
◎契約保養所宿泊助成券が利用できる保養所です。（令和５年４月１日現在）

秋田県内の保養所（７３カ所）

所 在 地 電 話 番 号

お宿　花彩 鹿角市十和田大湯字川原ノ湯29番地1 0186-22-3374

ホテル鹿角 鹿角市十和田大湯字中谷地5-1 0186-30-4111

龍門亭 千葉旅館 鹿角市十和田大湯字上ノ湯16 0186-37-2211

和心の宿 姫の湯 鹿角市八幡平字湯瀬40-1 0186-33-2011

湯瀬ホテル 鹿角市八幡平字湯瀬湯端43 0186-33-2311

ホテル茅茹荘 鹿角市花輪字下中島112 0186-23-3126

お宿　ちとせ 鹿角市花輪字下中島109 0186-23-4230

十和田ホテル 鹿角郡小坂町十和田湖西湖畔 0176-75-1122

小坂ゴールドパレス 鹿角郡小坂町小坂鉱山字古館9-3 0186-29-3833

ブルートレインあけぼの 鹿角郡小坂町小坂鉱山字古川20-9 0186-25-8890

たしろ温泉 ユップラ 大館市岩瀬字上岩瀬塚の岱43-1 0186-54-2626

大館矢立ハイツ 大館市長走字陣場311 0186-51-2311

日景温泉 大館市長走37番地 0186-51-2011

打当温泉 マタギの湯 北秋田市打当字仙北渡道上ミ67 0186-84-2612

阿仁の森 ぶなホテル 北秋田市阿仁鍵ノ滝206 0186-82-2400

湯らくの宿 のしろ 能代市落合字亀谷地1-11 0185-54-2121

八森いさりび温泉 ハタハタ館 山本郡八峰町八森御所の台51 0185-77-2770

ホテルゆとりあ藤里 山本郡藤里町藤琴字上湯の沢1-2 0185-79-1070

砂丘温泉 ゆめろん 山本郡三種町大口字上ノ沢17-4 0185-85-4126

三種町山本健康保養センター 森岳温泉ゆうぱる 山本郡三種町森岳字木戸沢48－4 0185-83-4641

アルバートホテル秋田 秋田市大町4-3-22 018-888-3333

ルポールみずほ 秋田市山王4-2-12 018-862-2433

秋田温泉プラザ 秋田市添川字境内川原142-3 018-833-1919

秋田温泉さとみ 秋田市添川字境内川原142-１ 018-833-7171

ユフォーレ 秋田市河辺三内字丸舞1-1 018-884-2111

男鹿ホテル 男鹿市北浦湯本字草木原13-3 0185-33-3101

男鹿観光ホテル 男鹿市北浦湯本字草木原21 0185-33-2121

セイコーグランドホテル 男鹿市北浦湯本字草木原50-1 0185-33-2131

赤倉山荘 南秋田郡五城目町富津内中津又字滑多羅3-7 018-854-2969

サンルーラル大潟 南秋田郡大潟村北1-3 0185-45-3311

いちゑ にかほ市三森字大苗代190 0184-37-2000

ホテルエクセルキクスイ にかほ市平沢字町田108番地１ 0184-37-3333

はまなす にかほ市金浦字中谷地20-1 0184-38-2246

象潟夕日の宿 さんねむ温泉 にかほ市象潟町字才ノ神31 0184-43-4960

契 約 保 養 所 一 覧 　　　

保 養 所 名



所 在 地 電 話 番 号保 養 所 名

鳥海荘 由利本荘市鳥海町猿倉字湯ノ沢103-1 0184-58-2065

ホテルフォレスタ鳥海 由利本荘市鳥海町猿倉字奥山前8-45 0184-58-2888

大内町総合交流ターミナル 由利本荘市岩谷町字西越36 0184-62-1126

ホテルアイリス 由利本荘市肴町5番地 0184-24-5115

かみおか温泉 嶽の湯 大仙市神宮寺字下川原前開86-1 0187-87-1700

西仙北ぬく森温泉 ユメリア 大仙市刈和野字山北ノ沢5-4 0187-87-3100

協和温泉 四季の湯 大仙市船岡字庄内214 018-893-2615

南外ふるさと館 大仙市南外字松木田44-2 0187-74-2310

史跡の里交流プラザ 柵の湯 大仙市板見内字一ﾂ森145 0187-69-3311

