ふるさと民宿連絡協議会名簿

☆民宿の詳細は、トップページ「目的別・エリア別検索」からご覧いただけます。

下越エリア

（阿賀町、村上市、関川村、粟島浦村）
http://www.uragozu.jp/

裏五頭山荘
農家民宿

おくやま

http://ameblo.jp/19600215/

東蒲原郡阿賀町中ノ沢１１８７

０２５４－９９－２８３３

心なごむ山の宿

岩船郡関川村大字深沢６６３

０２５４－６４－０１９０

おいしい手作りどぶろくとﾏｸﾛﾋﾞｵﾃｨｯｸ料理が自慢の
農家民宿

０２５４－５５－２２３７

板前の豪勢な料理と心から安らいでいただける宿

０２５４－５５－２５２３

お気軽にお休みいただける宿

０２５４－５５－２１１０

体験をｻﾎﾟｰﾄする素朴で人情味豊かな家族で営む宿

０２５４－５５－２４３７

素朴な魚料理の宿

０２５８－５９－２３８６

田舎の静けさを堪能してください

０２５８－５９－２０５５

のんびりできるふる里の宿

０２５８－５９－２５２７

気楽に休める故郷の宿

０２５８－７５－２８２１

いろりとかやぶきの船宿

０２５８－９５－２７９７

出会いを大切に

０２５８－５９－２７７９

あなとの出会いに感謝して

０２５８－８６－７９９８

築160年の古民家がみなさんをお迎えいたします

０２５８－８９－８２２０

田んぼと夕日に癒やされてください

０２５７－４１－２２２２

バーベキューやターブサイトも楽しめます

０２５７－４１－３３７０

いろりを囲んで、のんびりと

０２５７－４１－３２５２

ニッポンのふるさと「集落荻ノ島」

０２５７－３１－５５５５

訪れる人帰られる人皆様に安らぎを

民宿 与平

http://green2rhythm.jp/search/deta
岩船郡粟島浦村１３７
il?cd=170&pg=2&ar=2&ft=1
http://green2rhythm.jp/search/deta
岩船郡粟島浦村１０８９
il?cd=313&pg=1&ar=2&ft=1
http://blog.goo.ne.jp/yu3honbo
岩船郡粟島浦村１０４

民宿 脇源

http://green2rhythm.jp/search/deta
岩船郡粟島浦村１１８
il?cd=303&pg=1&ar=2&ft=1

民宿 三吉
民宿 源左エ門

中越エリア
農家民宿山古志百姓や三太夫
民宿 たなか
農家民宿 二前田
民宿 まつや
民宿 鈴木
農家民宿 新助
農家民宿 おっこの木

（長岡市、小千谷市、柏崎市）
http://www.yamakoshi-sandayu.com/

長岡市山古志虫亀１１６５

http://green2rhythm.jp/search/deta
長岡市山古志竹沢甲１２５１
il?cd=282&pg=1&ar=3&ft=1
http://green2rhythm.jp/search/deta
長岡市山古志東竹沢丙１４３６－１
il?cd=174&pg=2&ar=3&ft=1
http://www.matsuya-kayabuki.jp/
長岡市寺泊野積１００３９
http://green2rhythm.jp/search/deta
長岡市小国町上岩田５８５－１
il?cd=252&pg=1&ar=3&ft=1
http://green2rhythm.jp/search/deta
小千谷市南荷頃３７３６－３
il?cd=139&pg=2&ar=3&ft=1
http://wakatochi.blog.fc2.com/
小千谷市真人町戊２５１８

農村貸別荘ファームハウス

http://green2rhythm.jp/search/deta
小千谷市岩沢３３８２
il?cd=427&pg=1&ci=6
http://www.jon-nobi.com/farmhouse
柏崎市高柳町高尾１０－１

門出かやぶきの里
（おやけ棟・ いいもち棟）
荻ノ島かやぶきの宿
荻ノ家 島ノ家
のうか民宿さとの茶家
花いかだ

http://jonnobi柏崎市高柳町門出５２３７
takayanagi.jp/stay/kadoide-stay.html
http://www.jonnobi柏崎市高柳町荻ノ島１０９０－２
takayanagi.jp/stay/oginoshima-stay.html
https://www.facebook.com/hanaikada
柏崎市東条２１２２－１
.net/

