
富山・滑川・立山エリア

（富山市・滑川市・上市町・立山町・舟橋村）
2021年12月3日現在

施設名 公式ホームページアドレス

鯰 温泉 http://www.namazu-onsen.com

千里山荘 http://chisatosansou.co.jp

五楽旅館 https://www.goraku-toyama.com/

久乃家 https://hisanoya-toyama.com

ホテル古志 https://www.hotel-koshi.com/

アパホテル〈富山〉 https://www.apahotel.com/

アパホテル〈富山駅前〉 https://www.apahotel.com/hotel/hokuriku/toyama/toyama-ekimae/

アパヴィラホテル〈富山駅前〉 https://www.apahotel.com/

株式会社富山エクセルホテル東急 https://www.tokyuhotels.co.jp/toyama-e/index.html

桜橋ビジネスホテル http://www.sakurabashibusinesshotel.server-shared.com/

ホテルグランテラス富山 https://breezbay-group.com/m-toyama/

HOWE HOTEL TOYAMA https://howehotel.jp/

オークスカナルパークホテル富山 http://www.oarks.co.jp/canal/

富山地鉄ホテル http://chitetsu-hotel.com/

ゆーとりあ越中 https://www.yu-toriaettyu.co.jp/

ホテル祥園 www.hotel-syoen.com

リバーリトリート雅樂倶 https://www.garaku.co.jp/

ホテルリブマックス富山 https://www.hotel-livemax.com/toyama/toyama/

ホテルルートイン富山インター https://www.route-inn.co.jp/hotel_list/toyama/index_hotel_id_632/

ホテルルートイン富山駅前 https://www.route-inn.co.jp/hotel_list/toyama/index_hotel_id_42/

楽今日館 http://www.rakkyokan.com/

宮田旅館 https://miyataryokan.com/

つりや東岩瀬 https://tsuriya-iwase.com/

山の宿やまびこ http://ww2.ctt.ne.jp/~yamabico/yamabiko-top.html

ホテル森の風立山 https://www.morinokaze-tateyama.com

料理旅館　北吉 https://kitayoshi-ryokan.com

ロッジ太郎 http://ltaro.com/

パレブラン高志会館 http://www.koshikaikan.com

呉羽ハイツ http://www.kureha-heights.jp/

ホテルプライムイン富山 https://www.h-prime.jp/

ホテルパークイン富山 https://www.h-parkinn.jp/

とやま自遊館 http://www.jiyukan.or.jp/

売薬宿屋山キ https://www.sharelife-toyama.com/yamaki/

ゲストハウス縁～えにし～ https://www.sharelife-toyama.com/enishi/

富山マンテンホテル https://www.manten-hotel.com/toyama/

コンセプトホテル和休 https://waqhotel.com/

いるかホステル　（ボルファートとやま201） https://www.irukahostel.com/

ロッジ・プータロ https://r.goope.jp/sr-16-163021s0142

ANAクラウンプラザホテル富山 https://www.anacrowneplaza-toyama.jp/

ビジネス旅館日章 http://www.nissyou.com/

ホテルクラウンヒルズ富山 https://breezbay-group.com/hch-toyama/

喜代多旅館 https://kiyotaryokan.jp/

富山県呉羽青少年自然の家 https://www.kureha-ie.jp/

八尾ゆめの森ゆうゆう館 http://www.uu-kan.com/

ホテルシティイン富山

ホテル　よし原 http://www.ya-do.net/yoshihara/

東横イン富山駅新幹線口Ⅱ https://www.toyoko-inn.com

立山国際ホテル https://www.tatekoku.com/

コンフォートホテル富山駅前 https://www.choice-hotels.jp/hotel/toyama/

北陸内観研修所 http://e-naikan.jp/

鯰第一温泉ふじのや http://www.fuzinoya.net/

http://www.namazu-onsen.com/
http://chisatosansou.co.jp/
https://www.goraku-toyama.com/
https://hisanoya-toyama.com/
https://www.hotel-koshi.com/
https://www.apahotel.com/
https://www.apahotel.com/hotel/hokuriku/toyama/toyama-ekimae/
https://www.apahotel.com/
https://www.tokyuhotels.co.jp/toyama-e/index.html
http://www.sakurabashibusinesshotel.server-shared.com/
https://breezbay-group.com/m-toyama/
https://howehotel.jp/
http://www.oarks.co.jp/canal/
http://chitetsu-hotel.com/
https://www.yu-toriaettyu.co.jp/
http://www.hotel-syoen.com/
https://www.garaku.co.jp/
https://www.hotel-livemax.com/toyama/toyama/
https://www.route-inn.co.jp/hotel_list/toyama/index_hotel_id_632/
https://www.route-inn.co.jp/hotel_list/toyama/index_hotel_id_42/
http://www.rakkyokan.com/
https://miyataryokan.com/
https://tsuriya-iwase.com/
http://ww2.ctt.ne.jp/~yamabico/yamabiko-top.html
https://www.morinokaze-tateyama.com/
https://kitayoshi-ryokan.com/
http://ltaro.com/
http://www.koshikaikan.com/
http://www.kureha-heights.jp/
https://www.h-prime.jp/
https://www.h-parkinn.jp/
http://www.jiyukan.or.jp/
https://www.sharelife-toyama.com/yamaki/
https://www.sharelife-toyama.com/enishi/
https://www.manten-hotel.com/toyama/
https://waqhotel.com/
https://www.irukahostel.com/
https://r.goope.jp/sr-16-163021s0142
https://www.anacrowneplaza-toyama.jp/
http://www.nissyou.com/
https://breezbay-group.com/hch-toyama/
https://kiyotaryokan.jp/
https://www.kureha-ie.jp/
http://www.uu-kan.com/
http://www.ya-do.net/yoshihara/
https://www.toyoko-inn.com/
https://www.tatekoku.com/
https://www.choice-hotels.jp/hotel/toyama/
http://e-naikan.jp/
http://www.fuzinoya.net/


