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温泉地名 施設名 電話番号 ホームページURL

1 沢渡温泉 かねとく旅館 377-0541 吾妻郡中之条町大字上沢渡2338-5 0279-66-2711

2 四万温泉 一花館 377-0601 吾妻郡中之条町大字四万4237-50 0279-64-2224 http://www.ichigekan.com/

3 四万温泉 四万温泉 寿屋旅館   377-0601 吾妻郡中之条町大字四万4367-6 0279-64-2515 http://www.kotobukiya.tv/

4 四万温泉 山ばと  377-0601 吾妻郡中之条町大字四万4358-11 0279-64-2217 https://www.yamabato.com/

5 四万温泉 四万温泉 豊島屋   377-0601 吾妻郡中之条町大字四万3887 0279-64-2134 https://tosimaya.co.jp/

6 沢渡温泉 沢渡温泉 宮田屋旅館  377-0541 吾妻郡中之条町大字沢渡2163-3 0279-66-2231 http://miyataya.jp/

7 四万温泉 渓声の宿 いずみや  377-0601 吾妻郡中之条町大字四万3981-1 0279-64-2404 https://shima-izumiya.com/

8 四万温泉 三木屋旅館   377-0601 吾妻郡中之条町大字四万甲3894 0279-64-2324 https://mikiya.tv/

9 四万温泉 四万やまぐち館   377-0601 吾妻郡中之条町大字四万甲3876-1 0279-64-2011 http://www.yamaguchikan.co.jp/

10 四万温泉 四万温泉 柏屋旅館   377-0601 吾妻郡中之条町大字四万3829 0279-64-2255 https://www.kashiwaya.org/

11 尻焼温泉 星ヶ岡山荘   377-1701 吾妻郡中之条町大字入山1539 0279-95-5121 http://hoshigaokasanso.com/

12 四万温泉 なかざわ旅館   377-0601 吾妻郡中之条町大字四万4238-41 0279-64-2716 http://www.hatago.net/

13 四万温泉 四万温泉 くれない   377-0601 吾妻郡中之条町大字四万4143-2 0279-64-2006 https://www.unaginow.com/

14 四万温泉 時わすれの宿 佳元   377-0601 吾妻郡中之条町大字四万4344-2 0279-64-2314 https://yoshimoto.jp/

15 四万温泉 四万たむら  377-0601 吾妻郡中之条町大字四万4180 0279-64-2111 http://www.shima-tamura.co.jp/

16 四万温泉 四万グランドホテル   377-0601 吾妻郡中之条町大字四万4228 0279-64-2211 https://www.shima-grand.com/

17 四万温泉 国民宿舎 四万ゆずりは荘   377-0601 吾妻郡中之条町大字四万4345 0279-64-2340 https://www.yuzurihasou.jp/

18 四万温泉 湯元四萬舘   377-0601 吾妻郡中之条町大字四万3838 0279-64-2001 http://www.shimakan.com/

19 花敷温泉 囲炉裏の御宿 花敷の湯   377-1701 吾妻郡中之条町大字入山1533 0279-95-5307 http://www.hanasikinoyu.jp/

20 四万温泉 つばたや旅館   377-0601 吾妻郡中之条町大字四万3985 0279-64-2920 http://www16.plala.or.jp/tubataya/

21 四万温泉 伊東園ホテル四万   377-0601 吾妻郡中之条町大字四万4358-1 0570-057-780 https://www.itoenhotel.com/shima/

22 四万温泉 叶屋旅館   377-0601 吾妻郡中之条町大字四万4139-12 0279-64-2104 http://www.kanouyaryokan.com/

23 その他 野反湖キャンプ場  377-1701 吾妻郡中之条町大字入山国有林内 0279-82-1180 https://nozorikocamp.com/

24 応徳温泉 お宿花まめ   377-1704 吾妻郡中之条町大字小雨21-1 0279-95-3650 http://www.hanamame-kuni.com/