農家民宿

へんどん

魚沼エリア
民宿 浦新
民宿旅館 源次郎
湖山荘
奥只見山荘
グリーンハウス里美
民宿 かくら
民宿 萬代

（魚沼市、十日町市、津南町、南魚沼市、湯沢町）
http://www.urashin.jp/

http://www.okutadami.jp/
http://satomi555.homepagelife.jp/
http://www.minshuku-kakura.jp/
http://www.yado-bandai.jp/

茅屋や（かやや） https://jajp.facebook.com/kayabuki.house.kayaya/
http://sun-berry.com/
農家民宿 サンベリー
http://blog.goo.ne.jp/huyunohinogennsou
http://www.i-mise.com/

みせ旅館
エコーロッヂ
ラ･ファミーユ中角
ホテル古城館
スカイランド
石打ペンションブルージュ
ロッヂ

アルプス

ロッヂ

マシュー

ロッヂ

なかとし

石打スキーセンター
ヴィレッジヨシタニ
舞子の宿 和風いん越路
銀富士
ひいらぎ山荘
スポーツプラザ上越

０２５－７９７－２１４９

遊びのベースキャンプ

０２５－７９２－２３４８

懐かしい囲炉裏のあるくつろぎの宿

０２５－７９５－２２２６

第二の故郷として遊びにお越し下さい

魚沼市銀山平温泉

０２５－７９５－２２３９

銀山平の豊かな自然と温泉の自慢の料理

十日町市浦田２０７－２２

０２５－５９６－３４９２

景色は最高！人情も最高！

十日町市中条池谷２３４

０２５－７５９－２５５０

棚田に囲まれた一軒家

十日町市中条甲１３６９

０２５－７５２－６６２７

一年を通して季節の旬の味が楽しめます

十日町市新座乙７６４

０２５－７５５－５６７６

自然の中でのんびり過ごしてください

中魚沼郡津南町中深見丁１１４－２

０２５－７６５－３４０３

あなたの田舎にしませんか

中魚沼郡津南町上郷宮野原６６１５

０２５－７６６－２７２３

静かな自然お流れの中でゆっくりお休みを

南魚沼市石打２０２６

０２５－７８３－２５３２

シェルティ「なな」がお迎えいたします

南魚沼市石打１９２９－１

０２５－７８３－３２０９

大自然いっぱい田舎の時間と空気を体験

南魚沼市石打１７００－２

０２５－７８３－２１７１

ゆったり過ごせる家族という名の宿

０２５－７８３－２２１９

自然いっぱい魚沼でお米や食事を楽しんでください

０２５－７８３－２５３３

飛行機好きのオーナーの宿です

０２５－７８３－３６６７

平地の一番下の窓を開ければ山の蛍も来るよ

南魚沼市石打２０１７

０２５－７８３－３６６０

宿から観光口ゲレンデへ

南魚沼市石打２０３５－２

０２５－７８３－２７０８

自家製のお米と野菜を使った家庭料理の宿

南魚沼市石打１７７

０２５－７８３－３２５４

自分で野菜を採って食して、あとはお土産に

０２５－７８３－３１３１

山の中腹に宿があり、眺望が最高です

０２５－７８３－２６４９

手作りコシヒカリ＆新鮮野菜のお宿

南魚沼市姥島新田８４０－１

０２５－７８３－２６４４

新鮮野菜を色々と収穫できる宿

南魚沼市姥島新田５１４

０２５－７８３－２３３５

自然とともにのんびり遊ぶ

南魚沼市小栗山２１４６

０２５－７７３－６２７９

何もない所で自然体験をしてください

０２５－７８２－１８００

当館から見える景色は四季を通して最高です

http://green2rhythm.jp/search/deta
魚沼市吉田７９－４
il?cd=272&pg=5&ar=5&ft=1
http://www.kozanso.jp/
魚沼市銀山平温泉

農家民宿

もりあおがえる

魚沼市須原９０４

http://www.echo3209.com/
http://www.nakakaku.jp/

http://www.mars.jstar.ne.jp/~kojyo
南魚沼市石打１８７３
kan/
http://green2rhythm.jp/search/deta
南魚沼市石打１８５８
il?cd=108&pg=5&ci=19&ft=1
http://www.bruges.co.jp/
南魚沼市石打２０３７
http://www.lodge-alps.com/
http://www.lodge-mashu.com/
http://nakatoshi.fuji.to/

https://jajp.facebook.com/IshiuchiSkiCenter/ 南魚沼市石打２３２１
http://www.village-yoshitani.com/
南魚沼市姥島新田６３６
http://www.koshijiinn.jp/winter/index.html
http://www.ginfuji.com/
http://www.hiiragi-sansou.com/

