
（6施設）

大人 小人

平     日 大人料理
・GW、盆、年末年始、その他特定日を除
く

朝倉市杷木志波２０ 11,000 大人料金の70% ・別途入湯税（150円）必要

℡ ０９４６（６２）１１４０ 土・休前日 小人料理

14,000 大人料金の50%

宗像市鐘崎７９－６ ・左記は1泊朝食付き料金

℡ ０９４０（６２）１２８８
・夕食（部屋食・レストラン食）は予約の
際に相談

・GW、盆、年末年始を除く

くつろぎの森 八女市黒木町木屋１０９０５ 10,000 5,900 ・通常料金より5％引き

グリーンピア八女 ℡ ０９４３（４２）２４００

11,000 5,900

・税込料金

久山温泉 糟屋郡久山町大字久原１８２２ 11,520 8,064 ・GW、盆、年末年始を除く

ホテル夢家 ℡ ０９２（９７６）１８００ ・左記は1室2名利用料金

12,420 8,694 ・幼児（3才～未就学児）　　　

・税込料金

湧水 福岡市早良区石釜３３３－２ 8,200 4,800 ・年末年始を除く

千石の郷 ℡ ０９２（８７２）４１４１ ・GW、盆期間は＜土・休前日＞

9,480 4,900 　料金に１,080円加算

・幼児（4才～）4,２00円

8,400 4,900

福岡市東区大字勝馬１８０３－１

℡ ０９２（６０３）６６３１

（6施設）

令和元年度 指定保養所一覧

（１）下記以外にも料金や料理に関する条件のある場合がありますので、予約時に確認をしてください。

（２）1泊朝食付きの記載があるもの以外は1泊2食付の料金です。

（３）料金は、備考欄に記載のあるもの以外は、原則としてサービス料込・諸税別として記載しています。

（福岡県）

地名 保養所名 所在地等
宿泊料金（単位：円）

備考

原 鶴 泰泉閣

鐘 崎 国民宿舎ひびき 5,556 3,704

八 女

  平         日

土・休前日

久 山

  平         日

土・休前日

福 岡

  平         日

土・休前日

日曜日

志賀島 休暇村志賀島 11,880～ 7,560

・左記は1室4名利用・税込料金
・大人料金（シーズン加算あり）

・幼児（4才～未就学児）3,780円
・入湯税（150円）別途必要

※休暇村については、全国の休暇村36ヶ所（キャンプ場およびコテージは除く）が対象です。
九州以外の休暇村は、15～16頁に掲載しています。詳しくは休暇村ホームページをご覧ください。

（佐賀県）

地名 保養所名 所在地等
宿泊料金（単位：円）

備考

http://www.taisenkaku.co.jp/
http://www.taisenkaku.co.jp/
http://www.taisenkaku.co.jp/
http://greenpia-yame.com/
http://greenpia-yame.com/
http://hotelyumeka.co.jp/hotsprings
http://hotelyumeka.co.jp/hotsprings
http://www.sengokunosato.com/
http://www.sengokunosato.com/
http://www.qkamura.or.jp/
http://www.taisenkaku.co.jp/
http://www.qkamura.or.jp/


