「県民一家族一旅行」地域限定クーポン取扱店【那須町】

令和3年11月3日現在

＜観光施設＞
施設名

住所

TEL

那須高原 南ヶ丘牧場（牧場売店）

〒325-0301 栃木県那須郡那須町大字湯本579番地

0287-76-2150

アートビオトープ那須

〒325-0303 栃木県那須郡那須町高久乙道上2294-3

0287-74-3300

那須高原りんどう湖ファミリー牧場

〒325-0302 栃木県那須町高久丙414-2

0287-76-3111

那須渓流パーク

〒325-0301 栃木県那須郡那須町湯本湯本213

0287-78-0080

サンバレー美術館

〒326-0301 栃木県那須郡那須町湯本203

0287-76-3800

一般社団法人那須町観光協会

〒325-0301 栃木県那須郡那須町湯本182

0287-76-2619

ジャム工房ベリー

〒325-0301 栃木県那須郡那須町湯本415

0287-76-6139

マウントジーンズ那須 券売所

〒329-3223 栃木県那須郡那須町大島996

0287-77-2300

マウントジーンズ那須

〒329-3223 栃木県那須郡那須町大島966

0287-77-2300

マウントジーンズ那須 カントリー

〒329-3223 栃木県那須郡那須町大島966

0287-77-2300

マウントジーンズ那須 レンタルショップ

〒329-3223 栃木県那須郡那須町大島966

0287-77-2300

那須どうぶつ王国

〒329-3223 栃木県那須郡那須町大島1042-1

0287-77-1110

国立公園 那須ロープウェイ

〒325-0301 栃木県那須郡那須町大字湯本字那須岳215

0287-76-2449

那須ワールドモンキーパーク

〒325-0001 栃木県那須郡那須町大字高久甲6146

0287-63-8855

那須オルゴール美術館

〒325-0302 栃木県那須郡那須町高久丙270

0287-78-2733

SUNCATCHER FACTORY Rainbow Drops

〒325-0302 栃木県那須郡那須町高久丙1 ﾎﾃﾙｴﾋﾟﾅ-ﾙ那須 体験工房和楽日内

0287-78-6644

エミールガレ美術館

〒325-0302 栃木県那須郡那須町高久丙132

0287-78-6030

フルーツパーク森の風

〒325-0302 栃木県那須郡那須町高久丙1179-2

0287-73-5571

GardenHouse SARA

〒325-0304 栃木県那須郡那須町高久甲5840-4

0287-62-2868

那須とりっくあーとぴあ

〒325-0304 栃木県那須郡那須町高久甲5760

0287-62-8388

那須クラシックカー博物館

〒325-0304 栃木県那須郡那須町高久甲5705

0287-62-6662

那須昆虫ワールド

〒325-0001 栃木県那須郡那須町高久甲5327-1

0287-74-5933

那須高原農園 いちごの森

〒325-0001 栃木県那須郡那須町高久甲4588-10

0287-62-1800

那須 花と体験の森

〒325-0001 栃木県那須郡那須町高久甲4588-10

0287-62-8701

源泉 那須山

〒325-0001 栃木県那須郡那須町高久甲4588-10

0287-62-4126

SLランドミュージアム

〒325-0303 栃木県那須郡那須町高久乙24-2

0287-63-4005

那須サファリパーク

〒325-0303 栃木県那須郡那須町高久乙3523

0287-78-0838

ぎゃらりー瀧

〒325-0303 栃木県那須郡那須町高久乙2905-45

0287-63-7423

フィンランドの森 北欧雑貨

〒325-0303 栃木県那須郡那須町高久乙2730-7

0287-78-0981

フィンランドの森 薪ストーブ博物館

〒325-0303 栃木県那須郡那須町高久乙2730-7

0287-78-0981

那須アウトバックツアーズ

〒325-0303 栃木県那須郡那須町高久乙23-106

0287-62-4005

那須ステンドグラス美術館

〒325-0302 栃木県那須郡那須町高久丙1790

0287-76-7111

フットハート 芦野温泉店

〒329-3443 栃木県那須郡那須町芦野1461

080-1099-8856

＜スポーツ・遊興関連＞
施設名

住所

TEL

サンバレー那須 スターダスト

〒325-0301 栃木県那須郡那須町湯本203

0287-76-3800

プチゴルフガーデン

〒325-0303 栃木県那須郡那須町高久乙道東2905-21

0287-62-8731

Spesアクテビティ那須

〒329-3142 栃木県那須郡那須町豊原乙 矢の目ﾀﾞﾑ湖

090-1598-0008

ベストランドショートコース

〒325-0301 栃木県那須郡那須町湯本752

0287-76-3688

マウントジーンズ那須 スノーボードスクール

〒329-3223 栃木県那須郡那須町大島966

0287-77-2300

マウントジーンズ那須 スキースクール

〒329-3223 栃木県那須郡那須町大島966

0287-77-2300

那須カントリークラブ

〒329-3215 栃木県那須郡那須町寺子乙677-28

0287-62-0840

那須陽光ゴルフクラブ

〒329-3441 栃木県那須郡那須町寄居字太田2525

0287-74-0123

