デイユースプラン（日帰り客室利用）利用可能宿泊施設一覧
２０２１年１月６日現在

■掲載のプラン料金は客室・食事内容等の利用条件によって異なります。詳細は予約時に各施設へお問い合わせください。
■掲載内容は随時更新いたします。
住所番地

掲載施設数：４２施設

宿泊施設名

電話番号

郵便番号

市町村

プラン料金に含まれるもの

プラン料金目安・備考

四季彩り秋田づくし 湯瀬ホテル

0186-33-2311

018-5141

鹿角市

八幡平字湯瀬湯端43

客室利用料・入浴・食事

料金については直接お問い合わせください

五の宮の湯

0186-32-3300

018-5141

鹿角市

八幡平字永田1-7

客室利用料・入浴・食事

お一人様2,500円～

中滝ふるさと学舎

0186-30-4021

018-5421

鹿角市

十和田大湯字白沢45-1

客室利用料・体験料（ピザ２枚分）

お一人様6,800円～

ポンポコ山公園バンガロー村

0185-76-3322

018-2509

八峰町

峰浜沼田字ホンコ谷地57-2

客室利用料

1棟1時間 1,000円

砂丘温泉ゆめろん

0185-85-4126

018-2406

三種町

大口字上の沢17-4

客室利用料・入浴・食事

お一人様3,800円～

ホテル森山館

0185-83-3300

018-2303

三種町

森岳字木戸沢115-72

客室利用料・入浴・食事

お一人様3,450円～

森岳温泉ゆうぱる

0185-83-4641

018-2303

三種町

森岳字木戸沢48-4

客室利用料・入浴

客室利用料1時間500円＋入館料500円（人数分）

農家民宿 しばたん家

0185-87-2781

018-2104

三種町

鹿渡字町後419-2

客室利用料・食事・飲物・体験料

体験のみ：お一人様2,000円 食事付き：お一人様3,000円

秋田キャッスルホテル

018-834-1141

010-0001

秋田市

中通1-3-5

客室利用料

１室7,000～30,000円

秋田ビューホテル

018-832-1111

010-0001

秋田市

中通2-6-1

客室利用料

１室5,000～8,000円

リッチモンドホテル秋田駅前

018-884-0055

010-0001

秋田市

中通2丁目2-26

客室料金料

ご提供は2名様1室のみ 12：00～21：00までの間で、最大５時間のご利用。
①スタンダードダブル １室5,000円 ②コンパクトツイン １室6,000円 ③スタンダードツイン １室7,000円

天然温泉こまちの湯 ドーミーイン秋田
東横イン秋田駅東口
アパホテル〈秋田千秋公園〉

018-835-6777
018-889-1045
018-835-3311

010-0001
010-0002
010-0877

秋田市
秋田市
秋田市

中通2-3-1
東通仲町4-1
千秋矢留町1-1

客室利用料・入浴
客室利用料
客室利用料

お一人様あたり 4時間3,400円/7時間4,900円
お一人様あたり3,900円～
１室あたり シングル3,500 セミダブル4,500 ダブル5,500 ツイン6,500

秋田温泉プラザ

018-833-1919

010-0822

秋田市

添川字境内川原142-3

客室利用料・入浴・食事

日帰り会食プラン：お一人様 3,400円、5,500円、6,200円、7,700円

工藤旅館

018-828-4706

010-1637

秋田市

新屋扇町3-22

客室利用料・食事・飲物

料金については直接お問い合わせください
５名以上から。お一人様630円
※大浴場があります。お食事は持ち込みか、管内のレストランをご利用いただいております。
※和室タイプに限っており、小部屋は５名以上８名まで。多人数は大部屋をご用意できます。

