
（令和5年4月18日 更新）
以下の施設では、「ひょうご安心旅」に参画し感染リスク軽減対策を実施してお客様をお迎えしております。

No 施設名 所在地 施設ホームページアドレス

1 グリーンヒルホテルアーバン 神戸市中央区加納町2-5-16 https://gh-hotel.co.jp/urban

2 神戸北の坂ホテル 神戸市中央区加納町3-12-8 http://www.kobekitanozakahotel.com/

3 スーパーホテル神戸 神戸市中央区加納町2-1-11 https://www.superhotel.co.jp/s_hotels/kobe/

4 レムプラス神戸三宮 神戸市中央区加納町4-2-1 https://www.hankyu-hotel.com/hotel/remm/kobe-sannomiya/

5 カプセルホテル神戸三宮 神戸市中央区加納町3-4-15 https://capsulekb.com/pc.html

6 北上ホテル 神戸市中央区加納町4-8-19 https://www.kitagamihotel.com

7 ホテル北野プラザ六甲荘 神戸市中央区北野町1-1-14 https://www.rokkoso.com

8 ANAクラウンプラザホテル神戸 神戸市中央区北野町１ https://www.anacrowneplaza-kobe.jp

9 神戸北野ホテル 神戸市中央区山本通3-3-20 https://www.kobe-kitanohotel.co.jp/

10 ホテル リベラル 神戸市中央区山本通2-2-8 https://otokojuku-hotel.group/liberal/

11 神戸チャペルスイート 神戸市中央区山本通5-3-38 https://www.chapel-hotel.co.jp/hyogo/h042

12 ホテルモンテエルマーナ神戸アマリー 神戸市中央区中山手通2-2-28 https://www.monte-hermana.jp/kobe/

13 ひょうご共済会館 神戸市中央区中山手通4-17-13 http://www.h-kyosai.or.jp/hk-kaikan/

14 一般財団法人兵庫県教育会館 神戸市中央区中山手通4-10-8 https://www.lassehall.com

15 神戸トアロードホテル山楽 神戸市中央区中山手通3-1-19 https://sanraku.premierhotel-group.com/kobe/

16 HOTEL SUI KOBE SANNOMIYA byABEST 神戸市中央区中山手通2-1-20 https://hotelsui-kobe.com/

17 PEANUTS HOTEL 神戸市中央区中山手通1-22-26 https://www.peanutshotel.jp/

18 ホテル トランス 神戸市中央区中山手通2-19-1 https://otokojuku-hotel.group/trance/

19 TONARINO HOSTEL 神戸市中央区中山手通2-19-9 https://monstrosity0704.wixsite.com/tonarino-hostel

20 神戸一里山別邸 神戸市中央区神戸港地方再度谷77 https://www.kobe-ichiriyama.com/

21 the b 神戸 神戸市中央区下山手通2-11-5 https://www.theb-hotels.com/theb/kobe/

22 ホテルモントレ神戸 神戸市中央区下山手通2-11-13 https://www.hotelmonterey.co.jp/kobe/

23 ザ ロイヤルパークキャンバス 神戸三宮 神戸市中央区下山手通2-3-1 https://www.the-royalpark.jp/canvas/kobesannomiya/

24 神戸レディススパ 神戸市中央区下山手通2-2-10 神戸サウナビル http://www.kobe-ladies-spa.com

25 神戸サウナ＆スパ（ホテル・カプセルイン神戸） 神戸市中央区下山手通2-2-10 神戸サウナビル http://www.kobe-sauna.co.jp

26 アパホテル ＜神戸三宮駅前＞ 神戸市中央区下山手通2-11-26 https://www.apahotel.com/hotel/kansai/hyogo/kobesannomiya-ekimae/

27 Ini.kobe 神戸市中央区北⾧狭通7-2-24 https://www.instagram.com/ini.kobe/

28 料亭旅館 豊福 神戸市中央区花隈町23-18 https://www.toyofuku.net/

29 ハナクマ荘(hanakuma apartment) 神戸市中央区花隈町8-9 http://hanakuma-so.com/

30 エスカル神戸 神戸市中央区楠町8-10-1 https://www.escale-kobe.com/

31 ホテルケーニヒスクローネ神戸 神戸市中央区三宮町2-3-10 http://www.hkk-kobe.jp/

32 R&Bホテル神戸元町 神戸市中央区三宮町3-3-1 http://randb.jp/kobe/

33 CANDEO HOTELS 神戸トアロード 神戸市中央区三宮町3-8-8 https://www.candeohotels.com/ja/hyogo-kobe/

34 ダイワロイネットホテル 神戸三宮中央通り 神戸市中央区三宮町1-2-2 https://www.daiwaroynet.jp/kobe-chuodori/

35 神戸プラザホテル 神戸市中央区元町通1-13-12 https://kobeplaza.com/

36 神戸プラザホテル ウエスト 神戸市中央区元町通3-4-7 https://www.kobeplaza.com/west/

37 スマイルホテル神戸元町 神戸市中央区元町通2-5-8 https://smile-hotels.com/hotels/show/kobemotomachi

38 Hostel Anchorage ホステル アンカレッジ 神戸市中央区元町通4-1-2 シャルマンビル3階

39 神戸元町東急REIホテル 神戸市中央区栄町通1-2-35 https://www.tokyuhotels.co.jp/kobemotomachi-r/

40 ゲストハウス神戸なでしこ屋 神戸市中央区栄町通１-２-21 https://kobe.nadeshiko-ya.com/

41 天然温泉浪漫湯 ドーミーイン神戸元町 神戸市中央区栄町通2-5-1 https://www.hotespa.net/hotels/kobemotomachi/

