
施設名 住所 電話 アドレス 備考

  契約保養施設

●宿泊料金など、詳細についてはご希望の施設に直接お問い合わせください。
●利用補助が適用されない場合もございますので、予約の際にあらかじめご確認ください。

北海道

ホテルマイステイズプレミア
札幌パーク

北海道札幌市中央区南9条西
2-2-10

011-511-0101 http://www.mystays.com/ja/hotel/hokka
ido/mystays-premier-sapporo-park/

札幌プリンスホテル 北海道札幌市中央区南2条西
11

011-241-1111 予約☎ 0120-33-8686/ネット予約
　プリンスホテル＞法人・団体の方
へ＞保養所のご利用＞　ユーザー
名：prkeiyaku　パスワード：
prkeiyaku2021

http://www.princehotels.co.jp/

三井ガーデンホテル札幌 北海道札幌市中央区北五条西
6-18-3

011-280-1131 http://www.gardenhotels.co.jp/

三井ガーデンホテル札幌ウエ
スト

北海道札幌市中央区北五条西
6-2-4

011-218-2231 http://www.gardenhotels.co.jp/

ホテルテトラスピリット札幌    
                                      
          

北海道札幌市中央区南３条西
９丁目（狸小路側）

011-272-0005 http://www.e-tetora.com

シャトレ－ゼ　ガトーキングダ
ムサッポロ　HOTEL&SPA 
Resort

北海道札幌市北区東茨戸132 011-773-2211 http://www.gateauxkingdom.com/

定山渓温泉　定山渓ビューホ
テル

北海道札幌市南区定山渓温泉
東2

011-598-3223 定山渓ビューホテル予約代表　☎ 
011-598-3339（9:00～19:00）

https://www.jozankeiview.com/

定山渓温泉　定山渓万世閣
ホテルミリオーネ

北海道札幌市南区定山渓温泉
東3

0570-08-3500 https://www.milione.jp/

札幌・定山渓温泉　章月グラ
ンドホテル

北海道札幌市南区定山渓温泉
東3丁目239

011-598-2231 予約　☎0570-026-575http://www.shogetsugrand.com

定山渓温泉　花もみじ 北海道札幌市南区定山渓温泉
西3-32

011-598-2311 https://shikanoyu.co.jp/hana/

定山渓温泉　ホテル鹿の湯 北海道札幌市南区定山渓温泉
西3-32

011-598-2311 https://shikanoyu.co.jp/shikanoyu/

アートホテル旭川 北海道旭川市７条通６丁目 0166-25-8811 http://www.mystays.com/ja/hotel/hokka
ido/art-hotel-asahikawa

イマジンホテル＆リゾート函
館

北海道函館市湯川町3-1-17 0138-57-9161 https://imaginehakodate.jp/

函館国際ホテル 北海道函館市大手町5-10 0138-23-0591 http://www.hakodate-kokusai.jp/



施設名 住所 電話 アドレス 備考

  契約保養施設

●宿泊料金など、詳細についてはご希望の施設に直接お問い合わせください。
●利用補助が適用されない場合もございますので、予約の際にあらかじめご確認ください。

北海道

平成館　海羊亭 北海道函館市湯川町1-3-8 0138-59-2555 http://www.kaiyo-tei.com/

平成館　しおさい亭 北海道函館市湯川町1-2-37 0138-59-2335 http://www.shiosai-tei.com

望楼NOGUCHI函館 北海道函館市湯川町1-17-22 0138-59-3556 予約　☎0570-026-573https://www.bourou-hakodate.com/

湯の川温泉　湯元啄木亭 北海道函館市湯川町1-18-15 0138-59-5355 予約　☎0570-026-573http://www.takubokutei.com

湯の川観光ホテル　祥苑 北海道函館市湯川町2-4-20 0138-36-1000 予約　☎0570-030-780https://www.itoenhotel.com/yunokawa/

