令和3年7月13日 現在

「地元で愉しもう！とやま観光キャンペーン」参加宿泊施設
施設名
富山市
（一財）富山勤労総合福祉センター呉羽ハイツ

住所

TEL

富山市吉作4103-1

076-436-0191

ANAクラウンプラザホテル富山

富山市大手町2-3

076-495-1111

HOWE HOTEL TOYAMA （ハウ ホテル トヤマ）

富山市新富町1-1-14

076-433-8888

SHIROKUMA

富山市岩瀬表町133-2

090-6275-7517

アパヴィラホテル＜富山駅前＞

INN

BED＆BREAKFAST

富山市桜町1丁目5-20

076-431-3111

アパホテル＜富山＞

富山市窪新町6-1

076-432-1111

アパホテル＜富山駅前＞

富山市明輪町88-2

076-444-5111

いこいの村

磯波風

富山市婦中町細谷1ｰ2

076-469-5770

癒しの湯宿

クレヨンハウス

富山市本宮4-23

076-482-1515

いるかホステル

富山市奥田新町8-1

076-471-7441

越中八尾いしがき亭

富山市八尾西町2350

076-456-4082

越中八尾ベースOYATSU

富山市八尾町上新町2701-1

076-482-6955

オークスカナルパークホテル富山

富山市牛島町11-1

076-432-2000

きまち亭

富山市今木町5-30

050-3553-1682

ゲストハウス岩瀬

富山市高畠町1丁目2-43

090-9765-4414

ゲストハウス縁～えにし～

富山市奥井町10-24

076-464-6676

コンセプトホテル和休

富山市宝町1-1-1

076-433-3830

コンフォートホテル富山駅前

富山市宝町1丁目3-2

076-433-6811

桜橋ビジネスホテル

富山市新桜町9-3

076-433-3833

神通峡春日温泉

富山市春日96-1

076-467-5000

スパ・アルプス

ゆ～とりあ越中

富山市山室292-1

076-491-5510

ダイワロイネットホテル富山

富山市荒町6-1

076-420-0055

ダイワロイネットホテル富山駅前

富山市桜町1-3-1

076-471-6422

立山国際ホテル

富山市原45

076-481-1111

つりや

富山市東岩瀬120

076-471-7877

富山市大手町4-8

076-420-0005

富山市総曲輪3丁目9-2

076-421-5489

富山エクセルホテル東急

富山市新富町1-2-3

076-441-0109

とやま自遊館

富山市湊入船町9-1

076-444-2100

富山地鉄ホテル

富山市桜町1-1-1

076-442-6611

富山マンテンホテル

富山市本町2-17

076-439-0100

凪

富山市八尾西町2350

076-456-4082

富山市今市3339

076-435-0016

鯰第一温泉ふじのや

富山市四方荒屋3233

076-435-0054

売薬宿屋

富山市奥井町10-24

076-461-4894

浜黒崎キャンプ場

富山市浜黒崎3385-1

076-438-5767

パレブラン高志会館

富山市千歳町1-3-1

076-441-2255

プライベートハウス永楽町

富山市永楽町21-24

076-461-4894

ペンションホワイトベル

富山市原56

076-481-1016

ホテルアルファーワン富山荒町

富山市荒町4番3号

076-421-2200

ホテルアルファーワン富山駅前

富山市新富町1丁目1番1号

076-433-6000

ホテル草津

富山市田刈屋137

076-432-4580

ホテルクラウンヒルズ富山

富山市桜町2丁目4-11

076-439-2311

ホテルグランテラス富山

富山市桜橋通り2-28

076-431-2211

ホテル古志

富山市海岸通新町4648

076-437-9111

ホテルパークイン富山

富山市桜町2-6-7

076-441-8900

ホテルプライムイン富山

富山市桜町2-3-25

076-441-5050

ホテル森の風立山

富山市原3-6

0120-489-166

ホテルよし原

富山市内幸町4-12

076-432-0147

ホテルリラックスイン富山

富山市桜町1丁目7番22号

076-444-1010

ホテルルートイン富山インター

富山市黒崎401-1

050-5847-7733

ホテルルートイン富山駅前

富山市新富町1-3-17

076-433-5111

万満堂

富山市曙町6ｰ23

080-3046-5275

東岩瀬

天然温泉

剱の湯

天然温泉

富山

STAY

ドーミーイン富山
剱の湯

御宿野乃

YATSUO（なりひら・おたや東・おたや西）