大人 小人

嬉野観光ホテル 嬉野市嬉野町下宿乙２２７６－１

大正屋 ℡ ０９５４（４２）１１７０

・GW、盆、年末年始、その他特定日を除
く

嬉野市嬉野町下宿乙７３８ 10,800～ 7,560～ ・左記は1室4名利用料金

℡ ０９５４（４２）０２１０ ・幼児（3才～未就学児）は宿泊料金無料

13,500～ 9,450～ ・別途入湯税（150円）必要

・GW、盆、年末年始、その他特定日を除
く

湯快リゾート 嬉野市嬉野町下宿乙２０９１ 7,500 6,600 ・幼児（3才～未就学児）3,800円

嬉野館
予約センター（8:00～21:00) ・別途入湯税（150円）必要

℡ ０５７０（５５０）４８０ 8,500 6,600

・1/1～1/3　 大人 17,000円

佐賀市富士町古湯８６５ 10,000 5,000 ・GW、盆期間　大人 12,000円

℡ ０９５２（５８）２２１１ ・小人の夕食はお子様ランチ

11,000 5,000

・GW、盆、年末年始、その他特定日を除
く

佐賀市富士町大字古湯５５６ 13,000 6,480 ・左記は1室4名利用料金

℡ ０９５２（５１）８１１１
・2～3名1室利用は大人料金に１,０００円
加算

18,000 6,480
・未就学児は無料。但し食事、寝具利用は
それぞれ3,240円実費要

・GW、盆、年末年始、その他特定日を除
く

唐津 唐津市東唐津４－１８２ 15,000 10,500 ・左記は1室4名利用料金

シーサイドホテル ℡ ０９５５（７５）３２００ ・別途入湯税（150円）必要

16,500 11,550

（9施設）

大人 小人

・GW、盆、年末年始を除く

雲仙市小浜町雲仙５００－１ 8,010～ 7,130～ ・予約時、宿泊料金選択有り

℡０９５７（７３）３２７３ ・別途入湯税（150円）必要

地名 保養所名 所在地等 備考

嬉　野

16,000～ 8,000～
・左記は１室大人４名利用料金
・小学生2名で大人1名に換算
・朝夕共にお食事処での食事

和多屋別荘

  平         日

土・休前日

  平         日

土・休前日

古  湯

つかさ旅館

  平         日

土・休前日

古湯温泉

ONCRI

  平         日

土・休前日

唐 津

（長崎県）

地名 保養所名 所在地等
宿泊料金（単位：円）

  平       日

  土・休前日

備考

雲仙

国民宿舎青雲荘

  平         日

土・休前日

http://www.taishoya.com/
http://www.taishoya.com/
http://www.wataya.co.jp/
http://www.wataya.co.jp/
http://www.wataya.co.jp/
http://ureshinokan.jp/
http://ureshinokan.jp/
http://ureshinokan.jp/
http://www.oncri.com/
http://www.oncri.com/
http://www.oncri.com/
http://www.seaside.karatsu.saga.jp/
http://www.seaside.karatsu.saga.jp/
http://www.seiunso.jp/
http://www.seiunso.jp/
http://www.wataya.co.jp/
http://www.oncri.com/
http://www.oncri.com/
http://www.oncri.com/
http://www.seiunso.jp/


