013年2月16日現在
事

務

所

施 設 名
割引率 郵便番号
ロッジ立山連峰
雷鳥荘

10%
5%

所 在 地

930-0055 富山県富山市梅沢町3-3-10
930-1406 富山県中新川郡立山町芦峅寺125

電

話

076-421-1446

第2所在地及び責任
者

076-482-1238 志鷹 定義 様方

10%

930-1406 富山県中新川郡立山町芦峅寺74

076-482-1617 佐伯 満寿男 様方

一ノ越山荘

10%

930-0055 富山県富山市梅沢町3-3-10

076-421-1446

剱御前小舎
池ノ平小屋
仙人池ヒュッテ
仙人温泉小屋

10%
5%
ビールロング缶１本

10%
￥100×年齢

930-1406 富山県中新川郡立山町芦峅寺125
930-1406 富山県中新川郡立山町芦峅寺55-2

円隆寺内 佐伯 立光 様方

fax076-421-1841

076-482-1238 志鷹 定義 様方
076-482-1510 佐伯 和起 様方

￥8400を￥8000(税込)に

938-0282 富山県下新川郡宇奈月町384

0765-62-1159 米沢 直昭 様方

管理人 菊池今朝和 氏

930-1406 富山県中新川郡立山町芦峅寺6

076-482-1569 志鷹 新一郎 様方

359-1145 埼玉県所沢市山口1575-22

考

円隆寺内 佐伯 立光 様方

雷鳥沢ヒュッテ

大汝休憩所

備

042-922-9968 高橋 重夫 様方

営業期間：7月中旬～10月中旬（労山会員限定￥100×年
齢で割引）

［白馬･後立山連峰］
941-0067 新潟県糸魚川市本町横町5-5-14

白馬岳蓮華温泉ロッジ

0255-52-1063

白馬岳蓮華温泉事務所 御中

島温泉 島の湯旅館

10%

399-9601 長野県北安曇郡小谷村北小谷1889

0261-85-1013 松沢 琴美 様方

栂池スキーハウス

10%

399-9422 長野県北安曇郡小谷村千国乙486

0261-83-2221

ロッヂ銀嶺

10%

税別5％程度 冬期0255-52-1063

399-9422 長野県北安曇郡小谷村千国12856

0261-82-2035 ぎんれい観光(有)御中

（株）白馬館 栂池ヒュッテ ¥500

399-9301 長野県北安曇郡白馬村白馬町

0261-72-2002

風吹山荘

10%

399-9422 長野県北安曇郡小谷村栂池高原

0261-83-2420 江蔵 実 様

白馬アルペンリゾート

ＨＰ
参照

399-9301 長野県北安曇郡白馬村北城6329-1

0261-72-3150 深澤實、竹内洋平

無雪期・往復のみ、会員証１枚で５名までＯＫ。

村営 猿倉荘

¥500

399-9301 長野県北安曇郡白馬村北城6141-4

0261-72-2279

\8600dwn\8100

村営 白馬尻荘

¥500

399-9301 長野県北安曇郡白馬村北城6141-4

0261-72-2279 (財)白馬村振興公社 御中 \8600dwn\8100

(株)白馬館 白馬山荘

¥500

399-9301 長野県北安曇郡白馬村白馬町

0261-72-2002

村営 白馬岳頂上宿舎

¥500

399-9301 長野県北安曇郡白馬村北城6141-4

0261-72-2279

ペンション樹里家

10%

399-9211 長野県北安曇郡白馬村神城白馬の森22201-65 0261-75-2388

山小屋 祖母谷温泉

10%

930-1406 富山県中新川郡立山町芦峅寺23

0765-62-1038 峰村 保利 様方

村営 天狗山荘

¥500

399-9301 長野県北安曇郡白馬村北城6141-4

0261-72-2279

(財)白馬村振興公社 御中

\8600dwn\8100

村営 八方池山荘

¥500

399-9301 長野県北安曇郡白馬村北城6141-4

0261-72-2279

(財)白馬村振興公社 御中

\8600dwn\8100

冷池山荘

¥500 398-0001 長野県大町市平5328

0261-22-1263 柏原 正泰 様方

種池山荘

¥500 398-0001 長野県大町市平5328