鯰温泉
山キ

施設名
宮田旅館

住所
富山市八尾町西町2267

TEL
076-455-2011

富山市八尾町下笹原678-1

076-454-3330

喜代多旅館

富山市総曲輪1-8

076-432-9131

楽今日館

富山市岩稲26-1

076-485-2800

リバーリトリート雅樂倶

富山市春日56-2

076-467-5550

ロッジ太郎

富山市原11-1

076-482-1418

富山市割山9-1

076-485-2777

富山市安野屋町１丁目1-59

076-461-4894

富山市本宮1338

076-481-1502

八尾ゆめの森

割山森林公園

ゆうゆう館

天湖森

安野家
山の宿

やまびこ

東横INN富山駅新幹線口Ⅱ（※キャンペーン第一弾にのみ参加〈7/31宿泊分まで〉） 富山市桜町1-4-1

076-405-1045

立山山麓温泉ペンション愛花夢

富山市本宮3

076-481-1211

Travelers' house ROOTs

高岡市末広町14-7

050-3698-6002

あさひCity Inn Hotel

高岡市下関町1-34

0766-22-1541

アパホテル＜高岡駅前＞

高岡市下関町6-20

0766-23-5811

アパホテル＜高岡丸の内＞

高岡市丸の内2-1

0766-27-2111

雨晴

高岡市太田4764-4

0766-44-2838

高岡市太田88-1

0766-44-6050

加古川旅館

高岡市伏木国分2-3-27

0766-44-1660

さまのこハウス

高岡市金屋町3-10

0766-75-8128

スーパーホテル高岡駅南

高岡市駅南1丁目8-36

0766-28-9000

スマイルホテル高岡駅前

高岡市駅南5-7-13

0766-29-0055

高岡マンテンホテル駅前

高岡市末広町1-8

0766-27-0100

なかや旅館

高岡市永楽町2-10

0766-22-2768

高岡市佐野1655

0766-26-3000

ホテルアルファーワン高岡駅前

高岡市高岡市下関町4-55

0766-26-0001

ホテルクラウンヒルズ高岡

高岡市駅南5-3-3

0766-54-6160

ホテルニューオータニ高岡

高岡市新横町1

0766-26-1111

ホテルルートイン高岡駅前

高岡市下関町4-63

050-5837-7670

ほんまちの家

高岡市本町1-24

越乃庭

高岡市伏木国分2-5-25

0766-44-7739

大佛旅館

高岡市大仏町1276

0766-21-0075

民家ホテル「金ノ三寸」

高岡市金屋町4-12

080-5859-6343

有限会社

高岡市大手町12-11

0766-22-0354

スーパーホテル富山・射水

射水市三ヶ3967-1

0766-89-9010

第一イン新湊

射水市善光寺18-4

0766-82-4111

高岡市

海辺の宿

雨晴温泉

女岩荘

磯はなび

北陸健康センター

アラピア

角久旅館

射水市

水辺の民家ホテル

ウミネコ棟

射水市放生津町19-18

090-2379-7575

水辺の民家ホテル

カモメ棟

射水市放生津町19-18

090-2379-7575

氷見市小境81

0766-78-1934

氷見市
(有)小境荘
(有)民宿

氷見市島尾1409-1

0766-91-6555

九殿浜温泉ひみのはな

竹や

氷見市姿400

0766-79-1324

Bed&Kitchen SORAIRO

氷見市小久米485

080-5851-1200

HOUSEHOLD

氷見市南大町26-10

SAYS FARM

氷見市余川字北山238

粋な民宿

氷見市阿尾3373

0766-74-1155

海と湯と宿ラ・セリオール

氷見市泊1720

0766-74-7111

温泉民宿

氷見市窪2557-2

0766-91-1888

河内屋

氷見市小境14

0766-78-1221

蔵ステイ池森

氷見市比美町7-20

0766-75-3533

城山

氷見市阿尾527

0766-72-1431

氷見市北大町7-38

0766-72-3744

氷見市泊1760

0766-74-2336

花厨ゆうなぎ

氷見市中波209

0766-79-1021

浜野荘

氷見市大境473

0766-78-1022

美岬
輿市郎

小さな隠れ味宿

魚恵

なだうら温泉元湯

磯波風

施設名
浜辺の宿あさひや

住所
氷見市島尾2195

TEL
0766-91-2045

氷見市阿尾3257

0766-74-0700

氷見の旬を食する味わいのホテル信貴館

氷見市本町17-19

0766-72-3000

美浜荘

氷見市島尾2205-16

0766-91-0026