1

＜飲食店＞
施設名

住所

TEL

こばやし

〒325-0304 栃木県那須郡那須町大字高久丙1335⁻8

090-2489-3786

カフェ ロルモ

〒325-0302 栃木県那須郡那須町高久丙4514-5

0287-76-2003

ペンション＆レストラン グリーンアベニュー

〒325-0301 栃木県那須町大字湯本205

0287-76-1434

那須高原サービスエリア フードコート

〒329-3225 栃木県那須郡那須町豊原丙2318-6 東北自動車道下り線那須高原ｻｰﾋﾞｽｴﾘｱ内

0287-72-1707

那須高原サービスエリアレストラン

〒329-3225 栃木県那須郡那須町豊原丙2318-6 東北自動車道下り線那須高原ｻｰﾋﾞｽｴﾘｱ内

0287-72-1707

cafe Peache

〒325-0304 栃木県那須郡那須町高久甲5782-19

0287-74-3457

那須高原バル

〒325-0303 栃木県那須郡那須町高久乙2741-2

0287-73-5214

SUDA COFFEE

〒325-0303 栃木県那須郡那須町高久593−402

0287-74-3150

フィンランドの森 温野菜しゃぶしゃぶ ヴォイエッタ

〒325-0303 栃木県那須郡那須町高久乙2730-7

0287-73-8681

ことはな

〒325-0303 栃木県那須郡那須町高久乙765-4

0287-78-3000

ドッグスパリゾートアルトピアーノ

〒325-0302 栃木県那須郡那須町大字高久丙4373-20

0287-74-3870

ティータイムさち

〒325-0302 栃木県那須郡那須町高久丙1195-728

0287-64-2231

森林ノ牧場

〒329-3224 栃木県那須郡那須町豊原乙627-114

0287-77-1340

那須高原ミッシェルガーデンコート/ リストランテ ラ・ヴィータ・エ・ベッラ那須高原

〒325-0301 栃木県那須郡那須町湯本新林206-167

0287-76-7301

ミスタービーフ

〒325-0301 栃木県那須郡那須町湯本新林205-540

0287-76-7729

アジアンオールドバザール

〒325-0301 栃木県那須郡那須町湯本ﾂﾑｼﾞｶﾞ平506-20

0287-76-7600

ペニーレイン 那須店

〒325-0301 栃木県那須郡那須町湯本656-2

0287-76-1960

イタリア料理ジョイア・ミーア那須本店

〒325-0301 栃木県那須郡那須町湯本493-3

0287-76-4478

ステーキハウス寿楽

〒325-0301 栃木県那須郡那須町湯本379

0287-76-3844

田丸家

〒325-0301 栃木県那須郡那須町湯本224

0287-76-2368

Licca

〒325-0301 栃木県那須郡那須町湯本213-916

0287-74-3050

サンバレー那須 森のテーブル

〒325-0301 栃木県那須郡那須町湯本203

0287-76-3800

Licca nasu hutte

〒325-0301 栃木県那須郡那須町湯本182-10

0287-74-3250

マウントジーンズ那須 山頂カフェ

〒329-3223 栃木県那須郡那須町大島966

0287-77-2300

みちのく民芸店

〒325-0301 栃木県那須郡那須町大字湯本130-1

0287-76-2337

ハンバーグ＆ステーキOUTBURST&PONTA

〒325-0303 栃木県那須郡那須町大字高久乙3450-8

0287-78-3381

ココス那須高原

〒325-0303 栃木県那須郡那須町大字高久乙2884-1

0287-78-8201

フィンランドの森 チーズ工房 メッツァネイト

〒325-0303 栃木県那須郡那須町大字高久乙2730-7

0287-78-7128

フィンランドの森 ハンモックカフェ メッツァレイヤ

〒325-0303 栃木県那須郡那須町大字高久乙2730-7

0287-78-7127

フィンランドの森 妖精カフェ メッツァラウハ

〒325-0303 栃木県那須郡那須町大字高久乙2730-7

0287-73-8582

そば処 上川の里

〒329-3215 栃木県那須郡那須町寺子乙2562-3

0287-72-0755

那須の四季

〒325-0302 栃木県那須郡那須町高久丙那須町高久丙1195-728

0287-64-2231

そば・ごはん 天水

〒325-0302 栃木県那須郡那須町高久丙1577-30

0287-76-2844

囲炉裏料理与一

〒325-0302 栃木県那須郡那須町高久丙1338

0287-76-3486

焼肉新羅

〒325-0302 栃木県那須郡那須町高久丙1335-5

0287-76-1012

ロッシ

〒325-0302 栃木県那須郡那須町高久丙1209-1

0287-76-7335

58ブルーベリーガーデン那須

〒325-0302 栃木県那須郡那須町高久丙1192

0287-74-6699

やま吉 那須本店

〒325-0302 栃木県那須郡那須町高久丙1-125

0287-73-8868

Restaurant cu-eri

〒325-0001 栃木県那須郡那須町高久甲5706-41

0287-74-6511

Sarai's kitchen 香多里那

〒325-0304 栃木県那須郡那須町高久甲5406-10

0287-62-5066

中国料理 鈴 (rin)