8,935～ 7778～

雲仙市小浜町諏訪の池

℡０９５７（７４）９１３１

・GW、盆、年末年始、その他特定日を除
く

雲仙市小浜町雲仙128 7,500 6,600 ・幼児（3才～未就学児）3,800円

予約センター（8:00～21:00) ・別途入湯税（150円）必要

℡ ０５７０（５５０）４８０ 8,500 6,600

・左記は1室2名利用料金

平戸市大久保町２２３１－３ 12,000 8,400 ・3名～はホテルへ確認必要

℡０９５０（２２）３８００

14,000 9,800

・GW、盆、年末年始、その他特定日を除
く

平戸市川内町５５ 7,500 6,600 ・幼児（3才～未就学児）3,800円

予約センター（8:00～21:00) ・別途入湯税（150円）必要

℡ ０５７０（５５０）４８０ 8,500 6,600

壱岐市郷ノ浦町片原1558 9,000 6,300

℡０９２０（４７）０４００

10,000 7,000

・左記は1泊朝食付料金

・小学生まで添い寝無料

佐世保市ハウステンボス町7-7 （4歳以上は朝食料金必要）

℡０５７０（０６４）３００
・初日有効なチケット購入で、翌日再入場
パスポート付

（予約センター）

（４施設）

大人 小人

・ＧＷ，盆、年末年始、その他特定日を除
く

玖珠郡九重町湯坪６６２ 9,100 6,300 ・左記は１室４名利用料金

℡０９７３（７９）２２３１ ・別途入湯税（150円）必要

12,300 8,500

・個室利用

竹田市久住町有氏１７７８－１０ 9,500 7,000 ・税込料金

雲仙

国民宿舎青雲荘

休暇村雲仙 9,180～ 5,400

・左記は１室4名利用・税込料金
・大人料金（シーズン加算あり）
・幼児（4才～未就学児）2,700円
・別途入湯税（150円）必要

雲仙東洋館

  平         日

土・休前日

平戸

平戸海上ホテル

  平         日

土・休前日

ホテル蘭風

  平         日

土・休前日

壱 岐 弁天荘

  平         日

土・休前日

佐世保

フォレストヴィラ
12,700～

5名1室利用時

ホテル
アムステルダム

14,100～

4名1室利用時

ホテルヨーロッパ
22,400～

3名1室利用時

（大分県）

地名 保養所名 所在地等
宿泊料金（単位：円）

備考

筋 湯
筋湯観光ホテル

九重　悠々亭

  平         日

土・休前日

久住 法華院温泉山荘

  平         日

http://www.seiunso.jp/
http://yukai-r.jp/ranpu/
http://yukai-r.jp/ranpu/
http://yukai-r.jp/ranpu/
http://www4.ocn.ne.jp/~bentenso/
http://www4.ocn.ne.jp/~bentenso/
http://www4.ocn.ne.jp/~bentenso/
http://www.huistenbosch.co.jp/hotels/indexFV.html
http://www.huistenbosch.co.jp/hotels/indexHA.html
http://www.huistenbosch.co.jp/hotels/index.html
http://www.sujiyu.co.jp/
http://www.sujiyu.co.jp/
http://www.sujiyu.co.jp/
http://hokkein.co.jp/
http://yukai-r.jp/ranpu/
http://www4.ocn.ne.jp/~bentenso/
http://www.huistenbosch.co.jp/hotels/indexFV.html
http://www.huistenbosch.co.jp/hotels/indexHA.html
http://www.huistenbosch.co.jp/hotels/indexHA.html
http://www.huistenbosch.co.jp/hotels/index.html
http://www.sujiyu.co.jp/
http://www.sujiyu.co.jp/
http://www.sujiyu.co.jp/
http://hokkein.co.jp/


