使っ得！にいがた県民割キャンペーン対象宿泊施設一覧
02 新潟・阿賀エリア
2021/12/27現在
施設住所

施設名

電話番号

HP URL

001 ホテルサンルート新潟

新潟市

中央区東大通1-11-25

025-246-6161

https://www.sunrouteniigata.jp

002 新潟東映ホテル

新潟市

中央区弁天2-1-6

025-244-7101

https://www.toeihotel-niigata.com/

003 木のぬくもりの宿濱松屋

新潟市

西蒲区岩室温泉328

0256-82-5533

http://hamamatuya.com/

004 割烹の宿湖畔

新潟市

中央区紫竹山7-5-13

025-247-3355

https://niigata-kohan.com

005 富士屋

新潟市

西蒲区岩室温泉693

0256-82-4151

http://www.hotel-fujiya.co.jp

006 植田旅館

新潟市

中央区礎町通4ノ町2120

025-225-1111

http://www.uedaryokan.com

007 万代シルバーホテル

新潟市

中央区万代1-3-30

025-243-3711

http://www.silverhotel.co.jp/

008 著莪の里 ゆめや

新潟市

西蒲区岩室温泉905-1

0256-82-5151

www.i-yumeya.com

009 めんめん亭わたや

新潟市

西蒲区岩室温泉581

0256-82-0001

http://www.menmentei-wataya.com

010 ANAクラウンプラザホテル新潟

新潟市

中央区万代5-11-20

025-245-3334

https://www.anacrowneplaza-niigata.jp/

011 柏木屋鮮魚

新潟市

西蒲区間瀬4238

0256-85-2425

-

012 小さなお宿 小松屋

新潟市

西蒲区岩室温泉681

0256-82-2021

http://www.iwamuro-komatsuya.com

013 新潟ターミナルホテル

新潟市

中央区花園1-6-31

025-241-7777

http://www.sato-syokai.co.jp/terminalhotel/

014 スーパーホテル新潟

新潟市

中央区明石1ｰ6-13

025-247-9000

https://www.superhotel.co.jp/s_hotels/nigata/

015 ホテルディアモント新潟

新潟市

中央区本町通6-1099

025-223-1122

http://www.diasmont.co.jp/niigata

016 ゆもとや

新潟市

西蒲区岩室温泉91-1

0256-82-2015

https://www.yumotoya.co.jp

017 海華亭かわい

新潟市

西蒲区間瀬7077

0256-85-2222

https://kaikatei-kawai.com

018 ホテルクラウンヒルズ新潟

新潟市

中央区東堀通8-1429

025-229-1695

https://breezbay-group.com/hch-niigata

019 新潟シティホテル

新潟市

中央区古町通8-1430

025-224-4121

https://breezbay-group.com/niigata-city

020 新潟パークホテル

新潟市

中央区南笹口1-8-10

025-245-5571

https://breezbay-group.com/niigata-ph

021 髙志の宿髙島屋

新潟市

西蒲区岩室温泉678-甲

0256-82-2001

http://www.takasimaya.co.jp

022 長岡屋

新潟市

北区白新町2-3-24

025-387-2245

http://icss.jp/~nagaoka/

023 旅館橋本屋

新潟市

西区黒鳥5956

025-377-2306

https://www.ekiten.jp/shop_4530491/

024 ホテルビジネスイン新潟南

新潟市

江南区下早通柳田2-3-1

025-381-8800

http://binn.jp/index.html

025 ホテルオークラ新潟

新潟市

中央区川端町6-53

025-224-6123

http://www.okura-niigata.co.jp

026 新潟第一ホテル

新潟市

中央区花園1-3-12

025-243-1111

https://0252431111.com

027 アートホテル新潟駅前

新潟市

中央区笹口1-1

025-240-2111

http://www.art-niigata-station.com

028 天然 多宝の湯 ドーミーイン新潟

新潟市

中央区明石1-7-14

025-247-7755

https://www.hotespa.net/hotels/niigata

029 ホテルイタリア軒

新潟市

中央区西堀通7-1574

025-224-5111

http://www.italiaken.com

030 東横イン新潟駅前

新潟市

中央区花園1-2-2

025-241-1045

https://www.toyoko-inn.com

031 新潟グランドホテル

新潟市

中央区下大川前通3ノ町2230 025-228-6111

https://www.ni-grand.co.jp

032 割烹旅館 松屋

新潟市

西蒲区岩室温泉605

http://matsuya.travel.coocan.jp/

033 菱風荘

新潟市
新潟市

035 シングルイン新潟第二

新潟市

北区前新田乙364-1
025-388-5314
中央区花園1-6-1
025-290-7112
※9/20時点休館のため第
中央区東大通1-11-3
025-383-6613