〒325-0001 栃木県那須郡那須町高久甲5176

0287-63-4265

和牛ステーキ桜 那須高原店

〒325-0001 栃木県那須郡那須町高久甲4585-4

0287-62-9555

那須高原ビール株式会社

〒325-0001 栃木県那須郡那須町高久甲3986-44

0287-62-8958

moon breeze

〒325-0303 栃木県那須郡那須町高久乙2827-1 ﾊﾆｶﾑﾀｳﾝ5号

0287-74-3312

レストラン蒸氣汽関車

〒325-0303 栃木県那須郡那須町高久乙24-2

0287-62-3078

那須の食レストラン なすとらん

〒325-0303 栃木県那須郡那須町高久乙593-8

0287-78-1219

バターのいとこ

〒325-0303 栃木県那須郡那須町高久乙2905-25

0287-62-2100

カフェ杉と胡桃

〒325-0303 栃木県那須郡那須町高久乙2905-88

0287-73-8088

SOFTCREAM STAND

〒325-0303 栃木県那須郡那須町高久乙2905-25

0287-73-5190

茶屋 卯三郎

〒325-0303 栃木県那須郡那須町高久乙湯道東2727-344

0287-78-7322

滝のある釣り堀 那須高原 清流の里

〒325-0303 栃木県那須郡那須町高久乙2714-2

0287-78-0337

夢屋

〒325-0303 栃木県那須郡那須町高久乙1846-92

0287-78-3272

レストラン トリニティ

〒329-3443 栃木県那須郡那須町芦野1469-264

0287-74-0222

２

＜小売店・コンビニエンスストア・スーパーマーケット＞
カワチ薬品 黒田原店

施設名

住所
〒329-3222 栃木県那須郡那須町寺子丙1-81

TEL
0287-72-6610

カワチ薬品 那須高原店

〒329-3200 栃木県那須郡那須町大字高久丙411-18

0287-76-6603

水車の里 瑞穂蔵 売店

〒325-0301 栃木県那須郡那須町湯本新林357‐32

0287-76-1676

自然思いの宿コテジ那須

〒325-0302 栃木県那須郡那須町大字高久丙字宇津ノ向2846‐101

090-2954-0377

那須高原サービスエリア上り線 売店

〒329-3225 栃木県那須郡那須町豊原丙4092-2

0287-72-1717

那須高原サービスエリア下り線 売店

〒329-3225 栃木県那須郡那須町豊原丙2318-6 東北自動車道下り線那須高原ｻ-ﾋﾞｽｴﾘｱ内

0287-72-1707

キングハム 手づくりハムのお家

〒325-0301 栃木県那須郡那須町湯本字新林383-1

0287-76-6110

銀猫GLASS

〒325-0301 栃木県那須郡那須町湯本723-15

0287-76-3399

パン香房ベル・フルール

〒325-0301 栃木県那須郡那須町湯本494-15

0287-76-7008

器の店 遊クラウト

〒325-0301 栃木県那須郡那須町湯本379-16

0287-76-1377

那須和牛専門店 牛楽

〒325-0301 栃木県那須郡那須町湯本379

0287-76-3844

サンバレー那須 フォレストヴィラ売店

〒325-0301 栃木県那須郡那須町湯本203

0287-76-3800

サンバレー那須 オリエンタルガーデン売店

〒325-0301 栃木県那須郡那須町湯本203

0287-76-3800

ミートショップ鶏春

〒325-0301 栃木県那須郡那須町湯本200-47

0287-76-2326

とちぎの地酒 月井酒店

〒325-0301 栃木県那須郡那須町湯本200-28

0287-76-2825

扇屋湯本店

〒325-0301 栃木県那須郡那須町湯本200

0287-76-2735

みちのく諸国郷土民藝館

〒325-0301 栃木県那須郡那須町大字湯本ﾂﾑｼﾞｶﾞ平481-4

0287-76-3366

木の木

〒325-0302 栃木県那須郡那須町大字高久丙1389

0287-76-1706

ギャラリー風のたより

〒325-0302 栃木県那須郡那須町大字高久丙1389-261

0287-76-3632

ザ・ビッグ那須店

〒325-0001 栃木県那須郡那須町大字高久甲字愛宕前484-1

