
届出に基づき掲載しています。

○北区
№ 施設名称 施設所在地

1 ホテルUｓ（ユーズ） 新潟市北区木崎２５９４番地３
2 ホテル　二羽のうさぎ 新潟市北区木崎２５９３番地３
3 旅館長岡屋 新潟市北区白新町２丁目３番２４号
4 旅館　一春 新潟市北区白新町２丁目１番９号
5 ホテルスターラビット 新潟市北区濁川１７１番地４
6 北新旅館 新潟市北区太郎代２６３７番地２
8 かどや旅館 新潟市北区太郎代１１１番地
9 菱風荘 新潟市北区前新田乙３６４番地１

10 旅館　しかい 新潟市北区松浜本町２丁目１１番１５号
11 ホテルパリ 新潟市北区松潟１４２８番地２
12 アイエコⅢ 新潟市北区葛塚３３７３番地
13 旅館山際 新潟市北区横土居３７６１番地

○東区
№ 施設名称 施設所在地

1 末広館 新潟市東区末広町８番２２号
2 谷沢旅館 新潟市東区本所１丁目１４番２５号
3 割烹旅館山小家ホテル 新潟市東区松園２丁目１番７号
4 ビジネスホテル秋葉 新潟市東区秋葉通２丁目３７２２番地２２７
5 ホテルマリー 新潟市東区寺山３６４番地７
6 ホテルレッド 新潟市東区下場５８番地１

○中央区
№ 施設名称 施設所在地

1 宿舎早亀 新潟市中央区網川原２丁目２９番８号
2 ドーミーイン新潟 新潟市中央区明石１丁目７番１４号
3 スーパーホテル新潟 新潟市中央区明石１丁目６番１３号
4 ホテルムスク 新潟市中央区明石１丁目１番１６号
5 ホテル日航新潟 新潟市中央区万代島５番１号
6 アパホテル＆リゾート<新潟駅前大通> 新潟市中央区万代５丁目１番１号
7 ＡＮＡクラウンプラザホテル新潟 新潟市中央区万代５丁目１１番２０号
8 万代シルバーホテル 新潟市中央区万代１丁目３番３０号
9 チョコレ新潟 新潟市中央区本町通９番町１３３７番地２

