◆ 2022年度版 信州物味湯産手形販売所リスト ♨マークは手形入浴参画施設です。
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♨

大町市 信州金熊温泉 明日香荘

0261-26-2301

https://www.monomiyusan.jp/2022/shisetsu/yu/asukasou.html

1

阿智村 ACHI BASE (阿智☆昼神観光局)

0265-49-3177

https://www.achibase.com/

♨

大町市 大町温泉郷 黒部観光ホテル

0261-22-1520

https://www.monomiyusan.jp/2022/shisetsu/yu/kurobekankou.html

阿智村 尾張あさひ苑

0265-43-3180

https://www.monomiyusan.jp/2022/shisetsu/yu/owariasahien.html

♨

大町市 アルプス温泉博物館湯けむり屋敷 薬師の湯

0261-23-2834

https://www.monomiyusan.jp/2022/shisetsu/yu/yakushinoyu.html

♨

阿智村 阿智村保養センター 鶴巻荘

0265-43-2320

https://www.monomiyusan.jp/2022/shisetsu/yu/tsurumakisou.html

♨

大町市 ぽかぽかランド美麻

0261-29-2030

https://www.monomiyusan.jp/2022/shisetsu/yu/miasa.html

♨

阿智村 阿智村公営施設 湯ったり～な昼神

0265-43-4311

https://www.monomiyusan.jp/2022/shisetsu/yu/yu-tari.html

阿智村 野熊の庄 月川

0265-44-2321

16

白馬村

0261-85-4210

https://www.vill.hakuba.nagano.jp/index2.html

♨

https://www.monomiyusan.jp/2022/shisetsu/yu/gessen.html

♨

飯田市 なごみの湯殿 砂払温泉

0265-22-1209

https://www.monomiyusan.jp/2022/shisetsu/yu/sunaharai.html

17

白馬村 道の駅白馬

0261-75-3880

http://michino-eki.hakubakousha.com/

2

飯田市 まちなかインフォメーションセンター

0265-22-4851

http://msnav.com/

18

白馬村 白馬ハイランドホテル 天神の湯

0261-72-3450

https://www.monomiyusan.jp/2022/shisetsu/yu/hakuba-highland.html

3

飯田市 飯田駅観光案内所

0265-52-2946

http://msnav.com/

19

白馬村 白馬姫川温泉 岩岳の湯

0261-72-8304

https://www.monomiyusan.jp/2022/shisetsu/yu/iwatakenoyu.html

4

飯田市 飯田インター観光案内所[㈱南信州観光公社]

