
No. 市町村名 登録施設名 〒 所　在　地

1 山形市 タカミヤヴィレッジホテル樹林 990-2301 山形市蔵王温泉814

2 山形市 ホテルルーセントタカミヤ 990-2301 山形市蔵王温泉字川前９０４－５

3 山形市 深山荘 高見屋 990-2301 山形市蔵王温泉54

4 山形市 たかみや瑠璃倶楽リゾート 990-2301 山形市蔵王温泉三度川1118-7

5 山形市 蔵王国際ホテル 990-2301 山形市蔵王温泉933

6 山形市 五感の湯つるや 990-2301 山形市蔵王温泉710

7 山形市 源泉湯宿 蔵王プラザホテル 990-2301 山形市蔵王温泉2

8 山形市 ホテルオークヒル 990-2301 山形市蔵王温泉756

9 山形市 最上高湯 善七乃湯 990-2301 山形市蔵王温泉825

10 山形市 蔵王アストリアホテル 990-2301 山形市蔵王温泉字横倉外5 国有林236林班

11 山形市 堺屋森のホテル ヴァルトベルク 990-2301 山形市蔵王温泉清水坂889-1

12 山形市 ホテル松金屋アネックス 990-2301 山形市蔵王温泉1267-16

13 山形市 おおみや旅館 990-2301 山形市蔵王温泉46

14 山形市 蔵王四季のホテル 990-2301 山形市蔵王温泉1272

15 山形市 吉田屋旅館 990-2301 山形市蔵王温泉13

16 山形市 えびや旅館 990-2301 山形市蔵王温泉3

17 山形市 蔵王つららぎの宿花ゆらん 990-2301 山形市蔵王温泉878-12

18 山形市 ホテル・ラルジャン 990-2301 山形市蔵王温泉中森877-18

19 山形市 蔵王 和歌の宿 わかまつや 990-2301 山形市蔵王温泉951-1

20 山形市 ホテル喜らく 990-2301 山形市蔵王温泉935-25

21 山形市 岩清水料理の宿　季の里 990-2301 山形市蔵王温泉1271-1

22 山形市 プチリゾートホテルDer barte 990-2301 山形市蔵王温泉808-5

23 山形市 ル・ベール蔵王 990-2301 山形市蔵王温泉878-5

24 山形市 ＺＡＯセンタープラザ 990-2301 山形市蔵王温泉字川前903-2

25 山形市 蔵王温泉　すゞのや 990-2301 山形市蔵王温泉6

26 山形市 名湯舎　創 990-2301 山形市蔵王温泉48

27 山形市 国民宿舎 竜山荘 990-2301 山形市蔵王温泉９３８－４

28 山形市 ペンションぷうたろう 990-2301 山形市蔵王温泉934-26

29 山形市 お食事処・お泊り処・お湯処　ろばた 990-2301 山形市蔵王温泉字川原42-5

30 山形市 ヒルズサンピア山形 990-2333 山形市蔵王飯田637

31 山形市 山城屋旅館 990-0039 山形市香澄町1-8-20

32 山形市 ホテルキャッスル 990-0031 山形市十日町4－2－7

33 山形市 ホテルメトロポリタン山形 990-0039 山形市霞町ー１－１

34 山形市 山形国際ホテル 990-0039 山形市香澄町三丁目4-5

35 山形市 山形駅西口ワシントンホテル 990-8580 山形市城南町1-1-1　霞城セントラル24F

36 山形市 山形グランドホテル 990-0043 山形市本町1丁目７－２４

37 山形市 山形七日町ワシントンホテル 990-0042 山形市七日町1-4-31

38 山形市 ホテルニューマーブル 990-0039 山形市香澄町3-1-28

39 山形市 東横INN山形駅西口 990-0827 山形市城南町1-18-18

40 山形市 ホテルルートイン山形駅前 990-0828 山形市双葉町1-3-1

41 山形市 ホテルルートイン山形南 990-2331 山形市飯田西1-1-11

42 山形市 リッチモンドホテル　山形駅前 990-0828 山形市双葉町1丁目3-11

43 山形市 ホテル　リモージュ 990-0031 山形市十日町1-1-35

44 山形市 C-CABIN YAMAGATA 990-0032 山形市小性町6-13

45 山形市 黒沢温泉 喜三郎 990-2311 山形市大字黒沢319-1

46 山形市 悠湯の郷　ゆさ 990-2311 山形市大字黒沢319-2

47 寒河江市 ホテルシンフォニー　アネックス 991-0041 寒河江市大字寒河江字久保11

48 寒河江市 チェリーパークホテル 991-0041 寒河江市大字寒河江字久保15-2

49 寒河江市 美人の湯　寒河江温泉　ホテルシンフォニー 991-0053 寒河江市元町1-3-13

50 寒河江市 こころの宿一龍 991-0031 寒河江市本町1-2-27

51 寒河江市 ホテルサンチェリー 991-0031 寒河江市本町一丁目2-23

52 上山市 仙渓園　月岡ホテル 999-3141 上山市新湯1-33

53 上山市 展望露天の湯有馬館 999-3141 上山市新湯6-5

54 上山市 果実の山あづま屋 999-3141 上山市新湯1-23

55 上山市 あずま屋　別館ふじや旅館 999-3145 上山市河崎3-8-34

56 上山市 三木屋参蒼来 999-3243 上山市高松283
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57 上山市 花明りの宿月の池 999-3156 上山市湯町3-10