氷見温泉郷

魚巡りの宿

みろくの湯の宿

永芳閣

氷見市阿尾6-1

0766-74-1144

民宿

あお

氷見市阿尾491

0766-74-3300

民宿

あおまさ

氷見市窪3203-1

0766-91-5157

民宿

うら屋

氷見市小境44

0766-78-1216

民宿

げんろく

氷見市阿尾178-1

0766-72-5688

民宿

汐風

氷見市中波175-1

0766-79-1173

民宿

すがた

氷見市阿尾653

0766-74-1855

民宿

華乃舘

氷見市湖光277-1

0766-74-3978

民宿

わたなべ

氷見市小境43

0766-78-1118

氷見市指崎1632

0766-74-6123

漁師民宿マリンタッチ

氷見市泊1634

0766-72-1780

料理旅館はしもと屋

氷見市中田733

0766-79-1025

ルートイングランティア氷見和蔵の宿

氷見市加納443-5

0766-73-1771

和風温泉元湯

叶

氷見市阿尾2810

0766-72-2503

移り住みたくなる宿『イミグレ』

氷見市小杉232-1

0766-92-2200

池田屋旅館

氷見市北大町7-10

0766-72-0188

湯の里

こーざぶろう

いけもり

氷見の民宿

青柳

氷見市小杉1-3

0120-134-101

氷見温泉郷

くつろぎの宿うみあかり

氷見市宇波10-1

0766-74-2211

氷見市脇方383-3

0766-78-1112

Royal Hotel 富山砺波

砺波市安川字天皇330

0763-37-2000

アパホテル＜砺波駅前＞

砺波市表町1-3

0763-33-3111

おまき温泉スパガーデン和園

砺波市庄川町小牧10

0763-82-2500

寛政三年すいげつろうホテル

砺波市表町15-16

0763-32-2054

古民家ゲストハウスすどまりとなみ

砺波市庄川町金屋2760

080-4214-2055

庄川温泉風流味道座敷ゆめつづり

砺波市庄川町金屋3531

0763-82-1253

となみ野

庄川荘

砺波市庄川町庄4984-1

0763-82-5111

鳥越の宿

三楽園

砺波市庄川町金屋839

0763-82-1260

人肌の宿

川金

民宿 潮の美
砺波市

砺波市上中野70

0763-82-0257

弁天温泉

砺波市庄川町庄若宮88

0763-82-1278

ホテル寺尾温泉

砺波市井栗谷1513

0763-37-2028

ホテルパークイン砺波インター

砺波市太郎丸字堂島6613-1

0763-32-8989

河本楼

砺波市中央町5-13

076-461-4894

おやべクロスランドホテル

小矢部市鷲島65-1

0766-67-1700

小矢部サイクリングターミナル

小矢部市浅地119-9

0766-61-3596

滝乃荘

小矢部市名ヶ滝378

0766-67-1122

ファミリーロッジ旅籠屋・小矢部店

小矢部市西中野1114

0766-68-0855

和美再美

小矢部市後谷285

0766-24-1957

BED AND CRAFT

南砺市本町三丁目41

0763-77-4138

Guest house 絲 （いと）

南砺市福光6224-2

070-4390-3638

イオックスヴァルト

南砺市才川七字荒山5

0763-55-1969

南砺市下野285

090-3760-8345

南砺市本町2-23

0763-58-2200

大牧温泉観光旅館

南砺市利賀村大牧44

0763-82-0363

合掌民宿

南砺市上梨592

0763-66-2639

川合田温泉山田家

南砺市川西1535

0763-52-0821

五箇山温泉

赤尾館

南砺市西赤尾町396-1

0763-67-3321

五箇山温泉

五箇山荘

小矢部市

石動

柏屋

南砺市

美知の里
越中井波

町屋旅館
弥次兵衛

古香里庵

南砺市田向333-1

0763-66-2316

五箇山合掌の里

南砺市菅沼855

0763-67-3300

古民家の宿おかべ

南砺市利賀村長崎112

0763-82-5229

施設名
里山のオーベルジュ薪の音（※宿公式HPからの宿泊予約者のみ宿泊券利用可）

住所
南砺市野口140

TEL
0763-62-3255

庄川峡長崎温泉

南砺市利賀村長崎1-17

0763-82-3741

天竺温泉の郷

南砺市利賀村上百瀬482

0763-68-8400

利賀国際キャンプ場

南砺市利賀村上百瀬49

0763-68-2556

ながさき家

南砺市利賀村長崎91

0763-82-5326

東山荘

南砺市井波3043

0763-82-1013

北原荘

福野タウンホテル

南砺市寺屋新屋敷384-2

