
旅館名

電話・FAX

住所 〒0184-0127　　象潟町字中橋５０

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.gadget.ne.jp/shoufuu/

ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ

宿泊料金 天然温泉 シングル 相部屋(2名以上)

お一人様の お1人で利用 (御夫婦も含む)

料金です。 素泊り 5,250 5,250
　　単位；円 １泊朝食付 6,300 6,300
消費税込み １泊2食付 10,290 10,290
参加者ﾍｻｰﾋﾞｽ 特になし

施設のPR

旅館名

旅館名

電話・FAX

電話・FAX

住所 〒0184-0107　　象潟町字荒屋下２８

住所 〒018‐0111　　象潟町武道島１８０−１

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.edinet.ne.jp/~shiosai/

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ

ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ shiosai@mail_edinet.ne.jp

ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ

宿泊料金 シングル 相部屋(2名以上)

宿泊料金 シングル 相部屋(2名以上)

お一人様の お1人で利用 (御夫婦も含む)

お一人様の お1人で利用 (御夫婦も含む)

料金です。 素泊り 4,410

料金です。 素泊り 4,000 4,000

　　単位；円 １泊朝食付 5,250

　　単位；円 １泊朝食付 4,500 4,500

消費税込み １泊2食付 7,875

消費税込み １泊2食付 5,700 5,700

参加者ﾍｻｰﾋﾞｽ

参加者ﾍｻｰﾋﾞｽ 特になし

施設のPR 象潟海岸端のホテル＆コテージ、2名様以上からの

施設のPR 象潟駅裏の小さな旅館ですが、家庭的にサービスを

宿泊です。スタ−ト地点のすぐそばの施設です。

いたします。

コテージの料金料金詳しい案内はHPで

旅館名

電話・FAX ０１８４−４６−２００２　　（FAX兼用）

住所

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ

ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ

宿泊料金 シングル 相部屋(2名以上)

お一人様の お1人で利用 (御夫婦も含む)

料金です。 素泊り 3,000 3,000
　　単位；円 １泊朝食付 5,000 5,000
消費税込み １泊2食付 6,300 6,300
参加者ﾍｻｰﾋﾞｽ

施設のPR

〒018‐0143
象潟町小砂川字清水場１４８−２

清水屋  旅館

!!

旅館名

旅館名

電話・FAX

電話・FAX

住所 〒018−0100　　象潟町字琴和喜５８−２３

住所 〒018‐0153　　象潟町小滝字北田３１

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.chokai.ne.jp/seaside/

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ

ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ seaside@chokai.ne.jp

ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ

宿泊料金 天然温泉 シングル 相部屋(2名以上)

宿泊料金 シングル 相部屋(2名以上)

お一人様の お1人で利用 (御夫婦も含む)

お一人様の お1人で利用 (御夫婦も含む)

料金です。 素泊り 5,250 5,250

料金です。 素泊り 4,200 4,200

　　単位；円 １泊朝食付 6,300 6,300

　　単位；円 １泊朝食付 5,500 5,500

消費税込み １泊2食付 11,550 11,550

消費税込み １泊2食付 7,800 7,800

参加者ﾍｻｰﾋﾞｽ 特になし

特になし

特になし

参加者ﾍｻｰﾋﾞｽ

施設のPR
・日本海に面している客室・ロビー。大浴場からは

施設のPR 鳥海山の山菜料理と、日本海の魚を使った家庭の味

真っ赤な夕陽が沈んでいく様をご覧になれます。

をお楽しみ下さい。

海岸、堤防での練習も可能です。

ヘルストン温泉と、鳥海山の眺めが抜群です。

０１８４−４３−５８１５

０１８４−４３−３１３５　（FAX兼用）

TEL０１８４−４３−４１１１
FAX０１８４−４３−５８００

TEL０１８４−４４−２５１３
FAX０１８４−４４−２５１４

象潟シーサイドホテル　【日観連】

白滝　旅館

海苑　蕉風荘 （しょうふうそう）ホテル＆コテージ　潮さい

しなの  旅館

TEL０１８４−４３−２４６０
FAX０１８４−３２−５０５０

海から望む鳥海山 あじさいの栗山池公園 鳥海山・お花畑 元滝 奈曽の白滝

歓迎！『鳥海山グルッと一周MTBサイクリング』象潟町旅館業組合
私たち旅館業組合11軒は、皆様方をお待ち申し上げております。また、観光協会と共に大会成功のために頑張っています。