0287-62-7818

那須ラスクテラス

〒325-0304 栃木県那須郡那須町大字高久甲5290

0287-78-7522

道の駅 那須高原友愛の森 ふるさと物産センター

〒325-0303 栃木県那須郡那須町大字高久乙593-8

0287-78-0100

那須のお米のパン屋さん

〒325-0302 栃木県那須郡那須町高久丙1579-330

0287-74-3272

じざい

〒325-0302 栃木県那須郡那須町高久丙1183-31

0287-76-6181

チーズガーデン 那須本店

〒325-0001 栃木県那須郡那須町高久甲喰木原2888

0287-64-4848

BLUE STAR

〒325-0001 栃木県那須郡那須町高久甲5959-1

0287-73-8400

FEODORA

〒325-0001 栃木県那須郡那須町高久甲5959-1

0287-73-8400

カリフォルニアウッドワークス

〒325-0001 栃木県那須郡那須町高久甲5959-1

0287-73-8400

エヌカカオチョコレート

〒325-0304 栃木県那須郡那須町高久甲5240-2

0287-73-5305

鳳鳴館扇屋

〒325-0001 栃木県那須郡那須町高久甲5235-1

0287-78-7567

お菓子の城 那須ハートランド

〒325-0001 栃木県那須郡那須町高久甲4588-10

0287-62-1800

キングハム・おみやげ館

〒325-0001 栃木県那須郡那須町高久甲4583-16

0287-63-8787

コピスガーデン

〒325-0001 栃木県那須郡那須町高久甲4453-27

0287-62-8787

高級家具専門店 OBJET-オブジェ-

〒325-0001 栃木県那須郡那須町高久甲4050-1

0287-74-6709

メゾン・ド・マルシェ那須高原店

〒325-0001 栃木県那須郡那須町高久甲4043-1

0287-60-5370

DOGPLANET

〒325-0001 栃木県那須郡那須町高久甲2888-29

0287-74-5312

那須高原柏屋

〒325-0303 栃木県那須郡那須町高久乙字湯道東5275-1

0287-78-8280

殻々工房

〒325-0303 栃木県那須郡那須町高久乙820-162

0287-78-1100

bee+bee

〒325-0303 栃木県那須郡那須町高久乙820-155

0287-78-1022

CANDLE HOUSE ChouChou

〒325-0303 栃木県那須郡那須町高久乙796-234

0287-78-7060

蔵楽

〒325-0303 栃木県那須郡那須町高久乙593-299

0287-74-5068

石の愉楽

〒325-0303 栃木県那須郡那須町高久乙593-27

0287-74-3875

相田みつを那須ギャラリー

〒325-0303 栃木県那須郡那須町高久乙593-146

0287-78-1616

ＮＡＳＵのラスク屋さん

〒325-0303 栃木県那須郡那須町高久乙586-905

0287-78-3309

瞬く猫の店

〒325-0303 栃木県那須郡那須町高久乙3584-4

0287-78-1886

那須戦国武将ショップ

〒325-0303 栃木県那須郡那須町高久乙3584-4

0287-78-1886

つけもの樋山 那須店

〒325-0303 栃木県那須郡那須町高久乙2794-5

0287-78-7811

森のギフトショップ (ムーミンとサンタクロースの店）

〒325-0303 栃木県那須郡那須町高久乙2730 ﾌｨﾝﾗﾝﾄﾞの森 内

0287-78-6811

雑貨屋ＫＯＲＶＩ

〒325-0303 栃木県那須郡那須町高久乙2730-35

0287-74-5990

ウフララ

〒325-0303 栃木県那須郡那須町高久乙2727-206

0287-78-3820

おひさま堂

〒325-0303 栃木県那須郡那須町高久乙1448-15

0287-73-8718

雲ＩＺＵ那須店

〒325-0303 栃木県那須郡那須町高久乙1-3

0287-73-8828

芦野温泉お土産市場

〒329-3443 栃木県那須郡那須町芦野1461

0287-74-0211

ファミリーマート 那須街道