ホテルリラックスイン富山 https://www.relax-inn.co.jp/

ホテルアルファーワン富山荒町 https://www.alpha1toyama.jp/

ホテルアルファーワン富山駅前 https://www.alpha1toyama.jp/

ペンション愛花夢 https://www.aicamu.com/

ドーミーイン富山 https://www.hotespa.net/hotels/toyama/

御宿野乃富山 https://www.hotespa.net/hotels/nono_toyama/

富山シティイン別館 ホテルくれは

いなり鉱泉 https://www.inari-kousen.com/

ホテル雪見荘 https://yukimiso.net/

和み処合掌 https://www.gassho.co.jp/

ビジネス富屋旅館 https://www.to-mi-ya.com

黒部五郎小舎 http://www.sugorokugoya.com

凪おたや東 https://nagi-yatsuo.jp/

ダイワロイネットホテル富山駅前 https://www.daiwaroynet.jp/toyama-ekimae/

凪おたや西 https://nagi-yatsuo.jp/

ダイワロイネットホテル富山 https://www.daiwaroynet.jp/toyama/

浜黒崎キャンプ場 https://hamakurosaki-camp.jp/

勝江旅館

越中八尾ベースOYATSU http://8-base.chu.jp/

凪　なりひら https://nagi-yatsuo.jp/about

こっとん

ペンション ホワイトベル https://tateyama36.net/

割山森林公園　天湖森 http://www.tenkomori.info

万満堂 http://manmando.eyado.net/

村上山荘

ホテル草津 http://www.0764324580.com/

里の湯　雷鳥 https://r.goope.jp/sr-16-163021s0013

紅葉閣 http://www.kouyoukaku.jp/

泊まれる図書館寄処 https://yosuga.labore.jp/

滑川市東福寺野自然公園研修センター「青雲閣」 https://bunspo-namerikawa.jp/nature

滑川市東福寺野自然公園 SL ハウス https://bunspo-namerikawa.jp/nature

海老源 https://www.ebigen.jp/

海老よし

スカイホテル滑川 https://skyhotel-namerikawa.jp/

湯神子温泉 http://www.yunomiko.com

旅館だんごや http://www.ryokandangoya.com/

つるぎ恋月 https://www.tsurugi-koizuki.com/

八十八(やとはち)和風オーべルジュ

国民宿舎 立山荘 https://www.tateyama-so.jp/

雷鳥沢ヒュッテ https://www.raichozawa.net/

貸別荘どんぐり http://toyama-donguri.com/

みくりが池温泉 http://www.mikuri.com/

千寿荘 https://www.senjusou.jp/

天狗平山荘 https://www.tengu.ne.jp

富山県市町村職員共済組合「グリーンビュー立山」 https://www.greenview-t.com/

立山館 http://www.net3-tv.net/~tateyamakan/

ホテル立山 https://h-tateyama.alpen-route.co.jp

立山高原ホテル http://www.t-kogen.com/

グリーンパーク吉峰よしみねハイツ http://www.yoshimine.or.jp

らいちょう温泉 雷鳥荘 http://www.raichoso.com/

池ノ平小屋 https://ikenotairagoya.amebaownd.com/

ヒュッテコンパニー

牛岳ユースハイランド
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高岡・氷見エリア

（高岡市・射水市・氷見市・小矢部市）
2021年12月3日現在

施設名 公式ホームページアドレス

加古川旅館 https://kakogawa-ryokan.com/