42 HOTELメリケンポート神戸元町 神戸市中央区栄町通3-1-3 https://www.greens.co.jp/hmpkobe/

43 神戸シティガーデンズホテル 神戸市中央区相生町4-7-18 http://www.kobe-citygardens.com

44 センチュリオンホテルグランド神戸駅前 神戸市中央区相生町2-3-7 https://www.centurion-hotel.com/kobe/#kobe

45 東横INN JR神戸駅北口 神戸市中央区相生町5-17-3 https://www.toyoko-inn.com/search/detail/00255/

46 なかむら 神戸市中央区古湊通2-1-20 なかむらビル http://nakamura.yumenomad.com

47 チサンホテル神戸 神戸市中央区中町通2-3-1 https://www.solarehotels.com/hotel/hyogo/chisunhotel-kobe/
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48 神戸ルミナスホテル三宮 神戸市中央区江戸町92 http://www.luminous-hotel.co.jp

49 ORIENTAL HOTEL 神戸市中央区京町25 https://www.orientalhotel.jp/

50 ホテルヴィアマーレ神戸 神戸市中央区京町67-2 https://www.h-viamare.co.jp/

51 KOKO HOTEL 神戸三宮 神戸市中央区浪花町63 https://koko-hotels.com/kobe-sannomiya

52 神戸みなと温泉 蓮 神戸市中央区新港町1-1 https://ren-onsen.jp

53 神戸メリケンパークオリエンタルホテル 神戸市中央区波止場町５-６ www.kobe-orientalhotel.co.jp

54 ホテル ラ・スイート神戸ハーバーランド 神戸市中央区波止場町7-2 https://www.l-s.jp

55 神戸ポートタワーホテル 神戸市中央区波止場町6-1 https://www.kobe-porttower-hotel.com/

56 ホテルクラウンパレス神戸 神戸市中央区東川崎町1-3-5 www.crownpalais.jp/kobe

57 神戸ハーバーランド温泉万葉倶楽部 神戸市中央区東川崎町1-8-1プロメナ神戸 http：//www.manyo.co.jp

58 神戸ホテルジュラク 神戸市中央区東川崎町1-1-1 https://www.hotel-juraku.co.jp/kobe/

59 センチュリオンホテルヴィンテージ神戸 神戸市中央区港島1-1-6 https://www.centurion-hotel.com/v-kobe/

60 ホテルパールシティ神戸 神戸市中央区港島中町7-5-1 www.pearlcity.jp/kobe

61 アリストンホテル神戸 神戸市中央区港島中町6-1 https://www.ariston.jp/kobe/

62 神戸ポートピアホテル 神戸市中央区港島中町6-10-1 https://www.portopia.co.jp

63 ホテルオークラ神戸 神戸市中央区波止場町2-1 https://www.kobe.hotelokura.co.jp/

64 ほてるISAGO神戸 神戸市中央区熊内町4-3-7 www.isago.co.jp

65 ガロホステル神戸 神戸市中央区熊内町7-1-9 https://www.galohostel-kobe.com/

66 ホテルサンルートソプラ神戸 神戸市中央区磯辺通1-1-22 www.sopra-kobe.com

67 東横INN 神戸三ノ宮駅市役所前 神戸市中央区八幡通4-1-3 https://www.toyoko-inn.com/search/detail/00304/

68 ホテル１-２-３神戸 神戸市中央区磯上通4-1-12 http://www.hotel123.co.jp/kobe/

69 東横INN 神戸三ノ宮I 神戸市中央区御幸通2-2-2 https://www.toyoko-inn.com

70 神戸三宮ユニオンホテル 神戸市中央区御幸通2-1-10 http://www.unionhotel.jp

71 ダイワロイネット神戸三宮 神戸市中央区御幸通5-1-6 https://www.daiwaroynet.jp

72 グリーンリッチホテル神戸三宮 神戸市中央区御幸通4-1-22 https://greenrichhotels.jp/kobe-sannomiya/

73 アパホテル ＜神戸三宮＞ 神戸市中央区御幸通5-2-14 https://www.apahotel.com/hotel/kansai/hyogo/kobesannomiya/

74 OYO ホテル TOYO kobe 神戸市中央区生田町3-2-1 https://travel.rakuten.co.jp/HOTEL/181519/181519.html

75 神戸クアハウス 神戸市中央区二宮町3-10-16 https://kobe-kua-house.com/

76 ホテルピエナ神戸 神戸市中央区二宮町4-20-5 https://www.piena.co.jp/

77 2no HOME & PARK 神戸市中央区琴ノ緒町2-4-5 https://651-0093.jp

78 相鉄フレッサイン神戸三宮 神戸市中央区旭通5-2-3 https://fresa-inn.jp/sannomiya/

79 ヴィラフォンティーヌ神戸三宮 神戸市中央区旭通4-1-4 https://www.hvf.jp/kobe-sannomiya/

80 神戸三宮東急REIホテル 神戸市中央区雲井通６-１-５ https://www.tokyuhotels.co.jp/kobesannomiya-r

81 サンサイドホテル 神戸市中央区雲井通4-1-3 http://sanside.co.jp/

82 東横INN 神戸三ノ宮Ⅱ 神戸市中央区雲井通5-2-2 https://www.toyoko-inn.com/search/detail/00123/

83 コンフォートホテル神戸三宮 神戸市中央区雲井通4-2-10 https://www.choice-hotels.jp/hotel/kobesannomiya/

