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1 旅館　ぬしや 有福温泉町955
☎  56-2121
FAX 56-2011

21,000円～（税込）　 9
和室：6
洋室：3

40 あり JR江津駅から車で20分
創業250年、3000坪の敷地に古民家を移築しました。自然の中
で良質な湯と旬の味覚をお楽しみください。

有

2 よしだや 有福温泉町708
☎  56-2222
FAX 56-2221

15,180円～（税別）　 8 和室：8 30 あり JR江津駅から車で20分
高台にある老舗宿。源泉100％かけ流しのお湯は加水・加熱・循
環なしの自慢のお湯です。

有

3 三階旅館 有福温泉町692
☎　56-2211
FAX 56-3336

16,500円～（税別）　 5 和室：5 25 あり JR江津駅から車で20分
江戸末期の木造三階建ての旅館。海の幸をメインとした料理でお
もてなしをいたします。

有

4 有福家 不在 有福温泉町977-1 ☎　27-0720
素泊まり5,000円～

（税込）
2 一棟貸し 8 あり JR江津駅から車で20分

有福家は、元ペンションをフルリノベーションした、1日1組限
定の貸別荘です。

無

5 スーパーホテル江津駅前 江津町1215
☎　60-9000
FAX 60-9010

朝食のみＳ6,200円～
（税込）

71
シングル：52
スーパールーム：18
バリアフリー：1

143 あり JR江津駅から徒歩2分 天然温泉と焼きたてパンの健康朝食をご用意しています。 有

6 Yurusato（ユルサト） 不在 江津町893-2 ☎　27-0720
素泊まり5,000円～

（税込）
1 一棟貸し 8 無 JR江津駅から徒歩5分

築80年の古民家をフルリノベーションして、bar＆ゲストハウス
として運営していた物件を再リノベーションした、1日1組限定
の貸別荘です。

無

7 まきた旅館 嘉久志町イ1186-1
☎　52-2417
FAX 52-2417 5,800円～（税込） 12 和室：12 35 あり JR江津駅から車で3分

安らぎとくつろぎ、家庭的なお宿です。新鮮な魚とおふくろの味
でお迎えいたします。

観光協会HP

8 たちばな旅館 嘉久志町イ668-18
☎　52-0085
FAX 52-0085 5,500円～（税別） 9 和室：9 25 あり JR江津駅から車で5分

家庭的で居心地の良いお宿です。高速江津道ICからすぐのアクセ
スです。

観光協会HP

9 パレス和光 和木町606-14
☎　52-0147
FAX 52-2649

素泊まりＳ4,700円～
素泊まりＴ8,400円～

（税込）

Ｓ19
Ｔ 2

洋室：21 32 あり JR江津駅から車で6分
お部屋は全て洋室で、シングル・ツイン・サブベッドもご用意で
きます。ゆったりとしたお部屋で快適な休息をどうぞ。

有

10 まきた別館 和木町555-3
☎　53-3535
FAX 53-3535

5,700円～（税込） 7 和室：7 25 あり JR江津駅から車で8分
海に近く、観光・ビジネス・長期滞在の方へ心を込めて安心料金
で美味しいお食事を用意し、お待ちしています。

観光協会HP

11 山辺荘 不在 江津町111-1
☎ 52-5319

FAX 52-7050

1～3名　11400円
4名～　一人につき+3,800円

（素泊まり・税込）
3 一棟貸し 8 あり JR江津駅から徒歩15分

歴史ある山辺神社、江津本町の街並みを楽しむことができる1日
1組限定の一棟貸しのお宿です。

無

12 ビジネスホテル サンモール 都野津町2399-1
☎　54-3070
FAX 53-2711

素泊まりＳ5,200円(税込)
素泊まりＴ9,500円(税込)

23
洋室：22
和室：１

23 あり JR都野津駅から車で3分
海のすぐ近くで夕日がきれいに見える「ペンション風プチホテ
ル」です。ビジネス・レジャー・観光にご利用ください。

観光協会HP

13 ビジネス旅館 やすなが 都野津町206 ☎　53-2894 素泊まり4,800円（税込） 9 洋室：9 9 あり JR都野津駅から車で3分
全室にテレビ、エアコン、洗濯機、冷蔵庫があり、ミニキッチン
も備え付けてあります。長期滞在にも最適で、ご自宅の一室のよ
うに寛いでいただけます。

有

14 ゲストハウス波の音（ナミノオト） 不在 波子町イ1255-120
☎　52-7208
FAX 52-7208

素泊まり3,300円
（税別）

2 和室：2 8 あり JR波子駅から徒歩5分
海水浴場まで徒歩1分、目の前に日本海が広がる築100年の古民
家を改修したゲストハウスです。

有

15 東部 アサリハウス 浅利町166-2
☎090-5862-

0555
素泊まり5,200円

（税込）
4

和室：3
洋室：1

15 あり JR浅利駅から徒歩10分
田舎暮らしを体験できる古民家ゲストハウス。江津駅無料送迎可
能。かまどごはん体験、超本格BBQ体験、サンセットクルーズ体
験。インバウンド対応可能。

有

16 川の宿 不在 松川町市村78-1
☎　57-0028
FAX 57-0448

素泊まり3,300円
（税込）

2 和室：2 8 あり JR江津駅から車で21分
江の川沿いにある宿。一部屋が広く、ゆったり寛げます。食事は
近くの「やま茶家」でオーダー可能。

有

17 「松平村塾」つゆの宿 不在 松川町下河戸92
☎　57-0638
FAX 57-0638

素泊まり2,500円
小学生1,500円（税別）

3 和室：3 10 あり JR江津駅から車で13分
食材を持ち込み、調理可能です。夜には虫の音が響く、やすらぎ
の宿。事前予約でそば打ち、石見神楽、野外体験もできます。1
日1組の宿泊となります。

無

18 美川旅館 桜江町川戸127-1
☎　92-1311
FAX 92-1332

ビジネス6,600円～（税込）
一般7,800円～（税込）

7
和室：6
洋室：1

20 あり JR江津駅から車で24分 長期滞在の受け入れ可能、家庭的な旅館です。 有

風の国　本館 11,000円～（税別）　 16
和室：12
洋室：3
特別室：1

86
風の国敷地内には、温泉、屋内テニスコート、グランドゴルフ場
に加え紙漉きなどの体験工房もあります。多目的に時間を楽しめ
る施設です。

風の国　コテージ 1棟17,000円～（税別） 5
4人棟：2
6人棟：2
特別室：１

24
ワンちゃんと宿泊できるコテージは、森に囲まれたウッドデッキ
もあり、のんびり大自然の中でお過ごしいただけます。

風の国　グランピングサイト 15,000円～（税別）　 5
球体型：3
ドーム型：2

10
針葉樹森の中にある秘密基地のようなテント内には、ベッドや
テーブルも設置され、快適にお過ごしいただけます。他のホテル
では味わえない自然の中の特別な宿泊体験ができます。

あり JR江津駅から車で26分

有

江津市内宿泊施設一覧

西部

中部

南部

19 桜江町長谷2696
☎　92-0001
FAX92-0003

有福温泉