中里温泉 大仙市太田町中里字新屋敷114 0187-88-1795

フォレストリゾート 山の手ホテル 大仙市大曲西根字仁応治67-3 0187-68-2001

大曲エンパイヤホテル 大仙市大曲白金町8-17 0187-63-1131

角館温泉 花葉館 仙北市角館町西長野古米沢30-19 0187-55-5888

田沢湖ローズパークホテル 仙北市西木町西明寺字潟尻78 0187-47-2211

川口温泉　奥羽山荘 大仙市太田町太田惣行大谷地10-5 0187-88-1717

田沢湖レイクリゾート 仙北市田沢湖生保内下高野82-117 0187-46-2016

夏瀬温泉 都わすれ 仙北市田沢湖卒田字夏瀬84 0187-44-2220

あきた芸術村 温泉ゆぽぽ 仙北市田沢湖卒田字早稲田430 0187-44-3333

田沢湖高原リゾートホテル ニュースカイ 仙北市田沢湖生保内字下高野73-3 0187-46-2006

秋田県立田沢湖スポーツセンター 仙北市田沢湖生保内字下高野73-2 0187-46-2001

西木温泉ふれあいプラザ クリオン 仙北市西木町門屋字屋敷田83-2 0187-47-2010

元湯 水沢山荘 仙北市田沢湖生保内字下高野73-10 0187-46-2341

露天風呂水沢温泉 仙北市田沢湖生保内字下高野73-15 0187-46-2111

心に和みが灯る宿　青荷山荘 仙北市田沢湖生保内字下高野73-14 0187-46-2256

千畑温泉 サン・アール 仙北郡美郷町金沢東根字仏沢210-1 0187-84-3983

美郷町宿泊交流館 ワクアス 仙北郡美郷町飯詰字下鶴田22-1 0187-88-8870

Hotel plaza 迎賓 横手市駅前町7-7 0182-32-7777

交流センター ゆっぷる 横手市平鹿町醍醐字沢口166 0182-25-3801

交流センター 雄川荘 横手市雄物川町今宿字郷72番地1 0182-38-6530

休養センター さくら荘 横手市大森町持向字持向165 0182-26-2301

南郷（夢）温泉 共林荘 横手市山内南郷字大払川139-1 0182-53-2800

ゆとりおん大雄 横手市大雄字三村東21-4 0182-52-2188

ホテルプラザアネックス横手 横手市駅前町7-7 0182-32-7777

横手プラザホテル 横手市駅前町7-1 0182-33-2111

スパ＆リゾートホテル 秋の宮山荘 湯沢市秋ノ宮殿上1-1 0183-56-2400

旅館　多郎兵衛 湯沢市皆瀬字湯元121-5 0183-47-5016

小安峡温泉　湯の宿元湯クラブ 湯沢市皆瀬字湯元100-1 0183-47-5151



所 在 地 電 話 番 号保 養 所 名

ホテルブラン 雄勝郡東成瀬村椿川字柳沢39-7 0182-47-3104

須川温泉 栗駒山荘 雄勝郡東成瀬村椿川字仁郷山国有林内 0182-47-5111

県外の保養所（５０カ所）

所 在 地 電 話 番 号

全国町村会館 東京都千代田区永田町1－11－35 03-3581-0471

アジュール竹芝 東京都港区海岸1－11－2 03-3437-2011

＊東京グリーンパレス 東京都千代田区二番町2 03-5210-4600

ホテル法華クラブグループ 東京都中央区日本橋小網町6-1　山万ビル４階（法華倶楽部本社） 各ホテル直接

休暇村 東京都台東区東上野5丁目1番5号（休暇村協会） 各休暇村直接

ホテルアルファーワングループ 富山県富山市上本町6-5（アルファーワン事業本社） 各ホテル直接

＊ホテルポールスター札幌 北海道札幌市中央区北4条西6丁目2 011-241-9111

＊ホテルノースシティ 北海道札幌市中央区南9条西1丁目 011-512-9748

ホテル駅前 北海道函館市若松町21番8号 0138-23-3589

＊アップルパレス青森 青森県青森市本町5-1-5 017-723-5600