84 BRENZA HOTEL 神戸市中央区雲井通6-1-1 https://brenzahotel.jp

85 ホテルリブマックス神戸三宮 神戸市中央区布引町2-1-16 https://www.hotel-livemax.com/hyogo/

86 ユニゾイン神戸三宮 神戸市中央区布引町2-1-9 http://www.unizo-hotel.co.jp/inn-kobe.s/

87 神戸花ホテル 神戸市中央区布引町4-2-7

88 しあわせの村 総合センター 神戸市北区しあわせの村1-1 http://www.shiawasenomura.org/

89 しあわせの村 野外活動センターあおぞら 神戸市北区しあわせの村1-6 http://www.shiawasenomura.org/

90 しあわせの村 婦人交流施設たんぽぽの家 神戸市北区しあわせの村1-7 http://www.shiawasenomura.org/

91 GLAMP DOME神戸天空 神戸市北区山田町1-1 https://www.kobe-glamping.com/

92 レクトーレ神戸 神戸市北区藤原台北町4-27 https://www.tkp-resort.net/lectore/kobe/

93 有馬源泉の宿 月への舟 神戸市北区有野町唐櫃4509-87 http://tsukienofune.com

94 欽山 神戸市北区有馬町1302-4 https://www.kinzan.co.jp

95 有馬御苑 神戸市北区有馬町1296 www.arima-gyoen.co.jp

96 御幸荘 花結び 神戸市北区有馬町351 www.hanamusubi.co.jp

97 元湯 古泉閣 神戸市北区有馬町1445-1 www.kosenkaku.com

98 有馬きらり(有馬ビューホテル) 神戸市北区有馬町字池の尻292-2 http://www.arima-view.com

99 高山荘 華野 神戸市北区有馬町400-1 https://www.arima-hanano.com

100 橋乃家別館 嵐翠 神戸市北区有馬町1684 http://www.ransui.com



101 四季の彩 旅篭 神戸市北区有馬町字東門口1389-3 http://www.arima-hatago.com

102 メープル有馬 神戸市北区有馬町406-3 https://the-maple.jp/arima/

103 天地の宿 奥の細道 神戸市北区有馬町字大屋敷1683-2 http://www.arima-okunohosomichi.com

104 湯屋の宿 康貴 神戸市北区有馬町1401 www.arimaonsen-koki.com/home/

105 銀水荘兆楽 神戸市北区有馬町1654-1 http://www.choraku.com

106 兵衛向陽閣 神戸市北区有馬町1904 https://www.hyoe.co.jp

107 月光園 鴻朧館 神戸市北区有馬町318 https://www.gekkoen.co.jp

108 月光園 游月山荘 神戸市北区有馬町318 https://www.gekkoen.co.jp

109 有馬グランドホテル 神戸市北区有馬町1304-1 https://www.arima-gh.jp/

110 中の坊 瑞苑 神戸市北区有馬町808 https://www.zuien.jp/

111 地方職員共済組合 有馬保養所 瑞宝園 神戸市北区有馬町1751 https://www.zuihouen.net/

112 上大坊 神戸市北区有馬町1175 http://www.kamiobo.com/

113 竹取亭円山 神戸市北区有馬町1364-1 https://www.taketoritei.com/

114 ブリュッケ ホステル＆カフェ アリマコウベ 神戸市北区有馬町405-2 https://www.bruecke.jp/

115 ホテル モルゲンロート 神戸市北区有馬町1039-5 https://camp-rokko.jp/

116 角の坊 神戸市北区有馬町878 http://www.kadonobou.com

117 元湯 龍泉閣 神戸市北区有馬町ウツギ谷1663 https://ryuusenkaku.jp/

118 ねぎや 陵楓閣 神戸市北区有馬町1537-2 https://www.negiya.jp

119 有馬ロイヤルホテル 神戸市北区有馬町987 https://arima-royal.jp/

120 結びの小宿 縁 神戸市北区有馬町1030 https://www.guesthouseenn.com

121 高山荘華野 神戸市北区有馬町400-1 https://www.arima-hanano.com/

122 ホテル花小宿 神戸市北区有馬町1007 http://hanakoyado.com/

123 小宿 駿河亭 神戸市北区有馬町830 http://goshoboh.com/2020/07/01/%E6%9C%89%E9%A6%AC%E5%B0%8F%E5%AE%BF%E3%80%80%E9%A7%BF%E6%B2%B3%E4%BA%AD/

124 小宿 松林亭 神戸市北区有馬町827

125 小宿 有楽 神戸市北区有馬町818

126 陶泉 御所坊 神戸市北区有馬町858 http://goshoboh.com/

127 有馬山叢 御所別墅 神戸市北区有馬町958 http://goshobessho.com/

128 旅湯 アブリーゴ 神戸市北区有馬町798 http://alimali.jp/abrigo/

129 SPA TERRACE 紫翠 神戸市北区有馬町1656-1 www.arima-shisui.com

130 エクシブ有馬離宮 神戸市北区有馬町1661-11 https://xiv.jp/arima/

131 かんぽの宿 有馬 神戸市北区有馬町1617-1 https://www.kanponoyado.japanpost.jp/arima/index.html

132 ザ グラン リゾート プリンセス有馬 神戸市北区有馬町1338 http://www.granresort.jp/gr-member/hotel/parima/

133 ザ グラン リゾート 有馬 神戸市北区有馬町1740-1 http://www.granresort.jp/gr-member/hotel/arima/

134 小都里 神戸市北区有馬町353-1 https://www.arima-kotori.jp

135 メルヴェール有馬 神戸市北区有馬町ウツギ谷1670-5 http://merveille-arima.com

136 ダイヤモンド有馬温泉ソサエティ 本館 神戸市北区有馬町423 https://www.diamond-s.co.jp/arimah/

137 小宿とうじ 神戸市北区有馬町1019 http://alimali.jp/touji/

138 旅館やまと 神戸市北区有馬町1706 http://www.arima-ryokan-yamato.net/

139 有馬小宿 八多屋 神戸市北区有馬町1176 https://www.koyado-hataya.com

140 HOTEL ALGO 神戸市北区有馬町797 https://hotel.algo.jp/

141 東急ハーヴェストクラブ有馬六彩 神戸市北区有馬町341-1 https://www.harvestclub.com/Un/Hotel/Ar/index.html#gsc.tab&gsc.tab=0

