愛郷ぐんまプロジェクト第5弾「宿泊キャンペーン」
草津温泉対象施設一覧（2022年5月25日現在）
施設名称

施設所在地

電話番号

ホームページURL

No.

施設種別

1

旅館

ホテル 松巳

吾妻郡草津町大字草津19-23

0279-88-3155

http://www.kusatsu-matsumi.show-buy.jp/

2

旅館

山本館

吾妻郡草津町大字草津404

0279-88-3244

http://yamamotokan.com/

3

旅館

草津ナウリゾートホテル

吾妻郡草津町大字草津白根750

0279-88-5111

https://www.kusatsu-now.co.jp/

4

旅館

群龍館

吾妻郡草津町大字草津394-2

0279-88-2079

http://www21.cx/gunryu/

5

旅館

くさつのお宿 清重館

吾妻郡草津町大字草津280-4

0279-88-2272

https://www.kusatsuspa.com/

6

旅館

湯畑草菴

吾妻郡草津町大字草津118-1

0279-88-2311

https://www.kusatsu-souan.co.jp/

7

旅館

源泉 一乃湯

吾妻郡草津町大字草津135

0279-88-2311

https://www.kusatsu-ichinoyu.jp/

8

旅館

奈良屋

吾妻郡草津町大字草津396

0279-88-2311

https://www.kusatsu-naraya.co.jp/

9

旅館

湯川 テラス

吾妻郡草津町大字草津375

0279-88-2311

https://www.yugawa-terrasse.jp

10

旅館

草津温泉 望雲

吾妻郡草津町大字草津433

0279-88-3251

https://www.hotelboun.com/

11

旅館

ひのき亭 牧水

吾妻郡草津町大字草津19

0279-88-3708

http://www.bokusui.info/

12

旅館

草津温泉 喜びの宿 高松

吾妻郡草津町大字草津312

0279-88-3011

http://www.h-takamatsu.com/

13

旅館

小泉館

吾妻郡草津町大字草津379

0279-88-2068

http://kusatu.com/koizumikan/

14

旅館

湯の宿 みさご

吾妻郡草津町大字草津546

0279-88-4369

http://misago.sub.jp/

15

旅館

草津温泉 日新館

吾妻郡草津町大字草津368

0279-88-2013

https://www.nisshinkan.com/

16

旅館

ペンション らんぶる

吾妻郡草津町大字草津604-11

0279-88-5551

https://www.ranburu.com/

17

旅館

湯宿 みゆき 本館

吾妻郡草津町大字草津482

0279-88-3766

http://hotelmiyuki.com/

18

旅館

宮崎ペンション霊泉平右

吾妻郡草津町大字草津609-5

0279-88-3312

http://reisenheisuke.com/

19

旅館

昔心の宿 金みどり

吾妻郡草津町大字草津162

0279-88-2522

https://www.kanemidori.co.jp/

20

旅館

炯-kei-

吾妻郡草津町大字草津297

0279-82-1800

https://kei-kusatsu.com/

21

旅館

草津スカイランドホテル

吾妻郡草津町大字草津530-3

0279-88-5050

http://skylandhotel.jp/

22

旅館

ホテル 一井

吾妻郡草津町大字草津411

0279-88-0011

http://www.hotel-ichii.co.jp/

23

その他

ペットと泊まれるコンドミニアム フラットレット草津

吾妻郡草津町大字草津464-1211

0279-88-0311

http://flatlet-kusatsu.com/

24

旅館

旅館たむら

吾妻郡草津町大字草津305

0279-88-2045

https://ryokan-tamura.co.jp/

吾妻郡草津町大字草津524-3

0279-88-4450

https://tenpen.jp/

25

ペンション 天狗山ペンション”トーク”