きみのや旅館 https://kiminoyaryokan.com/

越中五位花尾温泉　山帽子 https://takaoka-yamaboushi.com/

アパホテル〈高岡丸の内〉 https://www.apahotel.com/hotel/hokuriku/toyama/takaoka-marunouchi/

アパホテル〈高岡駅前〉 https://www.apahotel.com/hotel/hokuriku/toyama/takaoka-ekimae/

ホテルニューオータニ高岡 http://www.newotani-takaoka.co.jp

雨晴温泉　磯はなび https://www.isohanabi.jp

あさひCityInn Hotel http://www.yadoo.or.jp/asahi/

ホテルセブンセブン高岡 https://hotel77.hokuei-idea.com/

ホテルルートイン高岡駅前 https://www.route-inn.co.jp/hotel_list/toyama/index_hotel_id_652/

海辺の宿　女岩荘 https://meiwasou.com/

ホテルクラウンヒルズ高岡 https://breezbay-group.com/hch-takaoka/index.html

有限会社　角久旅館 https://kadokyu.com/

スーパーホテル高岡駅南 https://www.superhotel.co.jp/s_hotels/takaoka/

高岡マンテンホテル駅前 https://www.manten-hotel.com/takaoka/

三協立山(株)　高岡保養所　まんよう荘 http://manyousou.jp

（有）冨士見荘旅館 https://fujimiso.com/

和美再美石動柏屋 https://wabisabi-kashiwaya.jp/

Travelers' house ROOTs https://rootstakaoka.com

東横イン新高岡駅新幹線南口 toyoko-inn.com

さまのこハウス http://samanokohouse.com/

ほんまちの家 https://www.honmachinoie.jp/

なかや旅館 http://www.nakaya-ryokan.jp/

大佛旅館 http://www1.coralnet.or.jp/buddha

越乃庭 http://www.koshinoniwa.co.jp

ホテルアルファーワン高岡駅前 http://www.alpha-1.co.jp/takaoka_ekimae/

ホテルアルファ－ワン高岡 http://www.alpha-1.co.jp/takaoka/

スマイルホテル高岡駅前 https://smile-hotels.com/hotels/show/takaokaekimae

民家ホテル「金ノ三寸」 https://kanenosanzun.jp/

まいどはや福田邸

Engawa-縁川- http://engawa-associe.com/

スーパーホテル富山・射水 https://www.superhotel.co.jp/s_hotels/imizu

ビジネスの宿 ホテル 太閤の湯 https://hotel-taikonoyu.com/

水辺の民家ホテル　カモメとウミネコ https://minkahotels.jp/

第一イン新湊 https://www.hankyu-hotel.com/hotel/dh/dishinminato

職人の宿　あすか食堂 http://www.syokunin-yado.com

民宿 汐風

粋な民宿 美岬 http://www.himi-misaki.jp

民宿　華乃舘

民宿 潮の美 https://shionomi.com

ふるさと民宿 河内屋 http://www.furusato-himi.com/

民宿あお https://goodlucktoyama.com/ao/

和風温泉元湯　叶 www.himi-kanouya.jp/

花厨　ゆうなぎ http://www.yuunagi.com/

小さな隠れ味宿　魚恵 https://himi-gyokei.com/

ビジネスホテル信貴館 http://www7a.biglobe.ne.jp/~sinkikan/

城山 https://jyoyama.com/
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みろくの湯の宿 こーざぶろう http://www.kozaburo.jp