142 神戸セミナーハウス 神戸市北区道場町生野ロクゴ318-2 http://www.kobe-seminarhouse.com/

143 ホテル三田 三田新興株式会社 神戸市北区⾧尾町宅原横山1869-2

144 神戸ホテルフルーツ・フラワー 神戸市北区大沢町上大沢2150 https://www.hotel-fruitflower.jp/

145 湯～モアリゾート 太山寺温泉なでしこの湯 神戸市西区伊川谷町前開270-1 https://www.nadeshikonoyu.com

146 神戸西神オリエンタルホテル 神戸市西区糀台5-6-3 https://www.seishin-oh.co.jp

147 ホテル・カサベラINN神戸 神戸市兵庫区西上橘通1-4-27 https://www.casabella-inn.jp

148 東横INN 神戸湊川公園 神戸市兵庫区福原町32-13 https://www.toyoko-inn.com/search/detail/00196/

149 ホテルリブマックス神戸 神戸市兵庫区水木通1-2-8 https://www.hotel-livemax.com/hyogo/

150 神戸ルミナスホテル兵庫駅前 神戸市兵庫区塚本通6-2-11 http://www.luminous-hotel.co.jp

151 ホステルユメノマド 神戸市兵庫区新開地1-2-2 https://yumenomad.com

152 ホテルサンルートソプラ神戸 アネッサ 神戸市兵庫区湊町4-1-11 https://www.sopra-kobe-annesso.com

153 ホテルウインベルマジック 神戸市兵庫区湊町4-2-15 http://www.hotel-winbell.com



154 同心ビジネスイン 神戸市兵庫区本町1-2-23

155 ホテルウイングインターナショナル神戸新⾧田駅前 神戸市⾧田区若松町5-1-1 https://www.hotelwing.co.jp/kobe-shinnagataekimae/

156 ファミリーロッジ旅籠屋・神戸須磨店 神戸市須磨区外浜町4-1-3 https://ssl.hatagoya.co.jp/075_Kobesuma/index.shtml

