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北海道旅行券 利用可能施設
～宿泊施設～
地域区分

カテゴリ

施設名

住所

電話番号
011-512-5533

札幌

宿泊施設

ANAホリデイ・イン札幌すすきの

札幌市中央区南５条西３丁目７番地
ANAホリデイ・イン札幌すすきの

札幌

宿泊施設

ＪＲイン札幌

札幌市中央区北５条西６丁目

011-233-3008

札幌

宿泊施設

ＪＲタワーホテル日航札幌

札幌市中央区北５条西２丁目５番地

011-251-2222

札幌

宿泊施設

KKRホテル札幌

札幌市中央区北4条西5丁目1

011-231-6711

札幌

宿泊施設

Spa＆Esthetique 翠蝶館

札幌市南区定山渓温泉西３丁目５７番
地

011-595-3330

札幌

宿泊施設

Ｔマークシティホテル札幌

札幌市中央区南7条西5丁目

011-511-7531

札幌

宿泊施設

アートホテルズ札幌

札幌市中央区南9条西2丁目２－１０

011-511-0101

札幌

宿泊施設

イビススタイルズ札幌

札幌市中央区南8条西3丁目10-10イビ
ススタイルズ札幌

011-530-4055

札幌

宿泊施設

ウィークリーさっぽろ本館＆アネックス

札幌市中央区南７条西５丁目２８９－６３ 011-511-2000

札幌

宿泊施設

コンフォートホテル札幌

北海道札幌市中央区南三条西9丁目

札幌

宿泊施設

札幌

宿泊施設

札幌

宿泊施設

札幌

宿泊施設

センチュリーロイヤルホテル

札幌市中央区北５条西５丁目２番地

011-221-2121

札幌

宿泊施設

ティアラホテル札幌すすきの

札幌市中央区南8条西3丁目7-19

011-513-8181

札幌

宿泊施設

ニューオータニイン札幌

札幌市中央区北2条西1丁目1番地

011-222-1111

札幌

宿泊施設

ぬくもりの宿ふる川

札幌市南区定山渓温泉西４丁目３５３

011-598-2345

札幌

宿泊施設

ノボテル札幌

札幌市中央区南１０条西６丁目１－２１

011-561-1000

札幌

宿泊施設

ビジネスインノルテ

札幌市中央区南11条西1丁目1-1

011-511-1222

札幌

宿泊施設

フレイムホテル札幌

札幌市中央区南５条西7丁目８－１

011-530-0001

札幌

宿泊施設

ベストウェスタンホテルフィーノ札幌

札幌市北区北8条西4丁目15

011-729-4055

札幌

宿泊施設

ホテルエミシア札幌

札幌市厚別区厚別中央2条5丁目5-25

011-895-8811

札幌

宿泊施設

ホテルエルム札幌

札幌市中央区北１条西７丁目６番

011-231-1361

札幌

宿泊施設

ホテルオークラ札幌

札幌市中央区南1条西5丁目9-1

011-221-2333

札幌

宿泊施設

ホテルカイコー札幌

札幌市中央区南７条西５丁目１－７

011-520-1500

札幌

宿泊施設

ホテルカイコー札幌 中島公園

札幌市中央区南１１条西１丁目４－３

011-563-6700

札幌

宿泊施設

ホテルクラビーサッポロ

札幌

宿泊施設

ホテルグレイスリー札幌

札幌

宿泊施設

ホテルさっぽろ弥生

札幌

宿泊施設

ホテルサンルートニュー札幌

札幌

宿泊施設

ホテルサンルート札幌

札幌市北区北７条西１丁目１－２２

札幌

宿泊施設

ホテルニューバジェット札幌

札幌市中央区南３条西６丁目７－１ホテ
011-261-4953
ルニューバジェット札幌

011-221-2311

さっぽろ芸術文化の館（ホテルさっぽろ
札幌市中央区北1条西12丁目
011-231-9551
芸文館）
シャトレーゼガトーキングダムサッポロホ
札幌市北区東茨戸１３２番地１
011-773-2211
テル＆スパリゾート
札幌市中央区南６条西２丁目８－１スー
スーパーホテル札幌すすきの
011-521-9000
パーホテル札幌すすきの

※閉館時期、年末年始、繁忙期など、利用除外期間が設定されている場合があります。
詳しくは各施設に直接お問い合わせ下さい。

札幌市中央区北2条東3丁目サッポロ
ファクトリー西館
札幌市中央区北4条西4丁目1-8読売北
海道ビル
札幌市中央区北3条西12丁目1番地ホテ
ルさっぽろ弥生
札幌市中央区南２条西６丁目1-1狸小路
６丁目共同ビル

011-242-1111
011-251-3211
011-281-2511
011-251-2511
011-737-8111
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北海道旅行券 利用可能施設
～宿泊施設～
地域区分

カテゴリ

施設名

住所

電話番号

札幌

宿泊施設

ホテルノースゲート札幌

札幌市北区北６条西４丁目

011-757-2001

札幌

宿泊施設

ホテルノースシティ

札幌市中央区南９条西１丁目

011-512-9748

札幌

宿泊施設

ホテルパコジュニアススキノ

札幌市中央区南5条西7丁目5-2

011-512-8512

札幌

宿泊施設

ホテルポールスター札幌

札幌市中央区北4条西6丁目

011-241-9111

札幌

宿泊施設

ホテルモントレエーデルホフ札幌

札幌

宿泊施設

ホテルモントレ札幌

札幌

宿泊施設

ホテルルートイン札幌駅前北口

札幌市北区北7条西４－２－２

011-727-2111

札幌

宿泊施設

ホテルルートイン札幌中央

札幌市中央区南5条西５－１３－１

011-518-6111

札幌

宿泊施設

ホテルルートイン札幌白石

札幌市白石区北郷4条２－１－５

011-873-2727

札幌

宿泊施設

ホテルルートイン札幌北四条

札幌市中央区北四条西１３－１－５３

011-204-7122

札幌

宿泊施設

ホテルロンシャンサッポロ

札幌市中央区南5条東1丁目

011-561-1131

札幌

宿泊施設

ホテル札幌ガーデンパレス

札幌市中央区北１条西６丁目

011-261-5311

札幌

宿泊施設

ホテル山渓苑

札幌市南区定山渓温泉東4丁目321

011-211-5678

札幌

宿泊施設

ホテル時計台

札幌

宿泊施設

ホテル鹿の湯・花もみじ

札幌

宿泊施設

マークスイン札幌

札幌

宿泊施設

メルキュールホテル札幌

札幌

宿泊施設

ラッソアイスバーグホテル

札幌市中央区南2条西1丁目2-2

札幌

宿泊施設

ラッソライフステージホテル

札幌市中央区北１条西４丁目１－１三甲
011-252-1252
大通公園ビル４階

札幌

宿泊施設

ロイトン札幌

札幌市中央区北１条西１１丁目

011-271-2711

札幌

宿泊施設

京王プラザホテル札幌

札幌市中央区北５条西７丁目２－１

011-271-0111

札幌

宿泊施設

琴似グリーンホテル

札幌市西区琴似3条1丁目1-20

011-615-3344

札幌

宿泊施設

札幌アスペンホテル

札幌市北区北８条西４丁目５番地

011-700-2111

札幌

宿泊施設

札幌エクセルホテル東急

札幌市中央区南８条西５丁目４２０番地 011-533-0109

札幌

宿泊施設

札幌クラッセホテル

札幌市中央区南1条西7丁目1番地2

011-281-3800

札幌

宿泊施設

札幌グランドホテル

札幌市中央区北１条西４丁目

011-261-3311

札幌

宿泊施設

札幌サンプラザ

札幌市北区北24条西5丁目1-1

011-758-3111

札幌

宿泊施設

札幌すみれホテル

札幌市中央区北1条西2丁目１

011-261-5151

札幌

宿泊施設

札幌パークホテル

札幌市中央区南10条西3丁目1－1

011-511-3131

札幌

宿泊施設

札幌プリンスホテル

札幌市中央区南2条西11丁目

011-241-1111

札幌

宿泊施設

札幌ホテルヤマチ

札幌市西区琴似1条3丁目3-6札幌ホテ
011-644-5555
ルヤマチ

札幌

宿泊施設

札幌国際ユースホステル

札幌市豊平区豊平６条６丁目５－３５

※閉館時期、年末年始、繁忙期など、利用除外期間が設定されている場合があります。
詳しくは各施設に直接お問い合わせ下さい。

札幌市中央区北2条西1丁目-1マルイト
011-242-7111
札幌ビル
札幌市中央区北4条東1丁目-3ホテルモ
011-232-7111
ントレ札幌

札幌市中央区北２条西３丁目１－３５ホ
テル時計台
札幌市南区定山渓温泉西3丁目32番地
ホテル鹿の湯・花もみじ
札幌市中央区南8条西3丁目マークスイ
ン札幌
札幌市中央区南4条西2丁目2-4メル
キュールホテル

011-241-3676
011-598-2311
011-512-5001
011-513-1100
011-290-3000

011-825-3120
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北海道旅行券 利用可能施設
～宿泊施設～
地域区分

カテゴリ

施設名

住所

電話番号

札幌

宿泊施設

札幌全日空ホテル

札幌市中央区北3条西1丁目2-9

011-221-4411

札幌

宿泊施設

札幌第一ホテル

札幌市中央区南７条西１丁目１２番地７ 011-530-1101

札幌

宿泊施設

札幌東急ＲＥＩホテル

札幌市中央区南４条西５丁目１番地

011-531-0109

札幌

宿泊施設

札幌東武ホテル

札幌市中央区南4条東1丁目

011-242-0111

札幌

宿泊施設

手稲ステーションホテル

札幌

宿泊施設

章月グランドホテル

札幌

宿泊施設

新さっぽろアークシティホテル

札幌市厚別区厚別中央２条５丁目６―２ 011-890-2525

札幌

宿泊施設

翠山亭倶楽部定山渓

札幌市南区定山渓温泉西２丁目１０番
地

011-595-2001

札幌

宿泊施設

定山渓グランドホテル瑞苑

札幌市南区定山渓温泉東４丁目328

011-598-2214

札幌

宿泊施設

定山渓ビューホテル

札幌市南区定山渓温泉東2丁目

011-598-3223

札幌

宿泊施設

定山渓ホテル

札幌市南区定山渓温泉西4丁目340

011-598-2111

札幌

宿泊施設

定山渓第一寶亭留翠山亭

札幌

宿泊施設

定山渓鶴雅リゾートスパ 森の謌

札幌

宿泊施設

定山渓万世閣ホテルミリオーネ

札幌市南区定山渓温泉東３丁目

011-598-3500

札幌

宿泊施設

東横ＩＮＮ札幌駅北口

札幌市北区北６条西１丁目４－３

011-728-1045

札幌

宿泊施設

東横イン 札幌すすきの南

札幌市中央区南6条東2丁目1-1

011-551-1045

札幌

宿泊施設

東横イン 札幌駅南口

札幌市中央区北３条西１丁目1-16

011-222-1045

札幌

宿泊施設

東横イン札幌すすきの交差点

札幌市中央区南4条西3丁目4-1

011-207-1045

札幌

宿泊施設

東横イン札幌駅西口北大前

札幌市北区北８条西４丁目２２－７東横
011-717-1045
イン札幌駅西口北大前

札幌

宿泊施設

東京ドームホテル札幌

札幌市中央区大通り西8丁目1

011-261-0111

札幌

宿泊施設

芙蓉館

札幌市東区北7条東3丁目28

011-711-8762

札幌

宿泊施設

北海道青少年会館Compass

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

札幌

宿泊施設

北海道第一ホテルサッポロ

札幌市北区北23条西4丁目2-6

札幌

宿泊施設

北海道母子福祉センター

札幌

宿泊施設

悠久の宿 白糸

道央

宿泊施設

しこつ湖 鶴雅リゾートスパ 水の謌

千歳市支笏湖温泉番外地

0123-25-2211

道央

宿泊施設

しんしのつ温泉たっぷの湯

北海道石狩郡新篠津村第４５線北２番
地

0126-58-3166

道央

宿泊施設

ファーマーズガーデン・びとえ

石狩郡当別町ビトエ1130-39

0133-26-2209

道央

宿泊施設

ホテルグランテラス千歳

千歳市本町4丁目4-4

0123-22-1121

道央

宿泊施設

ホテルルートイン千歳駅前

千歳市千代田町5-3-1

0123-40-1100

道央

宿泊施設

レイクサイドヴィラ翠明閣

千歳市支笏湖温泉番外地

0123-25-2131

道央

宿泊施設

丸駒温泉旅館

千歳市幌美内7番地

0123-25-2341

※閉館時期、年末年始、繁忙期など、利用除外期間が設定されている場合があります。
詳しくは各施設に直接お問い合わせ下さい。

札幌市手稲区手稲本町１条４丁目１番５
011-681-7000
号手稲駅前ビル
札幌市南区定山渓温泉東3丁目239番
011-598-2231
地

札幌市南区南区定山渓温泉西３丁目１
011-598-2141
０５番地
札幌市南区定山渓温泉東３丁目192番
011-598-2671
地

011-726-3232

札幌市中央区北1条東8丁目北海道母
011-251-2016
子福祉センター
札幌市南区定山渓温泉東2丁目１３８－
011-598-3351
１
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施設名

