
.

■国民宿舎

和室 洋室 その他

下府町2164-85 28 2 1

浜田ＩＣから車で10分

■ホテル・ビジネスホテル

和室 洋室 その他

浅井町86-19 128

浜田ＩＣから車で8分

黒川町108-18 4 27 3

浜田ＩＣから車で8分

殿町83-124 1 44

浜田ＩＣから車で10分

黒川町4177 112

浜田ＩＣから車で8分

黒川町4191 40

浜田ＩＣから車で8分

黒川町97-9 30

浜田ＩＣから車で8分

黒川町4185 2 22

浜田ＩＣから車で8分

浅井町64-1 201

浜田ＩＣから車で8分

三隅町古市場1130 10 58

石見三隅ICから車で10分

■温泉旅館

和室 洋室 その他

金城町追原11 5
ETC専用・金城スマートＩＣから車で15分

金城町追原39-1 10 9
ETC専用・金城スマートＩＣから車で15分

ホテルルートイン
浜田駅前

25-1722 304 シングル6,300円（込）～
Wi-Fi使用可

朝食バイキングを無料にてご提供しております。JR浜田駅隣接で立体駐車場も完備しています。

料　　　　金（消費税）

料　　　　金（消費税）エリア

エリア 名　　　称 所在地
電話

（0855）
収容
人員

部屋タイプ

浜田

名　　　称 所在地
電話

（0855）
収容
人員

部屋タイプ

浜田 国民宿舎　千畳苑
28－1255 120

1泊2食付9,500円（込）～
素泊5,400円（込）～Wi-Fi使用可

白砂輝く国府海岸に面し、日本海の新鮮な旬の素材を使ったお料理や、オーシャンビューが自慢のヘルストン人工温泉
展望大浴場などをお楽しみください。シロイルカのしまね海洋館アクアスなど石見観光に抜群の立地です。和洋室1室。

三隅
みすみ

マリーンホテルはりも
32－0370 100

本館シングル素泊5,000円（別）～
別館シングル素泊5,500円（別）～別館Wi-Fi使用可

2018年3月、別館がオープン致しました。ビジネスや観光、また長期のご連泊にもおすすめです。

浜田 ホテル松尾
22－2520 77

1泊2食付　12,000円（サ込税別）～
素泊　6,500円（サ込税別）～Wi-Fi使用可

ＪＲ浜田駅前に立地し、交通至便。全室冷暖房、バス・トイレ付、無料Wi-Fi完備（パスワードなし）。食事は浜田漁港直送
の新鮮な魚介類をふんだんに使用した地産地消の季節の懐石料理をご提供させていただきます。

ビジネスホテル浜一
23－0511 41 シングル素泊　4,900円（込）

Wi-Fi使用可

ＪＲ浜田駅より徒歩5分。ビジネスや観光に最適です。お気軽にお泊まりください。

ＪＲ浜田駅前、浜田ＩＣからも車で8分。全室Wi-Fiを完備し、無料でインターネット接続が可能です。ビジネス・
観光の拠点として、スタッフ一同温かい笑顔でお出迎えいたします。

浜田

ホテル末広
23－1460 43 シングル素泊　5,200円（込）～

wi-Fiルーター貸出し

シングル素泊　6,000円（別）～
ツイン素泊　10,000円（別）～Wi-Fi使用可

浜田
浜田ワシントンホテル

プラザ

23－6111 127 シングル素泊　5,600円（込）～
Wi-Fi使用可

シングル素泊　5,000円（込）～
Wi-Fi使用可

JR浜田駅近くの静かで落ち着いた高台に立地しております。当館は防災・衛生を第一義とし、従業員一同お
客様の安全で快適な旅路を祈念してご奉仕させていただきます。和洋室3室。