58 上山市 おやど森の音 999-3145 上山市河崎字反田848

59 上山市 旅館三恵 999-3242 上山市葉山4-21

60 上山市 葉山舘 999-3242 上山市葉山5-10

61 上山市 はたごの心 橋本屋 999-3242 上山市葉山4-15

62 上山市 日本の宿 古窯 999-3292 上山市葉山5-20

63 上山市 彩花亭時代屋 999-3242 上山市葉山9-5

64 上山市 旅館静山荘 999-3242 上山市葉山5-63

65 上山市 蔵王エコー山荘 999-3114 上山市永野字蔵王山2561-1

66 上山市 ホテル菊屋 999-3141 上山市新湯1-16

67 上山市 ペンション　ノエル 999-3114 山形県上山市永野字蔵王山国有林（蔵王坊平高原）

68 上山市 ペンション　エプロンステージ 999-3012 上山市小倉字大森1968-42

69 上山市 ペンション　木いちご 999-3112 上山市小倉字大森1968-43

70 上山市 ペンション　ステラ 999-3112 上山市小倉字大森1968-54

71 上山市 ペンション too Cotton 999-3113 上山市蔵王坊平高原2174

72 上山市 上坂ペンション 999-3114 上山市永野字蔵王山国有地241-2

73 上山市 ペンションビートル 990-3112 上山市小倉字大森1968-47

74 上山市 蔵王ライザウッディロッジ 999-3113 上山市蔵王坊平高原

75 上山市 ナリサワペンション 999-3114 上山市永野字蔵王山国有林241

76 村山市 クアハウス碁点 995-0209 村山市碁点1034-7

77 村山市 湯舟沢温泉旅館 995-0001 村山市大字土生田2040番地

78 村山市 村山西口ホテル 995-0038 村山市駅西3-20

79 天童市 ほほえみの宿滝の湯 994-0025 天童市鎌田本町1-1-30

80 天童市 ホテル王将 994-0025 天童市鎌田本町1-1-14

81 天童市 美味求真の宿 　天童ホテル 994-0025 天童市鎌田本町2-1-3

82 天童市 ほほえみの空湯舟つるや 994-0025 天童市鎌田本町2-5-14

83 天童市 湯の香　松の湯 994-0025 天童市鎌田本町2-2-54

84 天童市 天童荘 994-0024 天童市鎌田2-2-18

85 天童市 桜桃の花湯坊いちらく 994-0025 天童市鎌田本町2-2-21

86 天童市 松伯亭あづま荘 994-0024 天童市鎌田2-2-1

87 天童市 栄屋ホテル 994-0024 天童市鎌田2-3-16

88 天童市 天童グランドホテル舞鶴荘 994-0025 天童市鎌田本町2-4-51

89 東根市 花の湯ホテル 999-3702 東根市温泉町1-7-12

90 東根市 旅館さくら湯 999-3702 東根市温泉町1-9-3

91 東根市 たびやかた　嵐の湯 999-3702 東根市温泉町1-9-22

92 東根市 東根グランドホテル 999-3702 東根市温泉町1-8-1

93 東根市 民謡の宿　あづまや 999-3702 東根市温泉町2-2-2

94 東根市 石亭小松 999-3702 東根市温泉町2-11-1

95 東根市 大二館 999-3702 東根市温泉町2-10-1

96 東根市 のゝか本郷館 999-3702 東根市温泉町2-1-1

97 東根市 青松舘 999-3702 東根市温泉町1-20-1

98 東根市 よし田川別館 999-3702 東根市温泉町1-14-8

99 東根市 スーパーホテル山形・さくらんぼ東根駅前 999-3720 東根市さくらんぼ駅前2-17-21

100 尾花沢市 仙峡の宿銀山荘 999-4333 尾花沢市大字銀山新畑85

101 尾花沢市 古勢起屋別館 999-4333 尾花沢市大字銀山新畑417

102 尾花沢市 昭和館 999-4333 尾花沢市大字銀山新畑420

103 尾花沢市 旅館 松本 999-4333 尾花沢市大字銀山新畑421

104 尾花沢市 くつろぎの宿　「花笠高原荘」 999-4443 尾花沢市大字鶴子1300-27