ホテルテトラ函館駅前 北海道函館市若松町１９－１１ 0138-22-0121 http://www.e-tetora.com

函館パークホテル 北海道函館市新川町２９－１５ 
   

0138-23-0128 http://www.e-tetora.com

函館パークホテル新館 北海道函館市新川町２９ー１５ 0138-23-0128 http://www.e-tetora.com

ホテルテトラ 北海道函館市梁川町１７番１６
号

0138-55-1818 http://www.e-tetora.com

アネックスホテルテトラ 北海道函館市梁川町３－３ 0138-55-4848 http://www.e-tetora.com

大黒屋旅館 北海道函館市湯川町３丁目２５
番１０号

0138-59-2743 http://www.e-tetora.com

ＨＡＫＯＤＡＴＥ海峡の風       
                                      
           

北海道函館市湯川町1-１８-
１５

0138-59-1126 予約　☎0570-026-573http://hakodate-uminokaze.com/

ホテル恵風 北海道函館市恵山岬町６１－２
                                          

0138-86-2121 http://www.todohokke.jp/

ホテルノルド小樽                
                                      
          

北海道小樽市色内１ー４ー１６ 0134-24-0500 http://www.mystays.com/ja/hotel/hokka
ido/hotel-nord-otaru



施設名 住所 電話 アドレス 備考

  契約保養施設

●宿泊料金など、詳細についてはご希望の施設に直接お問い合わせください。
●利用補助が適用されない場合もございますので、予約の際にあらかじめご確認ください。

北海道

ホテルソニア小樽               
                                      
           

北海道小樽市色内１ー４ー２０ 0134-23-2600 http://www.mystays.com/ja/hotel/hokka
ido/hotel-sonia-otaru

室蘭プリンスホテル 北海道室蘭市中央町1-4-9 0143-22-5555 予約　☎0570-026-576http://www.muroran-princehotel.com/

第二プリンスホテル室蘭
ビュー

北海道室蘭市海岸町1-20-18 0143-22-7009 予約　☎0570-026-576http://www.muroran-view.com

阿寒湖温泉　ホテル阿寒湖
荘

北海道釧路市阿寒町阿寒湖温
泉1-5-10

0154-67-2231 http://www.akanko.com

あかん遊久の里　鶴雅・あか
ん湖鶴雅ウイングス

北海道釧路市阿寒町阿寒湖温
泉4-6-10

0154-67-4000 https://www.tsurugawings.com/

阿寒の森　鶴雅リゾート　花
ゆう香

北海道釧路市阿寒湖町阿寒湖
温泉1-6-1

0154-67-2500 http://www.hanayuuka.com

釧路プリンスホテル 北海道釧路市幸町7-1 0154-31-1111 予約☎ 0120-33-8686/ネット予約
　プリンスホテル＞法人・団体の方
へ＞保養所のご利用＞　ユーザー
名：prkeiyaku　パスワード：
prkeiyaku2021

http://www.princehotels.co.jp/

ニュー阿寒ホテル 北海道釧路市阿寒町阿寒湖温
泉2-8-8

0154-67-2121 予約は札幌総合予約センター　☎ 
011-222-5222

http://www.newakanhotel.co.jp

新苫小牧プリンスホテル「和
～なごみ～」

北海道苫小牧市双葉町3丁目
2-8

0144-32-9222 予約　☎0570-026-576http://www.tomakomai-nagomi.com

休暇村支笏湖 北海道千歳市支笏湖温泉 0123-25-2201 https://www.qkamura.or.jp/shikotsu

新富良野プリンスホテル 北海道富良野市中御料 0167-22-1111 予約☎ 0120-33-8686/ネット予約
　プリンスホテル＞法人・団体の方
へ＞保養所のご利用＞　ユーザー
名：prkeiyaku　パスワード：
prkeiyaku2021

http://www.princehotels.co.jp/

富良野プリンスホテル 北海道富良野市北の峰町18-6 0167-23-4111 予約☎ 0120-33-8686/ネット予約
　プリンスホテル＞法人・団体の方
へ＞保養所のご利用＞　ユーザー
名：prkeiyaku　パスワード：
prkeiyaku2021

http://www.princehotels.co.jp/

登別温泉　第一滝本館 北海道登別市登別温泉町55 0143-84-2111 予約　☎ 0120-940-489http://www.takimotokan.co.jp