0763-22-1414

法林寺温泉

南砺市法林寺4944

0763-52-4251

万水閣

南砺市立野原東1525

0763-62-1717

民宿

中の屋

南砺市利賀村坂上551

0763-68-2104

民宿

勇助

南砺市相倉591

0763-66-2555

民宿

与茂四郎

南砺市相倉395

0763-66-2377

瞑水の館

南砺市利賀村上畠101

0763-68-2324

よしのや旅館

南砺市五箇山皆葎366

0763-67-3227

南砺市福光1376

0763-52-1072

南砺市市川西588ｰ1

0763-52-0500

合掌民宿なかや

南砺市相倉231

0763-66-2457

桜ヶ池クアガーデン

南砺市立野原東1514

0763-62-8181

民宿

長ヨ門

南砺市相ノ倉418

0763-66-2755

民宿

五ヨ門

南砺市相倉321

0763-66-2154

ちとせ旅館

下新川郡入善町入膳7100

0765-72-0209

バーデン明日

下新川郡入善町舟見1677-1

0765-78-2525

旅館

下新川郡入善町入膳3675

0765-72-0453

下新川郡入善町入膳6265

0765-72-1108

生地温泉たなかや

黒部市生地吉田新230

0765-56-8003

延対寺荘

黒部市宇奈月温泉53

0765-62-1234

延楽

黒部市宇奈月温泉347-1

0765-62-1211

お酒のお宿喜泉

黒部市宇奈月町音澤1387

0765-62-1321

黒薙温泉旅館

黒部市宇奈月町黒薙

0765-62-1802

旅亭

ア・ミュー

みや川

源泉の一軒宿

ふくみつ華山温泉

入善町

かしはら館

割烹旅館

清八楼

黒部市

黒部・宇奈月温泉

桃源

黒部市宇奈月温泉22-1

0765-62-1131

黒部・宇奈月温泉

やまのは

黒部市宇奈月温泉352-7

0765-62-1311

サン柳亭

黒部市宇奈月温泉1397ｰ2

0765-62-1336

ホテルアクア黒部

黒部市天神新353-1

0765-54-1000

ホテル黒部

黒部市宇奈月温泉7

0765-62-1331

民宿うな新

黒部市前沢2657

0765-52-1635

黒部市犬山198-1

0765-62-1307

黒部市宇奈月温泉267

0570-550-078

黒部市宇奈月温泉462-2

0765-62-9520

アパホテル<魚津駅前>

魚津市釈迦堂1-1

0765-22-8111

魚津マンテンホテル駅前

魚津市釈迦堂1-14-8

0765-25-0100

お宿

名剣温泉
湯快リゾート

宇奈月グランドホテル

宇奈月温泉 フィール宇奈月
魚津市

魚津市北山684

0765-33-9321

北山鉱泉元祖仁右衛門家

いけがみ

魚津市北山702

0765-33-9222

金太郎温泉

魚津市天神野新6000

0765-24-1220

スカイホテル魚津

魚津市駅前新町4-2

0765-24-9333

ホテル

魚津市上村木2-3-39

0765-22-7411

魚津市吉島1-1-20

0765-24-4411

海老源

滑川市上小泉2155

076-475-5656

スカイホテル滑川

滑川市辰野1375

076-475-8833

海老よし

滑川市田中町200-1

076-475-0356

城山荘

下新川郡朝日町横尾965-7

0765-82-0280

ホテルおがわ

下新川郡朝日町湯ノ瀬1

0765-84-8111

ルートイン魚津

ホテルグランミラージュ
滑川市

朝日町

施設名
料理旅館

有磯

住所
下新川郡朝日町宮崎3239-1

TEL
0765-82-0768

料理旅館

紋左

下新川郡朝日町沼保1184

0765-82-0011

つるぎ恋月

中新川郡上市町湯上野1

076-472-6333

湯神子温泉

中新川郡上市町湯神子25

076-472-3111

グリーンビュー立山

中新川郡立山町千寿ケ原

076-482-1716

千寿荘

中新川郡立山町千寿ケ原28

076-482-1138

立山館

中新川郡立山町千寿ヶ原10

076-482-1229

立山高原ホテル

中新川郡立山町天狗平

076-463-1014

上市町

立山町

とやま健康の森

中新川郡立山町吉峰野開12

076-483-2828

埜の家

中新川郡立山町四谷尾691-4

076-464-3130

ホテル立山

中新川郡立山町芦峅寺室堂

076-463-3345

みくりが池温泉

中新川郡立山町室堂平

076-463-1441

中新川郡立山町芦峅寺125

076-463-1664

らいちょう温泉

グリーンパーク吉峰

雷鳥荘

よしみねハイツ