浜田 東光ホテル

シングル素泊　6,300円（込）～
浜田

50

エリア 名　　　称 所在地
電話

（0855）
収容
人員

料　　　　金（消費税）
部屋タイプ

グリーンリッチホテル
浜田駅前 平成20年4月1日、浜田市で唯一のデザイナーズホテルとしてオープン致しました。営業形態としてはビジネス

ホテルですが、1階に男女共に人工ながら炭酸カルシウム温泉とサウナがご利用いただけます。

23－5151

ビジネスでもレジャーでも、お客様に満足していただける「快適な宿泊」「心地よい時間」をスタッフ一同、心を
込めてご提供いたします。

浜田ニューキャッスル
ホテル

23－5880 58

Wi-Fi使用可
24－1234 137

金城
か な ぎ

金城観光ホテル
42－1000 50 1泊2食付　12,000円（別）～

JR浜田駅前、どんちっちタウンに立地しており、飲食店やコンビニも近くにございます。ドリンクバーサービスや朝
の軽食サービスなど、ビジネス・観光のお客様を低料金で応援いたします。

浜田

客室と露天風呂から裏山の滝が眺められる閑静な佇まいの宿です。四季折々の海の幸、山の幸をふんだんに使った会
席料理もご堪能いただけます。心からのおもてなしでお迎えいたします。Wi-Fi1階使用可2階一部使用可。

浜田

金城
か な ぎ

とらや旅館
42－1550 20

1泊2食付9,000円（別）～
素泊3,500円（別）～Wi-Fi使用可

温泉好きにはたまらない、源泉かけ流し100％のお宿です。お料理はその日一番の「うまいもん」を仕入れて腕を振るうの
が大将のこだわり。夫婦でやっている小さなお宿ですが、ぜひ来てみちゃんさい♡

せんじょうえん

とう こう

すえひろ

はまいち

まつ お

かな ぎ

島根県

ご旅行、各種合宿にご利用ください。浜田のお宿和室 洋室 その他

金城町波佐イ998-5 2 1
ETC専用・金城スマートＩＣから車で25分

旭町市木7245-1 10

瑞穂ＩＣから車で10分

旭町都川 1 1

旭ＩＣから車で20分

弥栄町木都賀イ781 2

浜田港ICから車で30分

三隅町岡見523-2 8 6

石見三隅ＩＣから車で10分

弥栄
や さ か

seolleim

090-
4423-1886

6 素泊　4,500円（込）

ゲストハウス＆酒場のそれいむ。山の中に静かに佇む一軒家で、1階はバー、2階は宿泊室となっており、ゆっくりとくつ
ろげます。お食事はご相談ください。弥栄町内に店主が営む「韓国料理店マンナム」があります。

三隅
みすみ

鶴亀亭

旭
あさひ

ロッジ谷間美呼
47－0012 8

素泊　2,000円（込）(大人)
基本料1棟あたり 1,000円（込）ロッジ：5人用2棟

素泊まり専門ロッジ。日本の棚田百選認定の都川の棚田へは10分ほど。収容人数8人と小さな施設ですが、快適にお
気軽にご利用いただけます。

グリーンヴィレッジ
47－0777 60

大人　平日5,000円（別）≪食事（夕朝
付）代・自炊費別≫
大人　休日前6,000円（別）
小・中学生料金あり

ログハウス：4人用4棟
6人用4棟 10人用2棟

瑞穂ICの近くにあるログハウスです。観光、レジャー、合宿等で、ご家族連れ、グループ、団体等の皆様にご利用いただ
いております。お気軽にお電話ください。

歩いて3分のところに食事処・居酒屋「くじら亭」があります。素泊りでお越しいただき、海の幸を味わうのも旅の思い出と
なります。

所在地
電話

（0855）
収容
人員

部屋タイプ

若生まなびや館
44－0830 16 素泊　2,000円（込）

セルフ宿泊施設

料　　　　金（消費税）

28-7393 15
1泊2食付　6,000円（込）～
素泊　4,500円（込）～Wi-Fi使用可

エリア 名　　　称

金城
山と川と静寂に包まれた施設です。春は山菜、夏はホタルの乱舞、秋は山全体をゴージャスに染め上げる錦秋。周布
川ではヤマメやイワナの渓流釣りが楽しめます。きらめく満天の星もご堪能あれ!

