
所在エリア 所在地 施設名 住所

1 上川総合振興局 旭川市 ホテルＷＢＦグランデ旭川 旭川市宮下通１０丁目３－３

2 上川総合振興局 旭川市 東花苑 旭川市５条通

3 上川総合振興局 旭川市 有限会社　高砂温泉 旭川市高砂台8丁目1-5

4 上川総合振興局 旭川市 旭川トーヨーホテル 旭川市7条通7丁目32-12

5 上川総合振興局 旭川市 ホテルクレッセント旭川 旭川市5条8丁目緑橋通り

6 上川総合振興局 旭川市 アートホテル旭川 旭川市7条通6丁目29番地2

7 上川総合振興局 旭川市 株式会社　旅館　花菱 旭川市永山２条１５丁目３番１１号

8 上川総合振興局 旭川市 ホテルウィングインターナショナル旭川駅前 旭川市宮下通7丁目３１１２

9 上川総合振興局 旭川市 旅亭雪の屋 旭川市神居町富沢４０９

10 上川総合振興局 旭川市 エコノミーホテル旅の宿ウパシ 旭川市２条通７丁目２００４−１

11 上川総合振興局 旭川市 和風旅館扇松園 旭川市 高砂台３丁目８－３

12 上川総合振興局 雨竜郡幌加内町 せいわ温泉ルオント 雨竜郡幌加内町字政和第一

13 上川総合振興局 上川郡愛別町 協和温泉 上川郡愛別町字協和１４３－３

14 上川総合振興局 上川郡上川町 層雲閣グランドホテル 上川郡上川町層雲峡温泉

15 上川総合振興局 上川郡上川町 ホテル大雪 上川郡上川町字層雲峡

16 上川総合振興局 上川郡上川町 層雲峡　朝暘亭 上川郡上川町層雲峡

17 上川総合振興局 上川郡上川町 層雲峡温泉　朝暘リゾートホテル 上川郡上川町層雲峡

18 上川総合振興局 上川郡上川町 マウントビューホテル 上川郡上川町層雲峡温泉

19 上川総合振興局 上川郡上川町 温泉ペンション銀河 上川郡上川町字層雲峡無番地

20 上川総合振興局 上川郡上川町 層雲峡温泉　ホテルクモイ 上川郡上川町字層雲峡

21 上川総合振興局 上川郡当麻町 まさ屋旅館 上川郡当麻町４条南３丁目7-14

22 上川総合振興局 上川郡当麻町 和のみ 上川郡当麻町6条東４丁目1-6

23 上川総合振興局 上川郡美瑛町 丘の宿　こえる 上川郡美瑛町大町１丁目１−７

24 上川総合振興局 上川郡美瑛町 てふてふ 上川郡美瑛町美沢双葉

25 上川総合振興局 上川郡美瑛町 ファームペンション　ウィズユー 上川郡美瑛町新星第一

26 上川総合振興局 上川郡美瑛町 大雪山白金観光ホテル 上川郡美瑛町字白金温泉

27 上川総合振興局 上川郡美瑛町 湯元白金温泉ホテル 上川郡美瑛町字白金温泉

28 上川総合振興局 上川郡美瑛町 白金四季の森　ホテルパークヒルズ 上川郡美瑛町字白金

29 上川総合振興局 上川郡美瑛町 緩‧慢Adagio 上川郡美瑛町字みどりアダージオ

30 上川総合振興局 上川郡美瑛町 森の旅亭びえい 上川郡美瑛町字白金10522-1

31 上川総合振興局 上川郡東神楽町 森のゆ花神楽 上川郡東神楽町２５号

32 上川総合振興局 士別市 士別グランドホテル 士別市東3条6丁目4

33 上川総合振興局 士別市 ホテル美し乃湯温泉 士別市大通東17丁目3143-215

34 上川総合振興局 士別市 士別Inn翠月 士別市南士別町１８７１－２１

35 上川総合振興局 士別市上士別町 ファーム未来 士別市上士別町７線南６６番地

36 上川総合振興局 空知郡上富良野町 十勝岳温泉　カミホロ荘 空知郡上富良野町２２４２番地先

37 上川総合振興局 空知郡中富良野町 ペンション文月 空知郡中富良野町基線北８号

38 上川総合振興局 空知郡中富良野町 スパ＆ホテルリゾートふらのラテール 空知郡中富良野町字中富良野東１線北１８号

39 上川総合振興局 空知郡中富良野町 旅籠や　なんぷてい 空知郡南富良野町字幾寅966番地

40 上川総合振興局 空知郡中富良野町 ペンション＆レストラン　ラ・コリーナ 空知郡中富良野町字中富良野鹿討農場

41 上川総合振興局 空知郡富良野町 ゲストハウス柿の家 空知郡富良野町東６線北８号

42 上川総合振興局 空知郡上富良野町 ペンション　ランドスケープふらの 空知郡上富良野町西2線北28号309-2



43 上川総合振興局 空知郡上富良野町 富良野ホップスホテル 空知郡上富良野町西2線北25号

44 上川総合振興局 空知郡上富良野町 フロンティアフラヌイ温泉 空知郡上富良野町新町4丁目４－２５

45 上川総合振興局 空知郡上富良野町 十勝岳温泉　湯元　凌雲閣 空知郡上富良野町東町４丁目３番１号

46 上川総合振興局 中川郡美深町 ゲストハウス　ぴふか株式会社 中川郡美深町大通南６丁目１２番地４

47 上川総合振興局 中川郡美深町 びふか温泉 中川郡美深町字紋穂内139番地

48 上川総合振興局 中川郡美深町 TOURIST HOME & LIBRARY 青い星通信社 中川郡美深町紋穂内１０８番地

49 上川総合振興局 名寄市 なよろ温泉サンピラー 名寄市日進

50 上川総合振興局 名寄市 グランドホテル　藤花 名寄市西５条南４丁目

51 上川総合振興局 名寄市 なよろサンピラーユースホステル 名寄市字日進391番地2

52 上川総合振興局 富良野市 富良野リゾートホテルエーデルヴェルメ 富良野市北の峰町９番地２０号

53 上川総合振興局 富良野市 ニュー富良野ホテル 富良野市北の峰町

54 上川総合振興局 富良野市 フラノ寶亭留 富良野市学田三区

55 上川総合振興局 富良野市 ハイランドふらの 富良野市字島ノ下１９４５番地１

56 上川総合振興局 富良野市 山部太陽の里　ふれあいの家 富良野市字山部２２０９番１

57 上川総合振興局 富良野市 ホテルナトゥールヴァルト富良野 富良野市北の峰町１４番４６号

58 上川総合振興局 富良野市 新富良野プリンスホテル 富良野市中御料

59 上川総合振興局 富良野市 富良野ナチュラクスホテル 富良野市朝日町1-35

60 上川総合振興局 勇払郡占冠村 遊季館 勇払郡占冠村字中央

61 上川総合振興局 勇払郡占冠村 占冠 湯の沢温泉 森の四季 勇払郡占冠村湯の沢峡