157 須磨観光ハウス 味と宿 花月 神戸市須磨区西須磨字鉄拐山7 http://www.suma-kagetsu.com

158 寿楼 神戸市須磨区須磨寺町3-5-18 www.kotobukirou.jp

159 ホテルセトレ 神戸・舞子 神戸市垂水区海岸通11-1 https://www.hotelsetre.com/maiko/

160 神戸ゲストハウス 神戸市垂水区海岸通5-58 https://kobeguesthouse.studio.site/

161 シーサイドホテル舞子ビラ神戸 神戸市垂水区東舞子町18-11 https://www.maikovilla.co.jp/

162 神戸学生青年センター 神戸市灘区山田町3-1-1 https://ksyc.jp/

163 ホテルコウベ六甲迎賓館 神戸市灘区六甲山町南六甲1034-8 http://www.koberokko-geihinkan.jp

164 グランドホテル 六甲スカイヴィラ 神戸市灘区六甲台町西谷山1878-86 https://skyvilla.jp/

165 エクシブ 六甲サンクチュアリ・ヴィラ 神戸市灘区六甲山町北六甲4512-28 https://xiv.jp/rokko/

166 オーシャンテラス あじさい 神戸市灘区六甲山町南六甲1034-181 http://ajisai-ocean-terrace.com

167 RENEST 神戸市灘区六甲山町北六甲4512-249 http://ren-est.com/

168 rokkonomad（ロコノマド） 神戸市灘区六甲山町西谷山1878-48 https://rokkonomad.org/

169 ゲストハウス萬家（MAYA） 神戸市灘区城内通4-4-10 https://www.kobemaya.com/history/jp/

170 HOTEL Noblesse（ホテル ノブレス） 神戸市灘区大石南町2-11-12 https://hotel-nobless.com/

171 ビジネスイン東灘 神戸市東灘区深江北町4-12-7

172 ホテルプラザ神戸 神戸市東灘区向洋町中2-9-1 https://www.hotelplazakobe.co.jp/

173 神戸ベイシェラトン ホテル＆タワーズ 神戸市東灘区向洋町中2-13 https://www.sheraton-kobe.co.jp/

174 OYO ホテル プリーズ神戸 神戸市東灘区御影石町2-1-5

175 御影荘 神戸市東灘区御影郡家2-16-11 http://mikagesou.com/

176 すみよし旅館 神戸市東灘区住吉宮町5-6-27

177 旅房 芦屋大悲閣 芦屋市奥山1 https://daihikaku.jimdofree.com/

178 芦屋ベイコート倶楽部 ホテル＆スパリゾート 芦屋市海洋町14-1 https://baycourt.jp/ashiya/

179 ホテル竹園 芦屋 芦屋市大原町10-1 https://www.takezono.co.jp

180 STAY HOTEL 尼崎市杭瀬本町1-8-1 https://www.stayhotel.jp

181 東横INN 阪神尼崎駅前 尼崎市御園町19 https://www.toyoko-inn.com/search/detail/00117/

182 ホテルリブマックス尼崎 尼崎市西御園町119-1 https://www.hotel-livemax.com/hyogo/

183 竹家荘旅館 尼崎市宮内町2-85

184 サンホテル尼崎阪神出屋敷駅前 尼崎市宮内町1-26 https://sunhotel-amagasaki.com

185 都ホテル尼崎 尼崎市昭和通２-7-1 https://www.miyakohotels.ne.jp/amagasaki/

186 尼崎セントラルホテル 尼崎市昭和南通4-30 https://www.hotel.gr.jp/

187 尼崎プラザホテル 阪神尼崎 尼崎市神田北通3-27 https://www.plaza-hotel.jp/

188 ワイズホテル阪神尼崎駅前 尼崎市神田北通1-3 https://yshotel-amagasaki.com/

189 ホテルファーストステイ尼崎 尼崎市東難波町5-16-26 https://first-stay.jp/

190 ホテルヴィスキオ尼崎 by GRANVIA 尼崎市潮江1-4-1 https://www.hotelvischio-amagasaki.jp/

191 ホテル山荘有馬香花園 西宮市山口町香花園4-24 http://koukaen.jp.net/

192 六甲保養荘 西宮市越水社家郷山1-95 http://www.rokkohoyoso.jp/

193 ホテル中寿美花壇 西宮市新甲陽町5-2 http://nakasumikadan.com/

194 ホテルリブマックス西宮 西宮市本町5-29 https://www.hotel-livemax.com/hyogo/

195 ゲストハウス ANCHOR 西宮市本町5-5 https://hotel.travel.rakuten.co.jp/hinfo/158761/

196 HOTEL U’ｓ 香櫨園 西宮市川西町1-8 https://us-kouroen.com/

197 ホテル甲子園 西宮市甲子園洲鳥町4-4 https://hotel-koshien.com/

198 ホテル リッツ甲子園 西宮市甲子園洲鳥町2-2 https://hpdsp.jp/hotelritzkoshien/

199 ホテルヒューイット甲子園 西宮市甲子園高潮町3-30 http://hotel-hewitt.com/

200 やっこ旅館 西宮市甲子園七番町5-19 https://www.yakkoryokan.com

201 甲子園ホテル 夕立荘 西宮市甲子園七番町19-3 https://yudachi.co.jp

202 ホテル伊丹 伊丹市藤ノ木2-3-32 https://www.hotel-itami.net/

203 伊丹シティホテル 伊丹市中央６-２-33 https://www.itamicity-h.com

204 宝塚イン 宝塚市月見山1-1-4

205 ホテル若水 宝塚市湯本町9-25 https://www.h-wakamizu.com

206 レディースホテル プチハウス 宝塚市武庫川町3/15 http://puchihouse.com/



207 宝塚ワシントンホテル 宝塚市栄町2-2-2 https://www.takarazuka-wh.com/

208 宝塚ホテル 宝塚市栄町1-1-33 https://www.hankyu-hotel.com/hotel/hh/takarazukahotel

209 有限会社 紅葉舘 宝塚市玉瀬字イズリハ1-44 https://www.takedao-onsen.jp/

210 天然温泉 石道 川西市石道字下垣内216-1 https://www.ishimichi.com/

211 ザ・セレクトンプレミア神戸三田ホテル 三田市けやき台1-11-2 https://www.kobesandahotel.jp

212 グランピング ✕ 古民家 MASAZUMI邸 三田市波豆川1723 https://okusanda-masazumi-tei.com/

213 神戸三田アウトドアビレッジＴＥＭＩＬ 三田市木器字南下山1266-10 https://sanda.shosapo.jp/

214 さんだサンライズホテル 三田市相生町1-39 https://www.sanda-sunrisehotel.jp/

215 プラザホテル三田 三田市中町2-14

216 ホテルメルクス 三田市駅前町11-1 https://hotel-melxe.jp

217 三田サミットホテル 三田市武庫が丘7-2-1 https://sandasummit.com

218 グランアップル神戸三田 三田市富士が丘5-54 https://glamapple.kotobuki-yu.com/

219 高原ロッジ・メープル猪名川 川辺郡猪名川町笹尾字向山1 https://the-maple.jp/inagawa/

220 ホテルプレフォート西明石 明石市小久保2-6-10 https://www.hotel-prefort.com/

221 明石ルミナスホテル 明石市小久保2-7-12 http://www.luminous-hotel.co.jp/akashi/

222 西明石ホテル 明石市和坂12-７ http://nishiakashi-hotel.jp/

223 スマイルホテル西明石 明石市和坂12-5 https://smile-hotels.com/hotels/show/nishiakashi 

224 明石家旅館別館 明石市松の内2-8-7 http://www.akashiya-b.com

225 ホテルキャッスルプラザ 明石市松の内2-2 https://www.castlehotel.co.jp/

226 西明石リンカーンホテル 明石市松の内2-3-7 https://acty21.com/rincarn/

227 旅館権現荘 明石市西新町2-10-3

228 HOTEL No.13 明石市松江113-1 https://hotel13.mystrikingly.com/

229 料亭旅館 人丸花壇 明石市大蔵天神町21-22 https://www.hitomarukadan.com

230 ビジネスホテル 菊水 明石市鍛冶屋町4-31 http://www.kikusui-hotel.com

231 レミントンホテル 明石市鍛治屋町4-20 https://remingtonhotels.jp/

232 栄屋旅館 明石市桜町8-21 https://www.yokoso-akashi.jp/facility/2581

233 グリーンヒルホテル 明石 明石市大明石町2-1-1 http://www.gh-hotel.co.jp

234 明石キャッスルホテル 明石市大明石町1-8-4 https://www.a-castle.com/

235 ファミリーホテル ヒカリア 明石市本町２-2-10 クラブメゾン明石本町ビル3・4階 https://peraichi.com/landing_pages/view/familyhotehikarear

236 ホテル大久保 明石市大久保町大窪276-1

237 ホテル タイムレス 明石市大久保町谷八木129-5 https://otokojuku-hotel.group/timeless/

238 Tabist ユーアン明石 明石市二見町西二見747-2

239 アーバンホテル三木 三木市末広3-115 https://www.urbanhotel-miki.com

240 三木ホースランドパーク エオの森研修センター 三木市別所町高木三木ホースランドパーク http://www.miki-hlp.or.jp

241 コープこうべ 協同学苑 三木市志染町青山7-1-4 https://www.kobe.coop.or.jp/kouza/kyodogakuen/

242 ネスタリゾート神戸 三木市細川町垂穂894-60 www.nesta.co.jp

243 NKホテル加古川 加古川市尾上町池田643-6 https://www.nk-hotel.com

244 ビジネスホテル松葉 加古川市尾上町今福407-2 https://hotelmatsuba.com

245 OAAはりまハイツ 加古川市加古川町大野1754-2 https://www.harima-heights.com/

246 加古川プラザホテル 加古川市加古川町溝之口527 http://www.kakogawa-hotel.com

247 ホテルアゼリア加古川 加古川市加古川町溝之口702 https://peraichi.com/landing_pages/view/vpopj?

