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※ 料金などサービス内容は、各施設に改めてお問い合わせください。

（◇は１泊２食付、印無しは素泊）

【JR出雲市駅・一畑電車出雲市駅周辺】（☆印は駅から少し離れています。） 部屋種 バリアフリー 参考料金

出雲グリーンホテルモーリス 0853-24-7700  駅南町２丁目３－４ 洋 ○ \5,292～

グリーンリッチホテル出雲 0853-25-3300  今市町１４８９-2 洋 ○ \6,500～

ツインリーブスホテル出雲 0853-30-8000  駅北町４－１ 洋 ○ \7,410～

天然温泉 八雲の湯 ドーミーイン出雲 0853-21-5489  駅南町１－３－３ 洋 ○ \6,990～

ビジネスホテルながた 0853-23-1700  今市町８６４－５ 洋・和 \5,400～

ホテル武志山荘 0853-21-1111  今市町２０４１ 洋・和 ○ \5,940～

ホテルリッチガーデン ☆ 0853-25-3356  天神町８６０－１０ 洋 \4,200～

ニューウェルシティ出雲 ☆ 0853-23-7388  塩冶有原町２－１５－１ 洋・和 ○ \5,500～

出雲ロイヤルホテル ☆ 0853-23-7211  渡橋町８３１ 洋・和 ◇\8,800～

東横イン出雲市駅前 0853-25-1044  今市町９７１－１３ 洋 ○ \5,300～

ホテル アルファワン出雲 0853-21-7722  今市町９７１－３ 洋 \5,100～

ホテル エリアワン 出雲  0853-24-2766  今市町1261-23 洋・和 \5,700～

スーパーホテル出雲駅前 0853-21-9000  駅南町１丁目３番地３ 洋 \5,480～

今岡旅館 0853-22-5151  今市町８７８ 和 \5,400～

笠家旅館 0853-21-3388  今市町６０ 和 ○ \6,480～

柿田旅館 0853-21-0818  塩冶町１２２５－１ 和 ◇\6,480～

ふじや旅館 0853-21-0809  塩冶町１２２５－２ 和 \5,400～

民宿いずもの里 ☆ 0853-21-3352  姫原町１８８－４ 和 \4,200～

民宿いなば ☆ 0853-22-6178  姫原町２１１－１ 和 \4,200～

出雲ゲストハウス いとあん ☆ 070-2351-7574  今市町８９４－２ 和 \2,800～

アースホテル☆ 0853-25-7000  渡橋町1243 和・洋 \5,500～

【出雲大社周辺】 部屋種 バリアフリー 参考料金

ホテル ファミリーロッジ旅籠屋 素泊りのみ 0853-53-6858  大社町杵築南１３８６－１２ 洋 １室 \5,400～

大島屋旅館 0853-53-2015  大社町杵築東７７２ 和・洋・和洋 ◇\10,800～

すたに旅館 0853-53-2019  大社町杵築東３８２ 和 ◇\11,800～

竹野屋 0853-53-3131  大社町杵築南８５７ 和 ○ \8,532～

ビジネスホテル大社 0853-53-2194  大社町杵築東６７－３ 和・洋 ◇\8,640～

日の出館 0853-53-3311  大社町杵築南７７６ 和 ○ ◇\10,800～

ますや旅館 0853-53-2012  大社町杵築東４９３ 和・和洋 ◇\15,500～

いにしえの宿 大社の湯 佳雲 0853-53-8888 大社町修理免字本郷1443-1 和洋 ◇\26,000～

お宿 月夜のうさぎ 0853-53-8888 大社町修理免字本郷1443-1 和洋 ◇\16,000～

ゑびすや民営ホステル 0853-53-2157  大社町杵築南８３１ - \3,500～

たけしや旅館 0853-53-2139  大社町杵築南１３８１－４ 和 要問合せ

民宿白砂 0853-53-0621  大社町杵築北２９７７ 和 ◇\7,000～

民宿椿家 0853-53-2956  大社町杵築北２８４４－４５ 和 ◇\6,800～

民宿関屋 0853-53-2411  大社町杵築北３００６ 和 ◇\7,000～

ゲストハウス出雲 080-5233-4434  大社町修理免７３０－２ - \3,000～

ゲストハウス きづき 080-4552-0358  大社町杵築南９０９－９ - \3,500～

【日御碕周辺】 部屋種 バリアフリー 参考料金

銀海 0853-54-5300  大社町日御碕１３７０－２ 和 ◇\10,950～

出雲ひのみさきの宿ふじ 0853-54-5522  大社町日御碕５８８－１ 和洋 ○ ◇\15,540～

おおみや荘 0853-54-5118  大社町日御碕４４８ 和 ◇\7,200～

海鮮民宿ことぶき荘 0853-54-5231  大社町日御碕６２１ 和 ◇\10,800～

すぎはら 0853-54-5065  大社町日御碕２２０ 和 ◇\7,800～