26

旅館

つつじ亭

吾妻郡草津町大字草津639-1

0279-88-9321

http://tsutsujitei.co.jp/

27

旅館

ホテルスパックス草津

吾妻郡草津町大字草津470-1

0279-88-2333

https://www.hotel-spax.com/

吾妻郡草津町大字草津246-46

0279-88-6632

https://pension-ventvert.com/

28

ペンション ペンションヴァンベール

29

旅館

草津温泉 お豆の小宿 花いんげん

吾妻郡草津町大字草津92

0279-88-3447

https://hanaingen.com/

30

旅館

お宿 木の葉 ※5/31まで

吾妻郡草津町大字草津白根464-214

0279-89-9320

https://www.hotespa.net/hotels/konoha/

31

旅館

湯宿 季の庭 ※5/31まで

吾妻郡草津町大字草津白根464-214

0279-89-9320

https://www.hotespa.net/hotels/tokinoniwa/

32

旅館

香旬の宿 長楽

吾妻郡草津町大字草津601-2

0279-88-8088

http://www.choraku.in/

33

旅館

伊東園ホテル草津

吾妻郡草津町大字草津464-1051

0570-058-780

https://www.itoenhotel.com/kusatsu/

34

旅館

十二屋旅館

吾妻郡草津町大字草津155

0279-88-3277

http://www.kusatsu1028.com/

35

旅館

滋養の宿 橅

吾妻郡草津町大字草津246-25

0279-88-6001

http://www12.plala.or.jp/jiyounoyado_buna/

36

旅館

草津温泉ペットと泊まれる宿

吾妻郡草津町大字草津740-3

0279-88-1212

https://onga.co.jp/

音雅

37

ペンション 綿貫ペンション

吾妻郡草津町大字草津557-11

0279-88-3509

https://watapen.com/

38

ペンション ペンション マイウェー

吾妻郡草津町大字草津464-1262

0279-88-7718

https://kusatsu-myway.com/

吾妻郡草津町大字草津360

0279-88-3177

http://www.tenojiya.co.jp/

吾妻郡草津町大字草津542-5

0279-88-7788

http://www.kindaip.jp/

39
40

旅館

草津温泉 ての字屋

ペンション きんだいペンション

41

旅館

草津ホテル別館 綿の湯

吾妻郡草津町大字草津469-4

0279-88-8777

http://watanoyu.net/

42

旅館

お宿 ゆきずみ

吾妻郡草津町大字草津39-12

0279-88-3481

－
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ホームページURL

施設種別

43

旅館

草津温泉 不二旅館

吾妻郡草津町大字草津210-1

0279-88-2274

http://www.fujiryokan.burari.biz/

44

旅館

旅館ふじ重

吾妻郡草津町大字草津242

0279-88-3287

http://www21.cx/fujishige/

吾妻郡草津町大字草津235-114

0279-88-2052

http://www.p-mitomo.com/

吾妻郡草津町大字草津甲419

0279-88-2027

http://www21.cx/932-kan/

吾妻郡草津町大字前口3-45

0279-88-3610

https://www.kusatsu-cc.com/

吾妻郡草津町大字草津15-8

0279-88-2109

https://www.mystays.com/hotel-kusatsu-onsen-hotel-resort-gunma/

45

施設名称

施設所在地

No.