ホテルグランメール山海荘 青森県西津軽郡鰺ヶ沢町大字舞戸町字鳴戸1 0173-72-8111

鰺ヶ沢温泉 水軍の宿 青森県西津軽郡鰺ヶ沢町大字舞戸町字下富田26-1 0173-72-6511

南網張ありね温泉 ゆこたんの森 岩手県岩手郡雫石町長山猫沢3-6 019-693-3600

＊パレス松洲 宮城県宮城郡松島町高城字浜38 022-354-2106

＊むつみ荘 山形県南陽市赤湯字森先233-1 0238-43-3035

Ａｓａｈｉ自然観 山形県西村山郡朝日町白倉745-1 0237-83-7111

＊うしお荘 山形県鶴岡市湯野浜1-11-23 0235-75-2715

＊ホテル福島グリーンパレス 福島県福島市太田町13-53 024-533-1171

＊大洗鴎松亭 茨城県東茨城郡大洗町磯浜町8179-5 029-266-1122

＊那須の森ヴィレッジ 栃木県那須郡那須町大字高久乙字遅山3375-637 0287-78-1636

＊アルペンローゼ 群馬県吾妻郡草津町草津512-2 0279-88-1300

＊オークラ千葉ホテル 千葉県千葉市中央区中央港1-13-3 043-248-1111

＊黒潮荘 千葉県鴨川市貝渚2565 04-7092-2205

＊ホテル日航立川 東京 東京都立川市錦町1-12-1 042-521-1111

島嶼会館 東京都港区海岸1-4-15 03-3437-3061

＊湯河原温泉ちとせ 神奈川県足柄下郡湯河原町宮上281 0465-63-0121

＊ホテルやまなみ 山梨県笛吹市石和町駅前15-1 055-262-5522

＊瀬波はまなす荘 新潟県村上市瀬波温泉1-2-17 0254-52-5291

＊アクアーレ長岡 新潟県長岡市新陽2-5-1 0258-47-5656

＊グリーンビュー立山 富山県中新川郡立山町千寿ケ原 076-482-1716

＊おびし荘 石川県小松市井口町ホ55 0761-65-1831

＊越路 福井県あわら市東温泉2-201 0776-77-3151

保 養 所 名



所 在 地 電 話 番 号保 養 所 名

＊紫雲荘 岐阜県下呂市湯之島692 0576-25-2101

＊シーサイドいずたが 静岡県熱海市上多賀12 042-528-2191

＊サンぺルラ志摩 三重県志摩市磯部町的矢314 0599-57-2130

＊ホテルピアザびわ湖 滋賀県大津市におの浜1-1-20 077-527-6333

＊憩いの里湖西 滋賀県高島市勝野1533 0740-36-2345

＊シティプラザ大阪 大阪府大阪市中央区本町橋2-31 06-6947-7702

＊ひょうご共済会館 兵庫県神戸市中央区中山手通4-17-13 078-222-2600

＊ゆめ春来 兵庫県美方郡新温泉町湯1569-6 0796-99-2211

＊サン・ピーチＯＫＡＹＡＭＡ 岡山県岡山市北区駅前町2-3-31 086-225-0631

＊渓泉閣 鳥取県東伯郡三朝町山田180 0858-43-0828

＊ホテル白鳥 島根県松江市千鳥町20 0852-21-6195

＊防長苑 山口県山口市熊野町4-29 083-922-3555

＊ホテル千秋閣 徳島県徳島市幸町3-55 088-622-9121

＊ホテルマリンパレスさぬき 香川県高松市福岡町2-3-4 087-851-6677

＊えひめ共済会館 愛媛県松山市三番町5-13-1 089-945-6311

＊高知共済会館 COMMUNITY SQUARE 高知県高知市本町5-3-20 088-823-3211

＊ひまわり荘 宮崎県宮崎市瀬頭2-4-5 0985-24-5285

＊マリンパレスかごしま 鹿児島県鹿児島市与次郎2-8-8 099-253-8822

※  全国の市町村共済組合の保養所（＊）の詳しい内容をホームページでご覧いただけます｡

  『旅と宿』ホームページアドレス  http://www.ctv-yado.jp/

※  ホテル法華クラブグループ、休暇村、ホテルアルファーワングループの施設につきましては

　各ホームページでご覧ください。　