〒329-3200 栃木県那須郡那須町大字湯本字ﾂﾑｼﾞｹﾞ平506番12 他1筆

0287-76-8133

セブンイレブン那須高原スマートインター入口店

〒329-3225 栃木県那須郡那須町豊原丙字下東畑1562-1

0287-72-7711

セブンイレブン那須一軒茶屋店

〒325-0301 栃木県那須郡那須町湯本370-4

0287-76-2780

ファミリーマート 那須漆塚南

〒329-3200 栃木県那須郡那須町大字漆塚411-5

0287-71-1021

ファミリーマート 那須黒田原

〒329-3222 栃木県那須郡那須町大字寺子丙1-121

0287-71-1552

セブンイレブン那須池田店

〒325-0302 栃木県那須郡那須町高久丙1313-1

0287-76-1128

３

＜その他①＞ ※地域限定クーポンは、以下記載の宿泊施設では施設内お土産店・レストラン等でもご使用になれます。
施設名

住所

TEL

ペンションBE

〒325-0303 栃木県那須町高久乙1879-114

0287-78-2356

那須公園友愛の森 ふれあいの郷直売所

〒325-0303 栃木県那須郡那須町大字高久乙593-8

0287-78-7166

スキー＆スノボ レンタルショップ ビーズ

〒325-0302 栃木県那須郡那須町高久乙丙1147‐631

0287‐76‐2099

ペット＆スパホテル那須ワン

〒325-0301 栃木県那須郡那須町湯本206-1150

0287-76-4017

フレンチアパルトマン那須高原

〒325-0303 栃木県那須郡那須町高久乙1876-10

0287-78-1050

無暦日

〒325-0303 栃木県那須郡那須町高久乙798-78

0287-74-6045

那須中央観光バス

〒325-0001 栃木県那須郡那須町大字高久甲4008-10

0287-62-5151

ペンションＢＥ

〒325-0303 栃木県那須町高久乙1879-114

0287-78-2356

ペンション ハーミテイジ 白い雲

〒325-0301 栃木県那須郡那須町湯本727-19

0287-76-2572

ペンショントント

〒325-0301 栃木県那須郡那須町湯本700-39

0287-76-1410

ペンションアニマーレｉｎ那須

〒325-0301 栃木県那須郡那須町湯本652-8

0288-54-1717

ペンション アニマーレ アネックス

〒325-0301 栃木県那須郡那須町湯本601-3

0288-54-1717

ファミリーペンションあいおい

〒325-0301 栃木県那須郡那須町湯本512-32

0287-76-1455

中藤屋旅館

〒325-0301 栃木県那須郡那須町湯本274-1

0287-76-2705

松川屋那須高原ホテル

〒325-0301 栃木県那須郡那須町湯本252

0287-76-3131

旅館山快

〒325-0301 栃木県那須郡那須町湯本22

0287-76-3070

ペンションアンティーク

〒325-0301 栃木県那須郡那須町湯本213

0287-76-2823

ペンションぱどる

〒325-0301 栃木県那須郡那須町湯本213-1376

0287-76-2569

ホテルグリーンパール那須

〒325-0301 栃木県那須郡那須町湯本213

0287-76-2523

こころのおやど自在荘

〒325-0301 栃木県那須郡那須町湯本206-98

0287-76-3020

ホテルラフォーレ那須

〒325-0301 栃木県那須郡那須町湯本206-959

0287-76-1811

ペンション ユミィ アネックス

〒325-0301 栃木県那須郡那須町湯本206-508

0288-53-6400

ブランヴェール那須

〒325-0301 栃木県那須郡那須町湯本206-194

0287-74-5588

グランドホテル愛寿

〒325-0301 栃木県那須郡那須町湯本206-116

0287-76-3060

那須高原の宿 山の額

〒325-0301 栃木県那須郡那須町湯本206-1145

0287-74-6216

ぬくもりに心なごむ湯宿星のあかり

〒325-0301 栃木県那須郡那須町湯本206-1120

0288-53-6050

若喜旅館

〒325-0301 栃木県那須郡那須町湯本206

0287-76-2323