105 中山町 ひまわり温泉　ゆ・ら・ら 990-0402 中山町いずみ1番地

106 西川町 五色亭旅館 990-0734 西川町大字志津120-1

107 西川町 月山の宿かしわや 990-0734 西川町大字志津4

108 西川町 湖畔の宿　清水屋旅館 990-0734 西川町大字志津20

109 西川町 月山志津温泉　ぬくもりの宿ゆきしろ 990-0734 西川町大字志津5

110 西川町 変若水の湯つたや 990-0734 西川町大字志津10

111 西川町 月山リゾートイン 990-0734 西川町大字月山沢字月山国有林115-ホ

112 西川町 月山ポレポレファーム 990-0733 西川町大字月山沢347-3

113 西川町 加登屋旅館 990-0703 西川町大字間沢48-3

114 朝日町 Asahi自然観 990-1574 朝日町白倉745-1



115 大江町 大江町山里交流館やまさぁーべ 990-1274 大江町大字柳川959-1

116 大石田町 大石田温泉　あったまりランド深堀　虹の館 999-4134 北村山郡大石田町大字豊田884-1

117 新庄市 ホテルルートイン新庄駅前 996-0002 新庄市金沢1109-6

118 金山町 ホテルシェーネスハイム金山 999-5401 金山町大字有屋1400番地

119 最上町 ゆめみの宿　観松館 999-6211 最上町大字大堀987

120 最上町 ほてい屋 999-6211 最上町大字大堀989

121 最上町 四季の宿まごろく 999-6211 最上町大字大堀1001

122 最上町 旅館　小川屋 999-6211 最上町大字大堀990

123 最上町 喜至楼 999-6211 最上町大字大堀988

124 最上町 湯守の宿三之亟 999-6105 最上町大字富沢884

125 最上町 保養センターもがみ 999-6211 最上町大字大堀字蟹ノ又1360-19

126 最上町 悠湯の宿　湯澤屋 999-6105 最上町大字富沢854-1

127 最上町 おふろ好きの宿　旅館しゃくなげ荘 999-6105 最上町大字富澤850

128 最上町 いづみ荘 999-6105 最上町大字富沢1005-7

129 最上町 みどりや旅館 999-6105 最上町大字富澤847

130 最上町 わらべ唄の宿 湯の原 999-6105 最上町大字富沢819-4

131 最上町 最上荘 999-6105 最上町大字富沢819

132 最上町 松葉館 999-6211 最上郡最上町大字大堀1037

133 真室川町 農家民宿 果菜里庵 999-5301 真室川町川ノ内２５３７

134 真室川町 まむろ川温泉　梅里苑 999-5311 真室川町平岡894-2

135 大蔵村 若松屋村井六助 996-0301 大蔵村大字南山496

136 大蔵村 優心の宿観月 996-0301 大蔵村大字南山516

137 大蔵村 つたや肘折ホテル 996-0301 大蔵村大字南山504

138 大蔵村 お宿　大穀屋 996-0301 大蔵村大字南山507

139 大蔵村 レトロモダンな宿　丸屋 996-0301 大蔵村大字南山519

140 大蔵村 大友屋旅館 996-0301 大蔵村大字南山505

141 大蔵村 松井旅館 996-0301 大蔵村大字南山491

142 大蔵村 三春屋 996-0301 大蔵村大字南山497

143 大蔵村 湯宿元河原湯 996-0301 大蔵村大字南山454-1

144 大蔵村 旅館　伝蔵 996-0301 大蔵村大字南山肘折535

145 大蔵村 木村屋旅館 996-0301 大蔵村大字南山532

146 大蔵村 玉乃屋 996-0301 大蔵村大字南山466-6

147 鮭川村 加登屋旅館 999-5205 鮭川村大字中渡1312

148 鮭川村 松葉荘 999-5205 鮭川村大字中渡1314-2

149 鮭川村 ホテル紅葉館 999-5205 鮭川村大字中渡1314-1

150 鮭川村 農家民宿　まつ乃 999-5203 鮭川村大字川口956

151 鮭川村 農家民宿　はる風 999-5205 鮭川村大字中渡1793