0261-22-1263 柏原 正泰 様方

新越山荘

¥500 398-0001 長野県大町市平5328

0261-22-1263 柏原 正泰 様方

扇沢ロッジ

¥500

398-0001 長野県大町市大字平2117

0261-22-4444

針ノ木小屋

¥500

398-0002 長野県大町市桜田町3788-9

0261-22-1584 百瀬 堯 様方

大沢小屋

¥500

398-0002 長野県大町市桜田町3788-9

0261-22-1584 百瀬 堯 様方

5%

398-0004 長野県大町市常盤泉5637

0261-22-2220 伊東 宗右衛門 様方

大天井ヒュッテ

¥500

390-0813 長野県松本市埋橋1-7-2

0263-35-7200 穂苅 康治 様方

蝶ガ岳ヒュッテ

¥500

399-0032 長野県松本市芳川村井町616

0263-58-2210 中村 圭子 様方

￥500引き

大瀧山荘

¥500

399-0032 長野県松本市芳川村井町616

0263-58-2210 中村 圭子 様方

￥500引き

但し：除外日：7/18、土曜日。

(財)白馬村振興公社 御中

但し：除外日：7/18、土曜日。
(財)白馬村振興公社 御中

\8600dwn\8100
年末年始・三連休・お盆を除く

2007年の営業は７月６日（金）から10月31日（水）の予定。

［表銀座･常念山脈］
餓鬼岳小屋

［裏銀座･雲ノ平･笠ガ岳］
湯殿温泉 晴嵐荘

¥500

398-0002 長野県大町市大字大町2450

0261-22-0165 竹村 恒子 様方

鳥帽子小屋

¥500

398-0001 長野県大町市平高瀬入2118

0261-22-1446 葛温泉高瀬館

野口五郎小屋

¥500

398-0001 長野県大町市平高瀬入2118

0261-22-1446 葛温泉高瀬館

水晶小屋

10%

399-8301 長野県安曇野市穂高有明 ５７１８－１１６

０２６３－８３－５７３５

三俣山荘

10%

399-8301 長野県安曇野市穂高有明 ５７１８－１１６

０２６３－８３－５７３５

雲ノ平山荘

10%

399-8301 長野県安曇野市穂高有明 ５７１８－１１６

０２６３－８３－５７３５

黒部五郎小舎

¥500

506-0052 岐阜県高山市下岡本町2911-20

0577-34-6268 小池 潜 様方

双六小屋

¥500

506-0052 岐阜県高山市下岡本町2911-20

0577-34-6268 小池 潜 様方

鏡平山荘

¥500

506-0052 岐阜県高山市下岡本町2911-20

0577-34-6268 小池 潜 様方

わさび平小屋

¥500

506-0052 岐阜県高山市下岡本町2911-20

0577-34-6268 小池 潜 様方

焼岳小屋

¥500

390-1592 長野県南安曇郡安曇村1061-1

（有）岳沢ヒュッテ

¥500

390-1516 長野県南安曇郡安曇村上高地

安曇村役場観光商
0263-94-2307 工課公営企業係 御 ￥7100/泊2食です。
中
0263-95-2535 上條 岳人 様方
一泊二食付きのみ\500CUT。

上高地 明神館

¥500

390-1516 長野県南安曇郡安曇村上高地4468

0263-95-2036

連絡先は三俣山荘

連絡先は三俣山荘

［上高地･槍･穂高］
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2013年2月16日現在
事

務

所

施 設 名
割引率 郵便番号
旅荘 山のひだや

10%

徳本峠小屋

村営 徳沢ロッヂ

氷壁の宿 徳澤園

10%

所 在 地

電

話

第2所在地及び責任
者

備

390-1516 長野県南安曇郡安曇村4469-1

0263-95-2211 中谷 勝彦 様方

390-1703 長野県南安曇郡梓川村八景山

0263-78-2350 高橋 徳美 様方

390-1516

冬期連絡先：3901592松本市安曇
1061-1 松本市山岳
観光課上高地観光
0263-95-2526
但し：会員証提示者
施設事業
0263-94-2307 ＦＡＸ
94-2567