那須温泉山楽

〒325-0301 栃木県那須郡那須町湯本206

0287-76-3010

那須いちやホテル

〒325-0301 栃木県那須郡那須町湯本204-14

0287-74-3418

石川荘

〒325-0301 栃木県那須郡那須町湯本203

0287-76-2214

サンバレー那須 クイーンズコリーナ売店

〒325-0301 栃木県那須郡那須町湯本203

0287-76-3800

サンバレー那須 フォレスト

〒325-0301 栃木県那須郡那須町湯本203

0287-76-3800

サンバレー那須 本館売店

〒325-0301 栃木県那須郡那須町湯本203

0287-76-3800

サンバレー那須 アクアヴィーナス

〒325-0301 栃木県那須郡那須町湯本203

0287-76-3800

サンバレー那須 森のシンフォニー

〒325-0301 栃木県那須郡那須町湯本203

0287-76-3800

サンバレー那須 万里

〒325-0301 栃木県那須郡那須町湯本203

0287-76-3800

サンバレー那須 スカイホール

〒325-0301 栃木県那須郡那須町湯本203

0287-76-3800

サンバレー那須 嘉月

〒325-0301 栃木県那須郡那須町湯本203

0287-76-3800

サンバレー那須 高原のテーブル

〒325-0301 栃木県那須郡那須町湯本203

0287-76-3800

サンバレー那須 森のオアシス

〒325-0301 栃木県那須郡那須町湯本203

0287-76-3800

休暇村 那須 大浴場

〒325-0301 栃木県那須郡那須町湯本137-14

0287-76-2467

休暇村 那須 喫茶

〒325-0301 栃木県那須郡那須町湯本137-14

0287-76-2467

休暇村 那須 レストラン

〒325-0301 栃木県那須郡那須町湯本137-14

0287-76-2467

休暇村 那須 売店

〒325-0301 栃木県那須郡那須町湯本137-14

0287-76-2467

休暇村 那須 フロント

〒325-0301 栃木県那須郡那須町湯本137-14

0287-76-2467

ペンション アパッチ

〒325-0301 栃木県那須郡那須町湯本 614-22

0287-76-1340

那須マウントホテル

〒325-0301 栃木県那須郡那須町湯本157-7

0287-76-4411

４

＜その他②＞ ※地域限定クーポンは、以下記載の宿泊施設では施設内お土産店・レストラン等でもご使用になれます。
施設名

住所

TEL

ペンション ショパン

〒325-0301 栃木県那須郡那須町湯本593－2

0287-76-1023

dog's pension しゃのんち

〒329-3223 栃木県那須郡那須町大島756-86

0287-73-5636

大丸温泉旅館

〒325-0301 栃木県那須郡那須町大字湯本269

0287-76-3050

ホテルビューパレス

〒329-3200 栃木県那須郡那須町大字湯本212

0287-76-1111

英国カントリーハウス ブルックフィールドファーム

〒325-0302 栃木県那須郡那須町大字高久丙4852-2

0287-77-7508

ザ・ハートフィールドイン

〒325-0302 栃木県那須郡那須町大字高久丙3245-150

0287-77-2281

ホテル・フロラシオン那須

〒325-0302 栃木県那須郡那須町大字高久丙1796

0287-76-6333

ホテルハーヴェスト那須

〒329-0302 栃木県那須郡那須町大字高久丙1792

0287-76-2085

エピナール那須／ヒーリングサロン なごみ

〒325-0302 栃木県那須郡那須町大字高久丙1

022-791-1220

那須ハミルの森

〒325-0304 栃木県那須郡那須町大字高久甲5310-1

047-701-8050

カントリーハウスパディントン

〒325-0303 栃木県那須郡那須町大字高久乙600-103

0287-78-3377

道の駅 那須高原友愛の森 観光交流センター

〒325-0303 栃木県那須郡那須町大字高久乙593-8

0287-78-0223

ヤマト運輸 那須高原センター

〒325-0302 栃木県那須郡那須町高久丙湯道東1440