ペンション ペンションみとも

46

旅館

草津舘

47

その他

草津カントリークラブ

48

ホテル

草津温泉ホテルリゾート

白樺ロッヂ

49

ホテル

草津温泉 大東舘

吾妻郡草津町大字草津126

0279-88-2611

https://daitokan.co.jp/

50

ホテル

リブマックスリゾート草津温泉

吾妻郡草津町大字草津548-1

0279-89-1170

https://www.livemax-resort.com/gunma/kusatsu/

51

ホテル

草津温泉 ホテルヴィレッジ

吾妻郡草津町大字草津618

0279-88-3232

https://www.hotelvillage.co.jp/

52

旅館

草津グリーンパークパレス

吾妻郡草津町大字草津白根464-523

0279-88-3960

http://www.kusatsu-gpp.com/

53

旅館

湯畑の宿 佳乃や

吾妻郡草津町大字草津95

0279-88-2422

https://yoshinoya932.com/

吾妻郡草津町大字草津543

0279-88-1288

http://scty.net/segawa/

54

ペンション セガワ ペンション

55

旅館

草津温泉 松乃井旅館

吾妻郡草津町大字草津58-1

0279-88-6211

－

56

旅館

前橋館

吾妻郡草津町大字草津289

0279-88-2288

http://www21.cx/maebashikan/

吾妻郡草津町大字草津464-887

0279-88-8893

http://www.kusatsu-onsenhaitou.com/mountain

ぬ志勇旅館

吾妻郡草津町大字草津446

0279-88-2477

http://nushiyu.kusatsu.org/

ペットも泊まれる温泉付貸別荘Pear tree Kusatsu

吾妻郡草津町大字草津464-954

090-3239-0932

https://www.pear-tree-kusatsu.com/

57

ペンション 草津白根マウンテンビューロッジ

58

旅館

59

その他

60

旅館

草津ホテル

吾妻郡草津町大字草津479

0279-88-5011

http://www.kusatsuhotel.com/

61

旅館

小島屋

吾妻郡草津町大字草津344

0279-88-2128

https://kojimaya.gunma.jp/#

吾妻郡草津町大字草津529-10

0279-88-2711

http://www.hotel-baelz.com/

62

ペンション HANAYADO BAELZ

63

旅館

いで湯荘

吾妻郡草津町大字草津189-1

0279-88-4174

http://www.kusatsu-ideyuso.com/

64

旅館

かしきり温泉の宿 五郎次

吾妻郡草津町大字草津322-1

0279-88-3556

https://hpdsp.jp/gorouji/

65

ペンション ペンションブルーベル

吾妻郡草津町大字草津464-424

0279-88-3705

https://bluebell-kusatsu.jp/

66

ペンション ペンション レザン

吾妻郡草津町大字草津558-2

0279-80-4380

http://p-raisin.com/

67

ペンション ペンション陽のあたる場所

吾妻郡草津町大字草津760-5

0279-88-6650

https://pension-sun.com/

68

旅館

草津温泉 ホテル櫻井

吾妻郡草津町大字草津465-4

0279-88-1111

https://www.hotel-sakurai.co.jp/

69

旅館

ゆ宿 大蔵

吾妻郡草津町大字草津290-10

0279-88-3939

https://kusatsu-okura.com/

70

旅館

益成屋旅館

吾妻郡草津町大字草津406

0279-88-2005

https://ekinariya.com

71

旅館

尻焼き風呂の桐島屋旅館

吾妻郡草津町大字草津541

0279-88-2871

http://www.shiriyaki.com/

72

旅館

草津温泉宿 えいだ屋

吾妻郡草津町大字草津464-285

0279-82-5353

http://www.eidaya.com

73

旅館

大阪屋旅館

吾妻郡草津町大字草津356

0279-88-2411

http://osakaya.in

74

旅館

田島屋旅館

吾妻郡草津町大字草津45

0279-88-3392

https://kusatsu-tajimaya.com

旅館

湯治の宿 山口荘

75
76

吾妻郡草津町大字草津470-3

0279-88-3407

http://yamaguchisou.main.jp

吾妻郡草津町大字草津639-49

0279-88-4796

http://www.hoshikawa.co

松村屋旅館

吾妻郡草津町大字草津365

0279-88-2323

http://kusatu.com/matumuraya/

草津温泉 326 山の湯ホテル

吾妻郡草津町大字草津326

0279-82-5539

http://yamanoyu326.wix.com/japanese-hotel

ペンション 和風ペンションほしかわ

77

旅館

78

ホテル

79

旅館

古久長旅館

吾妻郡草津町大字草津355

0279-88-3125

http://kusatu.com/kokucho/

80

旅館

湯宿 いわふじ

吾妻郡草津町大字草津249-44

0279-88-0279

http://www.kusatsu-rotenburo.jp/

81

旅館

ニュー紅葉

吾妻郡草津町大字草津464-34

0120-582-867

https://www.ohruri.com/

82

旅館

旅館するがや

吾妻郡草津町大字草津507-1

0279-88-2217

https://kusatsu-surugaya.com/

83

旅館

お宿 雪もみじ

吾妻郡草津町大字草津468-7

0279-88-2217

https://yukimomiji.com/

84

旅館

薬師の湯 湯元館

吾妻郡草津町大字草津366

0279-88-3394

http://www.kusatsu-yumotokan.co.jp/
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施設種別