℡０９７4（７7）２810 ・その他詳細は要問い合わせ

(090-4980-2810) 9,500 7,000

別府市観海寺１ 11,500～ 8,050～

℡０９７７（７８）８８８８
・幼児（3才～未就学児）は大人料金の
50%

19,000～ 13,300～
・お部屋タイプ、ご利用人数により料金変
動あり　予約時確認必要

・ＧＷ，盆、年末年始、その他特定日を除
く

別府市東荘園１－４ 10,000 5,000

℡０９７７（２３）４２０１

12,000 6,000

（3施設）

大人 小人

阿蘇郡高森町高森３２１９

℡０９６７（６２）２１１１

・ＧＷ、盆、年末年始、その他特定日を除
く

阿蘇郡小国町下城４２２３ 13,110 9,072 ・左記は1室2名利用料金

℡０９６７（４８）０１４９ ・小人料金は大人2名・小人1名より適用

16,350 11,340 ・別途入湯税（150円）必要

・ＧＷ、盆、年末年始、その他特定日を除
く

水俣市大迫１２１３ 11,000～ 7,700～ ・左記は4名1室利用料金

℡０９６６（６２）６２６２ ・夕食、朝食ともにバイキング

13,000～ 9,100～ ・別途入湯税（150円）必要

（４施設）

大人 小人

シェラトン・   平       日 ・1泊朝食付

グランデ・ 宮崎市山崎町浜山 11,520～ ・各宿泊プランより10%割引き

オーシャン ℡０９８５（２１）１１１３ 土・休前日
・ＷＥＢ限定プラン・各種会員割引との併
用不可

リゾート 16,740～

平      日 ・1泊朝食付

宮崎市山崎町浜山 5,940～ ・各宿泊プランより10%割引き

℡０９８５（２１）１１１３ 土・休前日
・ＷＥＢ限定プラン・各種会員割引との併
用不可

8,100～

平      日 ・1泊朝食付

久住 法華院温泉山荘
土・休前日

別   府

杉乃井ホテル

  平         日 ・ＧＷ、盆、年末年始、春・夏・冬休み期
間、連休特日、その他ホテルの定める指定
日を除く

土・休前日

別府パストラル

  平         日

土・休前日

（熊本県）

地名 保養所名 所在地等
宿泊料金（単位：円）

備考

南阿蘇 休暇村南阿蘇 10,260～ 6,480

・左記は1室4名利用・税込料金
・大人料金（シーズン加算あり）
・幼児（4才～未就学児）3,240円
・別途入湯税（150円）必要

杖 立
杖立観光ﾎﾃﾙ

ひぜんや

  平         日

土・休前日

湯の児
湯の児

海と夕やけ

  平         日

土・休前日

（宮崎県）

地名 保養所名 所在地等
宿泊料金（単位：円）

備考

宮   崎

大人料金
の70％

大人料金
の70％

コテージ・ヒムカ

大人料金
の70％

http://hokkein.co.jp/
http://hokkein.co.jp/
http://www.suginoi-hotel.com/
http://www.suginoi-hotel.com/
http://www.suginoi-hotel.com/
http://www.pastoral.jp/
http://www.pastoral.jp/
http://www.pastoral.jp/
http://www.qkamura.or.jp/
http://www.hizenya.co.jp/
http://www.hizenya.co.jp/
http://www.hizenya.co.jp/
http://www.umitoyuyake.com/
http://www.umitoyuyake.com/
http://www.umitoyuyake.com/
http://www.seagaia.co.jp/
http://www.seagaia.co.jp/
http://www.seagaia.co.jp/
http://www.seagaia.co.jp/
http://www.seagaia.co.jp/
http://www.suginoi-hotel.com/
http://www.pastoral.jp/
http://www.qkamura.or.jp/
http://www.hizenya.co.jp/
http://www.hizenya.co.jp/
http://www.hizenya.co.jp/
http://www.umitoyuyake.com/
http://www.umitoyuyake.com/
http://www.umitoyuyake.com/
http://www.seagaia.co.jp/


宮崎市山崎町浜山 9,630～ ・各宿泊プランより10%割引き

℡０９８５（２１）１１１３ 土・休前日
・ＷＥＢ限定プラン・各種会員割引との併
用不可

13,320～

・ＧＷ，盆、年末年始、その他特定日を除
く

青島 宮崎市折生迫７４０８ 10,900 7,600
・左記は4名1室利用料金（海側・和室利
用）

サンクマール ℡０９８５（５５）４３９０ ・利用人数が1名減員ごとに1,000円加算

12,900 8,600 ・1名利用不可

（２施設）

大人 小人

霧島市牧園町高千穂３８８５ 9,000 6,300

℡０９９５（７８）２５３１

11,000 7,700

指宿市東方１０４４５

℡０９９３（２２）３２１１

大人 小人

ホテル 那覇市松尾１－４－１０
・通年料金
・1泊朝食付

国際プラザ ℡０９８（８６２）４２４３
・左記大人料金は1室2名利用料金
・小人料金は1室3名以上（うち大人2名以
上）利用時適用

（１施設）

大人 小人

京都市中京区六角通麩屋町東角 13,500 9,450

℡０７５（２２１）５１８９

14,500 10,150

（１施設）

シングル ツイン

ホテルサンルート 台東区雷門１－８－５ 10,000 8,000

浅草 ℡０３（３８４７）１５１１ ・1泊朝食付

11,500 11,000 ・全室禁煙

宮   崎

大人料金
の70％

ラグゼーツ葉

青 島

  平         日

土・休前日

（鹿児島県）

地名 保養所名 所在地等
宿泊料金（単位：円）

備考

霧 島 霧島観光ホテル

  平         日
・GW、盆、年末年始、その他特定日を除
く

土・休前日

指 宿 休暇村指宿 10,800～ 6,480

・左記は1室4名利用料金（和室）
・大人料金（シーズン加算あり）
・幼児（4才～未就学児）3,240円
・別途入湯税（150円）必要

（沖縄県）

地名 保養所名 所在地等
宿泊料金（単位：円）

備考

那 覇 5,500 4,000

（京都府）

地名 保養所名 所在地等
宿泊料金（単位：円）

備考

京 都 三木半旅館

  平         日
・GW、盆、年末年始、その他特定日を除
く

土・休前日

（東京都）

地名 保養所名 所在地等
宿泊料金（単位：円）

備考

台 東

  平         日 ・GW、盆、年末年始、その他特定日を除
く

土・休前日

http://www.seagaia.co.jp/
http://www.cinqmale.co.jp/
http://www.cinqmale.co.jp/
http://www.kirikan.jp/
http://www.kirikan.jp/
http://www.kirikan.jp/
http://www.kokusai-plaza.jp/
http://www.kokusai-plaza.jp/
http://www.mikihan.com/
http://www.mikihan.com/
http://www.mikihan.com/
http://www.sunroute.jp/
http://www.sunroute.jp/
http://www.seagaia.co.jp/
http://www.kirikan.jp/
http://www.mikihan.com/