秋田県中央地区老人福祉総合エリア

018-829-2151

010-1412

秋田市

御所野下堤5丁目1-1

客室利用料・入浴

秋田市 森林学習館

018-827-2111

010-0824

秋田市

仁別字マンタラメ210

客室利用料・入浴・食事・飲物・お土産代（物販）

トレーラーハウス

018-827-2270

010-0824

秋田市

仁別字小水沢134

客室利用料・お土産代（物販）

料金については直接お問い合わせください
利用日の２日前までの予約が必要です。
１室4,190円～ ※利用日の２日前までの予約が必要です。

秋田市雄和ふるさと温泉「ユアシス」

018-887-2575

010-1342

秋田市

雄和神ヶ村字舟卸145-2

客室利用料・入浴・食事・タオル代

お一人様あたり2,500円～（３名から）

ゲストハウス男鹿

080-9633-0083

010-0522

男鹿市

船川港増川字小泊105-2

客室利用料・食事・飲物

１日１組限定

赤倉山荘

018-854-2969

018-1853

五城目町

富津内中津又滑多羅3-7

客室利用料・入浴・食事

お一人様あたり1,980～2,980円

は～とぽ～と大内 ぽぽろっこ

0184-62-1126

018-0711

由利本荘市

岩谷町字西越36

客室利用料・入浴・食事

お一人様あたり2,800円～

ホテルアイリス

0184-24-5115

015-0821

由利本荘市

肴町5

客室利用料

１室6,000円～

ペンション 駒の王子

0184-53-3110

015-0352

由利本荘市

西沢字南由利原427-7

客室利用料・食事・飲物

料金については直接お問い合わせください

ホテルフォレスタ鳥海

0184-58-2888

015-0512

由利本荘市

鳥海町猿倉字奥山前8-45

客室利用料

１室3時間4,400円～

にかほ市温泉保養センターはまなす

0184-38-2246

018-0311

にかほ市

金浦字中谷地20-1

客室利用料・入浴・食事

お一人様あたり3,000円～

金浦温泉 学校の栖

0184-38-3883

018-0322

にかほ市

大竹字硫黄谷地31-2

客室利用料・入浴

平日：１室5,400円～（３名様まで）

フォレストリゾート 山の手ホテル

0187-68-2001

014-0072

大仙市

大曲西根字仁応治67-3

客室利用料・入浴・食事

お一人様あたり5,700～23,500円

からまつ山荘 東兵衛温泉

018-893-2211

019-2401

大仙市

協和船岡字東兵衛屋敷91

客室利用料

１室4,400円～

「モリボの里」川口温泉 奥羽山荘

0187-88-1717

019-1613

大仙市

太田町太田字惣行大谷地10-5

客室利用料・入浴・食事

休憩パック：お一人様2,300円～（２名以上から）

西仙北ぬく森温泉ユメリア

0187-87-3100

019-2112

大仙市

刈和野字山北ノ沢5-4

客室利用料

１室4,840円～

中里温泉

0187-88-1471

019-1603

大仙市

太田町中里字新屋敷114

客室利用料・入浴・食事

お一人様あたり1,950円～

月岡ホテル

0187-62-2140

014-0027

大仙市

大曲通町2-9

客室利用料

１室3,000円～

ヤギヤカタ

0187-87-1266

019-1701

大仙市

神宮寺字福島34

客室利用料・きのこ狩り体験料

お一人様あたり2,500円～

農家民宿 泰山堂

0187-47-3103

014-0513

仙北市

西木町小渕野字落合56

客室利用料・食事

お一人様あたり2,500円～ 5人以上7人まで

千畑温泉サン・アール

0187-84-3983

019-1522

美郷町

金沢東根字仏沢210-1

客室利用料・入浴・食事・冷・暖房料

お一人様あたり2,300～3,400円

おものがわ温泉雄川荘

0182-38-6530

013-0205

横手市

雄物川町今宿字郷72-1

客室利用料・入浴・食事

お一人様あたり4,070円～

休養センター さくら荘

0182-26-2301

013-0519

横手市

大森町字持向165

客室利用料・入浴・食事・タオル代

お一人様4,000円～

山の民宿 鳳

0183-47-5209

012-0183

湯沢市

皆瀬字小湯ノ上5-12

客室利用料・入浴・食事

お一人様あたり6,000円～

やどや三平

0183-47-5440

012-0183

湯沢市

皆瀬字小湯ノ上24-3

客室利用料・入浴・食事

お一人様あたり3,500円～

五輪坂温泉 としとらんど

0183-62-4126

012-1115

羽後町

足田字五輪坂下43-4

客室利用料・入浴

風呂付個室 １室2時間4,000円。 以降1時間1,000円で利用可能。

料金については直接お問い合わせください

日・祝：１室5,900円～（３名様まで）

１日1組限定（11：30～3：00まで）

１日２組限定

