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INN-SECT（インセクト） 津山市 二階町29 0868-32-8421
ゲストハウスにご宿泊。カフェでは、エスニック料理を中心としたメ

ニューをお楽しみいただけます。

津山鶴山ホテル 津山市 東新町114-4 0868-25-2121
城東むかし町の近くにあり　ご宿泊　レストラン　売店等是非ご利用く

ださい。是非お立ち寄りください。

UJITEI 津山市 加茂町宇野47-5 080-4702-8622
人口5千人の小さな町、田、畑、山に囲まれた一棟貸しの宿UJITEI。アー

トと自然に囲まれた空間です。

一棟貸宿泊所　風里 津山市 宮部下472 0868-57-8988
里山ときれいな庭を楽しみながら、ゆっくりと自分の時間を過ごせる隠

れ家的な一日一組限定のお宿です。

特定非営利活動法人　倭文の郷　久米ロッジ 津山市 神代1507-1 0868-57-2143

当施設は厨房設備を兼ねそろえており、ご宿泊の方に自由にお使いいた

だける『自炊型宿泊施設』です。ご家族連れやゴルフやスポーツの拠点

に、合宿や研修など、お気軽にご利用ください。

㈲花月旅館 津山市 伏見町1323-1 0868-22-9177
国道53号線沿いの吉井川河畔、眺望抜群。津山城、城東町並みも近い。

家族的で食事も好評。広い駐車場あり。

ウッディハウス加茂 津山市 加茂町中原516番地1 0868-42-4466
町内産の木材を使用した木の香りが漂うロッジ風の造りが特徴です！朝

食は和食、夕食は当店自慢の会席をどうぞ♪

もえぎの里　あば交流館 津山市 阿波1200 0868-46-7111
自然に囲まれた田舎ならではの季節の移り変わり、旬の食材を使った料

理、静かなひとときをお楽しみ下さい。

ザ・シロヤマテラス津山別邸 津山市 山下30-1 0868-24-2111
ご宿泊、レストラン、マルシェ、ラウンジ等ホテル館内の施設でのご利

用がお楽しみいただけます。

ビジネス旅館　新月 津山市 昭和町1-25 0868-22-2576 個室素泊4,000円～、駐車スペース7台、Wi-Fiあり。バス、トイレ共同

割烹旅館　宇ら島 津山市 西寺町35 0868-22-2387
津山市街の西に、隠れ家としても親しまれている旅館です。宿泊の他、

懐石料理、お昼ランチも行っています。

料理、旅館　おやど　文の家 津山市 上河原210-5 0868-23-8228
岡山県北津山の地・北の街の旅館おやど文の家でございます。スポーツ

ツーリズム・合宿遠征も　お弁当・お料理も

八景 真庭市 豊栄1572 0867-62-2211
料理長が目利きした元気な50種類以上の野菜を用いた料理が自慢のお宿

です。

旅館　かじか荘 真庭市 湯原温泉13-6 0867-62-3666
西の横綱・露天風呂砂湯まで歩いて2分のお宿。内湯は源泉かけ流しのお

湯をお楽しみいただけます。

湯快感花やしき 真庭市 湯原温泉21 0867-62-3341
素直なおもてなしを心がけている宿です。料理は四季折々の素材を使い

目でも味でもお楽しみいただけます。

元禄旅籠油屋 真庭市 湯原温泉27 0867-62-2006
元禄元年創業の宿。宿泊の『夢酔庵』と日帰り入浴とお食事の『食湯

館』の2館にてお待ち申し上げます。

プチホテルゆばらリゾート 真庭市 湯原温泉68 0867-62-2600
第45回プロが選ぶ日本の小宿10選に選ばれました。温泉街の中央にある

洋風の温泉小宿です。貸切露天風呂が自慢です

国際観光ホテル　菊之湯 真庭市 湯原温泉16 0867-62-2111
全国露天風呂番付西の横綱の砂湯まで歩いて3分の立地にある50ルートの

観光温泉旅館です。

ゆばらの宿　米屋 真庭市 湯原温泉345-18 0867-62-3775
国道313号沿いに白壁と格子窓の宿場街風のお宿です。館内には露天風

呂、大浴場があります。

湯の蔵　つるや 真庭市 湯原温泉144 0867-62-2016
創業105年の元酒造のお宿。食事は個室食で対応致します。源泉かけ流し

の温泉を心ゆくまでお楽しみ下さい。

我無らん 真庭市 湯原温泉114 0867-62-2292