10 ホテル　シャンティ 新潟市中央区本町通８番町１３１０番地１
11 カントリーホテル新潟 新潟市中央区本町通６番町１１４０番地１
12 ホテルディアモント新潟 新潟市中央区本町通６番町１０９９番地
13 旅館福田 新潟市中央区本町通１４番町３０５６番地
14 ホテルUｓ（ユーズ） 新潟市中央区弁天橋通１丁目３６番５号
15 さくらとうさぎ 新潟市中央区弁天橋通１丁目２番１６号
16 ホテルニューモナコ 新潟市中央区弁天橋通１丁目２番２４号
17 コンフォートホテル新潟駅前 新潟市中央区弁天３丁目３番１号
18 ｂｎｂ＋新潟ブックイン 新潟市中央区弁天３丁目１番２１号
19 コートホテル新潟 新潟市中央区弁天２丁目３番３５号
20 アーバネックスイン新潟 新潟市中央区弁天２丁目３番３２号
21 新潟東映ホテル 新潟市中央区弁天２丁目１番６号
22 新潟京浜ホテル 新潟市中央区弁天１丁目３番１５号
23 ホテルグローバルビュー新潟 新潟市中央区弁天１丁目２番４号
24 ニイガタステーションホテル 新潟市中央区弁天１丁目２番１０号
25 ビジネスイン南浜 新潟市中央区南浜通１番町３７３番地５
26 新潟パークホテル 新潟市中央区南笹口１丁目８番１０号
27 パンション駅南 新潟市中央区鐙１丁目１番２２号
28 ホテルクラウンヒルズ新潟 新潟市中央区東堀通８番町１４２９番地
29 アパホテル〈新潟古町〉 新潟市中央区東堀通６番町１０３７番地１
30 本田旅館 新潟市中央区東堀通１３番町３０１７番地
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○中央区
№ 施設名称 施設所在地
31 アパホテル〈新潟東中通〉 新潟市中央区東中通２番町２８９番地２
32 アパホテル〈新潟〉 新潟市中央区東大通２丁目１番２１号
33 シングルイン新潟第二 新潟市中央区東大通１丁目１１番３号
34 ホテルサンルート新潟 新潟市中央区東大通１丁目１１番２５号
35 シングルイン新潟第二新館 新潟市中央区東大通１丁目１１番１０号
36 ホテルルートイン新潟県庁南 新潟市中央区東出来島１１番１４号
37 ブランネージュ 新潟市中央区鳥屋野３０５番地１
38 ブランネージュ旅館私の部屋 新潟市中央区鳥屋野３０３番地２
39 ホテルエリーゼ 新潟市中央区長潟１丁目１番１５号
40 ホテルベニス 新潟市中央区長潟１丁目１３番２１号
41 植田旅館 新潟市中央区礎町通４ノ町２１２０番地
42 ホテルオークラ新潟 新潟市中央区川端町６丁目５３番地
43 ゲストハウス　アンゴ荘 新潟市中央区雪町２０２３番地５
44 ホテルイタリア軒 新潟市中央区西堀通７番町１５７４番地
45 塚田旅館 新潟市中央区西堀通３番町８０３番地１
46 入澤旅館 新潟市中央区西堀前通１番町７０４番地
47 ホテルクラウン 新潟市中央区神道寺南１丁目１４番３３号
48 東横イン新潟古町 新潟市中央区上大川前通７番町１１６８番地２
49 ホテル玉林が民宿に 新潟市中央区上大川前通５番町４９番地９
50 芳原旅館 新潟市中央区沼垂東６丁目９番１号
51 なり－ｎｕｔｔａｒｉ　ＮＡＲＩ－ 新潟市中央区沼垂東２丁目１１番３１号
52 ホテル　ＯＸ 新潟市中央区紫竹山７丁目６番１３号
53 割烹の宿湖畔 新潟市中央区紫竹山７丁目５番１３号
54 ホテルエンペラー 新潟市中央区紫竹山５丁目７番２０号
55 ブルーシャトー 新潟市中央区紫竹山５丁目４番２９号
56 ホテルこのゆびとーまれ 新潟市中央区紫竹山５丁目４番２８号
57 ＨＯＴＥＬ　月とうさぎ１ 新潟市中央区紫竹山４丁目７番５号
58 ＨＯＴＥＬ　月とうさぎ２ 新潟市中央区紫竹山４丁目７番３号
59 ホテルカサブランカ 新潟市中央区紫竹山４丁目７番８号
60 ホテル　エンジェル　ラビット 新潟市中央区山二ツ５丁目１０番９号
61 １２（トゥェルブ） 新潟市中央区笹口３丁目３番地１
62 アートホテル新潟駅前 新潟市中央区笹口１丁目１番地
63 ターミナル・アートイン 新潟市中央区笹口１丁目１５番地１
64 ホテル・ターミナルイン 新潟市中央区笹口１丁目１４番地３
65 新潟イーストホテル 新潟市中央区笹口１丁目１１番地５
66 ユースハウス石黒 新潟市中央区高志１丁目１３番９号
67 チサンイン新潟中央インター 新潟市中央区湖南１４番地５
68 ホテルラ・カーサ 新潟市中央区古町通９番町１４５８番地１
69 新潟シティホテル 新潟市中央区古町通８番町１４３０番地
70 ゲストハウス＆バー　くく 新潟市中央区古町通３番町５５７番地　２F
71 リオンズホテル 新潟市中央区関南町２番１６号
72 シングルイン新潟第三 新潟市中央区花園２丁目２番２３号
73 ホテル三景 新潟市中央区花園２丁目１番１号
74 ホテルビオラ 新潟市中央区花園２丁目１番２２号
75 ＪＲ東日本ホテルメッツ　新潟 新潟市中央区花園１丁目９６番４７号
76 ＨＯＴＥＬ　ＬｉＶＥＭＡＸ　新潟駅前 新潟市中央区花園１丁目７番１０号
77 ホテル・アルファ・ワン新潟 新潟市中央区花園１丁目７番１８号
78 ジュラクステイ新潟 新潟市中央区花園１丁目６番１５号
79 新潟ターミナルホテル 新潟市中央区花園１丁目６番３１号
80 新潟第一ホテル 新潟市中央区花園１丁目３番１２号
81 東横イン新潟駅前 新潟市中央区花園１丁目２番２号
82 シングルイン新潟第一 新潟市中央区花園１丁目６番１号
83 樋口旅館 新潟市中央区下大川前通４ノ町２１８４番地
84 株式会社新潟グランドホテル 新潟市中央区下大川前通３ノ町２２３０番地
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○江南区
№ 施設名称 施設所在地

1 コンフォートイン新潟亀田 新潟市江南区東早通２丁目１番１１号
2 大呂菴 新潟市江南区沢海２丁目１５番２５号
3 旅館　大倉 新潟市江南区西町４丁目１番５号
4 寿舞縷 新潟市江南区小杉５丁目３番４０号
5 ホテルファースト亀田店① 新潟市江南区曙町３丁目４６８１番地１
6 ホテルファースト亀田店② 新潟市江南区曙町３丁目４６８１番地１
7 本田屋旅館 新潟市江南区亀田本町２丁目２番７号
8 新潟県障害者交流センター 新潟市江南区亀田向陽１丁目９番１号
9 ホテルビジネスイン新潟南 新潟市江南区下早通柳田２丁目３番１号

○秋葉区
№ 施設名称 施設所在地

1 ホテルラブラビット 新潟市秋葉区草水町１丁目１３番１１１号
2 会津屋旅館 新潟市秋葉区新津本町２丁目１２番１号
3 ビジネスホテル新光 新潟市秋葉区新津本町１丁目７番４号
4 花家旅館 新潟市秋葉区新町１丁目２番２５号