248 スーパーホテル加古川駅前 加古川市加古川町寺家町621 https://www.superhotel.co.jp/s_hotels/kakogawa/

249 ビジネスイン東和 加古川市平岡町二俣772-5 https://www.inntowa.com

250 加古川温泉みとろ荘 加古川市上荘町井ノ口520 http://www.mitoro.co.jp

251 EVER HOTEL 高砂駅前 高砂市高砂町朝日町1-10-37 https://www.everhotel.co.jp/takasagoekimae/

252 Oホテル髙砂 高砂市高砂町朝日町2-7-11 http://o-hotel.jp/takasago/

253 ビジネスホテル有宏 高砂市高砂町浜田町2-9-21 http://www.hotel-yuko.jp

254 西脇ロイヤルホテル 西脇市西脇991 https://www.nishiwaki-royalhotel.jp/

255 アーバンホテル西脇 西脇市和布町150-6 https://urban-htl.com/

256 貸別荘 Abendrot（アーベントロート） 小野市万勝寺町881-1 http://abendrot2021.com

257 小野向日葵ホテル 小野市匠台7 http://www.hotel-himawari.com

258 ホテルルートイン小野 小野市敷地町1503-1 https://www.route-inn.co.jp/hotel_list/hyogo/index_hotel_id_620/

259 ビジネス 河島旅館 小野市上本町179-2



260 エバーホテルはりま加古川 加古郡播磨町南野添3-1-1 https://www.everhotel.co.jp/harimakakogawa/

261 ホテルルートイン加西北条の宿 加西市北条町粟田7-7 https://www.route-inn.co.jp/hotel_list/hyogo/index_hotel_id_670/