全室源泉かけ流しのお風呂付きバリ風お宿。ゆったりとふたりのプライ

ベートを満喫出来るおこもりのお宿です。

さつき荘 真庭市 湯原温泉155 0867-62-2026
当宿の湯は、薄めず温めず100％純生の「かけ流し」の湯の肌触りをお楽

しみ下さい。観光の基地としてお気軽にお泊り下さい。

湯めぐりの宿　松の家花泉 真庭市 湯原温泉320-1 0867-62-2121
17の湯めぐりが楽しめる風呂自慢のお宿。料理長が織りなす四季折々の

料理もぜひご堪能下さい。

愛犬同伴蒜山貸別荘JUNログ 真庭市 蒜山西茅部288-17 090-7544-2299
蒜山の森の中にある一棟貸ログハウス。緑に囲まれペットと一緒にBBQ

を楽しんで！ ペットは何匹でも無料。

わんこあん 真庭市 下湯原97-3 0867-62-3730
岡山県北、下湯原温泉にある愛犬と泊まれるお宿。1日5組限定、全室露

天風呂と足湯付き。愛犬とご家族のためのお宿です。
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真賀ホテル 真庭市 仲間184 0867-62-3636
真賀温泉館より徒歩にてすぐ、地元の食材を中心のお料理と家族風呂も

ある家庭的なお宿です。

ペンションみきのや 真庭市 蒜山上福田1200-4 0867-66-4343
窓からひるぜん高原を一望です。素泊り5,000円より（税別）、2食付

8,000円より（税別）

民宿　小山 真庭市 横部213 0867-44-3981
素泊のみ承ります。1室１名3,000円～4,000円、和室8畳、7.5畳、6畳（2

室）の4室

森のホテルロシュフォール 真庭市 社128-14 0867-62-3939 （後日掲載）

高仙の里よの　なつつばき・青木本家 真庭市 余野下465 0867-42-6336
大型貸切ロッジや一棟貸の古民家、キャンプサイトなど、自然と触れ合

える体験ができる宿泊施設群です。

蒜山グランピングコテージ森の散歩 真庭市 蒜山本茅部596-55 0867-66-3793

蒜山でコテージグランピング！雨でも大丈夫なBBQガーデンで、ミンナ

で盛り上がろう！更に【渓流釣り】などのアクティビティ・オプション

を追加して、旅をより良いものに！

コテージ蒜山の森 真庭市 蒜山本茅部596-49 0867-45-7120

雨や雪が降っても大丈夫♪屋根付デッキでコテージグランピングが楽し

める・ジャグジー露天風呂付「白壁のコテージ」2棟・BBQデッキ付「丸

ログコテージ」「角ログコテージ」森中の4棟で貸切空間を堪能

岡山ひるぜん貸別荘ピーターパン 真庭市 蒜山上福田1205-144 0867-45-7600

ピーターパンってこんなところ　・一棟丸ごと貸切りコテージ　・バー

ベキューデッキ完備　・Wi-Fi完備　・プライベートドッグラン付き（一

部の棟）　・ペット同伴可

富乃亭（ふのてい） 真庭市 下方526 080-7194-4367
もと農家の建物を改装した一日一組限定の宿です。静かな環境の中、

ゆったりとした時間をお過ごし下さい。

星ノシタノゲストハウス 真庭市 田原山上2138 050-3717-1494
廃校（元小学校の音楽室）をリノベーションして誕生した宿泊施設で

す。1日1組限定で学校を貸切で滞在できます。

タウンホテル石井 真庭市 久世2822 0867-42-0007 （後日掲載）

割烹旅館　おかもと 真庭市 久世2603番地 0867-42-0660
真庭の歴史と共に歩んだ純和風旅館でゆったりと静かな時間を…旅情あ

ふれる河畔の宿

むさしや旅館 真庭市 蒜山中福田138-3 0867-66-3010
蒜山観光に便利な「こじんまりとした田舎の宿」　旅館ならではの和会

席でおもてなし。蒜山ICより車で5分

だんだん村　ログコテージ村民の家 真庭市 蒜山湯船617-33 0867-66-4808
だんだん村は蒜山高原のど真ん中にある手作り村です。ログハウスで

ゆっくり過ごしてみませんか。

蒜山倶楽部Nadja「ゲストハウス」 真庭市 蒜山下福田1-303 0867-66-5433
森の中に佇む一日一組限定の貸別荘（3棟）　独立した建物で人気のBBQ