登別温泉　登別万世閣 北海道登別市登別温泉町21 0570-08-3500 https://www.noboribetsu-manseikaku.jp/



施設名 住所 電話 アドレス 備考

  契約保養施設

●宿泊料金など、詳細についてはご希望の施設に直接お問い合わせください。
●利用補助が適用されない場合もございますので、予約の際にあらかじめご確認ください。

北海道

登別温泉名湯の宿　パークホ
テル雅亭

北海道登別市登別温泉町100 0143-84-2335 予約は札幌予約センター　☎ 011-
232-1510

http://www.miyabitei.jp/

登別温泉旅亭　花ゆら 北海道登別市登別温泉町100 0143-84-2322 予約は札幌予約センター　☎ 011-
232-1510

http://www.hanayura.com/

登別　石水亭 北海道登別市登別温泉町203-
1

0143-84-2255 予約　☎ 0570-026-570http://www.noguchi-g.com/

望楼NOGUCHI登別 北海道登別市登別温泉町200-
1

0143-84-3939 予約　☎ 0570-026-570http://www.bourou.com/

ホテル　まほろば 北海道登別市登別温泉町65 0143-84-2211 予約は札幌予約センター　☎ 011-
232-1510　またはホテル

http://www.h-mahoroba.jp/

ホテルゆもと登別 北海道登別市登別温泉町29 0143-84-2277 http://www.yumoto-noboribetu.com/

きたゆざわ森のソラニワ 北海道伊達市大滝区北湯沢温
泉町300-7

0142-68-6677 予約　☎ 0570-026-574http://www.noguchi-g.com

北湯沢温泉郷　湯元ホロホロ
山荘

北海道伊達市大滝区北湯沢温
泉町34

0142-68-6677 予約　☎ 0570-026-574http://www.noguchi-g.com

緑の風リゾートきたゆざわ 北海道伊達市大滝区北湯沢温
泉町300-2

0142-68-8126 予約　☎ 0570-026-574http://www.noguchi-g.com

函館大沼プリンスホテル 北海道亀田郡七飯町西大沼温
泉

0138-67-1111 予約☎ 0120-33-8686/ネット予約
　プリンスホテル＞法人・団体の方
へ＞保養所のご利用＞　ユーザー
名：prkeiyaku　パスワード：
prkeiyaku2021