262 HOJO MACHI HOSTEL 加西市北条町北条1098-15 https://hojo-machi-hostel.com/

263 青野運動公苑 アオノスポーツホテル 加西市油谷町639-3 https://www.aonoundoukouen.com

264 いこいの村はりま 加西市笹倉町823-1 http://www.ikoinomuraharima.jp/

265 東条湖グランド赤坂 加東市黒谷1197-23 http://tojoko-akasaka.co.jp

266 東条湖グランド赤坂別館 加東市黒谷1197-1 http://tojoko-akasaka.co.jp/loaging_worchip.php

267 やしろ鴨川の郷 加東市上鴨川1061-100 https://www.kamo-sato.com

268 Forest run resort（ﾌｫﾚｽﾄﾗﾝﾘｿﾞｰﾄ） 加東市上鴨川1061-199 https://www.hyogo-dog-glamping.com./

269 吉川ロイヤルゴルフクラブ 加東市平木1310-1 https://www.yokawa-rgc.co.jp

270 ホテルグリーンプラザ東条湖 加東市廻渕字東山317 https://www.hgp.co.jp/tojoko/

271 ログキャビン・フリーライド 加東市廻渕317-228 http://logcabinfreeride.moo.jp/

272 やしろ会館 加東市上三草1134-211 http://yashirokaikan.com

273 ビジネスホテル B＆B 加東市穂積782 https://hotelb-b.com

274 滝寺荘 加東市上滝野283 http://takijisou.com/

275 日光園 加東市下滝野1330 https://nikkoen.business.site

276 NIPPONIA 播磨福崎蔵書の館 神崎郡福崎町西田原1106 https://nipponia-fukusaki.jp/

277 古民家しろめて 神崎郡市川町上牛尾801-3 https://www.facebook.com/shiromete

278 リフレッシュパーク市川 神崎郡市川町下牛尾2557-1 https://www.refresh-park-ichikawa.com/

279 新田ふるさと村 神崎郡神河町新田340-1 https://shindenfurusato.com

280 越知谷キャンプアグリビレッジ 神崎郡神河町越知242-1 https://ochidani.camp

281 yogoto 神崎郡神河町越知312-3 https://www.yogoto.net/

282 グリーンエコー笠形 神崎郡神河町根宇野1019-13 http://www.green-echo.jp

283 ホテルモンテローザ 神崎郡神河町⾧谷987 http://hotelmonterosa.net

284 RADOHRE 神河（ラドーレ神河） 神崎郡神河町寺前207-7 https://www.radohre.com/

285 庭の宿シリーズ 星と風の庭 神崎郡神河町南小田1015-2 https://niwanoyado.jp/starwind/

286 glaminkaKAMIKAWA 神崎郡神河町南小田958 https://www.glaminka.com/

287 峰山高原ホテルリラクシア 神崎郡神河町上小田881-146 http://www.hotel-relaxia.com/

288 囲炉裏の宿 豊楽 神崎郡神河町上小田332 http://www.houraku.info

289 エーデルささゆり 多可郡多可町八千代区中野間363-13 https://www.edel-sasayuri.com

290 妙見富士カントリークラブ 多可郡多可町中区牧野817-1 https://zuien.net/myoken

291 多可 青雲の家 多可郡多可町加美区豊部1840-53 https://seiunnoie.amebaownd.com

292 みのる庵 多可郡多可町加美区鳥羽619-1 https://www.minoruan.com/

293 農園民宿 春名 多可郡多可町加美区市原139-1 https://www.oyado-haruna.com/

294 ザ キャニオン キャンプ 多可郡多可町加美区三谷663-1 https://thecanyoncamp.com/

295 ヒメジ ガハハ ゲストハウス 姫路市本町68 http://himeji588.com

296 姫路グリーンホテル坂元 姫路市坂元町100 http://www.greenhotel-himeji.com

297 ホテル カルネヴァール 姫路市名古山町2-34 https://otokojuku-hotel.group/carneval/

298 ホテル姫路ヒルズ 姫路市神子岡前1-2-8 https://breezbay-group.com/himeji-hills/

299 シロノシタゲストハウス 姫路のお宿 姫路市国府寺町21 https://shironoshita.com/

300 セトレ ハイランドヴィラ姫路 姫路市広嶺山224-26 https://www.hotelsetre.com/himeji/

301 姫路グリーンホテル立町 姫路市立町83 http://www.greenhotel-himeji.com

302 Hotel chou2 姫路市塩町206 http://www8.plala.or.jp/hotelkitaguni/

303 ホテルクレール日笠 姫路市十二所前町22 https://www.hotel-higasa.com

304 ホテルファース姫路 姫路市十二所前町54 https://goto-jp.co/listing/hotel-fosse-himeji/

305 ホテルリブマックス姫路駅前 姫路市南町14-2 https://www.hotel-livemax.com/hyogo/

306 東横INN 姫路駅新幹線北口 姫路市西駅前町52-2 https://www.toyoko-inn.com/search/detail/00317/

307 ホテル 暴れ狸の⿁袋 姫路駅前店 姫路市久保町160 https://otokojuku-hotel.group/abaredanuki/

308 ホテルウイングインターナショナル姫路 姫路市綿町132 http://www.hotelwing.co.jp

309 着物の小宿 うたかた 姫路市二階町19 http://himeji-booking.info

310 ONE Hostel Himeji 姫路市二階町99-1 https://travel.rakuten.co.jp/HOTEL/168147/168147.html

311 ビジネスホテル 鷺の荘 姫路市亀井町106

312 ダイワロイネットホテル姫路 姫路市駅前町353 https://www.daiwaroynet.jp/himeji/



313 ホテルモントレ姫路 姫路市駅前町60 https://www.hotelmonterey.co.jp/himeji/

314 Tabist カプセルホテル A PODS 姫路駅前 姫路市駅前町222 姫路駅前第一ビル6-8階 https://capsule-himeji.jp/

315 コンフォートホテル姫路 姫路市北条口1-50-3 https://www.choice-hotels.jp/hotel/himeji/

316 姫路キャッスルグランヴィリオホテル 姫路市三左衛門堀西の町210 hppts://www.himejicastlehotel.co.jp

317 Besso 姫路 姫路市庄田95-5

318 ホテルリブマックス姫路市役所前 姫路市安田3-5 https://www.hotel-livemax.com/hyogo/

319 リッチモンドホテル姫路 姫路市南畝町2-7 https://richmondhotel.jp/himeji/

320 姫路駅前ユニバーサルホテル南口 姫路市南畝町1-26 http://www.universal-group.co.jp/himejiekimae.html

321 ホテル日航姫路 姫路市南駅前100 https://www.okura-nikko.com/ja/japan/himeji/hotel-nikko-himeji/

322 東横INN 姫路駅新幹線南口 姫路市南駅前町97 https://www.toyoko-inn.com/search/detail/00080/

323 ホテル・アルファーワン姫路南口 姫路市南駅前町91-5 http://www.alpha-1.co.jp/himeji_minamiguchi/

324 天然温泉白鷺の湯 ドーミーイン姫路 姫路市豊沢町160-2 https://www.hotespa.net/hotels/himeji/

325 ホテルリブマックスPREMIUM姫路駅南 姫路市豊沢町147 https://www.hotel-livemax.com/hyogo/

326 ホテルクラウンヒルズ姫路 姫路市東延末3-56 https://breezbay-group.com/hch-himeji/

327 JRクレメントイン姫路 姫路市南駅前町33-1 https://www.jrclement.co.jp/inn/himeji/

328 ホテル ルトゥール姫路 姫路市中地南町46-2 https://otokojuku-hotel.group/retour-himeji/

329 夢乃井 姫路市夢前町前之庄1187 https://www.yumenoi.com

330 夢乃井庵夕やけこやけ 姫路市夢前町前之庄187 https://www.yuyake-koyake.com/

331 湯元 上山旅館 姫路市夢前町塩田287 http://www.ueyama-ryokan.com/

332 ニューサンピア姫路ゆめさき 姫路市夢前町置本432-56 www.ns-yumesaki.jp

333 おもてなしの宿 木蓮 姫路市書写879-17 http://www.himeji-mokuren.com/

334 農家民宿 爺爺 姫路市書写1602

335 チサンイン姫路夢前橋 姫路市西夢前台3-5 https://www.solarehotels.com/hotel/hyogo/chisuninn-himeji/

336 ホテル アンジェリーククロッシュ 姫路市西夢前台2-66 https://otokojuku-hotel.group/angelique/

337 姫路市宿泊型児童館『星の子館』 姫路市青山1470-24 https://ssl.himeji-hoshinoko.jp

338 ホテルサンシャイン青山 姫路市青山南4-7-29 https://hotel-sunshineaoyama.co.jp

339 ヴィラ・富栖 姫路市安富町皆河1076-2 https://tomisunosato.net/inst/villa/

340 料理旅館おかべ 姫路市家島町真浦2428 http://ieshima-okabe.travel.coocan.jp/

341 大立旅館 姫路市家島町真浦522-34 http://oodate.travel.coocan.jp/

342 アイランドハウスいえしま荘 姫路市家島町真浦1533-30 http://ieshima.travel.coocan.jp/

343 家島ハレテラス 姫路市家島町真浦522-56 https://ieshimacon.com/stay

344 割烹旅館 志みず 姫路市家島町宮85 http://shimizz.main.jp

345 井伊旅館 姫路市家島町宮1099 https://r.goope.jp/ii-ryokan

346 漁師民宿 森 姫路市家島町坊勢702-43

347 わたつみ 姫路市家島町坊勢466

348 ホテル ポルト 姫路市継642-3 https://otokojuku-hotel.group/porto/

349 ホテルアストンプラザ姫路 姫路市飾磨区中島763-1 https:/www.aston-plaza.com

350 ホテル カーシュ 姫路市飾磨区野田町46 https://otokojuku-hotel.group/cache/

351 姫路市休養センター香寺荘 姫路市香寺町恒屋1470 https://www.koderaso.net/

352 相生ステーションホテル アネックス 相生市本郷町5-3 https://aioist-hotel.com/

353 相生ステーションホテル 本館 相生市本郷町1-5 https://aioist-hotel.com/

354 東横INN 相生駅新幹線口 相生市本郷町2-17 https://www.toyoko-inn.com/search/detail/00162/

355 HOTEL 万葉岬 相生市相生字金ケ崎5321 https://www.manyoumisaki.jp/

356 相生市立羅漢の里 相生市矢野町瓜生羅漢口28 https://www.rakan-furusato.com/

357 ふるさと交流館 相生市矢野町中野129 https://www.rakan-furusato.com/

358 懐石宿 潮里 たつの市御津町黒崎1404 http://www.kaisekiyado-shiori.com

359 新舞子ガーデンホテル たつの市御津町黒崎1710 http://shinmaikogarden.jp/

360 舞子館 たつの市御津町黒崎1657-1 http://www.maikokan.com

361 かもめ たつの市御津町黒崎1657-1 http://www.htl-kamome.com

362 シーサイド みゆき たつの市御津町黒崎南基山1843 http://www.seasidemiyuki.com/

363 株式会社きむらや たつの市御津町室津1032-1 https://www.murotsu.com

364 リブマックスリゾート瀬戸内シーフロント たつの市御津町室津895-28 https://www.livemax-resort.com/hyogo/setouchi_sf/

