施設名

住所

電話番号

アトレーユ

弟子屈町字屈斜路原野 475-56

015-484-2455

弟子屈町泉 3 丁目 13-20

015-482-7585

https://www.atreyu.info/
アリスガーデン

http://www.big-hokkaido.com/alice-garden/
湯の閣 池田屋

弟子屈町川湯温泉 2 丁目 6-25

015-483-2011

弟子屈町字屈斜路原野基線 1-20

015-484-2122

温泉民宿 北の大地

弟子屈町湯の島 1 丁目 1-13

015-482-4937

温泉旅館 湖心荘

弟子屈町字屈斜路和琴半島

015-484-2331

お宿 かげやま

弟子屈町字美留和 368-43

015-482-6030

弟子屈町屈斜路湖畔砂湯

015-484-2201

弟子屈町川湯温泉 1 丁目 5-10

015-483-2211

弟子屈町川湯温泉 1 丁目 2-30

015-483-2121

菅野旅館

弟子屈町中央 3 丁目 8-5

015-482-2203

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

http://www.ikeda8.jp/
てぃんくる
http://www.twinkle9486.jp/

http://www.oyadokageyama.com/
ガストホフぱぴりお
http://lakeside-papilio.com/
お宿 欣喜湯
https://www.kinkiyu.com/
川湯観光ホテル
http://www.iionsenn.com/

https://www.princehotels.co.jp/kussharo/
屈斜路原野ユースゲストハウス

弟子屈町字屈斜路原野 443-1

015-484-2609

川上郡弟子屈町川湯仁伏

015-483-2415

弟子屈町字サワンチサップ 9

015-483-2545

弟子屈町川湯温泉 1 丁目 2-15

015-483-2643

http://www.gogogenya.com/
屈斜路湖ホテル
http://kussharokohotel.web.fc2.com/
屈斜路湖荘
http://www.k-kosou.jp/
ＫＫＲかわゆ

http://www.kkr.or.jp/hotel/list/kawayu/
ゲストハウス ゆうあん

弟子屈町旭 3 丁目 18-6

015-482-2977

弟子屈町字アトサヌプリ原野 71 線 88-4

015-483-2544

http://www.uan.ne.jp/
コテージログハウス川湯

http://www.loghouseinkawayu.sakura.ne.jp/

施設名

住所

電話番号

川湯第一ホテル忍冬

弟子屈町川湯温泉 1 丁目 2-3

015-483-2411

弟子屈町川湯駅前 2 丁目 8-2

015-483-2725

弟子屈町字美留和原野 63 線 49-36

015-484-2624

http://www.kawayu.co.jp/
旅人宿 あさ寝坊
http://www.asanebou.jp/
旅人宿 のんき舎

http://www3.plala.or.jp/nonkisha-1995/
屈斜路湖仁伏保養所

弟子屈町字サワンチサップ仁伏温泉

015-483-3058

ビジネスホテル 泉荘

弟子屈町中央 1 丁目 5-9

015-482-2415

ピュア・フィールド風曜日

弟子屈町字弟子屈原野 419-64

015-482-7111

弟子屈町字屈斜路市街地 3 条通 2-3

015-484-3232

弟子屈町朝日 1 丁目 6-7

015-482-2414

弟子屈町美里 4 丁目 7-10

015-482-2979

弟子屈町字熊牛原野 86-23

015-482-2956

弟子屈町川湯温泉 2 丁目 3-25

015-483-2611

弟子屈町川湯駅前 3 丁目 2-10

015-483-2616

弟子屈町湯の島 2 丁目 3-22

015-482-2141

弟子屈町字弟子屈原野 883

015-482-3098

弟子屈町字屈斜路 391-15

015-484-2140

弟子屈町湯の島 1 丁目 1-3

015-482-2040

http://kazeyoubi.net/
ペンション クッシャレラ
http://kussha-rera.com/
ペンション ニューマリモ
http://w01.tp1.jp/~a143091201/
ペンション Ｂｉｒａｏ
http://birao.sakura.ne.jp/
ペンション 熊牛
https://ameblo.jp/p-kuma/
国民宿舎ホテル川湯パーク
http://kawayupark.sakura.ne.jp/
ホテルパークウェイ
http://h-parkway.com/
ホテル摩周
http://www.hotel-masyu.com/
摩周湖ユースホステル
http://www.youthhostel.or.jp/mashu/
三香温泉
https://blog.goo.ne.jp/wakkoti353
民宿 ニューはとや

http://www10.plala.or.jp/new-hatoya/
ましゅまろ

弟子屈町字美留和 61-8

015-482-2027

弟子屈町美里 2 丁目 11-1

015-482-1020

http://www14.plala.or.jp/mashumaro/
民宿 美里

http://www.goodinns.com/minshuku-misato/

施設名

住所

電話番号

名湯の森 ホテルきたふくろう

弟子屈町川湯温泉 1 丁目 9-15

015-483-2960

弟子屈町字屈斜路 181

015-484-2633

弟子屈町字屈斜路 142-6

015-484-2024

弟子屈町鐺別原野 41-32-4

015-482-4672

弟子屈町美留和原野 286

015-482-2224

https://kitafukuro.com/
宿・花ふらり
http://hanafurari.jp/
レイクサイドリゾート ペンション チャトラン
https://lvpctrn.xii.jp/ctrntop.html
うさの森
http://www14.plala.or.jp/usanomori/
きらの宿すばる
http://www.forestlodge-subaru.jp/
ログハウスペンション・ラディッシュ 弟子屈町奥春別 101-47

015-482-2345

http://radish.travel.coocan.jp/
ペンションぽらりす

弟子屈町字札友内原野 52 線 30-3

015-482-2622

弟子屈町桜丘 1 丁目 2-17

015-482-5124

弟子屈町屈斜路市街 2 条通 49-1

015-484-2644

https://www,polaris-hokkaido.com/
温泉民宿 摩湖
http://www.onsenmako.com/
屈斜路湖物語 丸木舟

http://www.sh.rim.or.jp/~moshiri/marukibune/
フォレストイン摩周苑

弟子屈町熊牛原野 31 線東 36-5

015-482-3926

弟子屈町札友内 51 線 19-46

015-482-5489

https://www.mashuen.jp/
鱒や

http://www.roadeast.com/troutinn/zunyahomupeji/HOME.html
屈斜路湖 鶴雅オーベルジュ[SoRa]
https://www.auberge-sora.com/

弟子屈町屈斜路 269

015-484-2538

