
アフターコロナは温泉でリフレッシュしよう！ 

温泉応援リンク集 

2020.5.22更新 

日本地熱協会取りまとめ 

各位 

COVID-19（新型コロナウィルス感染症）の感染拡大による危機的状況を支援・応援、救済するた

め、国や自治体等の機関、企業、有志団体等が取り組みを行っています。 

また、影響を受けている当事者自らも支援を求める発信を行っています。 

日本地熱協会では、同じ地熱の恩恵を活用する温泉地を応援したいと考え、これを応援する取り

組みを行っているサイトを取りまとめました。 

それぞれのサイトをご訪問いただき、是非応援してください。 

（金銭のやり取りが発生するものですので、内容をよく確認してください。また、リンク先の内

容についてのお問い合わせは、リンク先の管理者へお願いいたします。） 

 

■クラウドファンディング 

〇北海道 

川湯温泉クラウドファンディング”落ち着いたら川湯温泉へ” 

https://peraichi.com/landing_pages/view/kawayu 

 主催者：川湯温泉（弟子屈町） 

 リターン：宿泊券 

 期限：2020 年 5 月 25 日 

 

〇青森県 

お願いだじゃ！「マタギ飯」とば助けでけ！！！ 

https://camp-fire.jp/projects/view/276920 

主催者：嶽温泉山のホテル（弘前市） 

リターン：オリジナルグッズ、宿泊券など 

期限：2020 年 6 月 27日 

 

〇宮城県 

「愛する観光ドットコムみやぎ」宮城の観光・宿泊施設を応援しよう！ 

https://machi-kuru.com/fp/36 

主催者：愛する観光ドットコム実行委員会 

関係温泉：鳴子温泉郷（旅館大沼、鳴子観光ホテル、仙庄館、旅館 姥乃湯、 

うなぎ湯の宿「琢琇」、鳴子ホテル、旅館 三之亟湯）など 

リターン：利用券（支援金額の 1割増し） 

期限：2020 年 5 月 30日 

 

〇秋田県 
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今だからこそ…秋田の「旬の食・秘湯」の魅力を発信するプラットフォームを立ち上げたい！ 

http://fan-akita.sakigake.jp/project/617 

主催者：トラベルデザイン株式会社 

関係温泉：乳頭温泉（鶴の湯、妙乃湯、黒湯）、泥湯温泉（奥山旅館） 

リターン：25,000円以上の支援で地元農産品など 

60,000円以上の支援で宿泊特別予約券が追加 

期限：2020 年 7 月 9 日 

 

〇茨城県 

 魅力度ランキング 7 年連続 47 位！最下位のまま終らない！このまま力尽きたくない！【5/22

更新】 

 https://camp-fire.jp/projects/view/263375 

 主催者：茨城県ホテル旅館生活衛生同業組合・青年部 

 リターン：宿泊券ほか 

 期限：2020 年 6 月 30 日 

 

〇栃木県 

温泉旅館の枠を超えもっと自由に♪アートあふれる新しい未来をいっしょに創りたい！ 

https://camp-fire.jp/projects/view/265922 

主催者：鬼怒川温泉 一心舘（日光市） 

リターン：宿泊券、利用券など 

期限：2020 年 6 月 29日 

 

〇群馬県 

笑顔で 100 周年を迎えたい！ 群馬県みなかみ町で 95 年続く老舗温泉旅館 辰巳館 

https://camp-fire.jp/projects/view/262523 

主催者：月夜野上牧温泉 辰巳館（みなかみ町） 

リターン：宿泊券、オリジナルグッズなど 

期限：2020 年 7 月 27日 

 

秘湯の一軒宿を守りたい！未来の宿泊で 絹の湯の「今」を救ってください！【5/22 更新】 

 https://camp-fire.jp/projects/view/280034 

 主催者：絹の湯 久惠屋旅館（藤岡市） 

 リターン：館内利用券ほか 

 期限：2020 年 7 月 7 日 

 

〇福井県 

旅館をテイクアウトご自宅は温泉旅館 ～旅館 極み鍋セット～ 

https://readyfor.jp/projects/ghousen2013 
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主催者：グランディア芳泉（あわら市） 

リターン：鍋セットなど 

期限：2020 年 6 月 10日 

 

〇長野県 

 台風 19 号と新型コロナ(COVID-19)で追い込まれた宿泊施設に未来への「約束」を 

https://motion-gallery.net/projects/survive-double-19-2nd 

主催者： 株式会社ふろしきや 

リターン：宿泊（二食付き）など 

期限：2020 年 6 月 30日 

 