長野県松本市安曇上高地4470

5～10% 390-1516 長野県南安曇郡安曇村上高地

0263-94-2438 上條 敏昭 様方

涸沢小屋

¥500

390-1502 長野県南安曇郡安曇村776

0263-94-2538 奥原 廣次 様方

槍沢ロッヂ

¥500

390-0813 長野県松本市埋橋1-7-2

0263-35-7200 穂苅 康治 様方

槍ヶ岳山荘

¥500

390-0813 長野県松本市埋橋1-7-2

0263-35-7200 穂苅 康治 様方

南岳小屋

¥500

390-0813 長野県松本市埋橋1-7-2

0263-35-7200 穂苅 康治 様方

穂高平小屋

10%

506-1161 岐阜県吉城郡神岡町船津1239

0578-2-4010 水上 千利 様方

乗鞍山頂 銀嶺荘

10%

506-2254 岐阜県大野郡丹生川村岩井谷乗鞍山頂

0577-32-3145 (株)乗鞍山頂銀嶺荘 御中

タンネの小屋

10%

390-1512 長野県南安曇郡安曇村乗鞍高原

0263-93-2310 斉藤 美恵子 様方

野麦峠 お助け小屋

10%

509-3411 岐阜県大野郡高根村上ヶ洞290

0577-59-2326

考

要予約。除く休前日。\12600dwn\11340

要予約

１０名以上の団体のみに適用。

［乗鞍岳］

\7500dwn\6500。自炊棟\3000。

［御嶽山］
たかの湯

10%

397-0201 長野県木曽郡王滝村3168

0264-48-2411

黒石館

10%

397-0201 長野県木曽郡王滝村3159-3

0264-48-2101 中島 格夫 様方

御嶽観光センター

10%

397-0201 長野県木曽郡王滝村大滝口7合目

0264-48-2544 木曽御嶽観光KK 御中

王滝頂上山荘

5%

397-0201 長野県木曽郡王滝村3159-3

0264-48-2311 木曽御嶽観光KK 御中 \8000dwn\7600。

旅館 黒澤館

5%

397-0101 長野県木曽郡三岳村6362

0264-46-2016 向井 修一 様方

中の湯本館

10%

397-0101 長野県木曽郡三岳村2837

0264-46-2118 浦沢 英一 様方

中の湯

10%

397-0101 長野県木曽郡三岳村2837

0264-46-2118 浦沢 英一 様方

7、8月以外はクローズです。

一ノ又行場旅館

10%

397-0101 長野県木曽郡三岳村6994

0264-46-2014 田ノ上 徳延 様方

要予約/夏山の登山シーズンのみの営業

石室山荘

¥500

397-0101 長野県木曽郡三岳村1-1御嶽山9合目

0264-46-2016 向井 修一 様方

覚明堂

10%

397-0201 長野県木曽郡王滝村4205

0264-48-2227 藤村 文夫 様方

旅館 御岳

10%

453-0015 愛知県名古屋市中村区椿町17-15

052-451-5960

下呂市濁河温泉高原スポ
ーツレクリエーションセンタ
ー

10%

509-3111

岐阜県下呂市小坂町落合2376-1

0576-62-3088 山田 誠

ユース丸悦ビル8Ｆ 奥飛開発観光(株)名古屋営業所 御
中
予約の際 申し出る。
フリーダイヤル 0120-930-922

［中央アルプス］
玉ノ窪山荘

10%

399-5607 長野県木曽郡上松町小川2504

0264-52-2682 松原 辰雄 様方

木曽駒ヶ岳頂上木曽小屋

10%

399-5602 長野県木曽郡上松町本町通り1-26

0264-52-3882 畑 政市 様方

山ノ湯 アルプス山荘

10%

399-5607 長野県木曽郡上松町小川2794

0264-52-2547 今井 久美 様方

［白山］
白山温泉 永井旅館

10%

920-2501 石川県石川郡白峰村白峰ノ38

0761-98-2339

但し：7～8月を除く平日のみ。

10%

920-2333 石川県石川郡尾口村岩間温泉

0761-96-7950

にしやま旅館

10%

920-2324 石川県石川郡吉野谷村中宮温泉

0761-96-7219 西山 喜一 様方

カルヴィラいとしろ

10%

501-5231 岐阜県郡上郡白鳥町石徹白57-100

0575-86-3700

上村 彦左衛門

10%

501-5231 岐阜県郡上郡白鳥町石徹白

0575-86-3101

ふじや

10%

501-5231 岐阜県郡上郡白鳥町石徹白

0575-86-3003

たにや

10%

501-5231 岐阜県郡上郡白鳥町石徹白

0575-86-3015

石徹白 昇一

10%