http://www.princehotels.co.jp/

温泉旅館　鹿の湯 北海道茅部郡鹿部町鹿部 01372-7-2001 http://shikabe-shikanoyu.com

グリーンピア大沼 北海道茅部郡森町赤井川229　 01374-5-2277 https://www.gp-onuma.com/

いこいの湯宿いろは 北海道虻田郡ニセコ町字ニセ
コ477

0136-58-3111 https://www.niseko-iroha.com/

ごきらく亭 北海道虻田郡洞爺湖町洞爺湖
温泉1-4

0142-75-2144 予約　☎ 0470-026-571http://www.gokirakutei.com/



施設名 住所 電話 アドレス 備考

  契約保養施設

●宿泊料金など、詳細についてはご希望の施設に直接お問い合わせください。
●利用補助が適用されない場合もございますので、予約の際にあらかじめご確認ください。

北海道

ザ　レイクビューTOYA　乃の
風リゾート

北海道虻田郡洞爺湖町洞爺湖
温泉29-1

0142-75-2600 予約　☎ 0570-026-571http://nonokaze-resort.com/

絶景の湯宿　洞爺　湖畔亭 北海道虻田郡洞爺湖町洞爺湖
温泉7-8

0142-75-2211 予約　☎ 0570-026-571http://www.toya-kohantei.com/

洞爺湖万世閣ホテル　レイク
サイドテラス

北海道虻田郡洞爺湖町洞爺湖
温泉21

0570-08-3500 http://www.toyamanseikaku.jp/

いわない温泉　高島旅館 北海道岩内郡岩内町字野束
505

0135-61-2222 http://www.iwanai-takashima.com/

富良野ホップスホテル 北海道空知郡上富良野町西２
線北２５号

0167-45-6511 http://www.e-tetora.com

層雲峡温泉　層雲閣グランド
ホテル

北海道上川郡上川町層雲峡温
泉

01658-5-3111 http://www.sounkaku.co.jp

ホテル大雪
　ONSEN&CANYON RESORT

北海道上川郡上川町層雲峡温
泉

01658-5-3211 予約　☎0120-123-717http://www.taisetsu-g.com

層雲峡　朝陽亭 北海道上川郡上川町層雲峡温
泉

01658-5-3241 予約　☎ 0570-026-572http://www.choyotei.com/

朝陽リゾートホテル 北海道上川郡上川町層雲峡温
泉

01658-5-3911 予約　☎ 0570-026-573http://www.noguchi-g.com/

層雲峡マウントビューホテル 北海道上川郡上川町層雲峡 01658-5-3011 http://www.e-tetora.com

サホロリゾートホテル 北海道上川郡新得町狩勝高原 0156-64-7111 http://www.sahoro.co.jp/

白金四季の森　ホテルパーク
ヒルズ

北海道上川郡美瑛町白金温泉 0166-94-3041 http://www.biei-hotelparkhills.com

湯元　白金温泉ホテル 北海道上川郡美瑛町字白金 0166-94-3333 http://www.shiroganeonsen.com/

ウトロ温泉　北こぶし知床ホ
テル＆リゾート

北海道斜里郡斜里町ウトロ東
172

0152-24-2021 旧名称：ウトロ温泉　知床グランド
ホテル北こぶし

https://www.shiretoko.co.jp



施設名 住所 電話 アドレス 備考

  契約保養施設

●宿泊料金など、詳細についてはご希望の施設に直接お問い合わせください。
●利用補助が適用されない場合もございますので、予約の際にあらかじめご確認ください。

北海道

ウトロ温泉　KIKI知床　ナチュ
ラルリゾート

北海道斜里郡斜里町ウトロ香
川192

0152-24-2104 旧名称：ウトロ温泉　知床プリンス
ホテル風なみ季

https://www.kikishiretoko.co.jp/

ルスツリゾート 北海道虻田郡留寿都村字泉川
13

0136-46-3111 https://rusutsu.com/

洞爺湖温泉　洞爺サンパレス
　リゾート＆スパ

北海道有珠郡壮瞥町字洞爺湖
温泉7-1

0142-75-1111 予約は札幌総合予約センター　☎ 
011-222-5222

http://www.toyasunpalace.co.jp/

十勝川温泉　観月苑 北海道河東郡音更町十勝川温
泉南14-2

0155-46-2001 http://www.kangetsuen.com

十勝川温泉第一ホテル 北海道河東郡音更町十勝川温
泉南12-1

0155-46-2231 http://www.daiichihotel.com

美人の湯　十勝川温泉　笹井
ホテル

北海道河東郡音更町十勝川温
泉北15-1

0155-46-2211 http://www.sasaihotel.com

ホテル大平原 北海道河東郡音更町十勝川温
泉南15-1

0155-46-2121 予約　☎0120-254-126http://www.daiheigen.com

士幌高原ヌプカの里 北海道河東郡士幌町字上音更
２１－１７３

01564-5-4274 http://www.nupuka.jp

糠平館観光ホテル 北海道河東郡上士幌町字ぬか
びら源泉郷北区48-1

01564-4-2210 http://www.nukabirakan.com/

川湯温泉　川湯観光ホテル 北海道川上郡弟子屈町川湯温
泉1-2-30

015-483-2121 http://www.iionsen.com

屈斜路プリンスホテル 北海道川上郡弟子屈町屈斜路
温泉

015-484-2111 予約☎ 0120-33-8686/ネット予約
　プリンスホテル＞法人・団体の方
へ＞保養所のご利用＞　ユーザー
名：prkeiyaku　パスワード：
prkeiyaku2021

http://www.princehotels.co.jp/

十勝幕別温泉　グランヴィリ
オホテル

北海道中川郡幕別町字依田
384

0155-56-2121 http://www.route-inn.co.jp/gv/tokachi/

幕別パークホテル　悠湯館 北海道中川郡幕別町依田126 0155-56-4321 http://www.makubetsu.co.jp