で非日常の時間をお楽しみ下さい。

休暇村蒜山高原 真庭市 蒜山上福田1205-281 0867-66-2501
蒜山三座を一望できる天然ラドン温泉や、約50種類の高原グルメを堪能

できるビュッフェもお楽しみください。

蒜山貸別荘欅庵 真庭市 蒜山富山根315-1 090-4659-3058
自然豊かな蒜山エリアのほぼ中心にあり、１日１組限定。日本建築のゆ

とりとやすらぎの空間となっております。

蒜山なごみの温泉　津黒高原荘 真庭市 蒜山下和1080-1 0867-67-2224
岡山県真庭市の北端、鳥取県との県境に位置し、田舎農村の原風景が広

がり、一年を通して大自然を満喫できます。

作東バレンタインホテル 美作市 江見993 0868-75-1115
ちょっと小高い丘の上に佇む、周囲を山々に囲まれたプチ・リゾートホ

テルです。

季譜の里 美作市 湯郷180 0868-72-1523
全館畳敷きの館内でゆったりとお寛ぎいただけるお宿。至る処に活花が

あり、四季折々のお花に心が癒されます。

湯郷グランドホテル 美作市 湯郷581-2 0868-72-0395 石積みモニュメントのある露天風呂でゆっくりとおくつろぎ下さい。

ポピースプリングスリゾート＆スパ 美作市 湯郷538-1 0868-72-7575
優しいアロマの香りに包まれて過ごす、カリフォルニアリゾート。心温

まる時間をお過ごし下さい。

灘屋旅館 美作市 真加部291 0868-77-0020
ビジネス、観光など、お一人様もOK。現在はお客様同士の３密を避ける

為、１日２組程度に限定して営業中。

花の宿　にしき園 美作市 湯郷840-1 0868-72-0640
全室禁煙の宿。アロマの香りと四季の花々でお迎えします。日常を忘れ

る、五感で楽しむステイを♪

ホテル作州武蔵 美作市 大町878 0868-77-0153
森の中のリゾートで自慢の料理と露天風呂を満喫下さい。今年の夏は、

作州武蔵で楽しい家族の思い出を。

リゾートイン湯郷 美作市 中山886-1 0868-72-4019
カップルでも三世代でも楽しんで頂けるコテージを改装致しました。天

気の良い日はテラスでバーベキュー！！

やさしさの宿　竹亭 美作市 湯郷622-1 0868-72-0090
湯郷温泉の高台に位置する旅館です。お部屋での夕食プランやわんこ同

件の宿泊プランが人気。全室禁煙です。

ゆのごう美春閣 美作市 中山1144 0868-72-8115 湯郷温泉の高台に位置する県内最大級の本格和風温泉旅館です。

清次郎の湯　ゆのごう館 美作市 湯郷906-1 0868-72-1126
吉野川を目の前に眺めて、露天風呂では、里の輝きに浸り、料理自慢で

心もお腹も満たしていただける宿です。

湯郷温泉　かつらぎ 美作市 湯郷800 0868-72-1555
湯郷温泉に佇む温泉宿。宿周辺におすすめ居酒屋あり。観光に♪ビジネ

ス利用も◎

駒ノ旺山荘 美作市 後山1743-1 0868-78-2508
緑豊かな心の清遊地。昔を思い出す場所で海抜700mに静かに建ってお

り、皆々様をお待ちしております。

1棟貸しの宿福屋 美作市 後山1439-2 090-1181-7851
1日1組限定、民家1棟貸切でグランピングも楽しめる宿です。魚のつかみ

取りなど体験メニューも充実。
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べリーザ湯郷 美作市 湯郷170-7 0868-72-6666
アットホームな雰囲気で、移りゆく季節の色や香りを盛り込んだ自慢の

