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://www.okuyama-farm.jp/

東蒲原郡阿賀町中ノ沢１１８７

０２５４－９９－２８３３

岩船郡関川村大字深沢６６３

０２５４－６４－０１９０

民宿 与平

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

民宿 脇源

http://green2rhythm.jp/search/deta
岩船郡粟島浦村内浦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
農家民宿

へんどん

農村貸別荘ファームハウス
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

湖山荘

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

https://www.facebook.com/okkon 小千谷市真人町戊２５１８
oki/
https://www.facebook.com/pages 小千谷市岩沢３３８２
/農家民宿%20%20へんどん
http://www.jon柏崎市高柳町高尾１０－１
nobi.com/farmhouse
http://jonnobitakayanagi.jp/stay/kadoide-stay.html
http://www.jonnobitakayanagi.jp/stay/oginoshima-stay.html

グリーンハウス里美
民宿 かくら

農家民宿

茅屋や（かやや）

農家民宿 サンベリー
もりあおがえる

エコーロッヂ
ラ･ファミーユ中角
丸山温泉古城館
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

０２５４－５５－２１１０

The inn where I carry on human feelings with
the abundant family by the simplicity with
which an experience is supported

０２５４－５５－２４３７

Simple inn of a fish dish

０２５８－５９－２３８６

Please be satisfied with the quiet of the
country.

０２５８－５９－２０５５

Inn in the home where you can relax

０２５８－５９－２５２７

Inn in the home rested comfortably

０２５８－７５－２８２１

Shipping agent of Ｉｒｏｒｉ＆Ｋａｙａｂｕｋｉ

０２５８－９５－２７９７

An encounter, importantly

０２５８－５９－２７７９
０２５８－８６－７９９８
０２５８－８９－８２２０
０２５７－４１－２２２２
０２５７－４１－３３７０

柏崎市高柳町荻ノ島１０９０－２

０２５７－４１－３２５２

魚沼市須原９０４

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

http://satomi555.homepagelife.jp/
http://www.minshuku-kakura.jp/

http://tokamachi-kayaya.com/
http://sun-berry.com/
http://blog.goo.ne.jp/huyunohinogennsou
http://www.i-mise.com/

みせ旅館

Do not hesitate to have a break

０２５７－３１－５５５５

（魚沼市、十日町市、津南町、南魚沼市、湯沢町）

http://www.yado-bandai.jp/

民宿 萬代

０２５４－５５－２５２３

柏崎市高柳町門出５２３７

https://ja柏崎市東条２１２２－１
jp.facebook.com/hanaikadatojyo/

http://www.okutadami.jp/

奥只見山荘

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://www.urashin.jp/

民宿旅館 源次郎

Delicious homemade"doburoku"and macrobiotic
cuisine is proud of the inn cuisine
Chef's lavish cuisine and inn where you can
feel comfortable from the bottom of my heart

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

魚沼エリア
民宿 浦新

０２５４－５５－２２３７

Inn of soothing mountain

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

http://nakatoshi.fuji.to/

十日町市浦田２０７－２２

０２５－５９６－３４９２

十日町市中条池谷２３４

０２５－７５５－２８０２

十日町市中条甲１３６９

０２５－７５２－６６２７

十日町市新座乙７６４

０２５－７５５－５６７６

中魚沼郡津南町中深見丁１１４－２

０２５－７６５－３４０３

中魚沼郡津南町上郷宮野原６６１５

０２５－７６６－２７２３

南魚沼市石打２０２６

０２５－７８３－２５３２

南魚沼市石打１９２９－１

０２５－７８３－３２０９

南魚沼市石打１７００－２

０２５－７８３－２１７１

http://www.koshijiinn.jp/winter/index.html
http://www.ginfuji.com/
http://www.hiiragi-sansou.com/

０２５－７８３－２２１９
０２５－７８３－２５３３
０２５－７８３－３６６７

南魚沼市石打２０１７

０２５－７８３－３６６０

南魚沼市石打２０３５－２

０２５－７８３－２７０８

南魚沼市石打１７７

０２５－７８３－３２５４

https://ja南魚沼市石打２３２１
jp.facebook.com/IshiuchiSkiCente
http://www.village-yoshitani.com/