台風 19 号・コロナのダブルパンチにも負けない！信州別所温泉の旅館にご支援を 

https://camp-fire.jp/projects/view/273172 

主催者：旅館中松屋（上田市） 

リターン：利用券など 

期限：2020 年 7 月 4 日 

 

 新型コロナを乗り越えて、全国の方と絆を結びたい！【5/22 更新】 

 https://camp-fire.jp/projects/view/276514 

 主催者：linx15 駒ヶ根リゾートリンクス（駒ケ根市） 

 リターン：宿泊券 

 期限：2020 年 6 月 28 日 

 

〇岐阜県 

コロナで大打撃！飛騨小坂湯屋温泉 炭酸泉の宿 泉岳館を守りたい！ 

https://camp-fire.jp/projects/view/262657 

主催者：泉岳舘（下呂市） 

リターン：未来宿泊割引券など（プレミアムあり） 

期限：2020 年 6 月 18日 

 

コロナウィルスで存続の窮地に。奥飛騨旅館を未来につなぐ応援を 

https://readyfor.jp/projects/okuhida-gh 

主催者：奥飛騨ガーデンホテル焼岳（高山市） 

リターン：宿泊券、入浴券など 

期限：2020 年 6 月 30日 

 

〇静岡県 

コロナに負けない民宿！秘境の梅ケ島で露天風呂を家族風呂に！ 

https://camp-fire.jp/projects/view/267006 
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主催者：梅ヶ島コンヤ温泉 大野木荘（静岡市） 

リターン：宿泊券など 

期限：2020 年 7 月 16日 

 

〇三重県 

絶対諦めない!三重県中伊勢温泉郷の未来宿泊ギフトチャレンジ 

https://camp-fire.jp/projects/view/251433?list=search_result_projects_populer 

主催者：中伊勢温泉郷 

リターン：未来宿泊ギフトなど 

期限：2020 年 7 月 14日 

 

〇京都府 

亀岡緊急事態宣言！地域盛り上げプロジェクト・『京都・カメチケ』をご支援ください！ 

https://camp-fire.jp/projects/view/265432 

主催者：亀岡市 

温泉：おもてなしの宿 渓山閣 

リターン：ご当地商品券など 

期限：2020 年 6 月 30日 

 

〇和歌山県 

 コロナショックで予約ゼロに…登録有形文化財の古民家ホテルを守りたい【5/22 更新】 

 https://camp-fire.jp/projects/view/267216 

 主催者：Yoichiro Matsuoka（『NIPPONIA HOTEL串本熊野海道』支配人） 

 リターン：みらい宿泊券、返礼品ほか 

 期限：2020 年 6 月 28 日 

 

〇鳥取県 

コロナで大打撃！はわい温泉の宿にご支援お願いします。お守り瓢箪で皆様にも幸せを。 

https://camp-fire.jp/projects/view/269261 

主催者：旅館水郷（湯梨浜町） 

リターン：ひょうたん飾り、宿泊料 10%割引券など 

期限：2020 年 6 月 26日 

 

〇広島県 

「未来」に希望と楽しみを！創業 110 周年記念「みらいの宿泊券」を販売したい【5/22 更新】 

https://camp-fire.jp/projects/view/269754 

主催者：ホテル鴎風亭（福山市鞆の浦） 

リターン：ペア昼食券、ペア宿泊券ほか 

期限：2020 年 6 月 25日 
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〇山口県 

コロナに負けるな！温泉宿が「地域食材×日本酒」の新たな挑戦！観光産業に光を！！ 

https://camp-fire.jp/projects/view/255211?list=search_result_projects_populer 

主催者：楊貴館（長門市） 

リターン：未来温泉チケットなど 

期限：2020 年 6 月 22日 

 

 

■ふるさと納税 

【ふるさとチョイス】 

新型コロナウイルス被害事業者向け支援プロジェクト～観光事業者～ 

https://www.furusato-tax.jp/feature/a/corona-virus_support_travel 

 

【さとふる】 

新型コロナウイルス関連 ふるさと納税応援・支援サイト 

https://www.satofull.jp/static/corona_virus_oenkihu.php 

 

【楽天】 

新型コロナウイルスの影響に対する支援 ～ふるさと納税で日本を元気に～ 

https://event.rakuten.co.jp/furusato/notice/corona_virus/?l-

id=furusato_pc_crowdfunding_top_bnr_corona 

 