旭
あさひ

わか お

や ま び こ

○浜田市観光交流課

〒697-8501 島根県浜田市殿町１番地

TEL:0855-25-9530 FAX:0855-23-4040

http://www.city.hamada.shimane.jp/

○一般社団法人 浜田市観光協会

〒697-0022 島根県浜田市浅井町777番地1(JR浜田駅2階）

TEL:0855-24-1085 FAX:0855-24-1081

http://www.kankou-hamada.org

浜田市

発行・令和2年6月 浜田市観光交流課

そ れ い む

つるかめてい



　

和室 洋室 その他

金城町追原7-2 6 2
ETC専用・金城スマートＩＣから車で15分

金城町追原31-5 5

ETC専用・金城スマートＩＣから車で15分

金城町追原7-1 4
ETC専用・金城スマートＩＣから車で15分

金城町追原7-3 13
ETC専用・金城スマートＩＣから車で15分

金城町七条イ980-1 12 1
ETC専用・金城スマートＩＣから車で10分

金城町追原32-1 7 1 5
ETC専用・金城スマートＩＣから車で15分

旭町木田1006-1 14 1

旭ＩＣから車で5分

旭町木田952-1 15

旭ＩＣから車で5分

旭町木田1005-1 17 4

旭ＩＣから車で5分

三隅町下古和949-3 5 2

石見三隅ＩＣから車で20分

■旅館

和室 洋室 その他

瀬戸ヶ島町104-3 12

浜田ＩＣから車で15分

蛭子町2080-11 8

浜田ＩＣから車で10分

紺屋町83-16 4

浜田ＩＣから車で10分

リフレパークきんたの里
42－3555 62

1泊2食付10,000円（込）～
素泊7,000円（込）～全館Wi-Fi使用可

浜田市内から山間に向けて車で15分の位置にある総合温泉施設です。レストランや宴会場もあり。四季折々の
地元ならではの食材を使い、真心を込めておもてなしいたします。

Wi-Fi使用可

アットホームな雰囲気で、ゆっくりおくつろぎいただけます。心をこめたお料理でおもてなしいたします。

20

金城 旅館みくにや
42－0355 40

1泊2食付　8,000円（別）～
素泊　5,000円（別）～本館のみWi-Fi使用可

金城

三隅
みすみ

水澄みの里　コワ温泉
35－8110 28

1泊2食付6,500円（別）～
素泊5,500円（別）～Wi-Fi使用可

旬のお料理とコワ温泉自慢の寛ぎの湯で、和みのひとときを。ゆったり、ほっこり、至福の時間をご堪能くださいま
せ。スタッフ一同心よりお待ちしております。和室１部屋４名まで可、洋室１部屋３名まで可。

1泊2食付8,700円（込）～
素泊5,500円（込）～

旭ＩＣから5分のところにある旅館です。本館は内湯露天風呂、別館は家族風呂があり、どちらもご好評をいただいています。
お料理では地元のソバが喜ばれております。小さな旅館ですが、家庭的な味のあるおもてなしをしておりますので、どうぞお
気軽にお越しくださいませ。

旭 ホテル川隅
45－0007 90

1泊2食付10,620円（込）～
素泊4,500円（込）～

露天風呂は、開放感を満喫しながらゆっくりと身体をゆだねると、やわらかな湯が旅の疲れをいやし、心まで温
めてくれます。四季折々の山の幸、海の幸を生かした板前自慢の料理をご堪能ください。

料　　　　金（消費税）

旭
あさひ

かくれの里ゆかり

1泊2食付15,500円（込）～（2名1室1名分）
素泊8,300円（込）～（2名1室1名分）Wi-Fi使用可

旭ＩＣから2㎞のアクセス。良質な温泉と県西部一番の広さ・設備の大浴場と露天風呂＆サウナ。客室露天風
呂は旅を和ませます。海、山の幸の持ち味を生かした料理と心を込めたおもてなし。

旭 しろつの荘（本館・別館）
45－0255 45

浜田 山荘旅館
23－1372

つるつる温泉日本一。季節の風を川のせせらぎと木々の彩りから全身で感じて下さい。春の山菜、実りの秋、冬
のお魚。大将と女将が心からのおもてなし。お茶菓子も女将手作り。さあ、召し上がれ。

