
事業所名 代表者氏名 郵便番号 住所

1 ホテル 対滝閣 大澤　昌枝 029-5505 西和賀町湯本29-79

2 一休館 照井　直治 029-5505 西和賀町湯本30-82

3 大正館 長谷川　裕子 029-5505 西和賀町湯本30-24

4 一城 佐川　圭 029-5505 西和賀町湯本30-82-3

5 高繁旅館 高橋　繁廣 029-5514 西和賀町湯川52-140-15

6 新清館 高鷹　重春 029-5514 西和賀町湯川52-121-2

7 大盛館栖峰 高鷹　峰子 029-5514 西和賀町湯川52-72-11

8 別館春山荘 鈴木　智之 029-5514 西和賀町湯川52-116-2

9 萬鷹旅館 高橋　勝宏 029-5514 西和賀町湯川52-108-1

10 本館春山荘 鈴木　恵子 029-5514 西和賀町湯川52-107-2

11 世寿美屋 高鷹　義一 029-5514 西和賀町湯川52-53-1

12 旅館大扇 高橋　ウメ 029-5522 西和賀町巣郷63-158-9

13 鳳鳴館 高橋　黎子 029-5514 西和賀町湯川52-71

14 吉野屋 高鷹　裕司 029-5514 西和賀町湯川52-113-1

15 山人 高鷹　政明 029-5514 西和賀町湯川52-1-43

16 四季彩の宿ふる里 菊池　和幸 029-5514 西和賀町湯川52-17

17 静山荘 高橋　純 029-5522 西和賀町巣郷63-159-13

18 クアハウス巣郷 早川　靖久 029-5522 西和賀町巣郷63-111-6

19 ホットハーブ錦秋 早川　久衛 029-5522 西和賀町中村59-47

20 大乃屋旅館 照井　強吉 029-5512 西和賀町川尻40-40-53

21 森の風 沢内銀河高原 佐藤　信幸 029-5703 西和賀町沢内字貝沢3-647-1

22 沢内バーデン 加藤　和夫 029-5612 西和賀町沢内字大野17-140

23 ろくのへ旅館 照井　端 029-5614 西和賀町沢内字太田5-53

24 えびす寿司 阿部　均 029-5505 西和賀町湯本30-80-11

25 居酒屋銀河 高橋　福美 029-5505 西和賀町湯本30-86-14

26 喫茶ケイ 高橋　裕一 029-5505 西和賀町湯本30-3-34

27 スナック純 千田　俊雄 029-5505 西和賀町湯本30-83-5

28 でめ金食堂 小田島　浩和 029-5522 西和賀町巣郷63-159-14

29 もちや 千田　洋子 029-5512 西和賀町川尻40-73

30 ドライブイン湯田 田中　直樹 029-5512 西和賀町川尻40-40-245

31 バイオリン 川村　清也 029-5511 西和賀町上野々39-190-20

32 いろり 藤原　義博 029-5511 西和賀町上野々39-189-4

33 銀河ステーション慶 高橋　宏子 029-5522 西和賀野々宿62-259-16

34 大丸食堂 山﨑　京平 029-5505 西和賀町湯本30-52-5

35 農家食堂 およね 佐々木　浩輔 029-5614 西和賀町沢内字太田8-66

36 医療法人 尽心会 赤坂医院 赤坂　隆之 029-5505 西和賀町湯本29-66-4

37 医療法人社団真心会 佐々木内科小児科医院佐々木　勉 029-5505 西和賀町湯本30-80-8

38 ビューティ家子 家子　勝也 029-5505 西和賀町湯本30-71

39 (有)小専商店 小笠原　弘明 029-5505 西和賀町湯本30-78-1

40 工藤菓子店 工藤　正道 029-5505 西和賀町湯本30-82-1

41 お菓子処たかはし 高橋　忍 029-5505 西和賀町湯本30-8-2

42 高橋ラジオ店 高橋　善平 029-5505 西和賀町湯本30-86-8

43 柳沢時計店 柳沢　安雄 029-5505 西和賀町湯本30-85-1

44 (有)湯田電気 高橋　定行 029-5505 西和賀町湯本30-75-6

45 サカエ自工（有） 柏崎　弘行 029-5503 西和賀町湯田20-100-4

46 やまに農産 高橋　医久子 029-5504 西和賀町槻沢27-116-2

47 高三製材所 高橋　悟 029-5503 西和賀町湯田21-92-7

48 藤原商店 藤原　壮輔 029-5503 西和賀町湯田21-56-1

49 南川商店 南川　方夫 029-5503 西和賀町湯田21-55-9

50 とうふや源助 高橋　勇一 029-5506 西和賀町湯之沢35-78

51 (有)小田島 北嶋　春夫 029-5522 西和賀町巣郷63-154-1

52 深沢商店 深沢　民行 029-5513 西和賀町耳取49-2-27

53 川正商店 川村　恵美子 029-5512 西和賀町川尻40-40-45

54 菅喜建材(株) 菊池　隆志 029-5512 西和賀町川尻40-73-12

55 ㈱西和賀産業公社 細井　洋行 029-5512 西和賀町川尻40-73-11

56 西和賀燃料(株) 高橋　英治 029-5512 西和賀町川尻40-60-1

57 (有)佐藤自動車 佐藤　一久 029-5507 西和賀町大沓36-54

58 山本鉄工所 山本　雅彦 029-5512 西和賀町川尻40-40-55



59 (有)武田工務店 武田　勝憲 029-5514 西和賀町湯川52-77-6

60 (有)淀川組 淀川　豊 029-5512 西和賀町川尻40-190-3

61 碧祥寺博物館 太田　宣承 029-5614 西和賀町沢内字太田3-32

62 カタゴの会 高橋　松栄 029-5615 西和賀町沢内字川舟39-90

63 (有)高橋重機 高橋　浩幸 029-5619 西和賀町沢内字弁天25-7

64 北上宝飾(株) 本明　正利 029-5616 西和賀町沢内字泉沢29-2-31

65 味工房カタクリ 中村　キミイ 029-5600 西和賀町沢内字両沢22-13-1

66 佐々木燃料店 佐々木　秀一 029-5701 西和賀町沢内字川舟34-61-2

67 深重商店 深澤　重勝 029-5701 西和賀町沢内字川舟38-102-2

68 高沢翔企画 高橋　定雄 029-5701 西和賀町沢内字川舟36-40-5

69 宇都宮 幸市 宇都宮　幸市 029-5501 西和賀町左草3-25

70 里の恵 有馬　富博 029-5615 西和賀町沢内字太田10-187-1

71 かあちゃんの店わがや 佐々木　美代子 029-5703 西和賀町沢内字貝沢3-647-1

72 蓄音機の家 佐藤   安蔵 029-5513 西和賀町草井沢47-48-2

73 ジョイソックス 芳賀　康 029-5522 西和賀町野々宿61-67-2

74 深澤晟雄資料館 加藤　和夫 029-5614 西和賀町沢内字太田2-68

ほっとゆだ 029-5612 西和賀町川尻40地割53

飲食・販売店 砂ゆっこ 029-5504 西和賀町槻沢25-16-8

結ハウス 穴ゆっこ 029-5513 西和賀町耳取49-2-137

そば処　常居 ゆう星館 029-5501 西和賀町下前13-49-11

わらび餅かふぇ　団平 ゆう林館 029-5506 西和賀町湯之沢35-207-1

春乃屋 真昼温泉 029-5613 西和賀町沢内字前郷6-154

あすか
和賀の四季

やなせ
ラーメンショップ

ひさご
クラウン

道の駅　錦秋湖
レストハウスゆのさわ