HOUSEHOLD https://household-bldg.com/

温泉民宿　與市郎 https://yoichirou.com/

なだうら温泉元湯 磯波風 https://www.isopp.co.jp/himi/

池田屋旅館 https://www.kitokitohimi.com/site/stay/ikedaya.html

天然温泉浜辺の宿あさひや http://www.himi-asahiya.com

(有)小境荘 http://kozakaisou.com

氷見温泉郷　くつろぎの宿　うみあかり https://www.umiakari.jp/

民宿すがた http://www.himionsen-sugata.com

氷見の民宿青柳 http://himi-aoyagi.com

料理旅館はしもと屋 https://himi-hashimotoya.com/

湯の里いけもり http://himi-ikemori.com/

蔵ステイ池森 https://kurastay.com

ルートイングランティア氷見和蔵の宿 https://www.hotel-grantia.co.jp/himi/

漁師民宿　マリンタッチ

民宿あおまさ

民宿美浜荘 http://mihamasou.jp/

Bed&Kitchen SORAIRO https://www.facebook.com/bkSORAIRO

民宿げんろく http://genroku.jp

SAYSFARM http://www.saysfarm.com/

民宿 うら屋 http://himiuraya.com

移り住みたくなる宿『イミグレ』 https://www.imigre.jp/

九殿浜温泉 ひみのはな http://www.himinohana.jp/

氷見温泉郷　魚巡りの宿　永芳閣 https://breezbay-group.com/eihokaku/

民宿わたなべ https://himi-watanabe.com/

氷見の民宿　浜野荘 http://www1.cnh.ne.jp/hamanoso

海と湯と宿ラ・セリオール http://www.la-seriole.com/

(有)民宿竹や https://www.himi-takeya.com

小矢部市 サイクリングタ-ミナル http://pkp-shiteikanri.com/oyabe/

滝乃荘 http://www.takinoso.com

別邸　金峰庵 https://www.konohanosato.com/

ファミリーロッジ旅籠屋・小矢部店 http//www.hatagoya.co.jp/
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黒部・宇奈月エリア

（黒部市・魚津市・入善町・朝日町）
2021年12月3日現在

施設名 公式ホームページアドレス

ビジネスハウスほくと

エスクワイアシティホテル

名水の里やすらぎの宿芳の屋 http://www.yosinoya.com

黒部・宇奈月温泉　桃源 http://www.h-togen.com/

延楽 https://enraku.com/

黒部・宇奈月温泉 やまのは https://www.unazuki-yamanoha.jp/

民宿うな新 http://www.minsyukuunashin.com/

ホテル黒部 http://www.hotelkurobe.co.jp

生地温泉たなかや https://www.ikujionsen.com/

黒部市ふれあい交流館「あこや～の」 http://www.akoya-no.com/

黒薙温泉旅館 http://www.kuronagi.jp

湯快リゾート　宇奈月グランドホテル https://yukai-r.jp/

お酒のお宿喜泉 https://www.gkisen.com/

明日山荘さか栄

フィール宇奈月 http://www.f-unazuki.net

烏帽子山荘 http://eboshisansou.jp/

延対寺荘 https://www.entaiji.com/

ホテルアクア黒部 http://www.aqua-kurobe.jp/

サン柳亭 http://www.yanagitei.com/

唐松岳頂上山荘 http://karamatsu.jp/index.html

名剣温泉 https://meiken-onsen.com/meiken/

ホテルグランミラージュ https://granmirage.jp/

渚泊 魚津丸 STAY at WHARF UOZUMARU https://www.airbnb.jp/rooms/33240392

お宿いけがみ https://ikegamiryokan.jp/

スカイホテル魚津 https://skyhotel-uozu.jp/

スカイホテル魚津アネックス https://annex.skyhotel-uozu.jp/

ホテル　ルートイン魚津 https://www.route-inn.co.jp/hotel_list/toyama/index_hotel_id_592/

金太郎温泉 https://www.kintarouonsen.co.jp/

アパホテル〈魚津駅前〉 https://www.apahotel.com

辻わくわくランド　民宿茶弥 https://tuji-waku.com/

魚津マンテンホテル駅前 https://www.manten-hotel.com/uozu/

元祖　仁右衛門家 http://www.niemonya.com/

ベストイン魚津 https://www.greens.co.jp/uozu/

ホテル美浪館 https://minamikan.com/

マークホテル http://www.markhotel.jp

バーデン明日 http://www.baden-akebi.jp/

清八楼 http://www3.nsknet.or.jp/~seihachiro/

ちとせ旅館

かしはら館 http://www.nyuzen-kanko.jp/tomaru_onsen/462/

あけぼの 海山閣

ホテルおがわ https://www.ogawaonsen.co.jp/

城山荘

紋左 https://www.asahi-tabi.com/asahimachi/280/

たから温泉

料理旅館　有磯 https://asahimachi.com/ariiso/

㈲ひすい　ドライブインきんかい

民宿　岬

朝日ヒスイ海岸オートキャンプ場 http://www.town.asahi.toyama.jp/buntai/camp/hisui.html

ファミリーロッジ旅籠屋・黒部店 https://www.hatagoya.co.jp/
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砺波・五箇山エリア（砺波市・南砺市） 2021年12月3日現在