住所

電話番号

道央

宿泊施設

休暇村支笏湖

千歳市支笏湖温泉

0123-25-2201

道央

宿泊施設

札幌北広島クラッセホテル

北広島市中の沢316番地1

011-373-3800

道央

宿泊施設

支笏湖翠山亭倶楽部

千歳市支笏湖温泉

0123-20-4022

道央

宿泊施設

支笏湖第一寶亭留翠山亭

千歳市支笏湖温泉

0123-25-2323

道央

宿泊施設

千歳エアポートホテル

千歳市千代田町６丁目１番地千歳エア
ポートホテル

0123-26-1155

道央

宿泊施設

北海道ふとみ銘泉 万葉の湯

石狩郡当別町太美町1695

0133-26-2130

道央

宿泊施設

Chalet Ivy

虻田郡倶知安町山田188-19シャレーア
0136-22-1124
イビー

道央

宿泊施設

HTホリデーズ

倶知安町字山田１８５－６

0136-23-3503

道央

宿泊施設

MnK Resort

虻田郡倶知安町字樺山30ー149

0136-55-5122

道央

宿泊施設

アスパラロッジ

倶知安町字樺山４８－２０アスパラロッジ 090-2070-0398

道央

宿泊施設

いこいの湯宿いろは

虻田郡ニセコ町ニセコ477番地

0136-58-3111

道央

宿泊施設

いわない温泉おかえりなさい

岩内郡岩内町野束491

0135-61-4111

道央

宿泊施設

いわない温泉高島旅館

岩内町字野束505

0135-61-2222

道央

宿泊施設

いわない高原ホテル

岩内郡岩内町野束５０５

0135-62-5101

道央

宿泊施設

ウィンケルビレッジ

小樽市朝里川温泉２丁目686

0134-52-1185

道央

宿泊施設

お宿 鱗晃荘

積丹郡積丹町大字入舸町字沢５７－１

0135-45-6030

道央

宿泊施設

お宿かさい

積丹郡積丹町美国町船澗105

0135-44-2610

道央

宿泊施設

キロロ・トリビュート・ポートフォリオ・ホテ
余市郡赤井川村字常盤128-1
ル北海道

0135-34-7111

道央

宿泊施設

グランドパーク小樽

小樽市築港11番3号

0134-21-3111

道央

宿泊施設

ザ グリーンリーフ ニセコビレッジ

北海道虻田郡ニセコ町東山温泉

0136-44-3311

道央

宿泊施設

シェラトン北海道キロロリゾート

余市郡赤井川村字常盤650番地

0135-34-7111

道央

宿泊施設

トレイルサイドⅡ

虻田郡倶知安町字樺山58-33

0136-25-4326

道央

宿泊施設

なごみの宿 いい田

積丹郡積丹町余別町28なごみの宿 い
0135-46-5001
い田

道央

宿泊施設

ナチュラルリゾート ニセコワイスホテル 虻田郡倶知安町字花園７９番地

0136-23-3311

道央

宿泊施設

ニセコ「旅物語」

虻田郡ニセコ町ニセコ４３５－８

0136-58-3149

道央

宿泊施設

ニセコアンヌプリ温泉 湯心亭

虻田郡ニセコ町ニセコ438

0136-58-2500

道央

宿泊施設

ニセコグランドホテル

虻田郡ニセコ町字ニセコ412ニセコグラ
ンドホテル

0136-58-2121

道央

宿泊施設

ニセコノーザンリゾート・アンヌプリ

虻田郡ニセコ町字ニセコ480番地1

0136-58-3311

道央

宿泊施設

ニセコペンショングランパパ

倶知安町字山田163ニセコひらふ

0136-23-2244

道央

宿泊施設

ニセコ昆布温泉鶴雅別荘杢の抄

虻田郡ニセコ町字ニセコ393番地ニセコ
0136-59-2323
昆布温泉鶴雅別荘杢の抄

道央

宿泊施設

ニセコ遊牧民

倶知安町字山田１６７－５８

0136-22-2281

道央

宿泊施設

ヌプリ・レーベン

虻田郡ニセコ町ニセコ333－39

0136-44-3795

※閉館時期、年末年始、繁忙期など、利用除外期間が設定されている場合があります。
詳しくは各施設に直接お問い合わせ下さい。

更新日時：2015年12月24日 10：00
発行：北海道プレミアム旅行券事務局

北海道旅行券 利用可能施設
～宿泊施設～
地域区分

カテゴリ

施設名

住所

電話番号

道央

宿泊施設

ヒルトンニセコビレッジ

北海道虻田郡ニセコ町東山温泉ヒルトン
0136-44-1111
ニセコビレッジ

道央

宿泊施設

ペンションアリス

虻田郡倶知安町字樺山58番地

0136-23-2870

道央

宿泊施設

ペンションコットンファーム

虻田郡ニセコ町ニセコ482-2

0136-58-2227

道央

宿泊施設

ホテルグリーンパークいわない

岩内郡岩内町野束５００

0135-62-8841

道央

宿泊施設

ホテルサンアート

余市郡余市町大川町6丁目35番地

0135-22-6070

道央

宿泊施設

ホテルニセコアルペン

虻田郡倶知安町字山田204番地

0136-22-1105

道央

宿泊施設

ホテルノイシュロス小樽

小樽市祝津３丁目２８２

0134-22-9111

道央

宿泊施設

ホテルノルド小樽

小樽市色内1丁目4番16号

0134-24-0500

道央

宿泊施設

ホテルリゾートインニセコ

北海道虻田郡ニセコ町里見151-2

0136-44-3811

道央

宿泊施設

ホテル甘露の森

虻田郡ニセコ町ニセコ415番地

0136-58-3800

道央

宿泊施設

ホテル水明閣

余市郡余市町山田町６８７

0135-22-2838

道央

宿泊施設

ホテル武蔵亭

小樽市朝里川温泉２丁目６８６番地

0134-54-8000

道央

宿泊施設

まっかりユースホステル

道央

宿泊施設

ルスツペンションクライスデール

道央

宿泊施設

ルスツリゾート

北海道虻田郡留寿都村字泉川13

0136-46-3111

道央

宿泊施設

ロッヂ コロポックル

倶知安町字山田188番地

0136-22-1736

道央

宿泊施設

ワン・ニセコ・リゾート・タワーズ

虻田郡ニセコ町字ニセコ４５５－３

0136-50-2111

道央

宿泊施設

歌才自然の家

黒松内町字黒松内５８４番地

0136-72-3010

道央

宿泊施設

及川旅館

寿都郡黒松内町字黒松内226番地

0136-72-3012

道央

宿泊施設

四季ニセコ

虻田郡倶知安町字山田１９０－４

0136-21-4191

道央

宿泊施設

小間旅館

寿都郡黒松内町字黒松内２５３番地

0136-72-3005

道央

宿泊施設

小樽朝里クラッセホテル

小樽市朝里川温泉２丁目６７６

0134-52-3800

道央

宿泊施設

小樽旅亭蔵群

小樽市朝里川温泉２丁目６８５番地

0134-51-5151

道央

宿泊施設

湯元ニセコプリンスホテルひらふ亭

虻田郡倶知安町字山田204

0136-23-2239

道央

宿泊施設

美国観光ハウス

積丹町美国町船澗４９

0135-44-2100

道央

宿泊施設

冒険家族

虻田郡倶知安町比羅夫145-2

0136-22-3759

道央

宿泊施設

木 ニセコ

倶知安町字山田１８３－４３

0136-22-2121

道央

宿泊施設

旅房はなえみ

小樽市朝里川温泉2丁目686-3

0134-54-8600

道央

宿泊施設

アグリ工房まあぶ

深川市音江町音江600番地

0164-26-3333

道央

宿泊施設

えべおつ温泉

滝川市江部乙町西１２丁目８番２２号

0125-75-2555

道央

宿泊施設

サンフラワーパークホテル

雨竜郡北竜町板谷１６３番地の２サンフ
0164-34-3321
ラワーパークホテル

道央

宿泊施設

シャトレーゼゴルフ＆スパリゾート栗山

北海道夕張郡栗山町字森

※閉館時期、年末年始、繁忙期など、利用除外期間が設定されている場合があります。
詳しくは各施設に直接お問い合わせ下さい。

虻田郡真狩村字緑岡９４－２まっかり
0136-45-2432
ユースホステル
虻田郡留寿都村字泉川５５－１５ルスツ
0136-47-2001
ペンションクライスデール

0123-72-6600

更新日時：2015年12月24日 10：00
発行：北海道プレミアム旅行券事務局

北海道旅行券 利用可能施設
～宿泊施設～
地域区分

カテゴリ

施設名

住所

電話番号

道央

宿泊施設

たびびとやど ゆき・ふる・さと

雨竜郡雨竜町第1町内3

0125-77-2479

道央

宿泊施設

ピパの湯 ゆ～りん館

美唄市東明町3区

0126-64-3800

道央

宿泊施設

ホテルかもい岳温泉

歌志内市歌神９５番地１０

0125-42-2717

道央

宿泊施設

ホテルグリーンパークしんとつかわ

新十津川町総進189-1

0125-76-4000

道央

宿泊施設

ホテルスエヒロ

滝川市明神町２丁目２番１６号

0125-22-1311

道央

宿泊施設

ホテルマウントレースイ

夕張市末広２丁目４番地

0123-52-2211

道央

宿泊施設

ホテル三浦華園

滝川市花月町1丁目2-26

0125-22-2101

道央

宿泊施設

ほろしん温泉 ほたる館

北海道雨竜郡沼田町字幌新３７７

0164-35-1188

道央

宿泊施設

まあぶオートキャンプ場

深川市音江町音江459番地1

0164-26-3000

道央

宿泊施設

ゆうばりホテルシューパロ

夕張市本町2丁目216番地

0123-52-2400

道央

宿泊施設

ユンニの湯

夕張郡由仁町伏見１２２ユンニの湯

0123-83-3800

道央

宿泊施設

芦別温泉スターライトホテル

芦別市旭町油谷1番地

0124-23-1155

道央

宿泊施設

国民宿舎あしべつ

芦別市旭町油谷1番地

0124-23-1155

道央

宿泊施設

砂川パークホテル

砂川市東２条北３丁目１－１

0125-52-3989

道央

宿泊施設

秋田屋旅館

岩見沢市１条西８丁目１番地

0126-22-1115

道央

宿泊施設

上砂川岳温泉パンケの湯

上砂川町字上砂川65-106

0125-62-2526

道央

宿泊施設

滝川ふれ愛の里

滝川市西滝川76番地1

0125-26-2000

道央

宿泊施設

秩父別温泉 ちっぷ・ゆう＆ゆ

秩父別町２０８５番地

0164-33-2116

道央

宿泊施設

湯の元温泉旅館

三笠市桂沢９４番地

01267-6-8518

道央

宿泊施設

南幌温泉ハート＆ハート

空知郡南幌町南9線西15番地

011-378-1126

道央

宿泊施設

美唄ホテルスエヒロ

美唄市西２条南２丁目２－３

0126-62-2501

道央

宿泊施設

北海道グリーンランドホテルサンプラザ

岩見沢市4条東1丁目6番1号

0126-23-7788

道央

宿泊施設

北海道立青少年体験活動支援施設ネイ 深川市音江町２丁目７－１北海道立青
パル深川
少年体験活動支援施設ネイパル深川

0164-25-2059

道央

宿泊施設

北村温泉ホテル

岩見沢市北村赤川156番地7

0126-55-3388

道央

宿泊施設

グランドホテルニュー王子

苫小牧市表町4丁目3番1号

0144-31-3111

道央

宿泊施設

こぶしの湯あつま

勇払郡厚真町字本郷２２９番地１こぶし
0145-26-7126
の湯あつま

道央

宿泊施設

コンフォートホテル苫小牧

北海道苫小牧市旭町３－７－１８

道央

宿泊施設

ザ・ウィンザーホテル洞爺 リゾート＆ス
北海道虻田郡洞爺湖町清水３３６番地
パ

0142-73-1111

道央

宿泊施設

ザレイクビューＴＯＹＡ乃の風リゾート

虻田郡洞爺湖町洞爺湖温泉29-1

0142-75-2600

道央

宿泊施設

ノースゲートイン アビラ

勇払郡安平町遠浅５６－１

0145-22-4343

道央

宿泊施設

ホテルグランドトーヤ

虻田郡洞爺湖町洞爺湖温泉１４４番地
ホテルグランドトーヤ

0142-75-2288

道央

宿泊施設

ホテルサンルート室蘭

室蘭市中島町2-28-6

0143-43-2333

※閉館時期、年末年始、繁忙期など、利用除外期間が設定されている場合があります。
詳しくは各施設に直接お問い合わせ下さい。

0144-31-3211

更新日時：2015年12月24日 10：00
発行：北海道プレミアム旅行券事務局

北海道旅行券 利用可能施設
～宿泊施設～
地域区分

カテゴリ

施設名

住所

電話番号
0143-41-4953

道央

宿泊施設

ホテルニューバジェット室蘭

室蘭市中島町２丁目２５－８ホテル
ニューバジェット室蘭

道央

宿泊施設

ホテルまほろば

登別市登別温泉町65番地

0143-84-2211

道央

宿泊施設

ホテルゆもと登別

登別市登別温泉町２９番地

0143-84-2277

道央

宿泊施設

ホテルルートイン東室蘭駅前

室蘭市中島町3丁目5-10

0143-42-3100

道央

宿泊施設

ホテルルートイン苫小牧駅前

苫小牧市王子町3丁目2-15

0144-38-1110

道央

宿泊施設

ホテル四季の風

勇払郡むかわ町美幸3丁目3-1

0145-42-4171

道央

宿泊施設

ホテル室蘭ヒルズ

北海道室蘭市輪西町2-3-3ホテル室蘭
0143-47-7111
ヒルズ

道央

宿泊施設

花鐘亭 はなや

登別市登別温泉町134

道央

宿泊施設

源泉の湯宿洞爺ごきらく亭

虻田郡洞爺湖町洞爺湖畔亭温泉１－４ 0142-75-2144

道央

宿泊施設

虎杖浜温泉 ホテルいずみ

白老郡白老町字虎杖浜312-1

0144-87-2621

道央

宿泊施設

御やど清水屋

登別市登別温泉町173

0143-84-2145

道央

宿泊施設

室蘭プリンスホテル

室蘭市中央町１丁目４番９号

0143-22-5555

道央

宿泊施設

祝いの宿登別グランドホテル

登別市登別温泉町154番地

0143-84-2101

道央

宿泊施設

絶景の湯宿洞爺湖畔亭

虻田郡洞爺湖町洞爺湖畔亭温泉７－８ 0142-75-2211

道央

宿泊施設

第一滝本館

登別市登別温泉町55番地

0143-84-2111

道央

宿泊施設

滝乃家別館玉乃湯

登別市登別温泉町31

0143-84-3333

道央

宿泊施設

滝本イン

登別市登別温泉町７６番地

0143-84-2205

道央

宿泊施設

天然豊浦温泉しおさい

虻田郡豊浦町字浜町109

0142-83-1126

道央

宿泊施設

登別カルルス温泉 森の湯 山静館

登別市カルルス町１６

0143-84-2856

道央

宿泊施設

登別温泉郷 滝乃家

登別市登別温泉町162

0143-84-2222

道央

宿泊施設

登別石水亭

登別市登別温泉町203-1

0143-84-2255

道央

宿泊施設

登別万世閣

登別市登別温泉町21番地

0143-84-3500

道央

宿泊施設

東横イン苫小牧駅前

苫小牧市王子町３丁目２－２１

0144-32-1045

道央

宿泊施設

湯元オロフレ荘

登別市カルルス町７番地

0143-84-2861

道央

宿泊施設

洞爺サンパレス リゾート＆スパ

有珠郡壮瞥町洞爺湖温泉7-1

0142-75-1111

道央

宿泊施設

洞爺観光ホテル

虻田郡洞爺湖町洞爺湖温泉33番地洞
爺観光ホテル

0142-75-2111

道央

宿泊施設

洞爺湖万世閣ホテルレイクサイドテラス 虻田郡洞爺湖町洞爺湖温泉２１番地

0142-73-3500

道央

宿泊施設

望楼NOGUCHI登別

北海道登別市登別温泉町200番地1

0143-84-3939

道央

宿泊施設

北海ホテル

虻田郡洞爺湖町洞爺湖温泉147

0142-75-2325

道央

宿泊施設

北湯沢温泉郷 湯元 ホロホロ山荘

伊達市北湯沢温泉町34

0142-68-6677

道央

宿泊施設

北湯沢温泉郷 湯元 第二名水亭

伊達市大滝区北湯沢温泉町300-7

0142-68-6677

道央

宿泊施設

名湯の宿パークホテル雅亭

登別市登別温泉町100番地

0143-84-2335

※閉館時期、年末年始、繁忙期など、利用除外期間が設定されている場合があります。
詳しくは各施設に直接お問い合わせ下さい。

0143-84-2521

更新日時：2015年12月24日 10：00
発行：北海道プレミアム旅行券事務局

北海道旅行券 利用可能施設
～宿泊施設～
地域区分

カテゴリ

施設名

住所

電話番号

道央

宿泊施設

旅亭花ゆら

登別市登別温泉町100番地

0143-84-2322

道央

宿泊施設

緑の風リゾート きたゆざわ

伊達市大滝区北湯沢温泉町300-2

0142-68-8126

道央

宿泊施設

アポイ山荘

様似郡様似町平宇479番地‐7アポイ山
荘

0146-36-5211

道央

宿泊施設

うらかわ優駿ビレッジAERU

浦河郡浦河町西舎141-40

0146-28-2111

道央

宿泊施設

ナチュラルリゾート・ハイジア

道央

宿泊施設

ひだか 高原荘

道央

宿泊施設

びらとり温泉ゆから

沙流郡平取町字二風谷92番6

01457-2-3280

道央

宿泊施設

ファームイン 守人

えりも町えりも岬406-1

01466-3-1129

道央

宿泊施設

ホテルアネックスイン

日高郡新ひだか町静内本町２丁目３－１ 0146-45-2000

道央

宿泊施設

ホテルサトウ

日高郡新ひだか町静内本町３丁目３－４ 0146-42-0425

道央

宿泊施設

ホテルローレル

日高郡新ひだか町静内本町１丁目１番１
0146-42-7211
号ホテルローレル

道央

宿泊施設

みついし昆布温泉 蔵三

日高郡新ひだか町三石ケリ舞162

0146-34-2300

道央

宿泊施設

新冠温泉レ・コードの湯 ホテルヒルズ

新冠郡新冠町字西泊津１６－３

0146-47-2100

道央

宿泊施設

静内エクリプスホテル

新ひだか町静内吉野町3-1-1

0146-43-3811

道央

宿泊施設

日高沙流川オートキャンプ場

沙流郡日高町字富岡

01457-6-2922

道南

宿泊施設

ＫＫＲはこだて

函館市湯川町２丁目８番１４号KKRはこ
0138-57-8484
だて

道南

宿泊施設

Villa Concordia Resort&Spa

函館市末広町３－５

0138-24-5300

道南

宿泊施設

アクアガーデンホテル函館

函館市大手町１９番１３号

0138-23-2200

道南

宿泊施設

イマジンホテル＆リゾート函館

函館市湯川町3丁目1-17

0138-57-9161

道南

宿泊施設

ウイニングホテル

函館市末広町22番11号

0138-26-1111

道南

宿泊施設

グリーンピア大沼

北海道茅部郡森町赤井川229

01374-5-2277

道南

宿泊施設

ゲストハウス函館クロスロード

北斗市七重浜２－６－７

0138-49-7819

道南

宿泊施設

コンフォートホテル函館

北海道函館市若松町１６－３

0138-24-0511

道南

宿泊施設

スーパーホテル函館

函館市松風町1-10

0138-22-9000

道南

宿泊施設

ビジネスホテル湯の川

函館市湯川町３丁目１２番１１号

0138-59-4126

道南

宿泊施設

ビュー温泉 のとや

上磯郡木古内町字大平20-2

01392-2-4055

道南

宿泊施設

ホテル シャロームイン2

函館市若松町30番19号

0138-22-3000

道南

宿泊施設

ホテルキクヤ

函館市若松町8-23

0138-26-1144

道南

宿泊施設

ホテルショコラ函館

函館市大手町１－１

0138-26-1330

道南

宿泊施設

ホテルニューオーテ

函館市若松町８－８

0138-23-4561

道南

宿泊施設

ホテルネッツ函館

函館市本町２６番１７号

0138-30-2111

道南

宿泊施設

ホテルリソル函館

函館市若松町６－３

0138-23-9269

※閉館時期、年末年始、繁忙期など、利用除外期間が設定されている場合があります。
詳しくは各施設に直接お問い合わせ下さい。

日高郡新ひだか町静内東別３８３－５９
0146-48-2800
ナチュラルリゾート・ハイジア
沙流郡日高町字富岡444-1ひだか 高
01457-6-2258
原荘

