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施設名 電話番号 HP URL

001 瀬波ビューホテル 村上市 瀬波温泉3-5-38 0254-53-3211 -

002 木もれびの宿　ゆのか 村上市 瀬波温泉2-4-17 0254-75-5777 -

003 椿の宿吉田や 村上市 瀬波温泉2-5-36 0254-53-2145 https://www.tyy.jp/

004 いづみや旅館 村上市 坂町2486-2 0254-62-2018 https://www.izumiya3.com

005 瀬波グランドホテルはぎのや 村上市 瀬波温泉2-5-45 0254-53-1212 https://senamionsen.com/

006 大清荘 村上市 瀬波温泉1-2-50 0254-53-2522 https://taiseisou-net.com/

007 湯元龍泉 村上市 瀬波温泉2-2-25 0254-52-5251 http://www.ryusen.org/

008 ゆ処そば処磐舟 村上市 瀬波温泉3-2-30 0254-50-7488 https://www.taikanso.senaminoyu.co.jp/bansyu

009 大和屋旅館 村上市 瀬波温泉2丁目5番28号 0254-53-2175 http://www.mu-cci.or.jp/co/yamatoya/

010 瀬波はまなす荘 村上市 1丁目2番17号 0254-52-5291 http://kyousai-niigata.jp

011 朝日みどりの里ほんわ館 村上市 猿沢1215 0254-72-1551 -

012 扇屋旅館 村上市 田端町10-15 0254-53-2167 www.ougiya-murakami.com

013 交流の館「八幡」 村上市 勝木1099 0254-60-5050 -

014 いろむすびの宿 村上市 佐々木808-23 0254-62-7147 https://guesthouse.iromusubi.biz/

015 大江戸温泉物語汐美荘 村上市 瀬波温泉2-9-36 050-3851-0784 https://shiomiso.ooedoonsen.jp/

016 ゲストハウス瑞泉閣 村上市 高根679-1 0254-75-5066 https://takane.niigata.jp/zuisenkaku/

017 大観荘せなみの湯 村上市 瀬波温泉2-10-24 0254-53-2131 https://www.taikanso.senaminoyu.co.jp/

018 タウンホテル村上 村上市 田端町3-41 0254-52-2010 -

019 くつろぎの宿　旅館　静雲荘 村上市 瀬波温泉1-2-85 0254-52-1766 -

020 温泉民宿 きくもと 村上市 瀬波温泉2-9-21 0254-52-2739 http://www.kikumoto21.com/

021 白玉の湯 泉慶 新発田市 月岡温泉453番地 0254-32-1111 https://www.senkei.com/

022 白玉の湯 華鳳 新発田市 月岡温泉134番地 0254-32-1515 https://www.kahou.com

023 白玉の湯華鳳　別邸 越の里 新発田市 月岡温泉134番地 0254-32-3030 https://www.koshinosato.com/

024 ホテルひさご荘 新発田市 月岡温泉552-16 0254-32-3111 http://www.hisagosou.com

025 広瀬館　ひてんの音 新発田市 月岡温泉278番地4 0254-32-2421 http://hirose-hiten.com

026 村上館湯伝 新発田市 月岡温泉230 0254-32-2231 http://www.murakamikan.com

027 湯あそび宿　曙 新発田市 月岡温泉552-4 0254-32-2111 https://www.yado-akebono.jp/

028 ホテル清風苑 新発田市 月岡温泉278-2 0254-32-2000 https://www.seifuen.com

029 したしみの宿　東栄館 新発田市 月岡温泉552-2 0254-32--2711 http://www.toueikan.com/

030 角米澤屋旅館 新発田市 菅谷８６３ 0254-29-2008 -

031 月岡温泉　摩周 新発田市 月岡温泉654番地1 0254-32-2131 https://www.masyuu.co.jp

032 駅前竹内旅館 新発田市 諏訪町1丁目2番1号 0254-22-2465 https://travel.rakuten.co.jp/HOTEL/111186/111186.html

033 紫雲の郷 新発田市 藤塚浜966 0254-41-1126 -

034 割烹の宿いま井　五十嵐邸結 新発田市 月岡温泉350 0254-32-3000 http://ky-imai.com

035 ますがた荘 新発田市 五十公野4498-1 0254-22-3473 -

036 風鈴屋 新発田市 月岡温泉130 0254-32-1000 -

037 ホテルルートイン新発田インター 新発田市 舟入町3-3-12 0254-20-3355 https://www.route-inn.co.jp/

038 ハミングの宿　華灯 新発田市 月岡温泉530 0254-28-7220 http://www.humming-tour.jp/

039 民宿　かみさいや 新発田市 藤塚浜3585-427 0254-41-2593 http://kamisaiya.com/

040 割烹旅館庭山 新発田市 石喜169 0254-25-2028 -

041 ホテル丸井 新発田市 諏訪町2-1-9 0254-26-1205 http://www.hotel-marui.co.jp/

042 新発田ニューホテルプラザ 新発田市 諏訪町1-9-29 0254-28-8322 https://www.shibata-plaza.com/

043 湯宿あかまつ 新発田市 月岡温泉552-24 0254-20-8201 https://www.yunoyado-akamatsu.com/

044 at! inn 中条 村上屋旅館 胎内市 表町6-19-6 0254-43-2011 -

045 伊勢屋旅館 胎内市 東本町17-41 0254-43-2905 http://www.iseyaryokan.jp/

046 ロイヤル胎内パークホテル 胎内市 夏井1191-3 0254-48-2211 https://royal-tainai.jp

047 中条グランドホテル 胎内市 東本町2-50 0254-43-6060 https://www.nakajo-gh.com

048 ホテル　ざぶ～ん 北蒲原郡聖籠町 大字諏訪山652－3 0254-27-1126 http://www.zaboon.co.jp/

049 鷹の巣館 岩船郡関川村 湯沢1072 0254-64-1009 https://www.takanosukan.com
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050 あらかわ荘 岩船郡関川村 大字湯沢308 0254-64-2118 -

051 旅館山路 岩船郡関川村 高瀬324番地 0254-64-1296 https://oyajiyamaji.com/

052 雲母温泉寿荘 岩船郡関川村 上関669 0254-64-1130 -

053 花みちる宿ニュー萬力 岩船郡関川村 大字湯沢350 0254-64-2255 http://www.manriki.jp/

054 かくれ里　清流荘 岩船郡関川村 上関134 0254-64-2100 -

055 えびすや旅館 岩船郡関川村 大字湯沢292 0254-64-1020 https://ebisuya-sekikawa.com/

056 ちょっといい宿　高橋屋観山荘 岩船郡関川村 湯沢228-4 0254-64-1188 https://www.kanzansou.net/

057 四季の郷　喜久屋 岩船郡関川村 湯沢1076-1 0254-64-2393 https://takanosu.jp/

058 かじかの宿和らぎ荘 岩船郡関川村 湯沢393 0254-64-2131 https://kajika-yawaragisou.com/

059 古川館 岩船郡関川村 湯沢231-24 0254-64-1251 http://furukawakan.sakura.ne.jp/

060 旅館たてしま 岩船郡粟島浦村 ２番地 0254-55-2453 -

061 通年民宿　弥助 岩船郡粟島浦村 126－1 0254-55-2423 -

062 通年民宿　与平 岩船郡粟島浦村 104 0254-55-2110 -

063 民宿　三吉 岩船郡粟島浦村 137 0254-55-2237 -
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