152 戸沢村 高見屋　最上川　別邸　紅 999-6401 最上郡戸沢村古口3058

153 米沢市 東屋旅館 992-1472 米沢市大字関1537

154 米沢市 中屋別館　不動閣 992-1472 米沢市大字関1514

155 米沢市 湯滝の宿　西屋 992-1472 米沢市大字関1527

156 米沢市 別邸　山の季 992-1472 米沢市大字関清水裏3931-4

157 米沢市 新高湯温泉 五つの絶景露天風呂　吾妻屋旅館 992-1472 米沢市大字関湯の入沢3934

158 米沢市 鈴の宿　登府屋旅館 992-0076 米沢市小野川町2493

159 米沢市 小野川温泉 河鹿荘 992-0076 米沢市小野川町2070

160 米沢市 うめや旅館 992-0076 米沢市小野川町2494

161 米沢市 扇屋旅館 992-0076 米沢市小野川町2432

162 米沢市 旭屋旅館 992-0076 米沢市小野川町2437-1

163 米沢市 五つの心の宿　高砂屋 992-0076 米沢市小野川町2427

164 米沢市 湯杜　匠味庵　山川 992-0076 米沢市小野川町2436

165 米沢市 名湯の宿 吾妻荘 992-0076 米沢市小野川町2471

166 米沢市 吾妻園（ペットと泊まれる宿） 992-0076 米沢市小野川町2421

167 米沢市 ホテルベネックス 992-0039 米沢市門東町3-2-16

168 米沢市 東横イン米沢駅前 992-0026 米沢市東3-5-28

169 米沢市 ホテルルートイン米沢駅東 992-0023 米沢市下花沢2-10-20-9

170 米沢市 滑川温泉　福島屋 992-1303 米沢市大字大沢字滑川15

171 米沢市 湯の沢温泉 時の宿すみれ 992-1205 米沢市大字関根12703-4

172 米沢市 大平温泉滝見屋 992-1461 米沢市大字李山12127



173 米沢市 アルブ　天元台 992-1461 米沢市大字李山12118番地の6

174 米沢市 ペンション＆コテージ　山太郎 992-1121 米沢市万世町刈安24156-119

175 米沢市 TANPOPO-IN 992-1121 米沢市万世町刈安24156-82

176 米沢市 ペンションおもちゃばこ 992-1121 山形県米沢市万世町刈安24156-131

177 長井市 はぎ苑 993-0075 長井市成田2170-2

178 長井市 タスパークホテル 993-0011 長井市館町北6番27号

179 南陽市 旅館歌丸 999-2211 南陽市赤湯2968-1

180 南陽市 上杉の御湯 御殿守 999-2211 南陽市赤湯989

181 南陽市 櫻湯　山茱萸 999-2211 南陽市赤湯740

182 南陽市 旅館大文字屋 999-2211 南陽市赤湯1003

183 南陽市 丹泉ホテル 999-2211 南陽市赤湯988

184 南陽市 湯宿　升形屋 999-2211 南陽市赤湯250-1

185 南陽市 森の湯旅館 999-2211 南陽市赤湯548

186 南陽市 旅館大和屋 999-2211 南陽市赤湯972

187 南陽市 長者屋敷 992-0472 南陽市宮内4402-28

188 南陽市 なんようグリーンヒル 992-0487 南陽市竹原2768-28

189 高畠町 四季の里　幸新館 992-0351 高畠町大字高畠3701

190 高畠町 湯沼温泉 992-0342 高畠町大字竹森5122

191 高畠町 ホテルフォルクローロ高畠 999-2173 高畠町大字山崎200

192 川西町 川西町浴浴センター まどか 999-0121 川西町大字上小松5095-36

193 白鷹町 鷹野湯温泉 パレス松風 992-0821 白鷹町大字十王5687-8

194 白鷹町 353KUROGAMO 992-07750 西置賜郡白鷹町黒鴨353

195 飯豊町 白川温泉　白川荘 999-0424 飯豊町大字数馬218-1

196 鶴岡市 亀や 997-1201 鶴岡市湯野浜1-5-50

197 鶴岡市 愉海亭みやじま 997-1201 鶴岡市湯野浜1-6-4