更新日時：2015年12月24日 10：00
発行：北海道プレミアム旅行券事務局

北海道旅行券 利用可能施設
～宿泊施設～
地域区分

カテゴリ

施設名

住所

電話番号

道南

宿泊施設

ホテル河畔亭

函館市湯川町２丁目5-23

0138-57-0012

道南

宿泊施設

ホテル恵風

函館市恵山岬町６１番地２

0138-86-2121

道南

宿泊施設

ホテル函館ひろめ荘

函館市大船町８３２番地２

0138-25-6111

道南

宿泊施設

ホテル函館ロイヤル

函館市大森町16-9

0138-26-8181

道南

宿泊施設

ホテル法華倶楽部函館

函館市本町27-1ホテル法華クラブ函館 0138-52-3121

道南

宿泊施設

みなみ北海道 鹿部ロイヤルホテル

茅部郡鹿部町字本別530-127

01372-7-3201

道南

宿泊施設

ラビスタ函館ベイ

函館市豊川町１２－６

0138-23-6111

道南

宿泊施設

ルートイングランティア函館駅前

函館市若松町21-3

0138-21-4100

道南

宿泊施設

ルートイングランティア函館五稜郭

函館市本町11-10

0138-33-1550

道南

宿泊施設

ロワジールホテル函館

函館市若松町14-10

0138-22-0111

道南

宿泊施設

温泉旅館銀婚湯

二海郡八雲町上ノ湯１９９温泉旅館銀婚
0137-67-3111
湯

道南

宿泊施設

温泉旅館矢野

松前郡松前町福山１２３

0139-42-2525

道南

宿泊施設

花びしホテル

函館市湯川町１丁目１６－１８

0138-57-0131

道南

宿泊施設

割烹旅館若松

函館市湯川町1ｰ2ｰ27

0138-59-2171

道南

宿泊施設

丸金旅館

山越郡長万部町字長万部403番地

01377-2-2617

道南

宿泊施設

見市温泉旅館

八雲町熊石大谷町１３

01398-2-2002

道南

宿泊施設

宿きたかい

上磯郡木古内町字大平24-4

01392-2-5222

道南

宿泊施設

竹葉新葉亭

北海道函館市湯川町2丁目6番22号

0138-57-5171

道南

宿泊施設

天然温泉 ホテルパコ函館

函館市大森町25-3

0138-23-8585

道南

宿泊施設

東横イン函館駅前大門

函館市松風町５－１

0138-24-1045

道南

宿泊施設

東横イン函館駅前朝市

函館市大手町２２－７

0138-23-1045

道南

宿泊施設

湯の川プリンスホテル渚亭

函館市湯川町１丁目２番２５号湯の川プ
0138-57-3911
リンスホテル渚亭

道南

宿泊施設

湯の川観光ホテル祥苑

函館市湯川町2丁目4番20号

0138-36-1000

道南

宿泊施設

湯の浜ホテル

函館市湯川町1丁目2番30号

0138-59-2231

道南

宿泊施設

函館グランドホテル

函館市宝来町22-15

0138-24-3311

道南

宿泊施設

函館グランドホテル別館ラ・ジョリー元町 函館市末広町6-6

0138-23-3322

道南

宿泊施設

函館元町ホテル

函館市大町4-6

0138-24-1555

道南

宿泊施設

函館国際ホテル

函館市大手町5-10

0138-23-5151

道南

宿泊施設

函館大沼プリンスホテル

亀田郡七飯町西大沼温泉

0138-67-1111

道南

宿泊施設

函館湯の川温泉 湯元 啄木亭

函館市湯川町1丁目18番15号

0138-59-5355

道南

宿泊施設

八雲温泉 おぼこ荘

二海郡八雲町鉛川６２２

0137-63-3123

道南

宿泊施設

平成館しおさい亭

函館市湯川町1丁目2-37

0138-59-2335

※閉館時期、年末年始、繁忙期など、利用除外期間が設定されている場合があります。
詳しくは各施設に直接お問い合わせ下さい。

更新日時：2015年12月24日 10：00
発行：北海道プレミアム旅行券事務局

北海道旅行券 利用可能施設
～宿泊施設～
地域区分

カテゴリ

施設名

住所

電話番号

道南

宿泊施設

平成館海羊亭

函館市湯川町1丁目3-8

0138-59-2555

道南

宿泊施設

辺見旅館

函館市若松町４番６号

0138-23-2709

道南

宿泊施設

望楼NOGUCHI函館

函館市湯川町1-17-22

0138-59-3556

道南

宿泊施設

北海道函館ホテル駅前

函館市若松町21-8

0138-23-3589

道南

宿泊施設

北海道立青少年体験活動支援施設ネイ
森町字駒ヶ岳657-15
パル森

01374-5-2110

道南

宿泊施設

旅館一乃松

函館市湯川町１丁目３番１７号

0138-57-0001

道南

宿泊施設

クアプラザピリカ

北海道瀬棚郡今金町字美利河205-1

0137-83-7111

道南

宿泊施設

ホテルニューえさし

桧山郡江差町字新地町52番地

0139-52-3311

道南

宿泊施設

奥尻島 御宿（おんじゅく）きくち

奥尻郡奥尻町字宮津11-6

01397-2-2755

道南

宿泊施設

温泉ホテルきたひやま

久遠郡せたな町北檜山区徳島4-16

0137-84-4101

道南

宿泊施設

江差旅庭群来

檜山郡江差町字姥神町1-5

0139-52-2020

道南

宿泊施設

宿泊体験施設 おとべ温泉郷 光林荘

爾志郡乙部町字館浦527番地2

0139-62-3347

道南

宿泊施設

旅の宿大須田

奥尻郡奥尻町字宮津３６－１

01397-2-2776

道南

宿泊施設

料理宿 宮寿司

檜山郡上ノ国町字大崎１１－３

0139-55-1005

道北

宿泊施設

ＪＲイン旭川

旭川市宮下通７丁目２番５号

0166-24-8888

道北

宿泊施設

アートホテルズ旭川

旭川市7条通6丁目29番地2

0166-25-8811

道北

宿泊施設

アルパインバックパッカーズ

富良野市北の峰町１４－６

0167-22-1311

道北

宿泊施設

オーベルジュ クンストハウス

上川郡美瑛町憩が丘６－１６

0166-92-0770

道北

宿泊施設

かなやま湖ログホテルラーチ

空知郡南富良野町字東鹿越

0167-52-3100

道北

宿泊施設

かなやま湖保養センター

空知郡南富良野町字東鹿越

0167-52-2223

道北

宿泊施設

ゲストハウス夕茜舎（あかねやど）

空知郡中富良野町中富良野べべルイ
（番地なし）

0167-44-4177

道北

宿泊施設

ゴリョウゲストハウス

富良野市上御料ゴリョウゲストハウス

0167-23-5139

道北

宿泊施設

シャレー富遊里

北海道富良野市学田三区2264番-4

0167-23-5910

道北

宿泊施設

スーパーホテル旭川

旭川市宮下通り11丁目767-3スーパー
ホテル旭川

0166-21-9000

道北

宿泊施設

スパ＆ホテルリゾート ふらのラテール

空知郡中富良野町東１線北１８号

0167-39-3100

道北

宿泊施設

なよろサンピラーユースホステル

名寄市日進391－2

01654-2-2921

道北

宿泊施設

なよろ温泉サンピラー

名寄市字日進

01654-2-2131

道北

宿泊施設

ノーザンスターロッジ

空知郡中富良野町西１線北14号

0167-44-2081

道北

宿泊施設

ハイランドふらの

富良野市島の下

0167-22-5700

道北

宿泊施設

バリアフリーの宿＆カフェ いつか富良
野へ

富良野市下御料

0167-22-2075

道北

宿泊施設

びふか温泉

中川郡美深町字紋穂内１３９番地

01656-2-2900

道北

宿泊施設

ファームレストランμ（ミュー）＆ファーム
士別市東4条２１丁目４７３-１０３
インλ（ラムダ）

※閉館時期、年末年始、繁忙期など、利用除外期間が設定されている場合があります。
詳しくは各施設に直接お問い合わせ下さい。

0165-22-4545

更新日時：2015年12月24日 10：00
発行：北海道プレミアム旅行券事務局

北海道旅行券 利用可能施設
～宿泊施設～
地域区分

カテゴリ

施設名

住所

電話番号

道北

宿泊施設

フラノ寶亭留

富良野市学田三区

0167-23-8111

道北

宿泊施設

フロンティアフラヌイ温泉

上富良野町新町4丁目４－２５

0167-45-9779

道北

宿泊施設

ペンション あしたや

富良野市清水山ペンション あしたや

0167-22-0041

道北

宿泊施設

ペンション ウイズユー

上川郡美瑛町新星第一

0166-95-2748

道北

宿泊施設

ペンション&レストラン ラ・コリーナ

空知郡中富良野町鹿討農場

0167-44-3957

道北

宿泊施設

ペンション・カフェ べらもんと

空知郡上富良野町西９線北３３号

0167-45-6045

道北

宿泊施設

ペンションイング・トマム

勇払郡占冠村上トマム2408-4ペンション
0167-57-2341
イング・トマム

道北

宿泊施設

ほくれいロッジ

比布町北７線１７号

0166-85-2399

道北

宿泊施設

ポテトヴィレッジ美瑛ポテトの丘

美瑛町大村村山

0166-92-3255

道北

宿泊施設

ホテルクレッセント旭川

旭川市５条８丁目緑橋通

0166-27-1111

道北

宿泊施設

ホテルサンフラトン

富良野市若松町１番１号ホテルサンフラ
0167-22-5155
トン

道北

宿泊施設

ホテルナトゥールヴァルト富良野

富良野市北の峰町14-46

0167-22-1211

道北

宿泊施設

ホテルパコ旭川

旭川市1条通7丁目ホテルパコ旭川

0166-23-8585

道北

宿泊施設

ホテルラッソグランデ旭川

北海道旭川市宮下通１０丁目３－３

0166-23-8000

道北

宿泊施設

ホテルルートイン旭川駅前

北海道旭川市一条通６－３９－１

0166-21-5011

道北

宿泊施設

ホテルレオパレス旭川

旭川市4条通9丁目1704番18

0166-27-9111

道北

宿泊施設

ホテル大雪

上川郡上川町層雲峡ホテル大雪

01658-5-3211

道北

宿泊施設

ラビスタ大雪山

北海道上川郡東川町旭岳温泉

0166-97-2323

道北

宿泊施設

旭岳温泉グランドホテル大雪

東川町勇駒別

0166-97-2211

道北

宿泊施設

旭岳万世閣ホテルディアバレー

上川郡東川町旭岳温泉

0166-97-2331

道北

宿泊施設

旭岳万世閣ホテルベアモンテ

上川郡東川町旭岳温泉

0166-97-2321

道北

宿泊施設

旭川グランドホテル

旭川市6条通9丁目45番地1

0166-24-2111

道北

宿泊施設

塩狩ヒュッテ

和寒町字塩狩５０３番地２塩狩ヒュッテ

0165-32-4600

道北

宿泊施設

音威子府住民保養センター天塩川温泉 中川郡音威子府村字咲来919番地

01656-5-3330

道北

宿泊施設

下川町地域間交流施設 森のなかヨック
下川町南町411
ル

01655-4-3101

道北

宿泊施設

協和温泉

上川郡愛別町字協和１４３－３

01658-6-5815

道北

宿泊施設

剣淵温泉レークサイド桜岡

上川郡剣淵町東町5141番地

0165-34-3100

道北

宿泊施設

五味温泉

上川郡下川町班渓２８９３番地五味温泉 01655-4-3311

道北

宿泊施設

御やどしきしま荘

上川郡東川町天人峡温泉御やどしきし
0166-97-2141
ま荘

道北

宿泊施設

士別inn翠月

士別市南士別町1871-21

0165-29-2233

道北

宿泊施設

十勝岳温泉 凌雲閣

上富良野町十勝岳温泉

0167-39-4111

道北

宿泊施設

十勝岳温泉カミホロ荘

北海道空知郡上富良野町十勝岳温泉

0167-45-2970

※閉館時期、年末年始、繁忙期など、利用除外期間が設定されている場合があります。
詳しくは各施設に直接お問い合わせ下さい。

更新日時：2015年12月24日 10：00
発行：北海道プレミアム旅行券事務局

北海道旅行券 利用可能施設
～宿泊施設～
地域区分

カテゴリ

施設名

住所

電話番号

道北

宿泊施設

宿泊の宝龍

上富良野町本町４丁目６８－５宿泊の宝
0167-45-5204
龍

道北

宿泊施設

新富良野プリンスホテル

富良野市中御料

0167-22-1111

道北

宿泊施設

森のゆ 花神楽

上川郡東神楽町25号

0166-83-3800

道北

宿泊施設

吹上温泉保養センター白銀荘

上富良野町吹上温泉

0167-45-4126

道北

宿泊施設

星野リゾート トマム

占冠村字中トマム星野リゾート トマム

0167-58-1111

道北

宿泊施設

占冠湯の沢温泉森の四季

勇払郡占冠村湯の沢峡占冠湯の沢温
泉森の四季

0167-56-2311

道北

宿泊施設

層雲閣グランドホテル

上川郡上川町層雲峡温泉

01658-5-3111

道北

宿泊施設

層雲峡ユースホステル

上川町層雲峡

01658-5-3418

道北

宿泊施設

層雲峡温泉 朝陽リゾートホテル

上川郡上川町字層雲峡温泉

01658-5-3911

道北

宿泊施設

層雲峡観光ホテル

北海道上川郡上川町層雲峡

01658-5-3101

道北

宿泊施設

層雲峡朝陽亭

上川郡上川町層雲峡温泉層雲峡朝陽
亭

01658-5-3241

道北

宿泊施設

大雪山白金観光ホテル

上川郡美瑛町白金温泉

0166-94-3111

道北

宿泊施設

天人閣

北海道上川郡東川町松山温泉無番地

0166-97-2111

道北

宿泊施設

東横INN旭川駅前一条通

旭川市１条通９丁目１64-1

0166-27-1045

道北

宿泊施設

東横イン旭川駅東口

旭川市宮下通11-1176

0166-25-2045

道北

宿泊施設

湯元 湧駒荘

上川郡東川町勇駒別

0166-97-2101

道北

宿泊施設

湯元白金温泉ホテル

美瑛町字白金11326-1

0166-94-3333

道北

宿泊施設

藤田観光ワシントンホテル旭川

旭川市宮下通7丁目

0166-23-7111

道北

宿泊施設

白金温泉郷 森の旅亭びえい

上川郡美瑛町字白金10522番地1

0166-68-1500

道北

宿泊施設

白金四季の森 ホテルパークヒルズ

上川郡美瑛町白金温泉ホテルパークヒ
0166-94-3041
ルズ

道北

宿泊施設

富良野ナチュラクスホテル

富良野市朝日町1-35

0167-22-1777

道北

宿泊施設

富良野プリンスホテル

富良野市北の峰町18-6

0167-22-4111

道北

宿泊施設

富良野ホップスホテル

空知郡上富良野町西2線北25号富良野
0167-45-6511
ホップスホテル

道北

宿泊施設

富良野リゾートホテルエーデルヴェルメ 富良野市北の峰町9-20

0167-22-1161

道北

宿泊施設

旅館 不二苑

旭川市常盤通3-1971-48

0166-22-0110

道北

宿泊施設

旅籠や なんぷてい

空知郡南富良野町幾寅９６６番地

0167-52-2733

道北

宿泊施設

良佳プラザ遊湯ぴっぷ

比布町北７線１６号

0166-85-4700

道北

宿泊施設

和風旅館 扇松園

旭川市高砂台３丁目８番３号

0166-61-5154

道北

宿泊施設

オーベルジュましけ

北海道増毛郡増毛町別苅２１７番地の１
0164-53-2222
オーベルジュましけ

道北

宿泊施設

しょさんべつ温泉ホテル岬の湯

苫前郡初山別村字豊岬153番地1

0164-67-2031

道北

宿泊施設

とままえ温泉ふわっと

苫前郡苫前町苫前１１９－１

0164-64-2810

道北

宿泊施設

はぼろ温泉サンセットプラザ

苫前郡羽幌町北3条1丁目29番地

0164-62-3800

※閉館時期、年末年始、繁忙期など、利用除外期間が設定されている場合があります。
詳しくは各施設に直接お問い合わせ下さい。

更新日時：2015年12月24日 10：00
発行：北海道プレミアム旅行券事務局

北海道旅行券 利用可能施設
～宿泊施設～
地域区分

カテゴリ

施設名

住所

電話番号
0164-42-8484

道北

宿泊施設

ホテルニューホワイトハウス

留萌市明元町６丁目36-1ホテルニュー
ホワイトハウス

道北

宿泊施設