●象潟町旅館業組合のホームページ「にかほ市旅の宿」https://nikaho-kanko.jp/よりインターネットでご予約ができます。
　・「にかほ市旅の宿」からのご予約の際はお客様情報の入力のメッセージ欄に必ず「マウンテンバイク」とご記入下さい。
　・「にかほ市旅の宿」からのご予約は、下記の表で旅館名のところが黄色　　　　　　で表示されている旅館・ホテル
　　のみとなっております。

象潟温泉

・象潟温泉（入浴税150円別）

特になし

http://www15.plala.or.jp/sirataki/



旅館名

電話・FAX

住所

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ

ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ

宿泊料金 シングル 相部屋(2名以上)

お一人様の お1人で利用 (御夫婦も含む)

料金です。 素泊り 4,0004,000
5,0005,000　　単位；円 １泊朝食付

消費税込み １泊2食付 6,500〜6,500〜
参加者ﾍｻｰﾋﾞｽ

施設のPR 西に日本海夕日、東に鳥海山位置する

景観地であります。家庭的なサ−ビス｡駐車場有り

旅館名

電話・FAX

住所 〒018‐0115　　象潟町字後田１１６−５

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.tatsumi-kanyo.jp/

ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ kanyou@olive.ocn.ne.jp

宿泊料金

２人様以上

料金です。

　　単位；円

消費税込み

旅館名

旅館名

電話・FAX ０１８４−４３−３０６６

電話・FAX

住所

住所
〒018‐0116
象潟町字４丁目塩越２０１（象潟駅徒歩３分）

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ

ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ

ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ

宿泊料金 シングル 相部屋(2名以上)

宿泊料金 シングル
相部屋(2名様以上）

お一人様の お1人で利用 (御夫婦も含む)

お一人様の お1人で利用

料金です。 素泊り 4,725 4,725

料金です。 4,000

　　単位；円 １泊朝食付 5,775 5,775

　　単位；円 １泊朝食付 4,800

消費税込み １泊2食付 7,350 7,350

消費税込み

5,000
5,800

参加者ﾍｻｰﾋﾞｽ

参加者ﾍｻｰﾋﾞｽ 特になし

施設のPR 象潟駅のすぐ前にあり、象潟海水浴場も近い。

施設のPR

０１８４−４３−５１１１　　（FAX兼用）

〒018‐0112
象潟町字家の後３３　（象潟駅前）

ホテルシティパレス

素泊り

象潟駅、海水浴場、大通りです。
家庭的なビジネスホテルです。
夕食は、1,000円の弁当御膳も受付けます。

TEL０１８４−４６−２００５
FAX０１８４−４６−２０１２

〒018‐0143
象潟町小砂川字小田１３−４２

TEL０１８４−３２−５５５５
FAX０１８４−４３−５７４４

たつみ寛洋ホテル　　　【日観連】

山形屋　旅館 松本　旅館

p-qt-m.211306-@docomo.ne.jp

　（FAX兼用）

特になし
特になし

法体コーススタート近郊宿泊先 由利本荘市鳥海町猿倉地区宿泊施設
施設名 所在地 電話番号 宿泊料金

ホテル「フォレスタ鳥海」

休養宿泊施設「鳥海荘」

湯の沢温泉「ホテルまさか」

秋田県由利本荘市鳥海町猿倉字奥山前8-45

秋田県由利本荘市鳥海町猿倉字湯ノ沢103-1

秋田県由利本荘市鳥海町猿倉字湯ノ沢52

0184-58-2888

0184-58-2065

0184-58-2188

￥11,700

スタンダードツイン2名1室（1名様）

￥6,565～

Bタイプ3名以上1室

￥8,400

大人1名

１室２名様以上

※お一人様での宿泊は受付けていません。

１泊２食付
素泊まり
１泊朝食付
１泊夕食付

12,000円
6,300円
6,800円
8,400円

旅館名

電話・FAX

住所 〒018-0109　　　象潟町字冠石下63-3

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.tatsumi-kanyo.jp/

ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ kanyou@olive.ocn.ne.jp

宿泊料金

　　単位；円

消費税込み

宿泊受付用   TEL 0184-32-5555
                     FAX 0184-43-5744
宿泊先          TEL 0184-43-2228

ろふう草・日本海

１室２名様以上
１室３名様以上

※お一人様での宿泊は受付けていません。
※海水浴場のすぐ側にあります。

１泊２食付
１泊２食付
素泊まり
１泊朝食付
１泊夕食付

7,000円
6,800円
4,500円
5,250円
6,500円
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