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№ 市町村 宿泊施設名 住所 電話番号

1 鶴岡市 亀や 鶴岡市湯野浜一丁目５番５０号 0235-75-2301

2 鶴岡市 愉海亭 みやじま 鶴岡市湯野浜一丁目６－４ 0235-75-2311

3 鶴岡市 游水亭いさごや 鶴岡市湯野浜一丁目８番７号 0235-75-2211

4 鶴岡市 竹屋ホテル 鶴岡市湯野浜一丁目９番２５号 0235-75-2031

5 鶴岡市 海辺のお宿　一久 鶴岡市湯野浜一丁目１０－２９ 0235-75-2121

6 鶴岡市 ホテルテトラリゾート鶴岡 鶴岡市下川東海林場３５８－３ 0235-76-3800

7 鶴岡市 リゾートホテル華夕美日本海 鶴岡市下川字窪畑１－５２３ 0235-75-2021

8 鶴岡市 はまあかり潮音閣 鶴岡市湯野浜一丁目２６－４ 0235-75-2134

9 鶴岡市 湯野浜温泉　龍の湯 鶴岡市湯野浜二丁目４－４７ 0235-75-2241

10 鶴岡市 湯野浜温泉　保養所うしお荘 鶴岡市湯野浜一丁目１１－２３ 0235-75-2715

11 鶴岡市 温泉民宿　真砂子屋 鶴岡市湯野浜一丁目９－１６ 0235-75-2057

12 鶴岡市 温泉民宿しらはま屋 鶴岡市湯野浜一丁目１５－７ 0235-75-2275

13 鶴岡市 源泉付客室　浜泉 鶴岡市湯野浜一丁目１２－３１ 0235-75-2418

14 鶴岡市 扇屋旅館 鶴岡市湯野浜一丁目８－２２ 0235-75-2118

15 鶴岡市 九兵衛旅館 鶴岡市湯田川乙１９ 0235-35-2777

16 鶴岡市 湯田川温泉　つかさや旅館 鶴岡市湯田川乙５２ 0235-35-2301

17 鶴岡市 理太夫旅館 鶴岡市湯田川乙５１ 0235-35-2888

18 鶴岡市 隼人旅館 鶴岡市湯田川乙５６ 0235-35-3355

19 鶴岡市 ますや旅舘 鶴岡市湯田川乙６３ 0235-35-3211

20 鶴岡市 珠玉や 鶴岡市湯田川乙３９ 0235-35-2777

21 鶴岡市 仙荘湯田川 鶴岡市湯田川乙１３番地 0235-35-3773

22 鶴岡市 湯どの庵 鶴岡市湯田川乙３８ 0235-35-2200

23 鶴岡市 萬国屋 鶴岡市湯温海丁１ 0235-43-3333

24 鶴岡市 たちばなや 鶴岡市湯温海丁３番地 0235-43-2211

25 鶴岡市 東屋旅館 鶴岡市湯温海甲１７１ 0235-43-2345

26 鶴岡市 あつみホテル温海荘 鶴岡市湯温海甲１８８番地 0235-43-2888

27 鶴岡市 あつみ温泉　瀧の屋 鶴岡市湯温海甲１６９ 0235-43-3025

28 鶴岡市 あつみ温泉　かしわや旅館 鶴岡市湯温海甲１９１ 0235-43-2011

29 鶴岡市 あつみ温泉　高見屋別邸　久遠 鶴岡市湯温海字湯之尻８３－３ 0235-43-4119
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№ 市町村 宿泊施設名 住所 電話番号