旭温泉

天塩郡遠別町旭２９４－２

01632-7-3927

道北

宿泊施設

漁師の宿 清寶

増毛郡増毛町別苅11-3

0164-53-2922

道北

宿泊施設

佐渡屋旅館

羽幌町南大通３丁目4

0164-62-2076

道北

宿泊施設

道北

宿泊施設

道北

宿泊施設

道北

宿泊施設

アイランド イン リシリ

利尻郡利尻町沓形字富士見町３０

0163-84-3002

道北

宿泊施設

うたのぼりグリーンパークホテル

枝幸郡枝幸町歌登辺毛内３６６５番地

0163-68-3101

道北

宿泊施設

ニュー温泉閣ホテル

天塩郡豊富町字温泉

0162-82-1243

道北

宿泊施設

はまとんべつ温泉ウイング

枝幸郡浜頓別町クッチャロ湖畔40番地

01634-2-4141

道北

宿泊施設

ファームイン悠遊ファーム

稚内市抜海村上勇知１２９３

0162-73-2112

道北

宿泊施設

ペンション 群林風

利尻富士町鴛泊字栄町２２７

0163-82-1888

道北

宿泊施設

ペンションう～に～

道北

宿泊施設

ホテルおかべ汐彩亭

道北

宿泊施設

ホテル御園

稚内市大黒２丁目７番１５号

0162-23-3793

道北

宿泊施設

ホテルサハリン

稚内市中央1-5-5

0162-22-1239

道北

宿泊施設

ホテルニュー幸林

枝幸郡枝幸町北幸町１６２４番地２

0163-62-4040

道北

宿泊施設

ホテルめぐま

稚内市声問２丁目13番１４号

0162-26-2290

道北

宿泊施設

ホテル喜登

稚内市港2丁目１－２０

0162-23-2144

道北

宿泊施設

ホテル大将

稚内市大黒1丁目7-19

0162-23-5735

道北

宿泊施設

ホテル美雪

稚内市中央２丁目9番11号ホテル美雪

0162-22-5866

道北

宿泊施設

ホテル豊富

豊富町字上サロベツ1510-2

0162-82-1055

道北

宿泊施設

ホテル利尻

利尻郡利尻町沓形字富士見町９０番地 0163-84-2001

道北

宿泊施設

国民宿舎氷雪荘

稚内市中央1-6-13国民宿舎氷雪荘

0162-23-7116

道北

宿泊施設

稚内グランドホテル

稚内市大黒２－１３－１１

0162-22-4141

道北

宿泊施設

稚内サンホテル

稚内市中央３丁目７番１６号

0162-22-5311

道北

宿泊施設

浜頓ホテル

浜頓別町大通り１丁目６番地

01634-2-2031

道北

宿泊施設

民宿 雄飛

枝幸郡浜頓別町大通２丁目７番

01634-2-0177

道北

宿泊施設

民宿あしたの城

天塩郡豊富町豊徳

0162-85-2155

道北

宿泊施設

利尻富士観光ホテル

利尻郡利尻富士町鴛泊字港町194-2

0163-82-1531

道北

宿泊施設

旅館いわ木

稚内市大黒１－３－１

0162-23-7711

小平町総合交流ターミナル施設ゆったり 留萌郡小平町小平町479-16小平町総
かん
合交流ターミナル施設ゆったりかん
天塩町民保養センター てしお温泉 夕
天塩町字サラキシ５８０７番地５
映
稚内市開運１丁目２番２号株式会社稚
ANAクラウンプラザホテル稚内
内観光開発

※閉館時期、年末年始、繁忙期など、利用除外期間が設定されている場合があります。
詳しくは各施設に直接お問い合わせ下さい。

0164-56-9111
01632-2-3111
0162-23-8111

礼文郡礼文町大字香深村字トンナイ６８
0163-86-1541
０番地
稚内市中央一丁目五番十六号ホテルお
0162-22-3411
かべ汐彩亭

更新日時：2015年12月24日 10：00
発行：北海道プレミアム旅行券事務局

北海道旅行券 利用可能施設
～宿泊施設～
地域区分

カテゴリ

施設名

住所

電話番号

道北

宿泊施設

礼文島プチホテルコリンシアン

礼文郡礼文町船泊字大備礼文島プチホ
01638-7-3001
テルコリンシアン

オホーツク

宿泊施設

オホーツク温泉ホテル日の出岬

雄武町字沢木346-3

0158-85-2626

オホーツク

宿泊施設

かに本陣友愛荘

網走市字大曲34番地

0152-43-0033

オホーツク

宿泊施設

コンフォートホテル北見

北海道北見市大通西３－４

0157-32-8411

オホーツク

宿泊施設

サロマ湖 悠林館

常呂郡佐呂間町字浪速118-1悠林館

01587-2-1511

オホーツク

宿泊施設

サロマ湖ゲストハウス さろまにあん

常呂郡佐呂間町浜佐呂間８６－３

01587-6-2718

オホーツク

宿泊施設

サロマ湖鶴雅リゾート

北見市常呂町字栄浦306-1

0152-54-3305

オホーツク

宿泊施設

さんごの郷 能取の荘 かがり屋

網走市字卯原内60-3

0152-47-2301

オホーツク

宿泊施設

スーパーホテル北見

北見市北四条西2丁目１１－１

0157-22-9000

オホーツク

宿泊施設

たきのうえ ホテル渓谷

紋別郡滝上町元町たきのうえ ホテル渓
0158-29-3399
谷

オホーツク

宿泊施設

チミケップホテル

網走郡津別町字沼沢204

0152-77-2121

オホーツク

宿泊施設

ノーザンアークリゾートホテル

北見市端野町二区829番地

0157-56-3399

オホーツク

宿泊施設

ビジネスホテル タカハシ

紋別郡遠軽町岩見通北１丁目１番地

0158-42-2188

オホーツク

宿泊施設

ビジネスホテル タカハシイン

紋別郡遠軽町岩見通北１丁目２－２７

0158-42-5251

オホーツク

宿泊施設

ペンションわにの家

網走市呼人６３番地の１２ペンションわに
0152-48-2838
の家

オホーツク

宿泊施設

ホテル オホーック・イン

網走市南３条東３丁目６番地

オホーツク

宿泊施設

ホテルオホーツクパレス紋別

紋別市幸町5丁目1-35ホテルオホーツク
0158-26-3600
パレス

オホーツク

宿泊施設

ホテルクラウンヒルズ北見

北見市北5条西3丁目14-1

0157-24-1191

オホーツク

宿泊施設

ホテルルートイン北見駅前

北海道北見市大通西4－7

0157-32-7432

オホーツク

宿泊施設

ホテルルートイン網走駅前

網走市新町1-2-13

0152-44-5511

オホーツク

宿泊施設

ホテル季風クラブ知床

斜里郡斜里町ウトロ東318ホテル季風ク
0152-24-3541
ラブ知床

オホーツク

宿泊施設

ホテル湖南荘

網走郡大空町女満別湖畔１丁目１－２

オホーツク

宿泊施設

ホテル森夢

紋別郡西興部村西興部４９２番地ホテル
0158-87-2000
森夢

オホーツク

宿泊施設

ホテル清さと

北海道斜里郡清里町字上斜里815-8

0152-25-2060

オホーツク

宿泊施設

ホテル網走湖荘

網走市字呼人７８ホテル網走湖荘

0152-48-2311

オホーツク

宿泊施設

ホテル緑清荘

斜里郡清里町羽衣町31番地

0152-25-2281

オホーツク

宿泊施設

ボンズホーム

斜里郡斜里町ウトロ東217

0152-24-2271

オホーツク

宿泊施設

ランプの宿 森つべつ

網走郡津別町字上里738番地

0152-76-3333

オホーツク

宿泊施設

ルートイングランティアサロマ湖

常呂郡佐呂間町富武士812

01587-2-2211

オホーツク

宿泊施設

ルートイングランティア知床斜里駅前

斜里郡斜里町港町16-10

0152-22-1700

オホーツク

宿泊施設

塩別つるつる温泉

北見市留辺蘂町滝の湯201

0157-45-2225

オホーツク

宿泊施設

温根湯ホテル四季平安の館

北見市留辺蘂町温根湯温泉492番地

0157-45-2211

※閉館時期、年末年始、繁忙期など、利用除外期間が設定されている場合があります。
詳しくは各施設に直接お問い合わせ下さい。

0152-43-4554

0152-74-2108

更新日時：2015年12月24日 10：00
発行：北海道プレミアム旅行券事務局

北海道旅行券 利用可能施設
～宿泊施設～
地域区分

カテゴリ

施設名

住所

電話番号

オホーツク

宿泊施設

温泉旅館もとよし

網走市呼人74

0152-48-2241

オホーツク

宿泊施設

世界自然遺産の宿しれとこ村

斜里町ウトロ中島125世界自然遺産の
宿しれとこ村

0152-24-2124

オホーツク

宿泊施設

清里イーハトーヴ ユースホステル

斜里郡清里町向陽282

0152-25-3995

オホーツク

宿泊施設

生田原温泉ホテルノースキング

紋別郡遠軽町生田原871番地４

0158-45-2336

オホーツク

宿泊施設

知床グランドホテル北こぶし

斜里郡斜里町ウトロ東172

0152-24-3222

オホーツク

宿泊施設

知床ノーブルホテル

斜里郡斜里町ウトロ３

0152-22-5211

オホーツク

宿泊施設

知床プリンスホテル風なみ季

斜里郡斜里町ウトロ香川192

0152-24-2104

オホーツク

宿泊施設

知床第一ホテル

斜里郡斜里町ウトロ香川３０６

0152-24-2334

オホーツク

宿泊施設

天都の宿 網走観光ホテル

網走市呼人23番地3

0152-48-2121

オホーツク

宿泊施設

東横INN北見駅前

北見市大通西2丁目4番地

0157-62-1045

オホーツク

宿泊施設

東横イン オホーツク・網走駅前

網走市新町１丁目3-3東横イン オホー
0152-45-1043
ツク・網走駅前

オホーツク

宿泊施設

美白の湯宿 大江本家

北見市留辺蘂町温根湯温泉４６６－１

オホーツク

宿泊施設

北海ホテル

オホーツク

宿泊施設

オホーツク

宿泊施設

オホーツク

宿泊施設

北天の丘 あばしり湖 鶴雅リゾート

網走市呼人１５９番地

オホーツク

宿泊施設

末広旅館

紋別郡滝上町字滝ノ上市街地士別通り
0158-29-2052
3丁目7番地

オホーツク

宿泊施設

民宿 いもだんご村

網走市字鱒浦75番地66

0152-43-5556

オホーツク

宿泊施設

網走ロイヤルホテル

網走市北６条西７丁目

0152-43-1888

オホーツク

宿泊施設

紋別セントラルホテル

紋別市港町７丁目１－５８

0158-23-3111

オホーツク

宿泊施設

紋別プリンスホテル

紋別市本町７丁目３－２６

0158-23-5411

オホーツク

宿泊施設

夕映えの宿国民宿舎桂田

斜里町ウトロ東361夕映えの宿国民宿舎
0152-24-2752
桂田

十勝

宿泊施設

ＪＲイン帯広

帯広市西３条南１２丁目６番地

0155-28-5600

十勝

宿泊施設

YORKSHIRE FARM

上川郡新得町字新得基線115-7ヨーク
シャーファーム

0156-64-4948

十勝

宿泊施設

エゾリス君の宿 カンタベリー

河西郡中札内村南常盤東４線285-25

0155-68-3899

十勝

宿泊施設

カーサーインホテル帯広

帯広市西３条南４丁目８番地

0155-20-4101

十勝

宿泊施設

カントリーファーマーズ藤田牧場

河東郡鹿追町瓜幕西２８－２６－５

0156-67-2316

十勝

宿泊施設

コンフォートホテル帯広

北海道帯広市西一条南１３－２

0155-28-5811

十勝

宿泊施設

サホロリゾートホテル

上川郡新得町狩勝高原サホロリゾート
ホテル

0156-64-7111

十勝

宿泊施設

しかりべつ湖ホテル福原

河東郡鹿追町然別湖畔ホテル福原

0156-67-2301

十勝

宿泊施設

しほろ温泉プラザ緑風

士幌町下居辺西2線134番地プラザ緑風 01564-5-3630

十勝

宿泊施設

とかち宿 田園

音更町十勝川温泉南１７丁目２番地

0157-45-2711

網走市新町１丁目１番１号北海ホテル 0152-43-2725
北見市常呂町字栄浦365番地１北海道
北海道立青少年体験活動支援施設ネイ
立青少年体験活動支援施設ネイパル北 0152-54-2584
パル北見
見
北見市北3条西3丁目6番地北見ピアソン
北見ピアソンホテル
0157-25-1000
ホテル

※閉館時期、年末年始、繁忙期など、利用除外期間が設定されている場合があります。
詳しくは各施設に直接お問い合わせ下さい。

0152-48-3211

0155-46-2320

更新日時：2015年12月24日 10：00
発行：北海道プレミアム旅行券事務局

北海道旅行券 利用可能施設
～宿泊施設～
地域区分

カテゴリ

施設名

住所

電話番号

十勝

宿泊施設

トムラウシ温泉国民宿舎東大雪荘

上川郡新得町屈足トムラウシトムラウシ
0156-65-3021
温泉国民宿舎東大雪荘

十勝

宿泊施設

ナウマン温泉ホテルアルコ236

中川郡幕別町忠類白銀町384番地1

01558-8-3111

十勝

宿泊施設

ビジネスホテルピアセブン

帯広市西2条南7丁目18-3

0155-27-2700

十勝

宿泊施設

ホテル ルートイン帯広駅前

帯広市西３条南１１丁目８

0155-28-7200

十勝

宿泊施設

ホテルグランテラス帯広

帯広市西１条南１１丁目２番地

0155-27-0109

十勝

宿泊施設

ホテルパコ帯広

帯広市西1条南11丁目

0155-23-8585

十勝

宿泊施設

ホテルパコ帯広２

帯広市大通南12丁目1-3ホテルパコ帯
広2

0155-21-8585

十勝

宿泊施設

ホテルパコ帯広３

帯広市西1条南9丁目11

0155-22-8585

十勝

宿泊施設

ホテル十勝イン

帯広市西3条南10丁目14

0155-22-5151

十勝

宿泊施設

ホテル大平原

音更町十勝川温泉南15-1

0155-46-2121

十勝

宿泊施設

ホテル日航ノースランド帯広

帯広市西２条南１３丁目１番地

0155-24-1234

十勝

宿泊施設

ホリデーイン ホテル十勝川

河東郡音更町十勝川温泉南16-2

0155-46-2555

十勝

宿泊施設

めんこいお宿「はね駒」

河東郡音更町駒場平和台7番地28

0155-44-2456

十勝

宿泊施設

ワインの国

中川郡池田町字昭栄４９－６

015-572-5929

十勝

宿泊施設

芽登温泉ホテル

北海道足寄郡足寄町芽登2979芽登温
泉ホテル

0156-26-2119

十勝

宿泊施設

観月苑

河東郡音更町十勝川温泉南14-2

0155-46-2001

十勝

宿泊施設

銀河の森コテージ村

足寄郡陸別町宇遠別

0156-27-4040

十勝

宿泊施設

糠平温泉 中村屋

十勝

宿泊施設

糠平舘観光ホテル

十勝

宿泊施設

国民宿舎 新嵐山荘

十勝

宿泊施設

笹井ホテル

十勝

宿泊施設

十勝オーベルジュ

河西郡中札内村南常盤東4線285-33

0155-68-3367

十勝

宿泊施設

十勝ガーデンズホテル

帯広市西2条南11丁目16

0155-26-5555

十勝

宿泊施設

十勝川温泉三余庵

河東郡音更町十勝川温泉南１３丁目

0155-32-6211

十勝

宿泊施設

十勝川温泉第一ホテル豊洲亭・豆陽亭 河東郡音更町十勝川温泉南12丁目

0155-46-2231

十勝

宿泊施設

十勝川国際ホテル筒井

音更町字長流枝１番地

0155-46-2301

十勝

宿泊施設

十勝幕別温泉グランヴィリオホテル

中川郡幕別町字依田384

0155-56-2121

十勝

宿泊施設

然別峡かんの温泉

鹿追町字然別国有林１４５林班

050-3136-8039

十勝

宿泊施設

然別湖畔温泉ホテル風水

鹿追町北瓜幕無番地

0156-67-2211

十勝

宿泊施設

帯広天然温泉ふく井ホテル

帯広市西１条南１１丁目１９ー１

0155-25-1717

十勝

宿泊施設

池田北のコタン ユースホステル

池田町利別西町９９－４

015-572-3666

十勝

宿泊施設

中札内農村休暇村フェーリエンドルフ

河西郡中札内村南常盤東4線

0155-68-3301

※閉館時期、年末年始、繁忙期など、利用除外期間が設定されている場合があります。
詳しくは各施設に直接お問い合わせ下さい。

河東郡上士幌町字ぬかびら源泉郷南区
25
河東郡上士幌町字ぬかびら源泉郷北区
48-1
北海道河西郡芽室町中美生２線４２番
地
河東郡音更町十勝川温泉北15丁目1番
地

