
R2.5月２８日現在

１．宿泊施設（旅館･ホテル） ２．宿泊施設（民宿・ペンション）

施   設   名 休 業 期 間 備考 施   設   名 休 業 期 間 備考

休暇村　乳頭温泉郷 営業再開 宿泊者のみアルパこまくさから送迎有 民宿　みどり荘 ～当面の間 ランチのみ営業(不定休・要問合せ)

鶴の湯温泉 ～６/１４(日) ※～5/31　日帰り入浴休業 露天風呂　水沢温泉 営業時間短縮
営業時間⇒10:00～19：00（最終入館18:00まで）
秋田県民のみご利用可能。

鶴の湯別館　山の宿 ～５/31(日) 県立田沢湖スポーツセンター 営業再開 秋田県民のみご利用可能。

蟹場温泉 ～５/31(日) どんぐり山荘 ～5/31（日）

孫六温泉 ～５/31(日) ヒュッテ　ビルケ 営業再開

黒湯温泉 ～５/31(日) ペンション　クライマー ～5/31（日）

大釜温泉 ～５/31(日) ロッジ　山の詩 ～5/31（日）予定

株式会社妙乃湯 ～５/31(日) 山荘　風の又三郎 営業中

駒ケ岳グランドホテル ～6/30(火) ヒュッテ　旅人木 ～5/31（日）

プラザホテル山麓荘 ～6/30(火) ペンション白い星 ～5/31（日）予定

ハイランドホテル山荘 営業再開 民宿　丸駒荘 ～5/31（日）

田沢プラトーホテル 営業再開 1日3組限定。当面の間　日帰り入浴休業 ロッヂ　ヨーデル ～当面の間

田沢高原ホテル ～6/15(月) 当面の間　宿泊人数、部屋数等制限・調整有 民宿　かもしか ～当面の間

ホテルグランド天空 ～6/30(火) ログハウスの宿　仙人 ～5/31（日）予定

ロッジアイリス ～6/30(火) ペンション　サウンズグッド 営業再開 詳細はHPにて

リゾートホテル　ニュースカイ 4/16(木)～7/14(火)
日帰り入浴のみ営業
水～日⇒11：00〜20：00（退館）、月・火⇒13：00〜20：00（退館） 民宿　はるやま 営業再開

プラザホテル山麓荘　別館　四季彩 4/1(水)～当面の間 民宿　甚吉 ～当面の間

元湯　水沢山荘 ～５/31(日) 民宿　惣之助 ～6/1(月)

旅館　青荷山荘 ～7/14(火) いやしの里 湯の花本館 ～5/31（日）

駒ヶ岳温泉 ～５/31(日) 松月旅館 ～当面の間

天然温泉田沢湖レイクリゾート ～6/12(金) 森湖休 営業再開 1日1組限定で営業

ホテル　湖心亭 営業再開 当面の間　日帰り入浴休業

田沢湖ローズパークホテル ～6/30(火) ３．キャンプ場

花心亭　しらはま ～５/31(日)予定 施 設 名 休 業 期 間 備考

湖畔浪漫の宿　かたくりの花 ～7/20(月) 田沢湖キャンプ場 ～６/5(金) 6/1～　予約受付開始

あきた芸術村　温泉ゆぽぽ ～６/5(金) 日帰り入浴のみ営業 田沢湖オートキャンプ場 営業再開 バンガローは当面の間閉鎖

☝あきた芸術村シャトルバス ～6/5(金) シャトル便　運休 かたまえ山森林公園 ～６/5(金) 6/1～　予約受付開始

玉川温泉 営業再開
※～5/31　日帰り入浴休業
6/1～　日帰り入浴営業時間短縮⇒10:00～15:00（最終受付14:30）

新玉川温泉 ～５/31(日) ※6/1～　日帰り入浴営業時間短縮⇒10:00～15:00（最終受付14:30）

後生掛温泉 ～５/31(日) 詳細はHPにて

蒸ノ湯温泉 ～6/19（金）

田沢湖エリア　臨時休業施設等の一覧表



４．観光施設・商店 ５．神社

施  設 名 休 業 期 間 備考 施 設 名 休 業 期 間 備考

玉川ダム資料館 ～5/31（日） 浮木神社 自由参拝 当面の間　御朱印は対応不可

玉川温泉ビジターセンター 営業再開 御座石神社　参拝 自由参拝 当面の間　御朱印は書き置きのみの対応

田沢湖レストハウス ～５/31(日) 　　　　　　　　神札・授与所 不定休 ご用の際は、0187-53-2376まで

田沢湖遊覧船 ～５/31(日) 金色大観音 ～５/３１（日） ６/1より参拝は可能　資料館等は当面の間封鎖

田沢湖共栄パレス ～６/５(金) 営業時間は要問合せ

ハーブガーデンハートハーブ ～5/31(日) ６．運輸

アルパこまくさ ～5/31(日) 施 設 名 休 業 期 間 備考

Caf'eぶなの森　Fuu 営業再開 田沢観光タクシー 営業時間短縮 営業時間⇒6:00～21:00（4/26～5/31）、6:00～２３：００(6/1～）

仙北市民浴場　東風の湯 営業再開 トヨタレンタリース秋田田沢湖店 営業時間短縮 営業時間⇒9:00～17:00（～6/30まで）

田沢湖クニマス未来館 ～5/31(日) 駅レンタカー田沢湖営業所 営業時間短縮 営業時間⇒8:30～18:00（5/1～6/30まで）

思い出の潟分校 ～5/31(日) オリックスレンタカー（花館商店内） 営業時間短縮 営業時間⇒8:30～18:00（～当面の間）

むらっこ物産館 ～5/31(日) 秋田内陸縦貫鉄道 一部列車ダイヤの減便 詳細はHPにて

森と遺跡の展示室（田沢湖駅２F） ～5/31(日) 湯めぐり号 ～当面の間

湖畔の杜レストランORAE 営業再開 営業時間は要問合せ

田沢湖レンタサイクル ～5/31(日) 

田沢湖マリーン ～当面の間

あさり商店 営業時間短縮 営業時間は要問合せ

斉藤商店 営業再開 営業時間、休業日は要問合せ

たつこ茶屋 ～６月上旬頃(予定)

わらび劇場 ～6/５（金） 公演中止。6月は土日のみ上演

食事処ばっきゃ 営業時間短縮
日～木⇒11：00〜14：00（L.O.13：45）
金・土⇒11：00〜14：00（L.O.13：45）、17:00～21:00（L.O.20:30）

田沢湖ビールレストラン ～当面の間 ショップのみ営業（月～土　10:00～16:00）

森林工芸館 ～6/5（金）

山のはちみつ屋　 営業時間短縮 4/16～　夏期営業時間⇒９:00～１７:30

山のはちみつ屋　ピザ工房 営業再開

山のはちみつ屋　田沢湖市店 営業再開

大沢写真館 営業再開

食事処・おみやげ　みずうみ 営業再開 休業日は要問合せ

駅前物産館　田沢湖いち 営業時間短縮
～5/31　営業時間⇒9:00～17:00
　　　　　　　そば五郎　L.O. 16:30

花館商店 営業時間短縮 当面の間⇒9:00～17:00

御食事処　ももや 営業再開

居酒屋　こまち 営業再開

軽食喫茶　ピープル 営業再開

御食事処　みちのく 営業時間短縮 営業時間は要問合せ

駅前食堂 営業再開

林薬局 営業再開