施設名 公式ホームページアドレス

弁天温泉 https://tonami-stay.jp/stay/9

アパホテル〈砺波駅前〉 https://www.apahotel.com/hotel/hokuriku/toyama/tonami-ekimae/

人肌の宿　川金 https://kawakin.jp/

庄川温泉風流味道座敷ゆめつづり http://www.yumetsuzuri.com/

寛政三年すいげつろうホテル https://suigetsurou.net/

すどまりとなみ https://sudomaritonami.jimdofree.com/

RoyalHotel富山砺波 https://www.daiwaresort.jp/tonami/

鳥越の宿　三楽園 http://www.sanrakuen.com/

ホテル　となみ

ホテルパークイン砺波インター https://parkinn-tonami.jp/

となみ野庄川荘 http://www.shogawaso.jp

おまき温泉スパガーデン和園

ホテル寺尾温泉 https://terao.more-resort.com/

夢の平コスモス荘

里山のオーベルジュ 薪の音 https://www.makinooto.co.jp

ホテル割烹ときわ

民宿五ヨ門 http://goyomon.burari.biz

民宿長ヨ門 https://gokayama-info.jp/archives/505

イオックスヴァルト http://www.iox.or.jp

民宿 与茂四郎 http://yomoshiro.com

Bed and Craft https://bedandcraft.com/

美知の里 http://michinosato.com/

高窪温泉

松風樓 https://shofuro.jp/

庄川峡　長崎温泉　北原荘 https://www.kitaharasou.com/

大牧温泉観光旅館 http://www.oomaki.jp

利賀国際キャンプ場 https://www.toga-camp.com/

合掌のお宿　　庄七 https://www.syo-7.jp

湖畔の宿　万水閣 https://mansuikaku.com

五箇山温泉　国民宿舎　五箇山荘 https://www.gokasansou.com/

株式会社ふくみつ華山温泉 http://www.hanayama-onsen.com

越中井波　町屋旅館　古香里庵 https://inami.kokarian.com/

瑞峯 http://www1.tst.ne.jp/toga3784/

タカズーリ喜多 https://www.takazurikita.com/

桜ヶ池クアガーデン https://www.sakuragaike.co.jp

よしのや旅館 https://www.yoshinoya-net.jp/

合掌民宿なかや http://www1.tst.ne.jp/snakaya/index.html

ビジネスホテル Asahi 壱番館

民宿 中の屋 http://toga-nakanoya.net

Guest House YAMASHITA-YA https://www.gokayama-yamashitaya.com/

ロッジ峰

福野タウンホテル　ア・ミュー https://fukuno-townhotel.jp/

民宿　勇助 https://yusuke-gokayama.com

五箇山温泉　赤尾館 http://www.akaokan.com

川合田温泉山田家 https://www.kawaidaonsen.jp

法林寺温泉 https://horinji.org

天竺温泉の郷 http://www.tenjiku-onsen.com
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http://www.tenjiku-onsen.com/


瞑想の郷　瞑水の館 https://toga-meisou.com

東山荘 http://www12.plala.or.jp/touzansou/index.html

又エ門

合掌ゲストハウスかずら https://www.facebook.com/gassho.kazura

スターフォレスト利賀

合掌民宿　弥次兵衛 https://yajibe-gokayama.amebaownd.com/

旅亭　みや川 http://ryoteimiyagawa.com

かしや旅館 http://www1.coralnet.or.jp/kashiya

民宿 ながさき家 　

キュイジーヌ・レジョナル・レヴォ https://levo.toyama.jp

民宿おかもと http://www1.tst.ne.jp/togaoka/

五箇山合掌の里 https://www.gokayama.jp/

ゲストハウス絲 https://ito-gh.com/

古民家の宿おかべ http://okabe.main.jp/
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