西亀荘 0853-54-5036  大社町日御碕２４１ 和 ◇\7,500～

幕島荘(基本的に釣り客にのみ対応) 0853-54-5428  大社町日御碕１２３－３ 和 ◇\7,200～

御碕屋本店 0853-54-5066  大社町日御碕４７２ 和 ◇\7,600～

民宿あさづ荘 0853-54-5227  大社町日御碕６２２－１ 和 ◇\7,200～

民宿たかはし 0853-54-5404  大社町日御碕１４８０－１３ 和 ◇\7,200～

民宿ちどり荘 0853-54-5101  大社町日御碕６２２ 和 ◇\7,500～

その他 ヴィラいづもや（旧きむら荘）※素泊りのみ 0853-54-5109  大社町日御碕６４９－５ 和 \2,000～

アウトドア 夢の森うさぎ 0853-53-6060  大社町鷺浦１０１３－１ - 要問合せ
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※ 料金などサービス内容は、各施設に改めてお問い合わせください。

（◇は１泊２食付、印無しは素泊）

【湯の川温泉周辺】 部屋種 バリアフリー 参考料金

湖静荘 0853-72-0339  斐川町学頭１９４８ 和 ◇\10,950～

松園 0853-72-0024  斐川町学頭１６８３－５ 和洋 ◇\14,040～

はらだ荘 0853-72-0840  斐川町学頭３５８５－２ 和 ◇\10,500～

湯元湯の川 0853-72-0333  斐川町学頭１３２９－１ 和 ◇\13,110～

湯宿草菴 0853-72-0226  斐川町学頭１４９１ 和洋 ◇\24,500～

四季荘 0853-72-6525  斐川町学頭１３６９ 和 ◇\9,100～

【出雲縁結び空港周辺】 部屋種 バリアフリー 参考料金

出雲空港ホテル 0853-72-7800  斐川町荘原２８９１－３ 洋・和 ￥5,500～

ホテル華満 0853-72-5800  斐川町上直江１２８５－１ 洋 \4,515～

【雲州平田駅・木綿街道周辺】 部屋種 バリアフリー 参考料金

ひらたメイプルホテル　(小型犬可) 0853-62-0770  平田町２４５１ 洋 ○ \5,350～

ホテルほり江 0853-62-2218  平田町１８２６－２０ 洋・和 \4,860～

旅館 持田屋旅館 0853-62-2551  平田町幸町１０２３ 和 \3,500～

民宿 民宿中屋 0853-66-1063  河下町１５６１－５ 和 ◇\6,000～

公共施設 島根県立青少年の家サンレイク 0853-69-1316  小境町１９９１－２ - 研修利用のみ

その他 一畑山コテージ 0853-67-0211  小境町８０３ - \10,800～

【立久恵峡周辺】 部屋種 バリアフリー 参考料金

立久恵峡温泉八光園 0853-45-0121  乙立町５２７３－８ 和 ◇\10,950～

立久恵峡温泉御所覧場 0853-45-0211  乙立町５２６９ 和 ◇\10,450～

民宿 民宿いまおか 0853-45-0018  乙立町１１４２－５ 和 ◇\5,500～

アウトドア 立久恵峡わかあゆの里 0853-45-0102  乙立町５２６３－１４ - 要問合せ

【須佐神社周辺】 部屋種 バリアフリー 参考料金

旅館 出雲須佐温泉ゆかり館 0853-84-0800  佐田町原田７３７ 和 ◇\11,300～

体験宿泊 我逢人一縁荘 0853-84-0980  佐田町須佐５７４－２ - 要問合せ

アウトドア 目田森林公園 0853-84-0805  佐田町反辺１１４１－４ - 要問合せ

【JR西出雲駅周辺】 部屋種 バリアフリー 参考料金

ホテル ホテルサンヌーベ 0853-20-2777  西新町１丁目２５４８－１ 洋・和 ○ \4,644～

民宿 清川民宿 0853-24-0596  芦渡町４２４ 和 ◇\5,500～

公共施設 出雲国際交流会館 0853-21-5588  平成町２３２０－１ 洋・和 １週間前の申込

【神西湖周辺】 部屋種 バリアフリー 参考料金

旅館 ニューウェルシティ出雲 湖畔の温泉宿くにびき 0853-43-2211  湖陵町二部１２３０ 洋・和 ○ ￥5,000～

【多伎周辺】 部屋種 バリアフリー 参考料金

旅館 はたご小田温泉 0853-86-2016  多伎町小田２０８－３ 和 〇 ◇\14,040～

ホテル マリンタラソ出雲 0853-86-7111  多伎町多岐８５９－１ 洋 ○ \6,999～

アウトドア キララコテージ 0853-86-9088  多伎町久村１８２－１ - 要問合せ

グランピング オーシャンベース鋼 0853-77-5331  多伎町久村１８６１－１ - \28,000～(部屋)
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