欧風懐石をお楽しみください。

Hostel Antamina 美作市 古町1621 080-4702-8622 デザイナー夫妻が運営する宿です。

東粟倉ザイオンゲストハウス 美作市 川東488 080-3026-3819
家族連れや田舎でのんびり過ごしたい方大歓迎♪囲炉裏あります！BBQ

できます！築年数150年、家族経営の新感覚古民家ゲストハウスです。

民宿　大黒や 美作市 湯郷788-3 0868-72-0184
昭和な民宿です。陶芸体験の施設もあります。1階はインドレストランで

す。小型犬の宿泊も可。

ふくます亭 美作市 中山1203-6 0868-72-6111
「和」を基調にモダンな雰囲気でお料理にも定評があり、四季折々の自

然を感じ、やすらぎと寛ぎをお届けします。

大芦高原温泉雲海 美作市 上山1735 0868-74-2585
雲海温泉をひいた湖畔バンガローと世界の国をイメージした世界の国の

バンガローをご用意しています。 素敵な想い出づくりにいかがでしょう

フォーシーズン湯郷 美作市 湯郷878-1 0868-72-8822
湯郷温泉街に位置し、セブンイレブンの隣になります。鷺温泉まで徒歩5

分　湯郷にお越しの際は、ぜひお越し下さい。

新中屋 美作市 湯郷644 0868-72-0195 小さな民宿です。ゆっくり過ごして下さい。

リバーサイド湯郷 美作市 林野275 0868-72-0032
豊かな自然、吉野川のせせらぎと140年の歴史と共に歩む木造三階建ての

旅館。観光・ビジネス・合宿に最適

能登香の里小房 美作市 小房925-1 0868-76-0855

のどかな日本の里山風景が広がる粟井村にある観光施設「能登香の里小

房」では研修・食事・宿泊が可能。池のほとりにログハウス、コテー

ジ、キャンプ場もあります。

新庄宿　須貝邸 新庄村 新庄村1144-1 050-5434-6430
2019年7月にオープンした1日2組4名限定の街道の宿。里山食材で仕立て

た和のコース料理が味わえます。

名泉鍵湯　奥津荘 鏡野町 奥津48 0868-52-0021
国の登録有形文化財の本館を有する。足元湧出の自家源泉は国内トップ

クラスの泉質を誇る。

ことぶき荘 鏡野町 奥津川西336 0868-52-0558 （後日掲載）

みやま荘 鏡野町 奥津川西247-2 0868-52-0409
温泉を愉しむアットホーム宿です。鏡野町は入浴施設も多くありますの

で宿泊されてゆっくりお過ごし下さい。

国民宿舎いつき 鏡野町 上齋原437-1 0868-44-2331
県北鏡野町大自然と川のせせらぎの中でゆったりと天然温泉を満喫　四

季を通じて日本の原風景をお楽しみ下さい。

東和楼 鏡野町 奥津53 0868-52-0031
昭和3年創業、木造3階建の和風旅館。地下のトンネルを通り岩風呂へ。

きれいな温泉が24時間自然融出しています。

米屋倶楽部　奥津 鏡野町 奥津196-5 0868-52-0016 奥津温泉が一望できる、自家源泉のホテルです。

池田屋　河鹿園 鏡野町 奥津196-5 0868-52-0016 奥津温泉　源泉かけ流しの旅館です。

おかやまファーマーズ・マーケット　ノースヴィ

レッジ
勝央町 岡1100 0868-38-1234

季節に応じたパフェなど味わえるカフェméméやお外でBBQも楽しめま

す。宿泊は森のロッジでごゆっくり

居易庵 勝央町 植月中868-4 080-1638-5838
居易庵（おりやすいあん）は勝央町の風情ある古民家です。一棟貸のた

め、宿泊は1日1組限定です！

土井ん家 勝央町 為本168 090-4658-3774
1日1組限定の居酒屋です。クラフトビール飲めます。農泊も可能です。

ヤギとシャモのお世話体験が人気です。

那岐山荘 奈義町 高円1753-1 0868-36-8041

「ほんのひととき想い出作り」を合ことばに楽しく、ひとときを過ごし

て頂けるようおもてなしに力を入れています。おかげさまでリピーター

の方々が多いです。

那岐山麓　山の駅 奈義町 高窓591-1 0868-36-8080
標高400メートルにあり、見晴らし抜群、2LDKの広々コテージ。2名

10,000円、3名以上1,500円/人追加。

あわくら温泉 元湯 西粟倉村 大字影石2050番地 0868-79-2129
小さなお子さま連れの方も歓迎する天然温泉付きゲストハウスです。肩

肘張らずに里山時間を楽しめる所です。

農家民宿　いなかの宿 久米南町 上籾177 090-4698-1638
畑の野菜を使ったBBQ、花火などは一棟貸しならでは。農業体験、牡丹

鍋、ジビエバーベキューもできます。

リゾートセンター治部邸 久米南町 山手37 086-728-2677
自然と親しみ、ゆったりとした時間が楽しめる、江戸時代のお屋敷を改

修した団体向け宿泊施設です。