01564-4-2311
01564-4-2210
0155-65-2121
0155-46-2211

更新日時：2015年12月24日 10：00
発行：北海道プレミアム旅行券事務局

北海道旅行券 利用可能施設
～宿泊施設～
地域区分

カテゴリ

施設名

住所

電話番号

十勝

宿泊施設

天然温泉ホテル鳳乃舞音更

河東郡音更町木野西通１７丁目５番地１
0155-43-5191
３

十勝

宿泊施設

東横インとかち・帯広駅前

帯広市西4条南11-2

十勝

宿泊施設

東大雪ぬかびらユースホステル

上士幌町字ぬかびら源泉郷北区29番地 01564-4-2004

十勝

宿泊施設

湯宿くったり温泉 レイクイン

上川郡新得町字屈足808番地

0156-65-2141

十勝

宿泊施設

富士ホテル

河東郡音更町十勝川温泉南１４－１

0155-46-2201

十勝

宿泊施設

北海道ホテル

帯広市西7条南19丁目1番地

0155-21-0001

十勝

宿泊施設

北海道立十勝エコロジーパーク

河東郡音更町十勝川温泉南１８丁目１
番地

0155-32-6780

十勝

宿泊施設

本別温泉グランドホテル

中川郡本別町西美里別20

0156-22-3101

十勝

宿泊施設

幕別温泉パークホテル悠湯館

中川郡幕別町依田１２６

0155-56-4321

十勝

宿泊施設

和みの風

上川郡清水町人舞289-38

0156-62-6303

釧路・根室

宿泊施設

ANAクラウンプラザホテル釧路

釧路市錦町３－７

0154-31-4111

釧路・根室

宿泊施設

HOTEL TAITO

阿寒郡鶴居村鶴居西1丁目５HOTEL
TAITO

0154-64-3111

釧路・根室

宿泊施設

ＫＫＲかわゆ

川上郡弟子屈町川湯温泉１丁目２－１５ 015-483-2643

釧路・根室

宿泊施設

あかん湖 鶴雅ウイングス

釧路市阿寒町阿寒湖温泉４丁目６－１０ 0154-67-2531

釧路・根室

宿泊施設

あかん鶴雅別荘 鄙の座

釧路市阿寒町阿寒湖温泉２丁目８－１

釧路・根室

宿泊施設

あかん遊久の里 鶴雅

釧路市阿寒町阿寒湖温泉４丁目６－１０ 0154-67-2531

釧路・根室

宿泊施設

えとぴりか村

浜中町湯沸157番地

0153-62-2202

釧路・根室

宿泊施設

カムイの湯 ラビスタ阿寒川

釧路市阿寒町字オクルシュベ3番1

0154-67-5600

釧路・根室

宿泊施設

きらの宿 すばる

川上郡弟子屈町美留和原野２８６番地

015-482-2224

釧路・根室

宿泊施設

コンフォートホテル釧路

北海道釧路市北大通１３－１－１

0154-21-5711

釧路・根室

宿泊施設

スーパーホテル釧路

釧路市黒金町11丁目１－１

0154-24-9000

釧路・根室

宿泊施設

スーパーホテル釧路駅前

釧路市末広町14丁目１－２

0154-25-9000

釧路・根室

宿泊施設

ニュー阿寒ホテル

釧路市阿寒町阿寒湖温泉2-8-8

0154-67-2121

釧路・根室

宿泊施設

ハートンツリー

鶴居村中雪裡４９６-４

0154-64-2542

釧路・根室

宿泊施設

ファームインつるい

阿寒郡鶴居村字雪裡原野北４線東１７
－１８どれみふぁ空内

0154-64-3987

釧路・根室

宿泊施設

ペンションポーチ

厚岸郡浜中町仲の浜１２２

0153-62-2772

釧路・根室

宿泊施設

ホテル グリーンパークつるい

釧路・根室

宿泊施設

ホテル 御前水

釧路・根室

宿泊施設

ホテルクラウンヒルズ釧路

釧路・根室

宿泊施設

ホテルパークウェイ

川上郡弟子屈町川湯駅前３丁目2-10

015-483-2616

釧路・根室

宿泊施設

ホテルパコ釧路

釧路市末広町２丁目

0154-23-8585

釧路・根室

宿泊施設

ホテルマーシュランド

釧路市鳥取大通５丁目２－５

0154-51-5557

※閉館時期、年末年始、繁忙期など、利用除外期間が設定されている場合があります。
詳しくは各施設に直接お問い合わせ下さい。

0155-27-1045

0154-67-3050

北海道阿寒郡鶴居村鶴居北1丁目5番
0154-64-2221
地ホテル グリーンパークつるい
釧路市阿寒町阿寒湖温泉4丁目5番1号
0154-67-2031
ホテル 御前水
釧路市北大通13-1-14ホテルクラウンヒ
0154-22-0109
ルズ釧路

更新日時：2015年12月24日 10：00
発行：北海道プレミアム旅行券事務局

北海道旅行券 利用可能施設
～宿泊施設～
地域区分

カテゴリ

施設名

住所

電話番号

釧路・根室

宿泊施設

ホテルラッソ釧路

釧路市川上町4-1ホテルラッソ釧路

0154-23-3311

釧路・根室

宿泊施設

ホテルルートイン釧路駅前

釧路市北大通13-2-10

0154-32-1112

釧路・根室

宿泊施設

ホテル阿寒湖荘

釧路市阿寒町阿寒湖温泉1丁目５番10
号ホテル阿寒湖荘

0154-67-2231

釧路・根室

宿泊施設

ホテル五味

厚岸郡厚岸町宮園１－１１

0153-52-3101

釧路・根室

宿泊施設

ぽらりす

川上郡弟子屈町字札友内原野５２線３０
015-482-2622
番地３

釧路・根室

宿泊施設

ラスティングホテル

釧路市若松町３－３

0154-21-9111

釧路・根室

宿泊施設

レイクサイドリゾート クッシャレラ

川上郡弟子屈町屈斜路市街３－２－３

015-484-3232

釧路・根室

宿泊施設

阿寒の森 鶴雅リゾート 花ゆう香

釧路市阿寒町阿寒湖温泉１丁目６－１

0154-67-2500

釧路・根室

宿泊施設

温泉浪漫の宿湯の閣池田屋

川上郡弟子屈町川湯温泉２丁目６-２５

015-483-2011

釧路・根室

宿泊施設

丸ス 鈴木旅館

北海道厚岸郡厚岸町松葉3丁目45番地 0153-52-7171

釧路・根室

宿泊施設

釧路センチュリーキャッスルホテル

釧路市大川町2-5

0154-43-2111

釧路・根室

宿泊施設

釧路プリンスホテル

釧路市幸町７丁目１番地

0154-31-1111

釧路・根室

宿泊施設

釧路ロイヤルイン

釧路市黒金町14丁目9-2阿部ビル

0154-31-2121

釧路・根室

宿泊施設

屈斜路プリンスホテル

川上郡弟子屈町屈斜路温泉

015-484-2111

釧路・根室

宿泊施設

屈斜路湖荘

弟子屈町字サワンチサップ9番地屈斜路
015-483-2545
湖荘

釧路・根室

宿泊施設

厚岸愛冠ユースホステル

厚岸郡厚岸町湾月2丁目8番地

0153-52-2054

釧路・根室

宿泊施設

山花温泉リフレ

釧路市山花１４線１３１番

0154-56-2233

釧路・根室

宿泊施設

自家源泉かけ流し お宿欣喜湯

川上郡弟子屈町川湯温泉１－５－１０

015-483-2211

釧路・根室

宿泊施設

宿房 樺のん

厚岸郡浜中町渡散布1番地

0153-62-3101

釧路・根室

宿泊施設

川湯観光ホテル

川上郡弟子屈町川湯温泉１丁目２番３０
015-483-2121
号

釧路・根室

宿泊施設

川湯第一ホテル 忍冬

川上郡弟子屈町川湯温泉１－２－３

015-483-2411

釧路・根室

宿泊施設

丹頂の里温泉美肌の湯赤いベレー

釧路市阿寒町上阿寒２３線３６番地

0154-66-2330

釧路・根室

宿泊施設

鶴雅 レイク阿寒ロッジ トゥラノ

釧路市阿寒町阿寒湖温泉１丁目６－１１ 0154-67-2111

釧路・根室

宿泊施設

鶴居どさんこ牧場

北海道阿寒郡鶴居村久著呂７１－１鶴
居どさんこ牧場

0154-64-2931

釧路・根室

宿泊施設

東横INN釧路十字街

北海道釧路市北大通 ７－２－１

0154-23-1045

釧路・根室

宿泊施設

北海道立青少年体験活動支援施設ネイ 厚岸郡厚岸町愛冠6番地北海道立青少
0153-52-1151
パル厚岸
年体験活動支援施設ネイパル厚岸

釧路・根室

宿泊施設

民宿 あっけし

厚岸郡厚岸町白浜３丁目１０９番地１

0153-67-8787

釧路・根室

宿泊施設

霧多布里

厚岸郡浜中町榊町488番地

0153-64-2101

釧路・根室

宿泊施設

名湯の森ホテルきたふくろう

川上郡弟子屈町川湯温泉1-9-15

015-483-2960

釧路・根室

宿泊施設

旅館くりもと

厚岸郡浜中町霧多布東2条１－１１

0153-62-2615

釧路・根室

宿泊施設

HOTEL Biz INN

釧路・根室

宿泊施設

HOTEL MAG. HOUSE

※閉館時期、年末年始、繁忙期など、利用除外期間が設定されている場合があります。
詳しくは各施設に直接お問い合わせ下さい。

標津郡中標津町大通南1丁目3番地ホテ
0153-72-2107
ルビズイン
野付郡別海町別海旭町80Hotel MAG.
0153-75-3207
HOUSE

更新日時：2015年12月24日 10：00
発行：北海道プレミアム旅行券事務局

北海道旅行券 利用可能施設
～宿泊施設～
地域区分

カテゴリ

施設名

住所

電話番号

釧路・根室

宿泊施設

イーストハーバーホテル

根室市光和町1丁目26番地

0153-24-1515

釧路・根室

宿泊施設

お宿エクハシ

釧路・根室

宿泊施設

トーヨーグランドホテル

釧路・根室

宿泊施設

べっかい郊楽苑

釧路・根室

宿泊施設

ホテルねむろ海陽亭

根室市常盤町２丁目２４番地

0153-22-8881

釧路・根室

宿泊施設

ホテルマルエー温泉 俵橋

標津郡中標津町俵橋１５線４０番地３６

0153-78-7888

釧路・根室

宿泊施設

ようろうし温泉 ホテル養老牛

標津郡中標津町養老牛519

0153-78-2224

釧路・根室

宿泊施設

根室グランドホテル

根室市大正町２丁目２番地

0153-24-6611

釧路・根室

宿泊施設

中標津保養所温泉旅館

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

釧路・根室

宿泊施設

湯宿だいいち

標津郡中標津町字養老牛５１８番地

0153-78-2131

釧路・根室

宿泊施設

別海パークホテル

野付郡別海町西春別駅前曙町1-11

0153-77-2016

釧路・根室

宿泊施設

民宿たかの

根室市平内町３丁目７番地

0153-24-2190

釧路・根室

宿泊施設

野付湯元うたせ屋

野付郡別海町尾岱沼港町132番地野付
0153-86-2221
湯元うたせ屋

釧路・根室

宿泊施設

羅臼の宿まるみ

目梨郡羅臼町八木浜町24

※閉館時期、年末年始、繁忙期など、利用除外期間が設定されている場合があります。
詳しくは各施設に直接お問い合わせ下さい。

根室市敷島町１丁目１４番地お宿エクハ
0153-24-4498
シ
中標津町東20条北1丁目1番地2トーヨー
0153-73-1234
グランドホテル
野付郡別海町別海１４１番地100べっか
0153-75-0711
い郊楽苑

0153-88-1313

更新日時：2015年12月24日 10：00
発行：北海道プレミアム旅行券事務局

北海道旅行券 利用可能施設
～観光・体験施設～
地域区分

カテゴリ

施設名

住所

電話番号

札幌市中央区北5条西2丁目5番地JRタ
011-209-5500
ワーイースト6Ｆ
札幌市中央区大通西１丁目さっぽろテレ
011-241-1131
ビ塔

札幌

観光施設

JRタワー展望室 タワー・スリーエイト

札幌

観光施設

さっぽろテレビ塔

札幌

観光施設

さっぽろ羊ヶ丘展望台

札幌市豊平区羊ヶ丘1番地

011-851-3080

札幌

観光施設

ノルベサ屋上 観覧車「nORIA」

札幌市中央区南3条西5丁目11NORBESA 7階

011-261-8875

札幌

観光施設

国営滝野すずらん丘陵公園

札幌市南区滝野247番地

011-594-2222

札幌

観光施設

札幌ドーム

札幌市豊平区羊ケ丘１番地

011-850-1020

札幌

観光施設

札幌市円山動物園

札幌市中央区宮ケ丘３－１

011-621-1426

札幌

観光施設

札幌市時計台

札幌市中央区北１条西２丁目１－１札幌
011-231-0838
市時計台

札幌

観光施設

札幌市青少年科学館

札幌市厚別区厚別中央1条5丁目2-20

011-892-5001

札幌

観光施設

北海道博物館

札幌市厚別区厚別町小野幌53-2

011-898-0466

札幌

観光施設

野外博物館北海道開拓の村

札幌市厚別区厚別町小野幌50-1

011-898-2692

札幌

体験観光・アウトドア・スポーツ

NAC札幌クライミングセンター

札幌市白石区東札幌３条１丁目１号イー
011-812-7979
アス札幌Ａタウン１Ｆ

札幌

体験観光・アウトドア・スポーツ

サッポロテイネスキー場

札幌市手稲区手稲本町593番地3

011-682-6000

札幌

体験観光・アウトドア・スポーツ

どうぎんカーリングスタジアム

札幌市豊平区月寒東1条9丁目月寒体
育館隣

011-853-4572

札幌

体験観光・アウトドア・スポーツ

ノースサファリサッポロ

札幌市南区豊滝469-1

011-596-5300

札幌

体験観光・アウトドア・スポーツ

札幌テイネゴルフ倶楽部

札幌市手稲区手稲本町593番地3

011-682-6000

札幌

体験観光・アウトドア・スポーツ

札幌藻岩山スキー場

札幌市南区藻岩下1991

011-581-0914

札幌

体験観光・アウトドア・スポーツ

真駒内カントリークラブ

札幌市南区常盤200番地

011-591-8422

札幌

体験観光・アウトドア・スポーツ

滝のカントリークラブ

札幌市南区滝野213番地

011-591-5361

札幌

体験観光・アウトドア・スポーツ

滝野スノーワールド

札幌市南区滝野２４７番地

011-594-2222

札幌

体験観光・アウトドア・スポーツ

札幌

体験観光・アウトドア・スポーツ

札幌

体験観光・アウトドア・スポーツ

羊ヶ丘カントリークラブ

札幌市豊平区西岡549番地

札幌

日帰り温泉施設

Spa＆Esthetique 翠蝶館

札幌市南区定山渓温泉西3丁目57番地 011-595-3330

札幌

日帰り温泉施設

スカイリゾートスパ プラウブラン

札幌市中央区北５条西２丁目５番地ＪＲ
011-251-6366
タワーホテル日航札幌２２階

札幌

日帰り温泉施設

フェアリー・フォンテーヌ

札幌市北区東茨戸132番地１

札幌

日帰り温泉施設

定山渓第一寶亭留翠山亭

札幌市南区定山渓温泉西３丁目１０５番
011-598-2141
地

札幌

日帰り温泉施設

定山渓万世閣ホテルミリオーネ

札幌市南区定山渓温泉東３丁目

011-598-3500

札幌

その他観光・体験施設

オートリゾート滝野

札幌市南区滝野247番地

011-594-2121

札幌

その他観光・体験施設

クライミング・ランド・のぼのぼ

札幌市白石区東札幌2条2丁目3-26

011-826-3066

札幌

その他観光・体験施設

日々灯

札幌市中央区北2条西2丁目8－1弘済ビ
011-218-2200
ル１F

道央

観光施設

えこりん村

恵庭市牧場２４１－２

藤野野外スポーツ交流施設（Fu's snow
札幌市南区藤野473番地1
area）
藤野野外スポーツ交流施設（Fu's snow
札幌市南区藤野473番地1
area）