http://park1.wakwak.com/~ryoufusou/

034 シングルイン新潟第一
036 シングルイン新潟第二新館

新潟市

中央区東大通1-11-10

025-255-5351

-

037 新潟京浜ホテル

新潟市

中央区弁天1-3-15

025-384-8200

https://www.keihinhotel.com

038 コンフォートホテル新潟駅前

新潟市

中央区弁天3-3-1

025-242-0611

https://www.choice-hotels.jp/hotel/niigata

039 JR東日本ホテルメッツ新潟

新潟市

中央区花園1-96-47

025-246-2100

https://www.hotelmets.jp/niigata

040 コンフォートイン新潟亀田

新潟市

江南区東早通2-1-11

025-382-1500

http://www.choice-hotels.jp

041 新潟市アグリパーク

新潟市

南区東笠巻新田3044

025-378-3109

http://www.niigata-aguri.com/

042 新潟イーストホテル

新潟市

中央区笹口1-11-5

025-246-1711

http://east.niigata.jp

043 ホテルディアモント新潟西

新潟市

西区山田2517-2

025-230-0055

http://www.diasmont.co.jp

044 ホテルルートイン新潟県庁南

新潟市

中央区東出来島11-14

025-280-9811

https://www.route-inn.co.jp/

045 東横イン新潟古町

新潟市

中央区上大川前通七番町1168-2

025-227-1045

https://www.toyoko-inn.com

046 パンション駅南

新潟市

中央区鐙１－１－２２

025-241-409

https://www.pansion.co.jp/index.htm

047 ニイガタステーションホテル

新潟市

中央区弁天1-2-10

025-243-5151

http://www.niigatastationhotel.co.jp/

048 ホテルルートイン新潟西インター

新潟市

西区善久731-1

025-370-7411

https://www.route-inn.co.jp/hotel_list/nigata/index_hotel_id_593/

049 ビジネスホテル秋葉

新潟市

東区秋葉通2-3722-227

025-275-5127

-

0256-82-5120
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050 アパホテル〈新潟東中通〉