http://green2rhythm.jp/search/detail?cd=
南魚沼市樺野沢２８１
320&pg=1&ci=19&ft=1

５０ｍ！

ウッディインすずき

http://ww5.et.tiki.ne.jp/~bell-1/top01.html
http://kafuu.m-uonuma.net/

ロッヂ花風

http://www.k4.dion.ne.jp/~mai911/

ロッヂＭａｉ

http://www.iiji3so.com/index.htm

飯士山荘
ロッヂたかとし
山の家 お休み処ロッヂ白道

http://www.takatoshi.com/
http://www.hakudou.jp/

南魚沼市樺野沢１３６

０２５－７８２－１４８４

自家製コシヒカリと野菜でおもてなし

南魚沼市樺野沢６１－２

０２５－７８２－１４９４

美味しい自家製コシヒカリと笑顔のおもてなし

南魚沼市樺野沢５

０２５－７８２－２２６４

自然いっぱい！明るい宿です

南魚沼市舞子２０５６

０２５－７８３－３３３８

春夏秋冬、居心地満点の高原の中の小さな山荘

南魚沼市舞子２０５６－９１

０２５－７８３－２８３５

関越自動車道塩沢石打ｲﾝﾀｰより１分の好位置！

南魚沼市君沢１６７３－１０

０２５－７８３－２６７３

魚沼の郷が一望できる宿

０２５－７７５－３０７２

おかえりなさい。自然いっぱいのふるさと

０２５－７８２－０７３９

素敵な吉里に安らぎを求めて

０２５－７８７－３０２０

天然温泉露天風呂と２つの大浴場

ホテル湯沢湯沢でんき屋

http://green2rhythm.jp/search/deta
南魚沼市山口１７３９
il?cd=172&pg=5&ar=5&ft=1
http://green2rhythm.jp/search/deta
南魚沼市吉里１１１５
il?cd=293&pg=4&ar=5&ft=1
http://yuzawa-yuzawa.com/
南魚沼郡湯沢町岩原１５５

農家民宿れすとらん ひがし

http://green2rhythm.jp/search/detail?cd=
中魚沼郡津南町上郷宮野原４６９１－４ ０２５－７５５－５３１３
420&pg=1&ci=27

上村屋旅館
富徳旅館

上越エリア

(上越市、糸魚川市、妙高市）

スカイトピア遊ランド

来食の(kukuno)

http://www.tomaridokorokukuno.com/
http://ootakiso.net/

大滝荘
矢代ふれあいの里友楽里館
体験農家民宿しもやしき
サンヴィレッジまちだ
アルファイン秀雲荘
ナチュラルイン翠山
白銀館
鮎宿
民宿 四郎兵衛
旅館

http://yuuland.jp/
http://www.tsukikage.net/

月影の郷
泊処

坂中屋

ませぐち温泉 対岳荘
柵口温泉 山城屋
親不知交流センター
まるたん坊
民宿

木島

旅館

竹春館

ペンション・クルー

http://www.valley.ne.jp/~yurari/

０２５－５４７－２２２１

自然あふれるくつろぎと体験の宿

上越市浦川原区横住４１０

０２５－５９９－３３０２

学校の思い出が蘇る宿泊体験交流施設

上越市板倉区久々野１６０２－１

０２５５－７８－７１６２

自然の中で、何もない贅沢を味わえる宿

妙高市上小沢３５７-２

０２５５－７５－３２３０

幻のこそばを使った手打ちそば、深山の秘湯大滝の
湯

妙高市西野谷新田２５６－１

０２５５－７２－８６８６

バリアフリー＋美味しい料理＋矢代米ごはん

０２５５－７２－６０５４

里山の食と農家の生活・自然体験

０２５５－８６－６１１７

もうひとつの故郷（ふるさと）おかあさんち

０２５５－８６－６１２０

四季の宿

http://green2rhythm.jp/search/deta
il?cd=351&pg=1&ar=4&ft=1
http://green2rhythm.jp/search/deta
il?cd=349&pg=1&ar=4&ft=1
http://green2rhythm.jp/search/deta
il?cd=111&pg=4&ar=4&ft=1
http://green2rhythm.jp/search/deta
il?cd=283&pg=3&ar=4&ft=1
http://green2rhythm.jp/search/deta
il?cd=295&pg=2&ar=4&ft=1
http://www.taigakusou.jp/