エリア 名　　　称 所在地
電話

（0855）
収容
人員

部屋タイプ

1泊2食付7,000円（込）～

金城 美又温泉　国民保養センター
42-0353 70

1泊2食付10,000円（込）～
別途オプション有売店周りWi-Fi使用可

美人の湯・美肌の湯・展望台浴場が自慢の温泉旅館。源泉のぬるぬる感のある触感は肌に対する効能から人
気です。約1時間圏内に海水浴場や水族館など周辺環境も抜群♪

45－1180 75

金城 源泉かけ流し宿　山根旅館
42－1337 13 1泊2食付12,000円（別）～

Wi-Fi使用可

日本海の四季折々の食材の美味を味わえ、湯船には常に注がれる生まれたての極上の温泉。 心身ともに癒される源泉温
泉宿。【2020年３部屋に和ベッドを設置】※お風呂は源泉かけ流しの家族風呂が一つです。順番にお入りいただきます。

金城 ホテル美又
42－0402 16

入湯税別
1泊2食付8,800円（込）～
素泊5,500円（込）～

静かな山間、美又川のほとり、美肌美人の湯…。魚、野菜、肉と地元の食材にこだわり、小さなお宿ですが、真
心込めておもてなしいたします。

金城
か な ぎ

美人湯　かめや旅館
42－0405 30

平日2名1室　　1泊2食付12,700円（込）
～15,730円(込）Wi-Fi使用可

ツルツルした肌ざわりの美又温泉。全室冷蔵庫と温水式ウォッシャーのトイレを完備。山陰の海の幸をふんだんに使った活
魚料理、地元野菜に自家栽培を取り入れたこだわりの料理を提供します。

所在地
電話

（0855）
収容
人員

部屋タイプ
料　　　　金（消費税）エリア 名　　　称

浜田 青海荘
22－0571 45

1泊2食付7,000円（別）～
素泊4,000円（別）～Wi-Fi全館使用可

とびっきりのロケーションと、とっておきの日本海の海の幸。ご満足いただけるよう、真心込めておもてなしいたしま
す。

浜田 浜田川の畔で明治35年から続く旅館です。純和風。階段が多く、バリアフリーとは対極にありますが、それが面白く不思議な発見があると
常連のお客様。お部屋の畳は和紙製。食事は出していませんが、電子レンジ、トースター、ポットなど完備。コーヒー、紅茶、ココア等、飲
み放題です。

Wi-Fi使用可
素泊4,300円（込）～
夕食なし・朝食あり(当日予約は午前中のみ)

2522－0223

津茂谷旅館

み また

やま ね

かわすみ

さん そう

せいかい

つ も だに

和室 洋室 その他

朝日町80-1 8

浜田ＩＣから車で10分

下府町2103-1 7

浜田ＩＣから車で10分

弥栄町長安本郷539-5 2

浜田ＩＣから車で30分

三隅町三隅1195 4

石見三隅ＩＣから車で5分

■民宿

和室 洋室 その他

下府町2101-24 9 3

浜田ＩＣから車で10分

国分町600 3 3 1

浜田ＩＣから車で10分

外ノ浦町1490-8 6

浜田ＩＣから車で10分

旭町市木2428 5

瑞穂ＩＣから車で8分

三隅町西河内1278 7

石見三隅ＩＣから車で7分

三隅町湊浦281-4 8

石見三隅ＩＣから車で7分

■その他の宿泊施設

和室 洋室 その他

国分町1644-1 46

浜田東ＩＣから車で5分

金城町久佐イ1390-8 6 1
ETC専用・金城スマートＩＣから車で8分

金城町久佐ハ295-13 3 1 2
ETC専用・金城スマートＩＣから車で8分

金城
か な ぎ かなぎ

ｳｴｽﾀﾝﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞﾊﾟｰｸ

42－2222 39
素泊　3,260円（込）～
10名以上～ご利用可能研修室：15人宿泊可

馬との心のふれあいから本格的乗馬まで体験できる施設の研修・宿泊棟です。焼肉バイキングレストランが併設し
た使い勝手のいい施設です。スポーツ系合宿のお泊まりも、カルチャー系合宿のお泊まりもどうぞご利用ください。

料　　　　金（消費税）

浜田 島根県立石見海浜公園
28－2231 224

ケビン小型1棟3,340円（込）～
＋電源設備費510円（込）

ケビン：3人用15棟
5人用19棟
7人用12棟

全長5.5㎞の海岸を主体に、自然のロケーションを生かした海浜公園内のケビンです。夏は海水浴やマリンスポー
ツ、秋・冬のシーズンオフ期も日本海特有の素晴らしい景色が楽しめ、散歩コースとしても人気です。