０２５－７９５－２２２６
０２５－７９５－２２３９

http://green2rhythm.jp/search/de 南魚沼市石打１８５８
tail?cd=108&pg=5&ci=19&ft=1
http://www.bruges.co.jp/
南魚沼市石打２０３７

http://www.lodge-mashu.com/

０２５－７９２－２３４８

魚沼市銀山平温泉

http://www.mars.jstar.ne.jp/~kojyo
南魚沼市石打１８７３
kan/

http://www.lodge-alps.com/

０２５－７９７－２１４９

０２５－７８３－３１３１

南魚沼市姥島新田６３６

０２５－７８３－２６４９

南魚沼市姥島新田８４０－１

０２５－７８３－２６４４

南魚沼市姥島新田５１４

０２５－７８３－２３３５

南魚沼市小栗山２１４６

０２５－７７３－６２７９

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

０２５－７８２－１８００

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://mai2264.starfree.jp/

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/

０２５－７８２－１４８４

南魚沼市樺野沢６１－２

０２５－７８２－１４９４

南魚沼市樺野沢５

０２５－７８２－２２６４

南魚沼市舞子２０５６

０２５－７８３－３３３８

南魚沼市舞子２０５６－９１

０２５－７８３－２８３５

南魚沼市君沢１６７３－１０

０２５－７８３－２６７３

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

上村屋旅館
富徳旅館
ホテル湯沢湯沢でんき屋
農家民宿れすとらん ひがし

http://yuzawa-yuzawa.com/

０２５－７７５－３０７２
０２５－７８２－０７３９

南魚沼郡湯沢町岩原１５５

０２５－７８７－３０２０

https://www.facebook.com/%E8%BE%
中魚沼郡津南町上郷宮野原４６９１－４ ０２５－７５５－５３１３
B2%E5%AE%B6%E6%B0%91%E5%AE%BF
%E3%81%B2%E3%81%8C%E3%81%97-

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

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

月影の郷
泊処

南魚沼市樺野沢１３６

来食の(kukuno)

農家民宿うしだ屋
（-USHIDA-YA-)

http://www.tomaridokorokukuno.com/

http://ushidaya.moo.jp/
http://ootakiso.net/

大滝荘
矢代ふれあいの里友楽里館

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

上越市吉川区坪野１４５８－２

０２５－５４７－２２２１

上越市浦川原区横住４１０

０２５－５９９－３３０２

上越市板倉区久々野１６０２－１

０２５５－７８－７１６２

上越市大島区田麦１２８３

０５０－３６９９－１５１
６

妙高市上小沢３５７-２

０２５５－７５－３２３０

妙高市西野谷新田２５６－１

０２５５－７２－８６８６

体験農家民宿しもやしき

http://green2rhythm.jp/search/deta
妙高市両善寺９５
il?cd=350&pg=1&ar=4&ft=1

０２５５－７２－６０５４

サンヴィレッジまちだ

http://myhp.joetsu.ne.jp/sun_villag 妙高市杉野沢２００３
e_machida/snow/index.htm

０２５５－８６－６１１７

アルファイン秀雲荘
ナチュラルイン翠山
白銀館
鮎宿
旅館

坂中屋

ませぐち温泉 対岳荘

http://shuunso.com/
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=295&pg=2&ar=4&ft=1
http://www.taigakusou.jp/

妙高市杉野沢２００５

０２５５－８６－６１２０

妙高市杉野沢１９２２

０２５５－８６－６０３０

妙高市杉野沢１９６３－１

０２５５－８６－６０３１

糸魚川市大沢５８２

０２５－５６６－２７２０

糸魚川市大字筒石１７６６－１

０２５－５６７－２２３３

糸魚川市柵口１０９７－１

０２５－５６８－２７２０

糸魚川市柵口１０５７－２

０２５－５６８－２１２１

柵口温泉 山城屋

https://www.yamashiroyatorakichi.com/

親不知交流センター
まるたん坊

http://www7b.biglobe.ne.jp/~maruta
糸魚川市外波１０６
nbo/

民宿

木島

旅館

竹春館

ペンション・クルー

http://green2rhythm.jp/search/de 糸魚川市蒲池２８０
tail?cd=372&pg=1&ci=12
http://www.noumachi.com/takeha 糸魚川市藤崎１０８４－１
rukan/
http://pcrew.travel.coocan.jp/
糸魚川市大和川１１６１

佐渡エリア
http://shiodusado.com/

佐渡市背合３８

民宿 たきもと

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

民宿 七浦荘

https://ja-jp.facebook.com/nanaurasou/
佐渡市橘１５８６-３

赤泊農林漁業体験宿泊施設
サンライズ城が浜

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
ロハスの館

０２５－５５８－２４３２
０２５－５６７－２３３３
０２５－５５０－１１２５

（佐渡市）

ふれあいハウス潮津の里

国民宿舎

０２５－５６２－３００２

こがね荘

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

０２５９－５５－３３１１
０２５９－８７－３２１５
０２５９－７４－３１０３
０２５９－７６－２７３５

佐渡市米郷２３８

０２５９－７６－２９２６

佐渡市稲鯨１３５４

０２５９－７６－２６４０

佐渡市大須１０２１－１

０２５９－５５－２５１１

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

０２５９－６３－３５６１
０２５９－７８－２３１１
０２５９－８６－２５３８
０２５９－６６－２５４５

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？