501-5231 岐阜県郡上郡白鳥町石徹白

0575-86-3150

鴛谷 卓三

10%

501-5231 岐阜県郡上郡白鳥町石徹白

0575-86-3155

鴛谷 幸二

10%

501-5231 岐阜県郡上郡白鳥町石徹白

0575-86-3352

民宿 佐々木

10%

501-5231 岐阜県郡上郡白鳥町石徹白

0575-86-3131

猿橋 治

10%

501-5231 岐阜県郡上郡白鳥町石徹白

0575-86-3351

堀内 次郎衛門

10%

501-5231 岐阜県郡上郡白鳥町石徹白

0575-86-3335

朝明ヒュッテ

20%

510-1253 三重県三重郡菰野町潤田789

0593-93-1787 小高 淳 様方

国民宿舎 湯の山ロッジ

10%

510-1233 三重県三重郡菰野町

059-392-3155 湯ノ山温泉 御中

平日のみ10％割引

国民宿舎 かもしか荘

10%

528-0201 滋賀県甲賀郡土山町大河原1104

0748-69-0344

￥3500宿泊料のみoff。食事、入湯料は割引外。

岩間温泉 山崎旅館

改装工事中につき休業

［伊吹山・鈴鹿］
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［比良・金剛・北山・北摂］
該当なし
［高野・大峰・台高］
桃の木山の家

10%

519-3406 三重県北牟婁郡海山町相賀480-170

10%

657-0101 兵庫県神戸市灘区六甲山町西谷山1878-6

0597-32-2052 塩崎 紀史 様方

[六甲・有馬]
グランドホテル 六甲スカイヴィラ

有馬温泉 メープル有馬 備考欄

651-1401

兵庫県神戸市北区有馬町406-3

078-891-0140
078-903-5000

割引適用は平日利用かつ1泊2食料金のみ対象
割引適用は日帰り入浴のみ「1300円→1000円」

［大山・蒜山・氷ノ山］
大山山ノ家シーハイル

10%

689-3318 鳥取県西伯郡大山町上の原144-3

国民宿舎 大山ビューハイツ 5～10% 689-3318 鳥取県西伯郡大山町大山145-7

鳥取県西伯郡伯耆町真野６９４-４

0859-52-2800

対象：会員と同伴者。登山活動外も可。

0859-52-2518

土曜：5%。平日：10%。

0859-68-3222

年末年始、お盆、連休の休前日は除く

雄峰ペンション

10%

689-4103

氷ノ山アルパインヒュッテ

10%

680-0728 鳥取県八頭郡若桜町つく米

0858-82-0956 山根 慶弘 様方

山荘しらさ

10%

781-2605 高知県土佐郡本川村寺川175

088-869-2861 岡林 弘 様方

室料の10%。

高原ふれあいの家 天狗荘

10%

785-0504 高知県高岡郡東津野村芳生野乙4921-22

0889-62-3188

てっぺんの宿であなたも天狗になってください。

10%

777-0302 徳島県美馬郡木屋平村川井

0883-68-2028 新居 綱男 様方

平成13年改築済み。

10%

879-4911 大分県玖珠郡九重町田野260-1

0973-79-2311

一泊朝食料金の10%。

¥500

878-0202 大分県直入郡久住町大字有氏1178-9

0974-77-2810

２食付の場合のみ

もみ志や旅館

10%

879-6860 大分県大野郡緒方町大字尾平鉱山171

0974-47-2038 工藤和広様方

［石鎚山・四国カルスト］

［剣山］
剣山頂上ヒュッテ
［九重山群］
九重西鉄ホテル 花山酔
法華院温泉山荘
［祖母・傾・大崩］

祖母山麓尾平青少年旅行村

10%

879-6865 大分県大野郡緒方町大字尾平鉱山57

0974-47-2041

民宿 あけぼの荘

10%

882-0403 宮崎県西臼杵郡日之影町見立2052

0982-89-1210

大崩の茶屋

5%

882-0082 宮崎県東臼杵郡北川町川内名 1050-4

0982-20-1161

あかまつ荘

10%

899-4201 鹿児島県姶良郡霧島町田口2458

0995-57-1101 浜崎 元彦 様方

白鳥山荘温泉

10%

889-4302 宮崎県えびの市大字末永4468-3

0984-33-3662

送迎バス有り

0997-47-2520

二食付5,000円 電話予約のみ

3名以上の予約で便宜を図っている。

［市房・尾鈴・双石山］
該当なし
［霧島山群］

［屋久島］
民宿 風の散歩道

備考欄 891-4401

鹿児島県熊毛群屋久島町原14
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