25 四万温泉 あやめや旅館   377-0601 吾妻郡中之条町大字四万4238-45 0279-64-2438 https://shima-ayameya.com/

26 尻焼温泉 白根の見える丘   377-1701 吾妻郡中之条町大字入山682-2 0279-95-5055 https://www.sirane.burari.biz/

27 沢渡温泉 古民家の宿 金木   377-0541 吾妻郡中之条町大字上沢渡2315 0279-66-2216 https://sawatari-kaneki.jimdo.com/

28 尻焼温泉 ホテル光山荘   377-1701 吾妻郡中之条町大字入山696-67 0279-95-5126 http://www.kohzansou.com/

29 四万温泉 ペットと泊まれる宿 旅館 三国園   377-0601 吾妻郡中之条町大字四万4362 0279-64-2231 http://www.mikunien.com/

30 四万温泉 積善館   377-0601 吾妻郡中之条町大字四万甲4236 0279-64-2101 https://www.sekizenkan.co.jp/

31 四万温泉 鹿覗キセキノ湯 つるや   377-0601 吾妻郡中之条町大字四万4372-1 0279-64-2927 https://tsuruya.net/

32 四万温泉 温泉グランピング ShimaBlue（シマブルー） 377-0601  吾妻郡中之条町大字四万4155-9 0279-64-2155 https://shimablue.jp/

33 四万温泉 鐘寿館   377-0601 吾妻郡中之条町大字四万3895 0279-64-2301 http://www.naf.co.jp/shojukan/

34 四万温泉 四万温泉ひなたみ館   377-0601 吾妻郡中之条町大字四万4367-8 0279-64-2021 https://www.hinatamikan.co.jp/

35 沢渡温泉 沢渡温泉 三喜屋旅館  377-0541 吾妻郡中之条町大字上沢渡2179-2 0279-66-2227 https://www.mikiya-inn.com/

36 四万温泉 地酒の宿中村屋   377-0601 吾妻郡中之条町大字四万4237-33 0279-64-2601 http://www.zizakenoyado.com/

37 沢渡温泉 沢渡温泉 まるほん旅館   377-0541 吾妻郡中之条町大字上沢渡甲2301 0279-66-2011 http://www.sawatari.jp/

38 たんげ温泉 たんげ温泉 美郷館   377-0541 吾妻郡中之条町大字上沢渡1521-2 0279-66-2100 http://www.misatokan.com/

39 四万温泉 中生館   377-0601 吾妻郡中之条町大字四万乙4374 0279-64-2336 http://www.chuseikan.jp/kannai.html

40 沢渡温泉 龍鳴館   377-0541 吾妻郡中之条町大字上沢渡2317-1 0279-66-2221 http://ryumeikan.sakura.ne.jp/

41 沢渡温泉 山水荘もりや   377-0541 吾妻郡中之条町大字上沢渡2346-8 0279-66-2131 http://sansuiso.com/

42 四万温泉 はつしろ旅館 377-0601 吾妻郡中之条町大字四万4237-53 0279-64-2510

43 四万温泉 四万温泉 やまの旅館 377-0601 吾妻郡中之条町大字四万4237-47 0279-64-2604

44 四万温泉 SPA GUEST HOUSE LULUD（ルルド） 377-0601 吾妻郡中之条町大字四万4138 0279-25-8322 https://lulud.jp/

45 その他 宿くじら屋   377-1701 吾妻郡中之条町入山1996 0279-95-5555 https://www.kujiraya-inn.com/

46 四万温泉 白岩館 377-0601 吾妻郡中之条町四万3843-2 0279-64-2124

47 四万温泉 もりまた旅館   377-0601 吾妻郡中之条町四万3849-1 0279-64-2226 https://morimata.com/

48 沢渡温泉 住吉屋旅館 377-0541 吾妻郡中之条町大字上沢渡2285-4 0279-66-2521
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