※閉館時期、年末年始、繁忙期など、利用除外期間が設定されている場合があります。
詳しくは各施設に直接お問い合わせ下さい。

011-591-8111
011-591-8111
011-581-3511

011-773-2211

0123-34-7800

更新日時：2015年12月24日 10：00
発行：北海道プレミアム旅行券事務局

北海道旅行券 利用可能施設
～観光・体験施設～
地域区分

カテゴリ

施設名

住所

電話番号

道央

観光施設

サケのふるさと千歳水族館

千歳市花園２丁目３１２番地

0123-42-3001

道央

観光施設

おたる水族館

小樽市祝津3丁目303番地

0134-33-1400

道央

観光施設

ルスツリゾート

北海道虻田郡留寿都村字泉川13

0136-46-3111

道央

観光施設

荒井記念美術館

岩内郡岩内町野束５０５

0135-63-1111

道央

観光施設

小樽・貴賓館 旧 青山別邸

小樽市祝津3丁目63番地

0134-24-0024

道央

観光施設

西村計雄記念美術館

共和町南幌似143-2

0135-71-2525

道央

観光施設

石原裕次郎記念館

小樽市築港５－１０

0134-34-1188

道央

観光施設

北一ヴェネツィア美術館

小樽市堺町5番27号

0134-33-1717

道央

観光施設

北一硝子花園店

小樽市花園１－６－１０

0134-33-1991

道央

観光施設

いわみざわ公園 室内公園 色彩館

岩見沢市志文町794番地色彩館

0126-25-6111

道央

観光施設

石炭博物館

夕張市高松7番地１

0123-52-3456

道央

観光施設

北海道グリーンランド遊園地

岩見沢市志文町１０１５番地

0126-22-2121

道央

観光施設

アイヌ民族博物館（ポロトコタン）

白老郡白老町若草町2丁目3-4

0144-82-3914

道央

観光施設

ノーザンホースパーク

苫小牧市美沢114-7

0144-58-2116

道央

観光施設

のぼりべつクマ牧場

登別市登別温泉町224番地

0143-84-2225

道央

観光施設

昭和新山熊牧場

有珠郡壮瞥町字昭和新山183番地

0142-75-2290

道央

観光施設

登別マリンパークニクス

登別市登別東町1-22

0143-83-3800

道央

観光施設

登別伊達時代村

登別市中登別町５３－１登別伊達時代
村

0143-83-3311

道央

観光施設

襟裳岬「風の館」

幌泉郡えりも町字東洋366番地の３

01466-2-2111

道央

体験観光・アウトドア・スポーツ

ザ・ノースカントリーゴルフクラブ

千歳市蘭越２６番地

0123-27-1111

道央

体験観光・アウトドア・スポーツ

ちとせインターゴルフクラブ

千歳市真々地３丁目１-１

0123-23-4411

道央

体験観光・アウトドア・スポーツ

ノーススノーランド イン 千歳

千歳市蘭越２６番地ザ・ノースカントリー
0123-27-1111
ゴルフクラブ内

道央

体験観光・アウトドア・スポーツ

むらかみ牧場

恵庭市戸磯１５６番地

0123-32-5093

道央

体験観光・アウトドア・スポーツ

恵庭カントリー倶楽部

恵庭市盤尻５３－２

0123-33-0001

道央

体験観光・アウトドア・スポーツ

札幌エルムカントリークラブ

恵庭市島松沢５５番地

0123-33-5151

道央

体験観光・アウトドア・スポーツ

石狩ホーストレック

石狩郡当別町ビトエ5266

011-770-4100

道央

体験観光・アウトドア・スポーツ

北海道ライオンアドベンチャー 千歳
ベース

千歳市新星1-5-5

0136-43-2882

道央

体験観光・アウトドア・スポーツ

MnK Resort

虻田郡倶知安町字樺山30ー149

0136-55-5122

道央

体験観光・アウトドア・スポーツ

NACニセコアドベンチャーセンター

道央

体験観光・アウトドア・スポーツ

Sabai Snow Sports School

道央

体験観光・アウトドア・スポーツ

アニーキッズスキーアカデミー

余市郡赤井川村字常盤650番地

0135-34-7128

道央

体験観光・アウトドア・スポーツ

ウィンケル スノースクール

小樽市朝里川温泉２丁目686

0134-52-1185

※閉館時期、年末年始、繁忙期など、利用除外期間が設定されている場合があります。
詳しくは各施設に直接お問い合わせ下さい。

虻田郡倶知安町字山田179-53ニセコア
0136-23-2093
ドベンチャーセンター
倶知安町字樺山４８－２０アスパラロッジ
090-1300-7436
内

更新日時：2015年12月24日 10：00
発行：北海道プレミアム旅行券事務局

北海道旅行券 利用可能施設
～観光・体験施設～
地域区分

カテゴリ

施設名

住所

電話番号

道央

体験観光・アウトドア・スポーツ

ウインターファースト

蘭越町字湯里224-19

0136-58-2501

道央

体験観光・アウトドア・スポーツ

キロロスキー＆スノーボードアカデミー

余市郡赤井川村字常盤650番地

0135-34-7128

道央

体験観光・アウトドア・スポーツ

キロロスノーワールド

余市郡赤井川村字常盤650番地

0135-34-7171

道央

体験観光・アウトドア・スポーツ

キロロリゾート ネイチャーセンター

余市郡赤井川村字常盤128-1

0135-34-7111

道央

体験観光・アウトドア・スポーツ

ゴンドラスノースポーツ

倶知安町字山田２０４

0136-23-2665

道央

体験観光・アウトドア・スポーツ

さくらんぼ山観光農園

余市郡仁木町南町9-138

0135-32-2285

道央

体験観光・アウトドア・スポーツ

ニセコ ウッカ

虻田郡倶知安町琴平６０３－１９

0136-22-1484

道央

体験観光・アウトドア・スポーツ

ニセコ グラン・ヒラフスキー場

虻田郡倶知安町字山田204番地

0136-22-0109

道央

体験観光・アウトドア・スポーツ

ニセコ サヒナキャンプ場

蘭越町字湯里224-19

0136-58-3465

道央

体験観光・アウトドア・スポーツ

ニセコHANAZONOリゾート

虻田郡倶知安町字岩尾別328-1

0136-21-6655

道央

体験観光・アウトドア・スポーツ

ニセコアウトドアセンター

虻田郡ニセコ町字曽我138番地8

0136-44-1133

道央

体験観光・アウトドア・スポーツ

ニセコアンヌプリ国際スキー場

虻田郡ニセコ町ニセコ485

0136-58-2080

道央

体験観光・アウトドア・スポーツ

ニセコゴルフコース

北海道虻田郡ニセコ町東山温泉

0136-44-2211

道央

体験観光・アウトドア・スポーツ

ニセコビレッジゴルフコース

北海道虻田郡ニセコ町東山温泉

0136-44-2211

道央

体験観光・アウトドア・スポーツ

ニセコビレッジスキーリゾート

北海道虻田郡ニセコ町東山温泉

0136-44-2211

道央

体験観光・アウトドア・スポーツ

ニセコ岩内国際スキー場

岩内町字野束350番地４

0135-62-6011

道央

体験観光・アウトドア・スポーツ

ニセコ東急ゴルフコース

虻田郡倶知安町字花園１番

0136-23-0109

道央

体験観光・アウトドア・スポーツ

マルベリー

蘭越町字湯里224-19

0136-58-3388

道央

体験観光・アウトドア・スポーツ

ルスツリゾート

北海道虻田郡留寿都村字泉川13

0136-46-3111

道央

体験観光・アウトドア・スポーツ

ルスツリゾート

北海道虻田郡留寿都村字泉川13

0136-46-3111

道央

体験観光・アウトドア・スポーツ

ルスツリゾート

北海道虻田郡留寿都村泉川13

0136-46-3111

道央

体験観光・アウトドア・スポーツ

春香ホースランチ

小樽市春香町３９７

0134-62-4635

道央

体験観光・アウトドア・スポーツ

中井観光農園

余市郡余市町登町１３８３番地

0135-22-2565

道央

体験観光・アウトドア・スポーツ

朝里川温泉スキー場

小樽市朝里川温泉1丁目

0134-54-0101

道央

体験観光・アウトドア・スポーツ

冒険家族

虻田郡倶知安町比羅夫145-2

0136-22-3759

道央

体験観光・アウトドア・スポーツ

北海道ライオンアドベンチャー

ニセコ町中央通142-5

0136-43-2882

道央

体験観光・アウトドア・スポーツ

いわみざわ公園 パークゴルフ場 ロー
岩見沢市志文町３７３番地１
ズパーク

0126-44-2244

道央

体験観光・アウトドア・スポーツ

ニセコノーザンリゾート・アンヌプリ

虻田郡ニセコ町字ニセコ480番地1

0136-58-3311

道央

体験観光・アウトドア・スポーツ

かもい岳スキー場

歌志内市歌神９５番地９

0125-42-2667

道央

体験観光・アウトドア・スポーツ

シャトレーゼカントリークラブ札幌

北海道夕張郡栗山町字森

0123-72-6600

道央

体験観光・アウトドア・スポーツ

マウントレースイスキー場

夕張市末広２丁目４番地

0123-52-5151

道央

体験観光・アウトドア・スポーツ

ゆうばり自然体験塾

夕張市南部岳見町２２番地ゆうばり自然
0123-55-2211
体験塾

※閉館時期、年末年始、繁忙期など、利用除外期間が設定されている場合があります。
詳しくは各施設に直接お問い合わせ下さい。

更新日時：2015年12月24日 10：00
発行：北海道プレミアム旅行券事務局

北海道旅行券 利用可能施設
～観光・体験施設～
地域区分

カテゴリ

施設名

住所

電話番号

道央

体験観光・アウトドア・スポーツ

滝川市民ゴルフ場

滝川市泉町１丁目２１番１２号

0125-24-2761

道央

体験観光・アウトドア・スポーツ

美唄国設スキー場

美唄市東美唄町番町

0126-68-8216

道央

体験観光・アウトドア・スポーツ

岩見沢市志文町１０５６番地

0126-22-2121

道央

体験観光・アウトドア・スポーツ

勇払郡安平町早来富岡４３８－１

0145-22-3300

道央

体験観光・アウトドア・スポーツ

北海道虻田郡洞爺湖町清水３３６番地

0142-73-1111

道央

体験観光・アウトドア・スポーツ

北海道虻田郡洞爺湖町清水３３６番地

0142-73-1111

道央

体験観光・アウトドア・スポーツ

サンライバスキー場

登別市カルルス町27

0143-84-2872

道央

体験観光・アウトドア・スポーツ

スノーパーク 洞爺湖サイロ展望台

虻田郡洞爺湖町成香3-5サイロ展望台
敷地内

0142-87-2221

道央

体験観光・アウトドア・スポーツ

レイクトーヤランチ

虻田郡洞爺湖町月浦44

0142-73-2455

道央

体験観光・アウトドア・スポーツ

自然体験学校 洞爺湖・豊浦校

虻田郡豊浦町船見町57番地

0142-83-7040

道央

体験観光・アウトドア・スポーツ

登別オフロードパーク

登別市札内町230-1

0143-88-3066

道央

体験観光・アウトドア・スポーツ

登別カントリー倶楽部

登別市上登別町９－１

0143-88-1123

道央

体験観光・アウトドア・スポーツ

アラビアンホースプランテーション 井上
日高町字富岡４５２-１
牧場

01457-6-2182

道央

体験観光・アウトドア・スポーツ

にいかっぷホロシリ乗馬クラブ

北海道新冠郡新冠町節婦町71-11

0146-47-3351

道央

体験観光・アウトドア・スポーツ

日高国際スキー場

沙流郡日高町字富岡

01457-6-3667

道央

ロープウェイ・遊覧船・クルーズ

小樽運河クルーズ

小樽市港町５番４号

0134-31-1733

道央

ロープウェイ・遊覧船・クルーズ

小樽天狗山ロープウエイ

小樽市最上２丁目16番15号

0134-33-7381

道央

ロープウェイ・遊覧船・クルーズ

洞爺湖汽船

虻田郡洞爺湖町洞爺湖温泉２９番地洞
0142-75-2756
爺湖汽船株式会社

道央

ロープウェイ・遊覧船・クルーズ

有珠山ロープウェイ

壮瞥町字昭和新山１８４－５

0142-75-2401

道央

日帰り温泉施設

しんしのつ温泉たっぷの湯

北海道石狩郡新篠津村第４５線北２番
地

0126-58-3166

道央

日帰り温泉施設

丸駒温泉旅館

千歳市幌美内7番地

0123-25-2341

道央

日帰り温泉施設

休暇村支笏湖

千歳市支笏湖温泉

0123-25-2201

道央

日帰り温泉施設

支笏湖第一寶亭留翠山亭

千歳市支笏湖温泉

0123-25-2323

道央

日帰り温泉施設

北海道ふとみ銘泉 万葉の湯

石狩郡当別町太美町1695

0133-26-2130

道央

日帰り温泉施設

いこいの湯宿いろは

虻田郡ニセコ町ニセコ477番地

0136-58-3111

道央

日帰り温泉施設

キロロ・トリビュート・ポートフォリオ・ホテ
余市郡赤井川村字常盤128-1
ル北海道

0135-34-7111

道央

日帰り温泉施設

ナチュラルリゾート ニセコワイスホテル 虻田郡倶知安町字花園７９番地

0136-23-3311

道央

日帰り温泉施設

ニセコアンヌプリ温泉 湯心亭

0136-58-2500

道央

日帰り温泉施設

ニセコグランドホテル

道央

日帰り温泉施設

ヒルトンニセコビレッジ

道央

日帰り温泉施設

ホテルニセコアルペン

虻田郡倶知安町字山田204番地

0136-22-0115

道央

日帰り温泉施設

ホテル甘露の森

虻田郡ニセコ町ニセコ415番地

0136-58-3800

北海道グリーンランド ホワイトパーク
（スキー場）
HOKKAIDORESORTオークウッドゴルフ
クラブ
ザ・ウィンザーホテル洞爺 リゾート＆ス
パ
ザ・ウィンザーホテル洞爺 リゾート＆ス
パ