198 鶴岡市 海辺の宿 都屋 997-1201 鶴岡市湯野浜1-7-3

199 鶴岡市 游水亭いさごや 997-1201 鶴岡市湯野浜1-8-7

200 鶴岡市 海辺の宿 福住 997-1201 鶴岡市湯野浜1-9-31

201 鶴岡市 竹屋ホテル 997-1201 鶴岡市湯野浜1-9-25

202 鶴岡市 海辺のお宿 一久 997-1201 鶴岡市湯野浜1-10-29

203 鶴岡市 ホテル海山 997-1201 鶴岡市湯野浜一丁目14番38号

204 鶴岡市 ホテルテトラリゾート鶴岡 997-1117 鶴岡市下川字東海林場358-3

205 鶴岡市 華夕美日本海 997-1117 鶴岡市下川字窪畑1-523

206 鶴岡市 湯野浜温泉 龍の湯 997-1201 鶴岡市湯野浜2-4-47

207 鶴岡市 温泉民宿　真砂子屋 997-1201 鶴岡市湯野浜1-19-16

208 鶴岡市 源泉付客室　浜泉 997-1201 鶴岡市湯野浜1-12-31

209 鶴岡市 九兵衛旅館 997-0752 鶴岡市湯田川乙19

210 鶴岡市 湯田川温泉　つかさや旅館 997-0752 鶴岡市湯田川乙52

211 鶴岡市 理太夫旅館 997-0752 鶴岡市湯田川乙51

212 鶴岡市 隼人旅館 997-0752 鶴岡市湯田川乙56

213 鶴岡市 ますや旅館 997-0752 鶴岡市湯田川乙63

214 鶴岡市 珠玉や 997-0752 鶴岡市湯田川乙39

215 鶴岡市 仙荘湯田川 997-0752 鶴岡市湯田川乙13

216 鶴岡市 萬国屋 999-7204 鶴岡市湯温海丁1

217 鶴岡市 たちばなや 999-7204 鶴岡市湯温海丁3

218 鶴岡市 東屋旅館 999-7204 鶴岡市湯温海甲171

219 鶴岡市 あつみ温泉　瀧の屋 999-7204 鶴岡市湯温海甲169

220 鶴岡市 あつみ温泉 高見屋別邸 久遠 999-7204 鶴岡市湯温海字湯之尻83-3

221 鶴岡市 由良温泉　八乙女 999-7464 鶴岡市由良3-16-31

222 鶴岡市 ホテルサンリゾート庄内 999-7464 鶴岡市由良3-17-21

223 鶴岡市 ホテル五番館 997-0021 鶴岡市宝町1-5

224 鶴岡市 ホテルイン鶴岡 997-0857 鶴岡市美咲町33-27

225 鶴岡市 ホテルルートイン鶴岡駅前 997-0015 鶴岡市末広町1-17

226 鶴岡市 ホテルルートイン鶴岡インター 997-0047 鶴岡市大塚町12-26

227 鶴岡市 SHONAI HOTEL SUIDEN TERRASSE 997-0053 鶴岡市北京田字下鳥ノ巣23-1

228 鶴岡市 羽黒山 斎館（出羽三山神社参籠所） 997-0292 鶴岡市羽黒町手向字羽黒山33番地

229 鶴岡市 羽黒山 三光院 997-0211 鶴岡市羽黒町手向字手向92

230 鶴岡市 大進坊 997-0211 鶴岡市羽黒町手向字手向９５



231 鶴岡市 湯の澤温泉 地蔵の湯 999-7652 鶴岡市添川字湯ノ沢5-甲

232 鶴岡市 旅館　仁三郎 999-7463 鶴岡市三瀬己301-308

233 鶴岡市 料理・宿　坂本屋 999-7463 鶴岡市三瀬己91

234 鶴岡市 東京第一ホテル鶴岡 997-0031 鶴岡市錦町2-10

235 鶴岡市 湯殿山参籠所 997-0532 鶴岡市田麦俣字六十里山仙人沢7

236 鶴岡市 しおさい荘 999-7126 鶴岡市鼠ヶ関乙45

237 鶴岡市 民宿丸武 999-7126 鶴岡市鼠ヶ関字興屋1-3

238 鶴岡市 安野旅館 997-0345 鶴岡市中田追分28

239 酒田市 若葉旅館 998-0043 酒田市本町2-3-9

240 酒田市 日和山ホテル 998-0063 酒田市南新町2-2-4

241 酒田市 ホテルリッチ&ガーデン酒田 998-0834 酒田市若竹町1-1-1

242 酒田市 ホテルイン酒田 998-0828 酒田市あきほ町650-4

243 酒田市 ホテルルートイン酒田 998-0851 酒田市東大町1-48-12

244 遊佐町 鳥海自然文化館遊楽里 999-8521 遊佐町吹浦字西浜2-76