地域の旅館や観光施設の売上に影響 観光業界を支援（旅行・交通関連チケット） 

https://search.rakuten.co.jp/search/event/-/101382/?ev=40&mk=rf2020coronavirus 

※地熱発電所・調査地域周辺の温泉宿泊券 

〇北海道 

・登別市（ふるさとチョイス、楽天） 

登別グランドホテル、ホテルゆもと登別、御やど清水屋、登別石水亭、花鐘亭はなや、 

第一滝本館、登別カルルス温泉 鈴木旅館 

・標津町（さとふる） 

 ホテル川畑、ホテル楠 

・八雲町（さとふる） 

 町内対象施設宿泊割引券 

〇秋田県 

・鹿角市（ふるさとチョイス、楽天） 

ホテル鹿角 

・仙北市（ふるさとチョイス） 

玉川温泉、水沢温泉、夏瀬温泉 都わすれ、花葉館、 
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・湯沢市（楽天） 

元湯くらぶ、 

〇鹿児島県 

・指宿市（ふるさとチョイス、楽天） 

いぶすき秀水園、指宿海上ホテル、休暇村指宿、指宿白水館、指宿シーサイドホテル、 

指宿コーラルビーチホテル、指宿ロイヤルホテル、こらんの湯錦江楼 

 

 

■前払い応援 

未来の宿泊に今払う。コロナ禍に苦しむ温泉旅館を応援する「種プロジェクト」 

https://save-ryokan.net/ 

登録されている温泉旅館にサポーター登録、一部前払い（１口 5,000 円）してから後で宿泊 

〇北海道・東北・九州の登録温泉 

北海道｜十勝岳温泉 湯元 凌雲閣 

青森｜下風呂温泉 まるほん旅館 

宮城｜鳴子・東鳴子温泉 百年ゆ宿 旅館大沼 

宮城｜鳴子・川渡温泉 山ふところの宿みやま 

宮城｜峩々温泉 

山形｜湯田川温泉 九兵衛別館 珠玉や 

山形｜湯田川温泉 九兵衛旅館 

山形｜湯田川温泉 つかさや旅館 

山形｜肘折温泉 つたや肘折ホテル 

山形｜小野川温泉 名湯の宿 吾妻荘 

山形｜小野川温泉 登府屋旅館 

山形｜小野川温泉 亀屋万年閣 

山形｜蔵王温泉 最上高湯 善七乃湯 

福島｜会津坂下 割烹旅館 松林閣 

福島｜南会津 会津六名館 

長崎｜雲仙・小浜温泉 湯宿 蒸気家 

 

 

■宿泊予約 

【旅行クーポンサイト｜ふっこう割・国内ホテル・ツアー割引情報まとめ】 

https://travelersnavi.com/coupon/coronanimakeruna 

https://travelersnavi.com/coupon/corona-matome 

 

【楽天トラベル】5670（コロナゼロ）プラン 

https://kw.travel.rakuten.co.jp/keyword/Search.do?lid=topC_search_keyword&charset=utf-

8&f_max=30&f_query=5670&scid=af_pc_etc&sc2id=af_103_0_10001464 
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【じゃらん】5670（コロナゼロ）プラン 

https://www.jalan.net/uw/uwp2011/uww2011init.do?vos=afjlnpvczzzzx00000017&keyword=

5670&distCd=06&rootCd=7701&screenId=FWPCTOP&image1_x=0&image1_y=0&caadses

s=12180_ln8ughqa3f36JHq&caadterm=3600 

 

【BIBLOBE 旅行】コロナに負けるな！応援プラン 

https://travel.biglobe.ne.jp/hotel/theme/kwsp_corona/ 

 

【温泉旅館・宿・ホテルが探せる ゆこゆこネット】 

https://www.yukoyuko.net/ 

 

【「温泉テレワーク」のできる湯宿特集！貸切温泉ドットコム】 

https://www.kashikiri-onsen.com/feature_telework.html 

 

 

■政府経済対策 

Go To Travel キャンペーン 

https://www.mlit.go.jp/report/press/content/001339698.pdf 

https://www.meti.go.jp/main/yosan/yosan_fy2020/hosei/pdf/hosei_yosan_gaiyo.pdf 

 （詳細は未定） 

 

 

■日本秘湯を守る会 ( https:www.hitou.or.jp/ ) 

 日本秘湯を守る会では、会員宿の営業再開（予定）及び休業状況について、同会のホームペー

ジでお知らせしておりますのでご確認ください（5/20 更新）。 

 

 

【免責事項】 

・本リンク集は日本地熱協会が独自に調査したものです。 

・リンク先ウェブサイトは、日本地熱協会が管理運営していません。 

・リンク先ウェブサイトの利用は、利用者自身の責任において使用してください。 
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