
月夜野エリア 農園民宿かかし やど千秋庵

温もりの宿 辰巳館 ペンションポミエ ペンション アミューズ

釈迦の霊泉（奈女沢温泉） 清野旅館 ロッヂ樹林

みねの湯つきよの館 ロッヂとんち

月がほほえむ宿 大峰館 水上エリア シャレー・ラ・ネージュ

旅籠 庄屋 水上館 清流の宿たむら

湯治と合宿 常生館 旅人宿 松葉屋 民宿 関ヶ原

やませみ荘 ペットと泊まれる温泉宿 だいこく館 民宿 奈倉

みなかみホテルジュラク ペンションオールド・ストリング

新治エリア 旅館 山楽荘 ペンション パル

法師温泉 長寿館 源泉湯の宿 松乃井 ペンション山路

生寿苑 米屋旅館 リゾート民宿 なかじま

湯豆のやど 本伝 みなかみの自然を楽しむお宿 MICASA 温泉ロッジ たかね

旅籠 吉長 旅館 たにがわ 照葉荘

蔵やしき 野の花畑 別邸仙寿庵 民宿 吉野屋

豆富懐石 猿ヶ京ホテル 金盛館せゝらぎ 民宿 やぐら

仁田屋 谷川温泉やど莞山   KANZAN 民宿 並木山荘

ホテル湖城閣 檜の宿 水上山荘 ロッヂ宝台樹

温宿 三河屋 源泉掛流しの湯めぐリテーマパーク 龍洞 温泉民宿 宮前山荘

料理旅館 樋口 水上高原ホテル200 ペンション朝ねぼう

旅籠 しんでん ホテルサンバード 民宿まにわ

湯元 長生館 宝川温泉 汪泉閣 料理民宿 三枝

宮野旅館 蛍雪の宿 尚文 民宿つなご

川古温泉 浜屋旅館 別亭 やえ野 民宿ゆたか

ル・ヴァンベール湖郷 ゆの宿 上越館 民宿みちのく

泊まれる学校 さる小 旅館 みやま 天神ロッジ

源泉湯の宿 千の谷 KKR水上 水明荘 土合山の家

フォレストリゾート猿ヶ京 誓湖荘 BLUE MONKEY  LODGE キャニオンズ リバーサイドオアシス

太陽館 旅館 永楽荘 水上キャンプ場 Riverstone

ゆじゅく金田屋 天空の湯 なかや旅館 塩屋温泉 グランピングコテージ

大滝屋旅館 風木立の川辺 紫明館 温泉ペンション 花さき山

ホテルファミリーオみなかみ ホテル湯の陣 水上宝台樹キャンプ場

旅籠屋丸一 DOAI VILLAGE カッパコテージ

温泉農家民宿 はしば コテージ水上 みなかみアウトドアログ＆オートキャンプ場

スポーツ民宿 ふじや ペンションBe オートキャンパーズエリア ならまた

小野屋八景苑 旅の湯やど セルバン キャンプ場Tapa

高原ハウス ペンション木馬 谷川岳山麓オートキャンプ場

AKAYA  GLAMPING  HOUSE ペンションブルーベリー

宿泊できる施設（ホテル・旅館・民宿・ペンション・キャンプ場）

泊まる・食べる商品券 ふるさと応援チケット

※みなかみ町観光協会にて販売中です。

土・日・祝日も受け付けておりますので、

お早めにご購入ください。

７月３１日（土）までの限定販売！！

回 覧

みなかみ町では、新型コロナウィルス感染症対策にかかる町民向

け支援として、町民を対象に町内の宿泊施設と飲食店で利用でき

るプレミアム付き商品券の販売を実施しています。



月夜野エリア 新治エリア 菓子工房 大とろ牛乳

そばの里 芳味亭 グンマーSARA（飲食） レストラン諏訪峡

阿部リんご園（カフェ） HUMPTY  DUMPTY ジャックザタルトファンタジ一（カフェ）

麺zくるり 猿ヶ京温泉 まんてん星の湯（飲食） 焼肉昭和 みなかみ本店

ソレイユ 野ほとけそば やまいち屋 亜詩麻

中華たむら 五郎兵衛やかた パブ琥珀の森

キッチンカフェ と蔵 太助ドライブイン（飲食） スナックさち

ドブリーテン はなぞの食堂 窯焼きピザの店 ラ・ビエール

満留伊屋食堂 ラーメンハウス新治 やぶそば

和洋レストラン竹 一酒家 魚信

お食事処 ふじ 味処 いろは まるよし

舟宿 うまいもの屋すえひろ 気ママ屋（カフェ）

cafe1010 農産物加工の家（飲食） 大八

レストランあすか 須川茶屋 ーカ寿し

銀の月 otowaya café 湯酒屋 安兵衛

べんけい 八福庵 雨ニモマケズ

森風流 マッチ絵の家（飲食） オクトワンブルーイング（飲食）

すし萬 里山食堂 焼肉 桂来

上毛高原駅そば屋 遊神館（飲食） 道の駅 水紀行館（飲食）

みなかみツェルト 福寿茶屋 和食 瑞兆

天丸 豊楽館（飲食） スナック春歌

月夜野は一べすと（飲食） 十割そば処ふれあいの家（飲食） 鈴森の湯（飲食）

和風レストラン しんリん ラーメン・ふーちゃん 小さなレストラン 彩絵 (SAE)

ラーメン香華 恋唄 佳のこ

Café Cornet 花水木 茶屋直売所かぐら（飲食）

月夜野 守蔵 夢や（飲食） そば処 角彌

珈琲倶楽部月夜野店 PIZZERIA  Chez So 育風堂精肉店（飲食）

うどん屋 やまご ふくすけ 甘いものや 梅の蜜

いちごの家 GARBA（カフェ）

モギトーレ（飲食） アルパインカフェ

お食事処 歩 お菓子の家 谷川岳ドライブイン（飲食）

姉山の家 いさごや（飲食）

駅茶mogura

水上エリア スナック之

カフェ Sumika living 七福

そば処 くぼ田 水上公会堂

喫茶店 白樺 みなかみホルモン亭

ラーメンきむら ホワイトバレーBBQガーデン

フライパン ゆきん子食堂

丸々亭 谷川ラーメン

お山の食堂 たんとくわっさい

The Campfire Minakami

Drips and Drops coffee

ノルンみなかみ（レストラン） ※2021年7月13日現在の情報です。

　　　最新の利用事業者はＨＰでチェック！

　　http://www.enjoy-minakami.jp/furusato/

　　　●発行　みなかみ町　　●お問い合わせ先　みなかみ町観光協会

TEL.0278-62-0401

泊まる・食べる商品券 ふるさと応援チケット

飲食できるお店

※宿泊・飲食に特化した商品券となっております。日帰り温泉・土産等はご遠慮ください。

 またご利用の際は１枚ずつ切り取ってお渡しくださるようお願いいたします。