85

旅館

施設名称
お宿 平の家

施設所在地

電話番号

ホームページURL

吾妻郡草津町大字草津121-2

0279-88-1126

https://kusatsu-hiranoya1126.com/

86

ペンション さとうペンション・ルーエ

吾妻郡草津町大字草津235-94

0279-88-5341

https://main-ruhe.ssl-lolipop.jp/

87

ペンション ペンション ベルクラント

吾妻郡草津町大字草津464-1075

0279-88-3983

http://www.bergland.jp/

草津温泉 ふたばや

吾妻郡草津町大字草津142-1

0279-88-5403

http://www.hutabaya.com/

興亜館

吾妻郡草津町大字草津311-4

0279-88-3342

http://www.kusatu.com/kouakan/

ルーバン山田

吾妻郡草津町大字草津524-99

0279-88-2010

http://ruban.co.jp/

88

ホテル

89

旅館

90

ホテル

91

民宿

民宿 山田荘

吾妻郡草津町大字草津23-2

0279-88-3505

http://www.yamadasou.burari.biz/

92

旅館

湯籠りの里 緑風亭

吾妻郡草津町大字草津524-8

0279-88-0131

http://ryokufutei.com/

93

旅館

赤ちゃん キッズ 大歓迎の宿 ゆたか

吾妻郡草津町大字草津97

0279-88-6186

https://kusatsuonsen.net/

吾妻郡草津町大字草津464-113

0279-88-6760

http://kusatu.com/spur/

94

ペンション ペンションシュプール

95

旅館

上村屋旅館

吾妻郡草津町大字草津79

0279-88-3436

http://kusatu.com/kamimuraya/

96

旅館

旅館喜平

吾妻郡草津町大字草津462-41

0279-88-3169

http://www.ne.jp/asahi/kusatsu/kihei/

97

旅館

三関屋旅館

吾妻郡草津町大字草津99

0279-88-7613

http://misekiya.com/

98

旅館

きむらや別邸

吾妻郡草津町大字草津464-278

070-8585-0932

https://airbnb.com/h/kimuraya-villa/

99

旅館

おやど みゆき別館

吾妻郡草津町大字草津473

0279-88-2550

https://hpdsp.jp/hotelmiyukibekkan/

100

旅館

泉水館

吾妻郡草津町大字草津478

0279-88-2216

http://sensuikan.jp/

101

旅館

末広屋旅館

吾妻郡草津町大字草津55

0279-88-3316

－

102

旅館

草津さくらリゾートホテル

吾妻郡草津町草津下滝原547-5

0279-89-8000

http://www.kusatsu-sakura.com/

103

旅館

癒しの隠れ宿 ニューいずみ

吾妻郡草津町大字草津565-7

0279-88-3442

http://new-izumi.com/

104

ホテル

ビジネスホテル アゼリア

吾妻郡草津町大字草津455

0279-88-5151

－

105

旅館

松坂屋旅館

吾妻郡草津町大字草津178-4

0279-88-3557

http://www21.cx/matsuzakaya/

106

旅館

菊水荘

吾妻郡草津町大字草津甲213

0279-88-2086

https://www.kikusuisou.com/

107

旅館

草津温泉 和える宿 高松

吾妻郡草津町草津290-14

0279-88-3011

http://h-takamatsu.com/aeruyado/

108

旅館

うり房旅館

吾妻郡草津町草津223

0279-88-9720

https://wooribow.com/

109

旅館

八雲 旅館

吾妻郡草津町草津100

0279-88-2138

－

110

旅館

極楽館

吾妻郡草津町大字草津507

0279-88-2142

http://www.gokurakukan.com/

111

民宿

民宿 美山

吾妻郡草津町大字草津235-104

0279-89-1225

－

112

旅館

米山館 鬼無里屋

吾妻郡草津町大字草津209-1

0279-88-2189

http://yoneyamakan.main.jp/

113

旅館

ワンデイ美津木

吾妻郡草津町大字草津634-8

0279-89-8088

http://miduki.jp/oneday/

114

旅館

旅館 美津木

吾妻郡草津町大字草津633-3

0279-88-3141

http://miduki.jp

115

旅館

新潟屋旅館

吾妻郡草津町大字草津168

0279-88-3468

http://kusatu.com/niigataya/

116

旅館

喜久美旅館

吾妻郡草津町大字草津167

0279-88-2098

http://www21.cx/kikumi/

117

旅館

草津温泉 はなみづき

吾妻郡草津町草津51-2

070-8432-8332

https://hanamizuki-kusatsu.business.site/

118

旅館

飯島館

吾妻郡草津町大字草津447-8

0279-88-3457

https://www.iijimakan.com/

119

旅館

宮﨑館

吾妻郡草津町大字草津71-2

0279-88-3313

－

120

旅館

四季倶楽部 アイソネット草津

吾妻郡草津町草津246-15

0279-88-4127

http://www.shikiresorts.com/

121

旅館

ラビスタ草津ヒルズ

吾妻郡草津町草津226-15

0279-88-5492

https://www.hotespa.net/hotels/la_kusatsu/

122

旅館

草明庵

吾妻郡草津町草津633-19

0279-82-5340

http://www.soumeian.jp/

123

民泊

町宿

吾妻郡草津町草津452-10 カワムラビル3F

0279-82-5830

https://www.kfor.jp/

124

旅館

きむらや

吾妻郡草津町草津117-1

0279-82-5920

https://kusatsu-kimuraya.com/

125

旅館

喜和旅館

吾妻郡草津町草津194-1

0279-88-2130

http://www21.cx/kiwa/

126

旅館

うり房旅館仲通り うら房

吾妻郡草津町大字草津69番地

0279-82-1369

※5/31まで

SABITO（まちやど

さびと）

3