※閉館時期、年末年始、繁忙期など、利用除外期間が設定されている場合があります。
詳しくは各施設に直接お問い合わせ下さい。

虻田郡ニセコ町ニセコ438

虻田郡ニセコ町字ニセコ412ニセコグラ
0136-58-2121
ンドホテル
北海道虻田郡ニセコ町東山温泉ヒルトン
0136-44-1111
ニセコビレッジ

更新日時：2015年12月24日 10：00
発行：北海道プレミアム旅行券事務局

北海道旅行券 利用可能施設
～観光・体験施設～
地域区分

カテゴリ

施設名

住所

電話番号

道央

日帰り温泉施設

ワン・ニセコ・リゾート・タワーズ

虻田郡ニセコ町字ニセコ４５５－３

0136-50-2111

道央

日帰り温泉施設

黒松内温泉ぶなの森

黒松内町字黒松内545番地

0136-72-4566

道央

日帰り温泉施設

小樽朝里クラッセホテル

小樽市朝里川温泉２丁目６７６

0134-52-3800

道央

日帰り温泉施設

湯元ニセコプリンスホテルひらふ亭

虻田郡倶知安町字山田204

0136-23-2239

道央

日帰り温泉施設

木ニセコ温泉

倶知安町字山田１８３－４３

0136-22-2121

道央

日帰り温泉施設

遊湯館

余市郡赤井川村字常盤128-1

0135-34-7111

道央

日帰り温泉施設

アグリ工房まあぶ

深川市音江町音江600番地

0164-26-3333

道央

日帰り温泉施設

えべおつ温泉

滝川市江部乙町西１２丁目８番２２号

0125-75-2555

道央

日帰り温泉施設

ピパの湯 ゆ～りん館

美唄市東明町3区

0126-64-3800

道央

日帰り温泉施設

ユンニの湯

夕張郡由仁町伏見122ユンニの湯

0123-83-3800

道央

日帰り温泉施設

滝川ふれ愛の里

滝川市西滝川76番地1

0125-26-2000

道央

日帰り温泉施設

秩父別温泉 ちっぷ・ゆう＆ゆ

秩父別町２０８５番地

0164-33-2116

道央

日帰り温泉施設

湯の元温泉旅館

三笠市桂沢９４番地

01267-6-8518

道央

日帰り温泉施設

南幌温泉ハート＆ハート

空知郡南幌町南9線西15番地

011-378-1126

道央

日帰り温泉施設

北村温泉ホテル

岩見沢市北村赤川156番地7

0126-55-3388

道央

日帰り温泉施設

ホテルゆもと登別

登別市登別温泉町２９番地

0143-84-2277

道央

日帰り温泉施設

祝いの宿登別グランドホテル

登別市登別温泉町154番地

0143-84-2101

道央

日帰り温泉施設

第一滝本館

登別市登別温泉町55番地

0143-84-2111

道央

日帰り温泉施設

天然豊浦温泉しおさい

虻田郡豊浦町字浜町109

0142-83-1126

道央

日帰り温泉施設

登別万世閣

登別市登別温泉町21番地

0143-84-3500

道央

日帰り温泉施設

洞爺観光ホテル

虻田郡洞爺湖町洞爺湖温泉33番地洞
爺観光ホテル

0142-75-2111

道央

日帰り温泉施設

洞爺湖万世閣ホテルレイクサイドテラス 虻田郡洞爺湖町洞爺湖温泉２１番地

0142-73-3500

道央

日帰り温泉施設

北海ホテル

虻田郡洞爺湖町洞爺湖温泉147

0142-75-2325

道央

日帰り温泉施設

新冠温泉レ・コードの湯 ホテルヒルズ

新冠郡新冠町字西泊津１６－３

0146-47-2100

道央

その他観光・体験施設

陶芸工房アトリエ陶

江別市元野幌９１９

011-384-1259

道央

その他観光・体験施設

HTホリデーズ

倶知安町字 山田１８５－６

0136-23-3503

道央

その他観光・体験施設

スーベニールオタルカン

小樽市入船1丁目1-1

0134-27-0077

道央

その他観光・体験施設

マルヤマヒーリングファーム

岩内郡岩内町字野束453-9

0135-62-2214

道央

その他観光・体験施設

自然体験グラウンドピュア

北海道虻田郡ニセコ町東山温泉

0136-44-2211

道央

その他観光・体験施設

小樽オルゴール堂手作り体験遊工房

小樽市入船１丁目１番５号

0134-21-3101

道央

その他観光・体験施設

小樽キャンドル工房

小樽市堺町1－27

0134-24-5880

道央

その他観光・体験施設

大正硝子とんぼ玉館

小樽市色内1丁目1番地

0134-32-5101

※閉館時期、年末年始、繁忙期など、利用除外期間が設定されている場合があります。
詳しくは各施設に直接お問い合わせ下さい。

更新日時：2015年12月24日 10：00
発行：北海道プレミアム旅行券事務局

北海道旅行券 利用可能施設
～観光・体験施設～
地域区分

カテゴリ

施設名

住所

電話番号

道央

その他観光・体験施設

木 ニセコ

倶知安町字山田１８３－４３

0136-22-2159

道央

その他観光・体験施設

野菜カフェ＆トールペイント工房メープル 虻田郡ニセコ町曽我４７６－２０

道央

その他観光・体験施設

いわみざわ公園 キャンプ場

岩見沢市志文町７９４番地いわみざわ公
0126-22-2121
園内

道央

その他観光・体験施設

滝川ふれ愛の里

滝川市西滝川76番地1

0125-26-2000

道央

その他観光・体験施設

北海道レンタルスキーセンター

滝川市新町１丁目１－２２北海道レンタ
ルスキーセンター

0125-22-0772

道央

その他観光・体験施設

ザ・ウィンザーホテル洞爺 リゾート＆ス
北海道虻田郡洞爺湖町清水３３６番地
パ

0142-73-1111

道央

その他観光・体験施設

ハーバルランチ

虻田郡洞爺湖町月浦44

0142-73-2455

道央

その他観光・体験施設

むかわ町穂別地球体験館

勇払郡むかわ町穂別７９番地５

0145-45-2341

道央

その他観光・体験施設

登別ゲートウェイセンター

登別市登別温泉町26番地道南バス登別
0143-84-2200
温泉ターミナル内

道央

その他観光・体験施設

日高沙流川オートキャンプ場

沙流郡日高町字富岡

01457-6-2922

道南

観光施設

五稜郭タワー

函館市五稜郭町４３番９号

0138-51-4785

道南

観光施設

市立函館博物館

函館市青柳町17-1

0138-23-5480

道南

観光施設

市立函館博物館郷土資料館

函館市末広町19-15

0138-23-3095

道南

観光施設

松前城資料館

松前町字松城144番地

0139-42-2216

道南

観光施設

函館市旧イギリス領事館

函館市元町３３－１４

0138-27-8159

道南

観光施設

函館市写真歴史館

函館市元町１２－１８

0138-27-3333

道南

観光施設

函館市重要文化財旧函館区公会堂

函館市元町１１番１３号

0138-22-1001

道南

観光施設

函館市縄文文化交流センター

函館市臼尻町551-1

0138-25-2030

道南

観光施設

函館市熱帯植物園

函館市湯川町３丁目１番１５号

0138-57-7833

道南

観光施設

函館市文学館

函館市末広町22-5

0138-22-9014

道南

観光施設

函館市北方民族資料館

函館市末広町21-7

0138-22-4128

道南

観光施設

箱館奉行所

函館市五稜郭町44-3

0138-51-2864

道南

観光施設

江差追分会館・江差山車会館

江差町字中歌町193-3江差追分会館

0139-52-5555

道南

観光施設

幕末の軍艦「開陽丸」

北海道檜山郡江差町字姥神町1-10開
陽丸青少年センター

0139-52-5522

道南

体験観光・アウトドア・スポーツ

イクサンダー大沼カヌーハウス

七飯町字大沼町２２－４

0138-67-3419

道南

体験観光・アウトドア・スポーツ

イクサンダー大沼カヌーハウス

七飯町字大沼町２２－４

0138-67-3419

道南

体験観光・アウトドア・スポーツ

グリーンピア大沼スキー場

北海道茅部郡森町赤井川229

01374-5-2277

道南

体験観光・アウトドア・スポーツ

はこだて明治館

函館市豊川町11-17

0138-27-7070

道南

体験観光・アウトドア・スポーツ

鹿部温泉観光協会体験プログラム

茅部郡鹿部町字宮浜299鹿部町役場観
01372-7-5293
光商工課

道南

体験観光・アウトドア・スポーツ

大沼国際交流プラザ 自然散策ガイド

亀田郡七飯町字大沼町85-15

0138-67-3020

道南

体験観光・アウトドア・スポーツ

大沼遊船／アイスパーク・スノーマン

亀田郡七飯町字大沼町１０２３－１

0138-67-2229

道南

体験観光・アウトドア・スポーツ

釣り船第18金龍丸

函館市青柳町３９－８自宅事務所

090-8630-0553

※閉館時期、年末年始、繁忙期など、利用除外期間が設定されている場合があります。
詳しくは各施設に直接お問い合わせ下さい。

0136-44-3820

更新日時：2015年12月24日 10：00
発行：北海道プレミアム旅行券事務局

北海道旅行券 利用可能施設
～観光・体験施設～
地域区分

カテゴリ

施設名

住所

電話番号

道南

体験観光・アウトドア・スポーツ

函館どさんこファーム

函館市東山町176番地

0138-54-1340

道南

体験観光・アウトドア・スポーツ

函館手作りいか工房 いかベイ

函館市末広町24-6函館西波止場2F

0138-24-8107

道南

体験観光・アウトドア・スポーツ

北海道カントリークラブ大沼コース

亀田郡七飯町西大沼温泉７３－２

0138-67-2211

道南

体験観光・アウトドア・スポーツ

クアプラザピリカ

瀬棚郡今金町字美利河205-1

0137-83-7111

道南

体験観光・アウトドア・スポーツ

奥尻島観光協会 体験プログラム

北海道奥尻郡奥尻町字奥尻（番地無）

01397-2-3456

道南

ロープウェイ・遊覧船・クルーズ

観光遊覧船 ブルームーン

函館市末広町14-17

0138-26-6161

道南

ロープウェイ・遊覧船・クルーズ

函館山ロープウェイ

函館市元町19-7

0138-23-6288

道南

日帰り温泉施設

グリーンピア大沼温泉保養館ほっとぴあ 北海道茅部郡森町赤井川229

01374-5-2277

道南

日帰り温泉施設

ビュー温泉 のとや

上磯郡木古内町字大平20-2

01392-2-4055

道南

日帰り温泉施設

ホテル恵風

函館市恵山岬町６１番地２

0138-86-2121

道南

日帰り温泉施設

丸金旅館

山越郡長万部町字長万部403番地

01377-2-2167

道南

日帰り温泉施設

見市温泉旅館

八雲町熊石大谷町１３

01398-2-2002

道南

日帰り温泉施設

湯の川観光ホテル祥苑

函館市湯川町 2丁目4番20号

0138-36-1000

道南

日帰り温泉施設

湯の浜ホテル

函館市湯川町1丁目2番30号

0138-59-2231

道南

日帰り温泉施設

函館大沼プリンスホテル

亀田郡七飯町西大沼温泉

0138-67-1111

道南

日帰り温泉施設

八雲温泉 おぼこ荘

二海郡八雲町鉛川６２２

0137-63-3123

道南

日帰り温泉施設

クアプラザピリカ

瀬棚郡今金町字美利河205-1

0137-83-7111

道南

その他観光・体験施設

はこだて工芸舎

函館市末広町８－８

0138-22-7706

道南

その他観光・体験施設

松前藩屋敷

松前町字西館６８番地

0139-42-2726

道南

その他観光・体験施設

函館オルゴール堂

函館市豊川町１１番５号BAYはこだて２
号館

0138-21-1055

道南

その他観光・体験施設

八雲温泉 おぼこ荘

二海郡八雲町鉛川６２２

0137-63-3123

道南

その他観光・体験施設

八雲観光物産協会 体験プログラム

二海郡八雲町浜松368-8

0137-65-6100

道南

その他観光・体験施設

北島三郎記念館

函館市末広町22番11号

0138-26-3600

道南

その他観光・体験施設

宿泊体験施設 おとべ温泉郷 光林荘

爾志郡乙部町字館浦527番地2

0139-62-3347

道北

観光施設

後藤純男美術館

上富良野町東４線北２６号

0167-45-6181

道北

観光施設

国際染織美術館

旭川市南が丘３丁目１－１

0166-61-6161

道北

観光施設

深山峠アートパーク

空知郡上富良野町西8線北33号

0167-45-6667

道北

観光施設

雪の美術館

旭川市南が丘３丁目1-1雪の美術館

0166-73-7017

道北

観光施設

風のガーデン

富良野市中御料

0167-22-1111

道北

観光施設

北海道伝統美術工芸村

旭川市南が丘３丁目１－１

0166-62-8811

道北

観光施設

優佳良織工芸館

旭川市南が丘３丁目１－１

0166-62-8811

道北

体験観光・アウトドア・スポーツ

Horse Farmラ・コリーヌ・オ・シュヴォー

上川郡美瑛町福富憩

090-2301-1585

※閉館時期、年末年始、繁忙期など、利用除外期間が設定されている場合があります。
詳しくは各施設に直接お問い合わせ下さい。

更新日時：2015年12月24日 10：00
発行：北海道プレミアム旅行券事務局

北海道旅行券 利用可能施設
～観光・体験施設～
地域区分

カテゴリ

施設名

住所

電話番号

道北

体験観光・アウトドア・スポーツ

NPO法人 森の生活

下川町南町477

01655-4-2606

道北

体験観光・アウトドア・スポーツ

ＮＲＡノースリバーアドベンチャーズ

南富良野町字落合155番地

0167-38-4150

道北

体験観光・アウトドア・スポーツ

VIVAアルパカ牧場

剣淵町東町3733番地VIVAアルパカ牧場 0165-34-3911

道北

体験観光・アウトドア・スポーツ

アグリテック

上川郡東川町進化台

道北

体験観光・アウトドア・スポーツ

カムイスキーリンクス

道北

体験観光・アウトドア・スポーツ

スポートピアふらの

道北

体験観光・アウトドア・スポーツ

なよろサンピラーユースホステル

名寄市日進391－2

01654-2-2921

道北

体験観光・アウトドア・スポーツ

なよろサンピラーユースホステル

名寄市日進391－2

01654-2-2921

道北

体験観光・アウトドア・スポーツ

ぴっぷスキー場

比布町北7線17号スキー場管理事務所2
0166-85-3056
階

道北

体験観光・アウトドア・スポーツ

ふらのマウンテンビュー牧場

富良野市下五区

0167-39-2880

道北

体験観光・アウトドア・スポーツ

ムーンライトレディース

上川郡鷹栖町１９線１６号１番地

0166-87-3999

道北

体験観光・アウトドア・スポーツ

レジャーガイド遊び屋

北海道富良野市学田三区4746

0167-22-0534

道北

体験観光・アウトドア・スポーツ

丘を歩くスキー・スノーシューガイド ポ
テトの丘

美瑛町大村村山

0166-92-3255

道北

体験観光・アウトドア・スポーツ

富良野ゴルフコース

富良野市八幡丘

0167-22-1111

道北

体験観光・アウトドア・スポーツ

富良野スキー場

富良野市中御料

0167-22-1111

道北

体験観光・アウトドア・スポーツ

富良野ネイチャークラブ

富良野市北の峰町14-6

0167-22-1311

道北

体験観光・アウトドア・スポーツ

富良野自然塾

北海道富良野市下御料

0167-22-4019

道北

体験観光・アウトドア・スポーツ

うろこ市

稚内市中央5丁目6番8号株式会社うろこ
0162-23-7820
市

道北

ロープウェイ・遊覧船・クルーズ

旭岳ロープウェイ

東川町旭岳温泉

0166-68-9111

道北

ロープウェイ・遊覧船・クルーズ

大雪山層雲峡・黒岳ロープウェイ

上川郡上川町層雲峡

01658-5-3031

道北

日帰り温泉施設

スパ＆ホテルリゾート ふらのラテール

空知郡中富良野町東１線北１８号

0167-39-3100

道北

日帰り温泉施設

びふか温泉

中川郡美深町字紋穂内１３９番地

01656-2-2900

道北

日帰り温泉施設

フラノ寶亭留

富良野市学田三区

0167-23-8111

道北

日帰り温泉施設

フロンティアフラヌイ温泉

上富良野町新町4丁目４－２５

0167-45-9779

道北

日帰り温泉施設

剣淵温泉レークサイド桜岡

上川郡剣淵町東町5141番地

0165-34-3100

道北

日帰り温泉施設

十勝岳温泉 凌雲閣

上富良野町十勝岳温泉

0167-39-4111

道北

日帰り温泉施設

十勝岳温泉カミホロ荘

北海道空知郡上富良野町十勝岳温泉

0167-45-2970

道北

日帰り温泉施設

森のゆ 花神楽

上川郡東神楽町25号

0166-83-3800

道北

日帰り温泉施設

吹上温泉保養センター白銀荘

上富良野町吹上温泉

0167-45-4126

道北

日帰り温泉施設

大雪山白金観光ホテル

上川郡美瑛町白金温泉

0166-94-3111

道北

日帰り温泉施設

湯元白金温泉ホテル

美瑛町字白金11326-1

0166-94-3333

道北

日帰り温泉施設

白金温泉郷 森の旅亭びえい

上川郡美瑛町字白金10522番地1

0166-68-1500

※閉館時期、年末年始、繁忙期など、利用除外期間が設定されている場合があります。
詳しくは各施設に直接お問い合わせ下さい。

旭川市神居町西丘１１２番地カムイス
キーリンクス
富良野市北の峰町北の峰ターミナルス
ポートピアふらの

0166-82-0800
0166-72-2311
0167-22-1935

更新日時：2015年12月24日 10：00
発行：北海道プレミアム旅行券事務局

北海道旅行券 利用可能施設
～観光・体験施設～
地域区分

カテゴリ

施設名

住所

電話番号

道北

日帰り温泉施設

白金四季の森 ホテルパークヒルズ

上川郡美瑛町白金温泉ホテルパークヒ
0166-94-3041
ルズ

道北

日帰り温泉施設

富良野温泉 紫彩の湯

富良野市中御料

0167-22-1111

道北

日帰り温泉施設

しょさんべつ温泉ホテル岬の湯

苫前郡初山別村字豊岬153番地1

0164-67-2031

道北

日帰り温泉施設

うたのぼりグリーンパークホテル

枝幸郡枝幸町歌登辺毛内３６６５番地

0163-68-3101

道北

日帰り温泉施設

ホテルニュー幸林

枝幸郡枝幸町北幸町１６２４番地２

0163-62-4040

道北

日帰り温泉施設

稚内市健康増進センター 童夢

稚内市富士見4丁目

0162-28-1160

道北

その他観光・体験施設

グラスフォレストイン富良野

富良野市麓郷市街地3

0167-39-9088

道北

その他観光・体験施設

なよろサンピラーユースホステル

名寄市日進391－2

01654-2-2921

道北

その他観光・体験施設

フラノ自然体験村カントリーテラスコロ
ポックル

空知郡中富良野町東1線北4号

0167-44-3116

道北

その他観光・体験施設

めん羊工芸館 くるるん

士別市西士別町5351

0165-23-3793

道北

その他観光・体験施設

塩狩ヒュッテ

和寒町字塩狩５０３番地２塩狩ヒュッテ

0165-32-4600

道北

その他観光・体験施設

淳工房

旭川市旭岡２丁目８－１

0166-53-8512

道北

その他観光・体験施設

富良野オルゴール堂

富良野市東麓郷3

0167-29-2288

道北

その他観光・体験施設

北の森ガーデン

上川郡上川町栄町40

01658-2-2133

道北

その他観光・体験施設

北海道アイスパビリオン

上川郡上川町栄町40

01658-2-2233

道北

その他観光・体験施設

オホーツク

観光施設

オホーツク

観光施設

天都山展望台・オホーツク流氷館

網走市天都山２４４－３

0152-43-5951

オホーツク

観光施設

博物館網走監獄

網走市字呼人1-1

0152-45-2411

オホーツク

観光施設

北きつね牧場

北見市留辺蘂町花丘52-1

0157-45-2249

オホーツク

観光施設

北の大地の水族館(山の水族館)