新潟市

中央区東中通2番町289-2 025-229-7111

https://www.apahotel.com/hotel/kousinetsu/niigata-higashinakadori/

051 ユースハウス石黒

新潟市

中央区高志1-13-9

www.ishiguro-shouzi.jp

052 アパホテル（新潟古町）

新潟市

中央区東堀通6番町1037-1 025-229-2211

https://www.apahotel.com/hotel/kousinetsu/niigata-furumachi/

053 ほてる大橋館の湯

新潟市

西蒲区岩室温泉340甲

0256-82-4126

http://www.oohashiya.co.jp

054 ホテルターミナルアートイン

新潟市

中央区笹口1-15-1

025-246-7111

http://www.terminal-artinn.com

055 ホテルターミナルイン

新潟市

中央区笹口1-14-3

025-245-1100

https://hpdsp.jp/terminal-inn/

056 アパホテル新潟

新潟市

中央区東大通2-1-21

025-249-3611

https://www.apahotel.com/hotel/kousinetsu/niigata/

057 ホテルアルファーワン新潟

新潟市

中央区花園1-7-18

025-246-5555

http://www.alpha-1.co.jp/niigata/

058 ホテル寺尾

新潟市

西区寺尾朝日通19-9

025-267-7677

-

059 ゲストハウスＯＲＩ ＯＲＩ

新潟市

西区五十嵐1の町6724-9

090-1809-3793

https://guesthouseoriori.com

060 旅館しかい

新潟市

北区松浜本町2-11-15

025-259-2038

http://shikai-inn.com

061 ホテルリブマックス新潟駅前

新潟市

中央区花園1-7-10

025-241-7700

https://www.hotel-livemax.com/niigata/niigatast/

062 ホテル日航新潟

新潟市

中央区万代島5-1

025-240-1888

https://www.hotelnikkoniigata.jp

063 カーブドッチヴィネスパ

新潟市

西蒲区角田浜1661

0256-77-2226

https://vinespa.jp

064 Winerystay TRAVIGNE

新潟市

西蒲区角田浜1661

0256-77-5460

https://travigne.jp

065 ゲストハウス&バーくく

新潟市

中央区古町通3番町557 2F 025-378-1107

https://gh-kuku.com

066 ゲストハウス アンゴ荘

新潟市

中央区雪町2023-5

025-229-7320

https://angosou.crayonsite.com

067 めんめん亭 わたや別館 多宝荘

新潟市

西蒲区岩室温泉282-1

0256-82-1126

https://www.daironoyu.com

068 ゲストハウス ぐーぐー

新潟市

南区白根3013-1

025-373-3211

https://googoo.club/

069 カントリーホテル新潟

新潟市

中央区本町通6番町1140-1 025-229-3300

http://www.niigata-c.jp/

070 阿賀のめぐみ 望川閣

五泉市

佐取2869

0250-47-1000

http://www.bousenkaku.co.jp/

071 佐取館

五泉市

佐取3008

0250-47-2211

http://www.satorikan.com

072 ホテル平左エ門

五泉市

佐取字宮ノ浦7234

0250-47-2321

https://heizaemon.jp

073 ホテル丸松

五泉市

佐取2986

0250-47-2331

https://hotelmarumatsu.com/

074 河畔の宿 碧水荘

五泉市

佐取3062

0250-47-2011

https://www.hekisuisou.jp/

075 一水荘

五泉市

佐取7209

0250-47-2231

http://www.issuisou.com

076 柳水園

五泉市

佐取7241

0250-47-2121

-

077 ガーデンホテルマリエール

五泉市

赤海1074-1

0250-42-1212

https://www.maryell.jp

078 五泉ゲストハウス 五ろり

五泉市

別所1030

0250-27-1425

https://gorori.jimdofree.com

079 環翠楼

阿賀野市

村杉4527

0250-66-2131

https://www.kansuirou.jp

080 ふるさとがしのばれる宿 角屋旅館

阿賀野市

村杉4631-1

0250-66-2221

https://kadoyasan.com

081 ゆらりゆら 水鳥の宿さきはな

阿賀野市

小松5051-85

0250-47-2111

https://hotel-sakihana.com/

082 風雅の宿 長生館

阿賀野市

村杉4632-8

0250-66-2111

http://www.chouseikan.co.jp/

083 今板温泉 湯本舘

025-287-1075

阿賀野市

今板795-2

0250-66-2321

https://www.gozu-yumotokan.com/

084 五十嵐邸ガーデン 新潟阿賀野リゾート 阿賀野市

金屋340-5

0250-63-2100

https://www.swanlake.co.jp/aganoresort

085 川上屋旅館

阿賀野市

村杉温泉

0250-66-2141

http://www.kawakamiya.jp

086 清廣館

阿賀野市

出湯802

0250-62-3833

https://seikokan.jp

087 割烹旅館 室町

阿賀野市

村杉4806-2

0250-66-2134

http://www.yado-muromachi.com

088 旅館弓月

阿賀野市

出湯761

0250-62-3665

http://www.yuuduki.com

089 大石屋旅館

阿賀野市

出湯760

0250-62-3155

http://www.ooishiya.com

090 安田温泉やすらぎ

阿賀野市

保田6075-3

0250-68-1555

https://yasudaonsen.com/

091 石原館

阿賀野市

村杉4523

0250-66-2121

http://ishiharakan.com/

092 旅館 珍生館

阿賀野市

出湯760-7

0250-62-3726

http://www.chinseikan.com

093 癒しの宿 竹林

阿賀野市

村杉4510-6

0250-62-2317

http://www.chikurin-hotel.jp/

094 花時計

阿賀野市

村杉4510-6

0250-62-2317

http://www.hana-tokei.jp/

095 ホテルグリーン安田

阿賀野市

保田829-1

0250-68-2102

-

096 農家民宿 栃堀の風

東蒲原郡阿賀町 広谷甲700

0254-92-7766

https://tochibori-no-kaze.jp/

097 絵かきの宿 福泉

東蒲原郡阿賀町 鹿瀬5886

0254-92-3131

www.ryokan-fukusen.co.jp

098 雪つばきの宿古澤屋

東蒲原郡阿賀町 鹿瀬5860

0254-92-3322

http://www.furusawaya.com/

099 叶屋旅館

東蒲原郡阿賀町 五十沢1067-1

0254-99-2023

-

100 旅館まるに

東蒲原郡阿賀町 五十沢37

0254-99-2880

https://www.maruni-ryokan.com

101 ペットと泊まれる宿三川温泉新かい荘

東蒲原郡阿賀町 五十沢295

0254-99-2013

http://www.shinkaisou.com

102 ホテル角神

東蒲原郡阿賀町 鹿瀬1840

0254-92-2610

http://www.tsunogami.com
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103 湯元館

東蒲原郡阿賀町 五十沢1054

0254-99-2015

http://www.mikawa-yumotokan.jp/

104 ブナの宿 小会瀬

東蒲原郡阿賀町 広谷乙2091-1

0254-95-3535

http://www.koase.com

105 三川温泉 にゅーゆもと

東蒲原郡阿賀町 五十沢2249

0254-99-2022

-

106 裏五頭山荘

東蒲原郡阿賀町 中ノ沢1187

0254-99-2833

http://www.uragozu.jp/

107 いとう屋

東蒲原郡阿賀町 豊実乙1045-1

0254-96-2011

-
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