30 鶴岡市 由良温泉　八乙女 鶴岡市由良三丁目１６－３１ 0235-73-3811

31 鶴岡市 ホテルサンリゾート庄内 鶴岡市由良３－１７－２１ 0235-38-8088

32 鶴岡市 民宿本間義一 鶴岡市由良二丁目３－２４ 0235-73-2552

33 鶴岡市 月山荘 鶴岡市上畑町１０－７７ 0235-23-1125

34 鶴岡市 村上屋旅館 鶴岡市本町一丁目２－１７ 0235-22-0737

35 鶴岡市 北海屋旅館 鶴岡市日吉町２－３４ 0235-22-0901

36 鶴岡市 石狩屋旅館 鶴岡市大宝寺町２－３０ 0235-22-1247

37 鶴岡市 いこいの宿　農 鶴岡市鳥居町３４－１６ 090-3647-8104

38 鶴岡市 ホテルイン鶴岡 鶴岡市美咲町３３－２７ 0235-29-5000

39 鶴岡市 ホテル　ルートイン鶴岡駅前 鶴岡市末広町１番１７号 0235-28-2055

40 鶴岡市 ホテル　ルートイン鶴岡インター 鶴岡市大塚町１２－２６ 0235-26-2255

41 鶴岡市 ＳＨＯＮＡＩ　ＨＯＴＥＬ　ＳＵＩＤＥＮ　ＴＥＲＲＡＳＳＥ 鶴岡市北京田字下鳥ノ巣２３－１ 0235-25-7424

42 鶴岡市 羽黒山　三光院 鶴岡市羽黒町手向字手向９２番地 0235-62-2302

43 鶴岡市 多聞館 鶴岡市羽黒町手向字手向１１５ 0235-62-2201

44 鶴岡市 羽黒山　斎館（出羽三山神社参籠所） 鶴岡市羽黒町手向字羽黒山３３番地 0235-62-2357

45 鶴岡市 三山大愛教会 鶴岡市羽黒町手向字手向９３ 0235-62-2282

46 鶴岡市 休暇村庄内羽黒 鶴岡市羽黒町手向字羽黒山８ 0235-62-4270

47 鶴岡市 農家民宿　清定 鶴岡市黒川字大杉川原２８３ 090-2883-3589

48 鶴岡市 湯の澤温泉地蔵の湯 鶴岡市添川字湯の沢５番地 0235-64-4170

49 鶴岡市 旅館　仁三郎 鶴岡市三瀬己３０８ 0235-73-2109

50 鶴岡市 料理・宿　坂本屋 鶴岡市三瀬己９１番地 0235-73-2003

51 鶴岡市 東京第一ホテル鶴岡 鶴岡市錦町２－１０ 0235-24-7611

52 鶴岡市 アパホテル　山形鶴岡駅前 鶴岡市末広町５－２０ 0235-25-0111

53 鶴岡市 奈良館 鶴岡市日吉町２－３５ 0235-22-1202

54 鶴岡市 しおさい荘 鶴岡市鼠ケ関乙４５番地 0235-44-2751

55 鶴岡市 田麦荘 鶴岡市田麦俣字清水尻１２－６ 0235-54-6328

56 鶴岡市 ＨＯＴＥＬ　ＳＴＡＹｉＮ山王プラザ 鶴岡市山王町６番８号 0235-35-0600

57 鶴岡市 ＨＯＴＥＬ　ＳＴＡＹｉＮ山王プラザアネックス 鶴岡市末広町２番１号 0235-24-3666

58 鶴岡市 ビジネスホテル白樺 鶴岡市大宝寺町３－４４ 0235-23-3117

59 鶴岡市 湯の瀬旅館 鶴岡市戸沢字神子谷１０３－２ 0235-45-2737

60 鶴岡市 朝日屋旅館 鶴岡市大鳥字高岡５５－２１ 0235-55-2233

61 鶴岡市 安野旅館 鶴岡市中田字追分２８ 0235-57-2071
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62 鶴岡市 温泉民宿石川 鶴岡市由良二丁目２０－１８ 0235-73-2472

63 鶴岡市 ほり旅館 鶴岡市由良二丁目３－３３ 0235-73-3158

64 鶴岡市 スーパーホテル山形・鶴岡　天然温泉　湯の瀬の湯 鶴岡市宝田１丁目８－５１ 0235-77-9000

65 鶴岡市 湯殿山参籠所 鶴岡市田麦俣字六十里山７ 0235-24-2550

66 酒田市 若葉旅館 酒田市本町二丁目３－９ 0234-24-8111

67 酒田市 地蔵の湯旅館 酒田市本町三丁目３番１１号 0234-24-6868

68 酒田市 日和山ホテル 酒田市南新町二丁目２－４ 0234-22-0102

69 酒田市 最上屋旅館 酒田市中町２－２－１６ 0234-22-7533

70 酒田市 湯の台温泉　鳥海山荘 酒田市草津字湯ノ台６６－１ 0234-61-1727

71 酒田市 鳥海高原家族旅行村 酒田市草津字湯ノ台１４９ 0234-64-4111

72 酒田市 ホテルリッチ＆ガーデン酒田 酒田市若竹町一丁目１番１号 0234-26-1111

73 酒田市 ホテルイン酒田 酒田市あきほ町６５０－４ 0234-22-5000

74 酒田市 ホテル　ルートイン酒田 酒田市東大町一丁目４８番地１２ 0234-21-3301

75 酒田市 月のホテル 酒田市幸町１丁目１０－２０ 0234-26-8800

76 酒田市 ホテルアルファーワン酒田 酒田市幸町二丁目１番１２号 0234-22-6111

77 酒田市 酒田グリーンホテル 酒田市本町一丁目６番１０号 0234-24-1522

78 酒田市 白鳥荘旅館 酒田市浜田一丁目８－３１ 0234-22-0330

79 酒田市 おらが海の家 酒田市飛島字勝浦乙１５７ 0234-96-3123

80 酒田市 小林温泉 酒田市小林字杉沢１１７番地の１ 0234-54-2130

81 酒田市 眺望の宿　観音湯 酒田市成興野字須郷１番８ 0234-62-2516

82 酒田市 さかたセントラルホテル 酒田市中央東町４－２２ 0234-26-1221

83 酒田市 松美屋旅館 酒田市南新町一丁目４－７ 0234-22-0947

84 三川町 田田の宿 三川町大字横山字堤１７２－１ 0235-66-4833

85 庄内町 余目ホテル 庄内町余目字沢田１１４ 0234-42-2442

86 庄内町 旅館　平成館 庄内町余目字竹ヶ畑３－２ 0234-42-3510

87 庄内町 ビジネスホテル泉 庄内町余目字町２０４番地６ 0234-45-0210

88 庄内町 ファミリーロッジ旅籠屋・庄内店 庄内町余目字上朝丸７８－１ 0234-25-0885

89 遊佐町 鳥海自然文化館　遊楽里 遊佐町吹浦字西浜２番地の７６ 0234-77-3711

90 遊佐町 鶴屋旅館 遊佐町遊佐字舞鶴３０ 0234-72-2053

91 遊佐町 鳥海山四合目雲上の宿　大平山荘 遊佐町吹浦字鳥海山 090-2607-2326

92 戸沢村 高見屋　最上川別邸　紅 最上郡戸沢村古口３０５８番地 0234-57-2100

93 戸沢村 農家民宿ほたる 最上郡戸沢村大字角川１３１４ 0233-73-2516