0265-28-1747

http://msnav.com/

20

松本市 松本市観光情報センター

0263-39-7176

https://www.matsumoto-tca.or.jp/

♨

阿南町 阿南温泉 かじかの湯

0260-22-2000

https://www.monomiyusan.jp/2022/shisetsu/yu/kajikanoyu.html

21

松本市 松本市観光案内所

0263-32-2814

https://www.matsumoto-tca.or.jp/

♨

高森町 信州たかもり温泉 御大の館

0265-35-8270

https://www.monomiyusan.jp/2022/shisetsu/yu/ontainoyakata.html

♨

松本市 信州穴沢温泉 松茸山荘 別館 東山館

0263-64-2102

https://www.monomiyusan.jp/2022/shisetsu/yu/matsutake-sansou.html

♨

天龍村 天龍温泉 おきよめの湯

0260-32-3737

https://www.monomiyusan.jp/2022/shisetsu/yu/okiyomenoyu.html

♨

松本市 松本市公共の宿 梓水苑

0263-78-5550

https://www.monomiyusan.jp/2022/shisetsu/yu/shisuien.html

♨

平谷村 信州平谷温泉 ひまわりの湯

0265-48-2911

https://www.monomiyusan.jp/2022/shisetsu/yu/himawarinoyu.html

♨

松本市 ふれあい山辺館・白糸の湯

0263-35-9076

https://www.monomiyusan.jp/2022/shisetsu/yu/shiraitonoyu.html

♨

松川町 信州まつかわ温泉 清流苑

0265-36-2000

https://www.monomiyusan.jp/2022/shisetsu/yu/seiryuen.html

22 安曇野市 安曇野市観光情報センター

0263-82-9363

https://www.azumino-e-tabi.net/

5

木曽町 （株）まちづくり木曽福島 広小路プラザ観光案内所

0264-22-2766

https://tmokiso.com/company/

23

上田市 上田市観光会館売店

0268-25-4403

https://www.city.ueda.nagano.jp/site/kankojoho/14383.html

6

木曽町 (一社)木曽おんたけ観光局 木曽福島駅前観光案内所

0264-25-6000

http://www.kankou-kiso.com/

24

上田市 ゆきむら夢工房

0268-72-2204

https://www.city.ueda.nagano.jp/soshiki/ssangyo/2828.html

7

木曽町 道の駅木曽福島

0264-21-1818

http://www.michinoeki-kisofukushima.jp/

25

上田市 丸子観光協会

0268-42-1047

https://www.city.ueda.nagano.jp/soshiki/msangyo/

8

木曽町 代山温泉 せせらぎの四季

0264-24-2626

https://www.monomiyusan.jp/2022/shisetsu/yu/seseraginotoki.html

♨

上田市 真田温泉健康ランド ふれあいさなだ館

0268-72-2500

https://www.monomiyusan.jp/2022/shisetsu/yu/sanadakan.html

♨

大桑村 阿寺温泉フォレスパ木曽あてら荘

0264-55-4455

https://www.monomiyusan.jp/2022/shisetsu/yu/ateraso.html

上田市 岳の湯温泉 雲渓荘

0268-85-2263

https://www.monomiyusan.jp/2022/shisetsu/yu/unkeisou.html

♨

木曽町 二本木の湯

0264-27-6150

https://www.monomiyusan.jp/2022/shisetsu/yu/nihonginoyu.html

上田市 地蔵温泉 十福の湯

0268-75-3855

https://www.monomiyusan.jp/2022/shisetsu/yu/zippukunoyu.html

♨ 南木曽町 大江戸温泉物語ホテル木曽路

0570-090-268

https://www.monomiyusan.jp/2022/shisetsu/yu/kisoji-ooedoonsen.html

佐久市 のぞみサンピア佐久

0267-63-3900

https://www.monomiyusan.jp/2022/shisetsu/yu/nozomi-sanpia.html

9 南木曽町 （一社）南木曽町観光協会 妻籠観光案内所

0264-57-2727

https://nagiso.jp/

27

佐久市 道の駅ヘルシーテラス佐久南

0267-78-3383

http://healthyterrace-saku.jp/

♨

東御市 みづほ温泉 湯楽里館

0268-63-4126

https://www.monomiyusan.jp/2022/shisetsu/yu/yurarikan.html
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白馬村観光局インフォメーション
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URL

URL

♨

東御市 布引温泉 御牧乃湯

0268-67-3467

https://www.monomiyusan.jp/2022/shisetsu/yu/mimakinoyu.html

https://shimosuwaonsen.jp/

♨

小海町 八峰の湯

0267-93-2288

https://www.monomiyusan.jp/2022/shisetsu/yu/yahho-onsen.html

11

諏訪市 諏訪市観光案内所

0266-58-0120

https://www.suwakanko.jp/

♨ 南相木村 南相木温泉 滝見の湯

0267-91-7700

https://www.monomiyusan.jp/2022/shisetsu/yu/takiminoyu.html

12

岡谷市 岡谷市観光協会

0266-23-4854

http://www.kanko-okaya.jp/

岡谷市 岡谷市観光案内所 (JR岡谷駅）

0266-75-1107

http://www.kanko-okaya.jp/

岡谷市 美肌の湯 ロマネット

0266-27-6080

https://www.monomiyusan.jp/2022/shisetsu/yu/romanet.html

28

千曲市 信州千曲観光局

026-275-1326

https://chikuma-kanko.com/

茅野市 スパリゾート 鹿山の湯

0266-69-3800

https://www.monomiyusan.jp/2022/shisetsu/yu/shikayamanoyu.html

29

千曲市 坂井銘醸株式会社

026-276-7205

http://www.sakagura.co.jp/

茅野市 山の宿 明治温泉

0266-67-2660

https://www.monomiyusan.jp/2022/shisetsu/yu/meijionsen.html

30

中野市 (一財）信州なかの産業・観光公社

0269-23-2211

https://www.nakanokanko.jp/

0266-61-8222

https://www.monomiyusan.jp/2022/shisetsu/yu/tsutakijuku.html

♨

中野市 中野市斑尾高原体験交流施設 まだらおの湯

0269-38-3000

https://www.monomiyusan.jp/2022/shisetsu/yu/madaraonoyu.html

♨

中野市 中野市晋平の里間山温泉公園 ぽんぽこの湯

0269-23-2686

https://www.monomiyusan.jp/2022/shisetsu/yu/ponpoko.html

♨

飯山市 いいやま湯滝温泉

0269-65-3454

https://www.monomiyusan.jp/2022/shisetsu/yu/yutakionsen.html

飯山市 いいやま北竜温泉 文化北竜館

0269-65-3121

https://www.monomiyusan.jp/2022/shisetsu/yu/bunkahokuryukan.html

長野市 黄金の湯 松代荘

026-278-2596

https://www.monomiyusan.jp/2022/shisetsu/yu/matusirosou.html

長野市 豊野温泉 りんごの湯

026-257-6161

https://www.monomiyusan.jp/2022/shisetsu/yu/ringonoyu.html

♨

長野市 信州不動温泉 さぎり荘

026-264-2103

https://www.monomiyusan.jp/2022/shisetsu/yu/sagirisou.html

♨

長野市 鬼無里の湯 ホテル＆コテージ

026-256-2140

https://www.monomiyusan.jp/2022/shisetsu/yu/kinasanoyu.html

♨

飯綱町 むれ温泉 天狗の館

026-253-3740

https://www.monomiyusan.jp/2022/shisetsu/yu/tengunoyakata.html

♨ 小布施町 小布施温泉 あけびの湯

026-247-4880

https://www.monomiyusan.jp/2022/shisetsu/yu/akebinoyu.html

♨ 富士見町 道の駅信州蔦木宿 つたの湯
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10 下諏訪町 下諏訪観光案内所
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URL

東京都 銀座ＮＡＧＡＮＯ

03-6274-6017

https://www.ginza-nagano.jp/

愛知県 名古屋観光情報センター

052-263-4118

https://www.pref.nagano.lg.jp/nagoyajimu/index.html

大阪府 大阪観光情報センター

06-6341-8205

https://www.pref.nagano.lg.jp/osakajimu/index.html

事務局 (一社)長野県観光機構内 物味湯産手形事務局

026-219-5271

https://www.monomiyusan.jp/
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