エリア 名　　　称 所在地
電話

（0855）
収容
人員

部屋タイプ

浜田駅から徒歩5分。魚、野菜、肉と地元の食材にこだわり、代々受け継いできた味を大切にしています。お客様
には家庭的な雰囲気を味わっていただけるよう、常に心掛けております。

浜田 旅館とらや
22－1716 30

1泊2食付6,600円（込）～
素泊4,500円（込）～

三隅 大黒屋
32－0521 13

1泊2食付6,000円（別）～
素泊4,500円（別）～

田ノ浦海水浴場のなかにある民宿で、長期滞在のビジネス客が多いのが特色です。新鮮なお魚を食卓にのせられ
るよう心がけ、ご滞在の期間中、同じメニューにならないよう気を配っております。

エリア 名　　　称 所在地
電話

（0855）

三隅
みすみ

晴海
32－2120

浜田 とのうら
23－8220

15 1泊2食付　6,000円（別）～

エメラルド色に透き通った田ノ浦海岸は、こんなにきれいな海があるのかと驚くほど、美しい佇まいをみせています。
当館はその田ノ浦海岸のすぐ近く。海水浴に散歩に釣りに、心なごむ海辺の景色です。長期滞在歓迎。

収容
人員

部屋タイプ
料　　　　金（消費税）

旭
あさひ

民宿酒井
47－0244 10

1泊2食付6,500円（別）～
素泊4,500円（別）～

瑞穂IC近くにある、浜田市最東端の民宿です。無農薬自家栽培野菜、ハデ干しのふっくらツヤツヤこしひかり、夏
は八戸川の鮎、冬は鴨鍋、旬の食材満載でお迎えします。

18
1泊2食付7,000円（別）～
素泊4,200円（別）～

海辺の宿でゆっくりとした時間をお過ごしください。

浜田 民宿しまや
28－0574 15

1泊2食付6,500円（込）～
素泊3,500円（込）～Wi-Fi使用可

新鮮な浜田の魚を、海のそばで提供いたします。その他の食材も地元産を中心に手作りし、心を込めてお出ししま
す。全室エアコン、テレビ付き。洗濯機、乾燥機、共同冷蔵庫あり。

浜田 江川
28－0446 12

1泊2食付ビジネス料金6,050円（込）～
素泊3,850円（込）～

ビジネス客のみの宿泊1人1室で宿泊が可能。

お1人様から10名様まで、1日1組限定で予約を受けております。日本海の幸や地元の山菜で真心込めておもて
なしいたします。旅館というより、我が家に帰るようなお気持ちで、是非一度お越しくださいませ。

三隅
みすみ

一聲楼
32－0006 12

1泊2食付7,700円（込）～、素泊4,950円（込）～
ご予算の相談承ります。

当館は昭和8年から、この地、三隅川の畔で割烹旅館を営んでおります。四季の香り漂う石州の海・山・川の恵み
に感謝し、皆様に旬の味を楽しんでいただけますよう、ご用意しております。是非、お立ち寄りくださいませ。

日本海のすぐそばですので、できるだけ魚料理をお出ししたいと思っています。私どもは肩のこらない自然体のおも
てなしです。

エリア 名　　　称

弥栄
や さ か

小松路
48－2711 10 1泊2食付　6,500円（別）～

多人数で連泊される場合は、ご予算の相談承ります。Wi-Fi使用可

所在地
電話

（0855）
収容
人員

部屋タイプ
料　　　　金（消費税）

浜田 玉海荘
28－0504 15

1泊2食付6,600円（込）～
素泊3,850円（込）～

Wi-Fi使用可

音楽仲間のボランティアによって運営されている空中ケビンのある交流・宿泊施設です。バーベキューテラスがあ
り、宿泊施設は安価できれいです。集いが楽しくなるNICEな空間です。バンガロー：15人用１棟8人用2棟。

金城 夢の音村・森の公民館
42－2900 50

素泊　(一般)3,300円（込）～＋冷暖房費
(小中学生)2,200円（込）～＋冷暖房費

え がわ

さか い

はる み

だい こく や

たま み

こ まつ じ

いっせいろう

いわ み かい ひん

ね