0120-01-9625

ロイヤルホテル那須

〒325-0302 栃木県那須郡那須町高久丙4449-2

0287-76-1122

コテージアルカディア

〒325-0302 栃木県那須郡那須町高久丙3243-474

0287-77-1115

THE KEY HIGHLAND NASU

〒325-0302 栃木県那須郡那須町高久丙3243-342

0287-77-7000

那須国際カントリークラブ ロッジ

〒325-0302 栃木県那須郡那須町高久丙1792

0287-76-2800

モンゴリアビレッジ テンゲル

〒325-0302 栃木県那須郡那須町高久丙1577-9

0287-76-6114

セルフ那須りんどう湖SS

〒325-0302 栃木県那須郡那須町高久丙1454

0287-76-4500

ホテル森の風那須

〒325-0302 栃木県那須郡那須町高久丙1179-2

0287-73-5572

ホテル森の風那須/ほぐし処

〒325-0302 栃木県那須郡那須町高久丙1179-2

022-791-1220

ホテル四季の館那須/癒し処

〒325-0302 栃木県那須郡那須町高久丙1179-2

022-791-1220

ホテル四季の館那須

〒325-0302 栃木県那須郡那須町高久丙1179-2

0287-73-5576

ヴィラージュ那須高原

〒325-0302 栃木県那須郡那須町高久丙1147-631

0287-76-1977

ホテルエピナール那須

〒325-0302 栃木県那須郡那須町高久丙1

0287-78-6000

ウェルネスの森 那須

〒325-0001 栃木県那須郡那須町高久甲6437

0287-78-1125

25 那須ゴルフガーデン

〒325-0001 栃木県那須郡那須町高久甲6437

0287-78-7101

囲炉裏の宿ひさご テニス＆フットサルコート

〒325-0304 栃木県那須郡那須町高久甲5627-2

0287-60-1350

花奈里

〒325-0001 栃木県那須郡那須町高久甲5423-2

0287-78-3181

ブリティッシュハウス輪舞曲

〒325-0001 栃木県那須郡那須町高久甲5404-1

0287-78-2570

鉄板焼の宿 菊

〒325-0304 栃木県那須郡那須町高久甲5399-18

0287-62-6717

ガストホフ那須花

〒325-0303 栃木県那須郡那須町高久乙那須町高久乙3442

0287-64-2231

星野リゾート リゾナーレ那須

〒325-0303 栃木県那須郡那須町高久乙道下2301

0570-073-055

ブライトエンジェル

〒325-0303 栃木県那須郡那須町高久乙801-2

0287-78-3830

アニマーレ プレミアム ｉｎ 那須

〒325-0303 栃木県那須郡那須町高久乙801-3

0288-54-1717

ペンショントワイライト

〒325-0303 栃木県那須郡那須町高久乙600-22

0287-78-1174

ペンション ハミングバード

〒325-0303 栃木県那須郡那須町高久乙3814-19

0287-76-6115

英国の森ホテル クイーンズマナ

〒325-0303 栃木県那須郡那須町高久乙3375-1466

0287-78-1141

ペンションおかざき

〒325-0303 栃木県那須郡那須町髙久乙3375-1119

0287-78-1310

TOWAピュアコテージ

〒325-0303 栃木県那須郡那須町高久乙3375

0287-78-1164

ゲストイン悠香里

〒325-0303 栃木県那須郡那須町高久乙3374-644

0287-74-3978

プチホテル晩餐館

〒325-0303 栃木県那須郡那須町高久乙3370-815

0287-78-2888

ペンションPowwow

〒325-0303 栃木県那須郡那須町高久乙3368-141

0287-78-3343

ペンション ナザル・ボンジュ

〒325-0303 栃木県那須郡那須町高久乙1881-162

0287-78-3532

那須陽光ホテル

〒329-3441 栃木県那須郡那須町寄居393-1

0287-74-1010

リンパマッサージマーベル

〒329-3443 栃木県那須郡那須町芦野1461 芦野温泉館1階

0287-54-0843

５