北見市留辺蘂町松山１番地４山の水族
0157-45-2223
館

オホーツク

観光施設

北海道立オホーツク流氷科学センター

紋別市元紋別11番地

0158-23-5400

オホーツク

観光施設

北海道立北方民族博物館

網走市字潮見３０９番地１

0152-45-3888

オホーツク

観光施設

木のおもちゃワールド館 ちゃちゃワー
ルド

遠軽町生田原143番地4

0158-49-4022

オホーツク

体験観光・アウトドア・スポーツ

SHINRA（知床ナチュラリスト協会）

斜里郡斜里町ウトロ東284

0152-22-5522

オホーツク

体験観光・アウトドア・スポーツ

アウトライダー

オホーツク

体験観光・アウトドア・スポーツ

ウトロ ゴジラ岩観光 知床半島クルー
ジング

オホーツク

体験観光・アウトドア・スポーツ

ウトロ ゴジラ岩観光 流氷遊ウォーク

オホーツク

体験観光・アウトドア・スポーツ

どさんこトレッキング

遠軽町白滝上支湧別５４９－１

090-6876-2975

オホーツク

体験観光・アウトドア・スポーツ

ノーザンアークゴルフクラブ

北見市端野町二区829番地

0157-56-3333

オホーツク

体験観光・アウトドア・スポーツ

ノーザンアークリゾートスキー場

北見市端野町二区829番地

0157-56-3399

オホーツク

体験観光・アウトドア・スポーツ

女満別ゴルフコース

網走郡大空町女満別巴沢

0152-74-5111

ノシャップ寒流水族館・稚内市青少年科
稚内市ノシャップ2丁目2-17
0162-23-6278
学館
北見市留辺蘂町松山１番地４果夢林の
果夢林ワールド
0157-45-3373
館

※閉館時期、年末年始、繁忙期など、利用除外期間が設定されている場合があります。
詳しくは各施設に直接お問い合わせ下さい。

紋別郡遠軽町白滝上支湧別235旧支湧
0158-48-2911
別小学校
北海道斜里郡斜里町ウトロ東50ゴジラ
0152-24-3060
岩観光
北海道斜里郡斜里町ウトロ東50ゴジラ
0152-24-3060
岩観光

更新日時：2015年12月24日 10：00
発行：北海道プレミアム旅行券事務局

北海道旅行券 利用可能施設
～観光・体験施設～
地域区分

カテゴリ

施設名

住所

電話番号

オホーツク

体験観光・アウトドア・スポーツ

知床ツーリスト（熱気球体験）

斜里郡清里町向陽282

0152-25-2642

オホーツク

体験観光・アウトドア・スポーツ

知床ネイチャーオフィス

斜里郡斜里町ウトロ東365

0152-22-5041

オホーツク

体験観光・アウトドア・スポーツ

知床のガイド屋pikki

斜里郡斜里町ウトロ高原５６

0152-24-2077

オホーツク

体験観光・アウトドア・スポーツ

知床自然体験プログラム 星の時間

斜里郡斜里町ウトロ高原高原56番A棟
104

0152-24-3315

オホーツク

体験観光・アウトドア・スポーツ

網走・知床の自然体験 オホーツク自然
網走市中園267-14
堂

0152-46-2777

オホーツク

体験観光・アウトドア・スポーツ

網走レイクビュースキー場

網走市字呼人２８－３

0152-48-2550

オホーツク

体験観光・アウトドア・スポーツ

網走市観光協会 体験プログラム

網走市南３条東４丁目

0152-44-5849

オホーツク

体験観光・アウトドア・スポーツ

網走市観光協会 体験プログラム

網走市南３条東４丁目

0152-44-5849

オホーツク

ロープウェイ・遊覧船・クルーズ

流氷観光砕氷船おーろら

網走市南3条東4丁目5-1道の駅「流氷
街道網走」１階

0152-43-6000

オホーツク

ロープウェイ・遊覧船・クルーズ

流氷砕氷船ガリンコ号2

紋別市海洋公園１番地

0158-24-8000

オホーツク

日帰り温泉施設

ノーザンアークリゾートホテル

北見市端野町二区829番地

0157-56-3399

オホーツク

日帰り温泉施設

ホテル網走湖荘

網走市字呼人７８

0152-48-2311

オホーツク

日帰り温泉施設

世界自然遺産の宿しれとこ村

斜里町ウトロ中島125世界自然遺産の
宿しれとこ村

0152-24-2124

オホーツク

日帰り温泉施設

知床グランドホテル北こぶし

斜里郡斜里町ウトロ東172

0152-24-3222

オホーツク

日帰り温泉施設

美白の湯宿 大江本家

北見市留辺蘂町温根湯温泉４６６－１

0157-45-2711

オホーツク

日帰り温泉施設

紋別プリンスホテル

紋別市本町７丁目３－２６

0158-23-5411

オホーツク

その他観光・体験施設

クラフト体験工房

北見市留辺蘂町松山１番地４果夢林の
0157-45-3373
館

オホーツク

その他観光・体験施設

知床ツーリスト（知床自然ガイド）

斜里郡清里町向陽282

0152-25-2642

オホーツク

その他観光・体験施設

流氷硝子館

網走市南４条東６丁目２－１

0152-43-3480

十勝

観光施設

ガラス工房hum-pe

河東郡音更町万年西1-60

0155-45-2042

十勝

観光施設

サホロベアマウンテン

上川郡新得町狩勝高原サホロベアマウ
0156-64-7007
ンテン

十勝

観光施設

鹿追やまべ園

鹿追町東瓜幕西16線27-7

0156-67-2014

十勝

観光施設

真鍋庭園

北海道帯広市稲田町東２線６番地

0155-48-2120

十勝

体験観光・アウトドア・スポーツ

TACとかちアドベンチャークラブ

上川郡新得町字屈足 539-21

0156-65-2727

十勝

体験観光・アウトドア・スポーツ

TOM十勝アウトドアメイツ

新得町字屈足基線240番地

0156-65-2411

十勝

体験観光・アウトドア・スポーツ

カントリーファーマーズ藤田牧場

河東郡鹿追町瓜幕西２８－２６－５

0156-67-2316

十勝

体験観光・アウトドア・スポーツ

サホロカントリークラブ

十勝

体験観光・アウトドア・スポーツ

サホロリゾートスキー場

十勝

体験観光・アウトドア・スポーツ

パラグライディング十勝

河東郡音更町下士幌57

090-3773-9138

十勝

体験観光・アウトドア・スポーツ

ひがし大雪自然ガイドセンター

河東郡上士幌町ぬかびら源泉郷北区
44-3ぬかびら温泉文化ホール内

01564-4-2261

十勝

体験観光・アウトドア・スポーツ

ホテル大平原

音更町十勝川温泉南15-1

0155-46-2121

十勝

体験観光・アウトドア・スポーツ

マッシングワークス

河東郡鹿追町瓜幕西31線25

080-3232-8119

※閉館時期、年末年始、繁忙期など、利用除外期間が設定されている場合があります。
詳しくは各施設に直接お問い合わせ下さい。

上川郡新得町狩勝高原サホロカントリー
0156-64-6910
クラブ
上川郡新得町狩勝高原サホロリゾートス
0156-64-4121
キー場

更新日時：2015年12月24日 10：00
発行：北海道プレミアム旅行券事務局

北海道旅行券 利用可能施設
～観光・体験施設～
地域区分

カテゴリ

施設名

住所

電話番号
0155-65-2121

十勝

体験観光・アウトドア・スポーツ

メムロスキー場

北海道河西郡芽室町中美生２線４２番
地

十勝

体験観光・アウトドア・スポーツ

十勝ガイドサービス遊方屋

芽室町祥栄西14-2

0155-62-6005

十勝

体験観光・アウトドア・スポーツ

十勝ネイチャーセンター

河東郡音更町十勝川温泉南12丁目112

0155-32-6116

十勝

体験観光・アウトドア・スポーツ

上士幌ゴルフ場

河東郡上士幌町上音更

01564-2-4000

十勝

体験観光・アウトドア・スポーツ

然別湖ネイチャーセンター

鹿追町北瓜幕無番地

0156-69-8181

十勝

体験観光・アウトドア・スポーツ

帯広カントリークラブ

芽室町中美生5線34

0155-65-2126

十勝

体験観光・アウトドア・スポーツ

帯広リバーサイドゴルフ場

帯広市西16条北3丁目河川敷地内

0155-35-9000

十勝

日帰り温泉施設

ホテル大平原

音更町十勝川温泉南15-1

0155-46-2121

十勝

日帰り温泉施設

芽登温泉ホテル

北海道足寄郡足寄町芽登2979

0156-26-2119

十勝

日帰り温泉施設

観月苑

河東郡音更町十勝川温泉南14-2

0155-46-2001

十勝

日帰り温泉施設

糠平温泉 中村屋

十勝

日帰り温泉施設

笹井ホテル

十勝

日帰り温泉施設

十勝川温泉第一ホテル豊洲亭・豆陽亭 河東郡音更町十勝川温泉南12丁目

0155-46-2231

十勝

日帰り温泉施設

然別峡かんの温泉

鹿追町字然別国有林１４５林班

050-3136-8039

十勝

日帰り温泉施設

日帰り健康ランド華のゆ

中川郡幕別町字依田３８４

0155-56-2121

十勝

その他観光・体験施設

ホテル大平原

音更町十勝川温泉南15-1

0155-46-2121

十勝

その他観光・体験施設

共働学舎新得農場 ミンタル

上川郡新得町字新得9-1

0156-69-5600

十勝

その他観光・体験施設

自然体験学校 とかち校

中川郡池田町昭栄49－6

050-1415-0691

十勝

その他観光・体験施設

狩勝高原エコトロッコ鉄道

新得町字新内637-1

080-1882-3434

十勝

その他観光・体験施設

新得そばの館

新得町基線102番地新得そばの館

0156-64-5888

十勝

その他観光・体験施設

北海道立十勝エコロジーパーク

釧路・根室

観光施設

阿寒湖アイヌシアター イコロ

釧路・根室

観光施設

釧路市阿寒国際ツルセンター

釧路市阿寒町上阿寒２３線４０番地

0154-66-4011

釧路・根室

観光施設

釧路湿原美術館

釧路市阿寒町上阿寒23線38番

0154-66-1117

釧路・根室

観光施設

厚岸味覚ターミナルコンキリエ

厚岸町住の江2丁目2番地

0153-52-4139

釧路・根室

観光施設

標津サーモン科学館(サケの水族館)

標津郡標津町北1条西6丁目1-1-1

0153-82-1141

釧路・根室

体験観光・アウトドア・スポーツ

Ｒ[アール]

鶴居村下幌呂

0154-65-4100

釧路・根室

体験観光・アウトドア・スポーツ

Ｒ[アール]

鶴居村下幌呂

0154-65-4100

釧路・根室

体験観光・アウトドア・スポーツ

カヌーショップヒライワ

釧路市桂恋149-8カヌーショップヒライワ 0154-91-6185

釧路・根室

体験観光・アウトドア・スポーツ

ツーリズムてしかが

北海道川上郡弟子屈町川湯温泉２丁目
015-483-2101
3-16

釧路・根室

体験観光・アウトドア・スポーツ

ひがし北海道アウトドアセンター

標茶町塘路北7-51-91

015-487-3111

釧路・根室

体験観光・アウトドア・スポーツ

ペンションポーチ

厚岸郡浜中町仲の浜１２２

0153-62-2772

※閉館時期、年末年始、繁忙期など、利用除外期間が設定されている場合があります。
詳しくは各施設に直接お問い合わせ下さい。

河東郡上士幌町字ぬかびら源泉郷南区
01564-4-2311
25
河東郡音更町十勝川温泉北15丁目1番
0155-46-2211
地

河東郡音更町十勝川温泉南１８丁目１
0155-32-6780
番地
釧路市阿寒町阿寒湖温泉4丁目7-84阿
0154-67-2727
寒湖アイヌシアター イコロ

更新日時：2015年12月24日 10：00
発行：北海道プレミアム旅行券事務局

北海道旅行券 利用可能施設
～観光・体験施設～
地域区分

カテゴリ

施設名

釧路・根室

体験観光・アウトドア・スポーツ

阿寒観光協会まちづくり推進機構 旅行 釧路市阿寒町阿寒湖温泉２丁目６-20阿
0154-67-3200
事業部
寒湖まりむ館 1Ｆ

住所

電話番号

釧路・根室

体験観光・アウトドア・スポーツ

釧路マーシュ＆リバー

釧路郡釧路町河畔4-79

0154-23-7116

釧路・根室

体験観光・アウトドア・スポーツ

鶴居どさんこ牧場

北海道阿寒郡鶴居村久著呂７１－１鶴
居どさんこ牧場

0154-64-2931

釧路・根室

体験観光・アウトドア・スポーツ

アルラン3世号（株式会社まるみ）

目梨郡羅臼町八木浜町24

0153-88-1313

釧路・根室

体験観光・アウトドア・スポーツ

アルラン3世号（株式会社まるみ）

目梨郡羅臼町八木浜町24

0153-88-1313

釧路・根室

体験観光・アウトドア・スポーツ

明郷 伊藤☆牧場

根室市明郷101

0153-26-2288

釧路・根室

体験観光・アウトドア・スポーツ

野付半島ネイチャーセンター

別海町野付63

0153-82-1270

釧路・根室

体験観光・アウトドア・スポーツ

羅臼 ゴジラ岩観光 クジラ・イルカ・
バードウォッチングクルーズ

釧路・根室

体験観光・アウトドア・スポーツ

釧路・根室

ロープウェイ・遊覧船・クルーズ

阿寒観光汽船

釧路市阿寒町阿寒湖温泉１丁目５-２０

0154-67-2511

釧路・根室

ロープウェイ・遊覧船・クルーズ

別海町観光船

別海町尾岱沼港町232番地

0153-86-2533

釧路・根室

日帰り温泉施設

HOTEL TAITO

阿寒郡鶴居村鶴居西1丁目５HOTEL
TAITO

0154-64-3111

釧路・根室

日帰り温泉施設

あかん湖 鶴雅ウイングス

釧路市阿寒町阿寒湖温泉４丁目６－１０ 0154-67-2531

釧路・根室

日帰り温泉施設

あかん遊久の里 鶴雅

釧路市阿寒町阿寒湖温泉４丁目６－１０ 0154-67-2531

釧路・根室

日帰り温泉施設

ホテル グリーンパークつるい

釧路・根室

日帰り温泉施設

ホテル 御前水

釧路・根室

日帰り温泉施設

ホテル阿寒湖荘

釧路・根室

日帰り温泉施設

名湯の森ホテルきたふくろう

川上郡弟子屈町川湯温泉1-9-15

釧路・根室

日帰り温泉施設

中標津保養所温泉旅館

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

釧路・根室

日帰り温泉施設

湯宿だいいち

標津郡中標津町字養老牛５１８番地

0153-78-2131

釧路・根室

その他観光・体験施設

ハートンツリー

鶴居村中雪裡４９６-４

0154-64-2542

釧路・根室

その他観光・体験施設

ファームインつるい

釧路・根室

その他観光・体験施設

お宿エクハシ

釧路・根室

その他観光・体験施設

羅臼丸魚 濱田商店

北海道目梨郡羅臼町本町30-2ゴジラ岩
0153-85-7575
観光
北海道目梨郡羅臼町本町30-2ゴジラ岩
0153-85-7575
羅臼 ゴジラ岩観光 流氷クルージング
観光

※閉館時期、年末年始、繁忙期など、利用除外期間が設定されている場合があります。
詳しくは各施設に直接お問い合わせ下さい。

北海道阿寒郡鶴居村鶴居北1丁目5番
0154-64-2221
地ホテル グリーンパークつるい
釧路市阿寒町阿寒湖温泉4丁目5番1号
0154-67-2031
ホテル 御前水
釧路市阿寒町阿寒湖温泉1丁目５番10
0154-67-2231
号ホテル阿寒湖荘
015-483-2960

阿寒郡鶴居村字雪裡原野北４線東１７
0154-64-3987
－１８どれみふぁ空内
根室市敷島町１丁目１４番地お宿エクハ
0153-24-4498
シ
目梨郡羅臼町礼文町365-1

0153-87-3311