○南区
№ 施設名称 施設所在地

1 アグリパーク宿泊施設 新潟市南区東笠巻新田３０４４番地
2 リゾートふたり共和国 新潟市南区新飯田１０３０番地２
3 ホテルエリーゼ 新潟市南区根岸８００番地
4 ホテルオリーブ 新潟市南区根岸７７５番地
5 ホテル　京都 新潟市南区戸頭３００８番地１
6 ホテル　ニュー京都 新潟市南区戸頭３００７番地１
7 白根温泉　関根旅館 新潟市南区引越２６１番地
8 ファミリーロッジ旅籠屋・新潟南店 新潟市南区鯵潟四反田６０６番地
9 ゲストハウスぐーぐー 新潟市南区白根３０１３番地１

○西区
№ 施設名称 施設所在地

1 ＨＯＴＥＬ ＣＡＴ 新潟市西区槇尾１６９番地
2 ホテルエリーゼ 新潟市西区中権寺２８１０番地
3 ホテルルートイン新潟西インター 新潟市西区善久字川中７３１番地１
4 有限会社ホテル寺尾 新潟市西区寺尾朝日通１９番９号
5 ホテル寺尾　別館２ 新潟市西区寺尾朝日通２０番３号
6 ホテルディアモント新潟西 新潟市西区山田２５１７番地２
7 旅館　橋本屋 新潟市西区黒鳥５９５６番地
8 ゲストハウス　ＯＲＩ　ＯＲＩ 新潟市西区五十嵐１の町６７２４番地９

○西蒲区
№ 施設名称 施設所在地

1 ホテルティアラ 新潟市西蒲区和納１５１８番地
2 城山運動公園管理棟 新潟市西蒲区峰岡５８０番地
3 入徳館野外研修場 新潟市西蒲区峰岡４４４番地２
4 割烹旅館　山城 新潟市西蒲区松郷屋３６２番地
5 リオンズホテル新潟 新潟市西蒲区漆山８３８５番地
6 ホテルレスティ 新潟市西蒲区漆山７７８２番地
7 ホテルファースト１ 新潟市西蒲区漆山７７６６番地１
8 ホテルファースト２ 新潟市西蒲区漆山７７６６番地１
9 ホテル　エンジェルハート 新潟市西蒲区高橋２７５６番地

10 ゆもとや 新潟市西蒲区岩室温泉９１番地１
11 著莪の里　ゆめや 新潟市西蒲区岩室温泉９０５番地１、８８５番地１

3/4



○西蒲区
№ 施設名称 施設所在地
12 皆元旅館 新潟市西蒲区岩室温泉７２３番地
13 ホテル　富士屋 新潟市西蒲区岩室温泉６９３番地
14 小さなお宿　小松屋 新潟市西蒲区岩室温泉６８１番地
15 髙志の宿　髙島屋 新潟市西蒲区岩室温泉６７８番地甲
16 割烹旅館　松屋 新潟市西蒲区岩室温泉６０５番地
17 めんめん亭　わたや 新潟市西蒲区岩室温泉５８１番地
18 ほてる大橋　館の湯 新潟市西蒲区岩室温泉３４０番地甲
19 浜松屋 新潟市西蒲区岩室温泉３２８番地
20 めんめん亭わたや　別館 新潟市西蒲区岩室温泉２８２番地１
21 岩室スロウホステル 新潟市西蒲区岩室温泉１２７６番地
22 旅館丸一 新潟市西蒲区間瀬７３７４番地１
23 喜左ェ門 新潟市西蒲区間瀬７３６８番地
24 トーコー白岩 新潟市西蒲区間瀬７１９７番地２
25 海華亭　かわい 新潟市西蒲区間瀬７０７７番地
26 民宿　竹の家 新潟市西蒲区間瀬６１６番地１
27 柏木屋鮮魚 新潟市西蒲区間瀬４２３８番地
28 割烹　渡辺 新潟県新潟市西蒲区巻甲２４４３番地
29 カーブドッチ・ヴィネスパ 新潟市西蒲区角田浜字焼山１６５２番地他８筆
30 トラヴィーニュ 新潟市西蒲区角田浜字焼山１６６７番地他２筆
31 朝日屋 新潟市西蒲区角田浜１０７２番地１
32 ゆたかや 新潟市西蒲区角田浜１０７２番地
33 七浦屋 新潟市西蒲区角田浜１０７２番地
34 ホテル　楽園伝説 新潟市西蒲区下和納３４２５番地
35 だるまや 新潟市西蒲区越前浜６８３８番地１
36 愛幸 新潟市西蒲区越前浜５２２３番地
37 ホテル　ＭＧＭ 新潟市西蒲区栄２２６７番地１
38 ホテルエリーゼ 新潟市西蒲区栄１９４７番地１
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