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益子町観光協会
TEL:0285-70-1120
FAX:0285-72-1135

http:www.mashiko-kankou.org

※宿泊状況やご予約などは、各宿泊施設へ直接お問合せ下さい。

益古時計

宿泊施設一覧表
掲載店舗

益子町観光協会会員

益子舘 里山リゾートホテル
ましこ

TEL:0285-72-7777
FAX:0285-72-7778

益子で唯一の天然温泉ホテル

ましこ

TEL:0285-72-7201
FAX:0285-81-6010

B&B スタイル 気軽に泊まれるペンション

益子の宿 あかり

TEL:050-3699-5377

お子様大歓迎の 1 室限定の宿

ましこ

ホテルルートイン真岡 TEL:0285-80-2900
FAX:0285-80-2920
もおか

真岡 IC 近くで便利、朝食無料

ましこ

宿泊者限定で併設のスナックも
ご利用可能
ワンコインで軽食をご提供いた
します

益子町益子４２８３-５
洋室５、和室１
素泊洋室ツイン・和室お一人様５７００円〜、
朝食セット７５０円〜※ハイシーズンなど別

古民家古木
ましこ

TEL:0285-72-3866
FAX:0285-72-4178

築２００年〜３００年の古民家に宿泊できる

益子町益子１０３２
1 室のみ ( 和室キッズルーム風呂トイレ付 )
素泊り１４０００円〜 ( 小学６年生まで無料 )

ビジネスホテル豊田
いちかい

広々とした客室

TEL:0285-68-4500
FAX:0285-68-4545

ましこ悠和館

Tel.0285-81-5582

※GW は別料金
真岡市長田字障子合４４１-１
S:１５３、TW:３６、SW:１８( 全２０７室 )
S: ７２００円〜、TW:１３１５０円〜、SW:１１１００円〜

いちごチャットパレスTEL:0285-80-3311
( 井頭温泉チャットパレス ) FAX:0285-80-3313

もおか

里山に佇む閑静な温泉宿

益子の宿 あかり

Tel.050-3699-5377

いちかい

和室３５、和洋室１０

※休前日、陶器市期間中は別料金

素泊り５５００〜 /２食付８８００円〜

ましこ悠和館
ましこ

TEL:0285-81-5582
FAX:0285-81-5583

歴史ある旧南間ホテルを移築・改装した宿

益子町益子３２８８-６
和室７※食事提供無し、BBQ 設備有 ( 予約制 )
お一人様素泊り平日 ( 大人 )４０００円〜 ( 小人 )２６００円、
金土日祝日、祝日前、陶器市期間中 ( 大人 )４５００円、( 小人 )２９００円
ペンション

森のガーデン益子
ましこ

TEL:0285-81-5178

里山に静かに佇むペンション

市貝町市塙２９３-１
和室７、S：３、TW：１１
朝食付 (１名様 )S: ６３００円、TW: ５８００円、
和室 (１名様 )５３００円

TEL:0285-84-4415
12 カナイパークホテル FAX:0285-83-5192
もおか

ビジネスのお客様に

真岡市下籠谷４１
和室７、特別室 ( 和室 )１、和洋８、洋室 TW２
平日２食付 (５名利用時 )９１７０円〜※時期によって変動有

もおか

モビリティリゾート
TEL:0285-64-0489
もてぎホテル
もてぎ

ツインリンク内の宿泊施設

もてぎ

モビリティリゾート
もてぎホテル
益子町益子４２６４-８
和洋室５
お一人様素泊り６５００円〜※朝食１０００円

フォレストイン益子
ましこ

TEL:0285-70-1661
FAX:0285-81-7746

県立自然公園「益子の森」内施設

Tel.0285-64-0489

和室２、洋室１
益子町大沢２４０５
※( ) イベント・年末年始
期間中の料金
素泊り大人６０００円〜 (７０００円〜 )、
小人３５００円〜、(４５００円〜 ) 朝食１０００円 / 夕食１５００円

民宿 山路
ましこ

益子町益子４２３１
洋室１０( 内バリアフリー 1 室 )
お一人様素泊り６６００円〜

テラスしいの木
ましこ

TEL:0285-72-3075
FAX:0285-72-9118

１日１組木のぬくもりあるペンション

１日１組洋室 2※2~6 名様
素泊り６０５０円〜※朝食 880 円、夕食 1870 円

※1 日 1 組限定 中学生以上 6 名様迄。

真岡ビジネスホテルTEL:0285-82-5590
FAX:0285-82-5719

TEL:0285-72-2525

益子町益子３０７６
和室１１
２食付平日５５００円 (１名６０００円 )、
土日祝日６０００円、素泊り３５００円

もおか

※陶器市期間中は
６０００円〜

益子カントリー倶楽部 TEL:0285-72-1234
FAX:0285-72-1231
ましこ

益子町上大羽２４８２-６

城内坂通りに近く便利

真岡市高勢町２-５-２
和室２、S: ３５、TW: ４( 定員５１名 )
素泊り和室１０３４０円、S ５３９０円〜、
TW１部屋 (２名様 )９４６０円、朝食５５０円

ゴルフ場併設の宿泊施設

真岡駅の目の前

真岡市台町１０３-１

茂木町桧山１２０-１

２食付大人 (２名利用時 )１３６００円〜、シングル大人
１６２００円〜 (１名利用時 )※プランにより料金設定あり

もてぎ舟木沢ログの森
もてぎ

S: ５５、TW:２、W: ２( 定員５９名 )

S: ４９９０円〜、TW: ９４９０円、W: １０４９０円、
朝食６００円 ( 和・洋 )/ 夕食１１００円

全１２８部屋 ( スタンダートルームなど )

ログハウス & キャンプ場

TEL
090-7222-4612

茂木町鮎田１８０８-２
ログハウス５棟 ( 定員３０名 )
６・１０・１２畳６０００円〜※日により変更有。
露天風呂・シャワーあり ( 別途 )

昭和ふるさと村

こころ宿 NAGOMI

もてぎ

※宿泊状況やご予約などは、
各宿泊施設へ直接お問合せ

TEL:0285-64-3117 下さい。
FAX:0285-64-3119

ほっと心が和む空間で、のんびり

益子町観光協会
TEL:0285-70-1120
FAX:0285-72-1135

http:www.mashiko-kankou.org
益子町上大羽２２６８
セミダブル７、ツイン４、トリプル５
素泊り５５００円〜 (１名で利用の場合は割り増しが発生いたします )

茂木町木幡２５２

和洋８、コテージ２、和室２

平日２食付 (１名利用時 )１１８８０円、(２名利用時 )９６８０円、
週末 (１名利用時 )１２９８０円、(２名利用時 )１０７８０円
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