妙高市杉野沢１９２２

０２５５－８６－６０３０

妙高の旬を味わえる宿

妙高市杉野沢１９６３－１

０２５５－８６－６０３１

ふるさとの実家としてご利用下さい

糸魚川市大沢５８２

０２５－５６６－２７２０

お客様を大切に、気楽な宿です

糸魚川市山寺５７８

０２５－５５８－２５０８

甦れ人間

糸魚川市大字筒石１７６６－１

０２５－５６７－２２３３

美しい夕景に心を洗われながら新鮮な海の幸を堪能

糸魚川市柵口１０９７－１

０２５－５６８－２７２０

権現岳の麓、海まで車で20分。四季折々楽しめる宿

http://green2rhythm.jp/search/detail?cd=
289&pg=3&ar=4&ft=1
http://www7b.biglobe.ne.jp/~maruta
nbo/
http://green2rhythm.jp/search/deta
il?cd=372&pg=1&ci=12
http://www.noumachi.com/takeharuka
n/
http://pcrew.travel.coocan.jp/

糸魚川市柵口１０５７－２

０２５－５６８－２１２１

山菜料理と海の幸、温泉を満喫して全身ゆったりと

糸魚川市外波１０６

０２５－５６２－３００２

青く澄んだ親不知の『海』を味わいつくすお宿です

糸魚川市蒲池２８０

０２５－５５８－２４３２

心あたたまるセカンドホームへようこそ

糸魚川市藤崎１０８４－１

０２５－５６７－２３３３

日本海の味覚満載

糸魚川市大和川１１６１

０２５－５５０－１１２５

“海の想いで”つくりませんか？

０２５９－５５－３３１１

夕日と自然に癒やされる宿

０２５９－８７－３２１５

出会いと感動が織りなす佐渡島あかどまり

０２５９－７４－３１０３

夕日と磯遊びのできる宿

佐渡市橘１５８６-３

０２５９－７６－２７３５

夕日といさり火が見える宿

佐渡市米郷２３８

０２５９－７６－２９２６

毎日漁に出て新鮮な魚介類を食卓に並べます

佐渡市稲鯨１３５４

０２５９－７６－２６４０

料理自慢の宿

佐渡市大須１０２１－１

０２５９－５５－２５１１

真野湾の夕陽と新鮮な魚が食べられる宿

０２５９－６３－３５６１

どぶろくを飲める宿

０２５９－７８－２３１１

新鮮な魚貝料理と家族的なサービス！

０２５９－８６－２５３８

いつ訪れても､新鮮な海の幸のオンパレード

０２５９－６６－２５４５

天然温泉 源泉かけ流し

（佐渡市）

ふれあいハウス潮津の里
赤泊農林漁業体験宿泊施設
サンライズ城が浜
民宿 たきもと

http://shiodusado.com/

http://sadotukasa.web.fc2.com/

民宿 つかさ

http://www.sado-shikishima.com/

民宿 敷島荘
寿司民宿 長浜荘・魚道場
民宿 植えた
海府荘

民宿 清水荘
こがね荘

佐渡市背合３８

http://www.sado.co.jp/jyogahama/04
佐渡市三川２９１５
_acc/01/
http://www.sado.co.jp/takimoto/
佐渡市相川大浦１４２９－３
https://ja-jp.facebook.com/nanaurasou/

民宿 七浦荘

ロハスの館

上越市吉川区坪野１４５８－２

http://green2rhythm.jp/search/deta
妙高市両善寺９５
il?cd=350&pg=1&ar=4&ft=1
http://www.h3.dion.ne.jp/~village/
妙高市杉野沢２００３
green/index.htm
http://shuunso.com/
妙高市杉野沢２００５

佐渡エリア

国民宿舎

雪深い津南町の冬を体験してください

http://www.nagahama.skr.jp/

http://green2rhythm.jp/search/deta
佐渡市中興乙１４６４
il?cd=106&pg=3&ar=1&ft=1
http://kaifusou.com/
佐渡市関４２８－１
http://green2rhythm.jp/search/deta
佐渡市強清水８５
il?cd=364&pg=1&ar=1&ft=1
http://koganesou.web.fc2.com/
佐渡市栗野江１８１０－２

母ちゃんの
笑顔と
ごっつおで
おもてなし

新潟県ふるさと民宿連絡協議会の民宿では、農業体験・自然体験・食体験・クラフト体験など色々な体験（有料。宿泊費と別途）ができます。
宿泊ご予約時に宿に「今どんな体験ができるか」お問合せください。田舎でできる楽しい体験してみませんか？