365 ファミリーロッジ旅籠屋・たつの店 たつの市龍野町堂本228-1 https://ssl.hatagoya.co.jp/055_Tatsuno/index.shtml



366 片しぼ竹の宿 梅玉 たつの市龍野町本町1

367 パーチゲストハウス たつの市龍野町川原町218-1 http://perch-gh.com/

368 城下町古民家ホテルkurasu たつの市龍野町川原町140 https://masumasu.jp/

369 国民宿舎 志んぐ荘 たつの市新宮町新宮1093 www.shinguso.com

370 三田亭 赤穂市朝日町11-18 https://www.sandatei.com/

371 かんぽの宿赤穂 赤穂市御崎883-1 https://www.kanponoyado.japanpost.jp/akou/

372 潮彩きらら祥吉 赤穂市御崎2-8 https://www.ako-syokichi.com

373 絶景露天風呂の宿 銀波荘 赤穂市御崎2-8 https://www.ginpaso.co.jp/

374 呑海楼 赤穂市御崎131 https://akoudonkairo.jp/

375 対鴎舘 赤穂市御崎2-4 http://www.taioukan.com

376 瀬戸内の小さなホテル ミサキテラス 赤穂市御崎165-10 https://www.misaki-terrace.com/

377 Dot Glamping 赤穂 赤穂市御崎143-1 https://dot.glamping-ako.com

378 赤穂ハイツ 赤穂市尾崎向山2470-64 https://akohaitu.jp/

379 ザ グラン リゾート赤穂 赤穂市尾崎字丸山2298 http://www.granresort.jp/gr-member/hotel/akou/

380 ペンション へるつ 赤穂市東浜町100 https://www.ako-p-herz.com/

381 赤穂パークホテル 赤穂市さつき町36-12 https://www.akoparkhotel.com

382 鹿久居荘 赤穂 赤穂市さつき町35-5 http://www.kakuisou.com

383 西畑旅館 赤穂市中広279-4

384 赤穂ロイヤルホテル 赤穂市加里屋中洲3250 http://www.ako-royal.com/

385 ホテルニュー浦島 赤穂市加里屋中洲5-43-2

386 ホテル山⾧ 赤穂市加里屋1729-5 https://www.hotel-yamachou.com/

387 東横INN 播州赤穂駅前 赤穂市加里屋30-19 https://www.toyoko-inn.com/search/detail/00193/

388 KariyaRyokan Q 赤穂市加里屋1996 https://kariya-q.com/index.html

389 民宿レストラン 初音 赤穂市新田599-1 https://www.ako-hatsune.com/

390 あこうビジネスホテル桜館 赤穂市黒崎町148 https://www.seiwakankou.com

391 上郡ピュアランド山の里 赤穂郡上郡町山野里2748-1 https://pureland.hyogo.jp/

392 ~green house~ Jasmine 宍粟市山崎町上11110-22 https://www.greenhouse-jasmine.com/

393 香寿庵 しっぽのそよ風 宍粟市山崎町上ノ1218 https://petlife.asia/petcafe/185/

394 農家民宿 片山 宍粟市山崎町片山156

395 ウッドデザインパーク与位 宍粟市山崎町与位66-3 https://wood-designpark.jp/yoi/

396 伊沢の里 宍粟市山崎町生谷214-1 http://www.isawanosato.com

397 ホテル日新会館 宍粟市山先町須賀沢161 http://www.irori-nissin.com/

398 旅館 さつき荘 宍粟市山崎町千本屋333 https://satukiso.com

399 川辺の宿 菊水 宍粟市山崎町庄能392 http://www.kikusui-yawaragi.jp/

400 山崎旅館Ｑ中門前屋 宍粟市山崎町山崎10 https://yamasaki-q.com/

401 町家ホテル碧雲 宍粟市山崎町山﨑41

402 千草カントリークラブ ちぐさ山荘 宍粟市千種町鷹巣24-2 http://chigusacc.com/villa/

403 たかのす東小学校 宍粟市千種町鷹巣519-2 https://takanosu.org/

404 ちくさ高原開発企業組合 ちくさ高原センター 宍粟市千種町西河内1047-218 https://www.chikusakogen.com/

405 Chikusa Mountain Village 宍粟市千種町西河内1047-218 https://www.chikusakogen.com/camp/

406 いろりの宿 木の助 宍粟市一宮町福知1536 http://www.kinosuke.info/

407 スポニックパーク一宮「国見の丘山荘」 宍粟市一宮町東市場1090-3 http://www.sponicpark.jp/

408 SOLA＊YADO 宍粟市一宮町東河内638-286 http://solayado.com/

409 くるみの里 コテージ・管理棟 宍粟市波賀町鹿伏175-10 https://ooyaski.com/kuruminosato/

410 原不動滝観光組合 コテージ みちの丘 宍粟市波賀町原560-1 https://www.hara-apple-garden.org/

411 東山温泉メイプルプラザ 宍粟市波賀町上野1799-6 https://www.foreststation-haga.jp/mapleplaza.php

412 三日月カントリークラブ【PGM】 佐用郡佐用町下本郷字杉谷574-33 https://booking.pacificgolf.co.jp/guide/103.html

413 民宿 若鮎荘 佐用郡佐用町下徳久1031-20 https://wakaayusou.sayo.work/

414 コバコ Work & Camp 佐用郡佐用町佐用2828-10 https://workandcamp.cobaco.co.jp

415 株式会社glaminka 佐用郡佐用町若洲568-1 https://www.glaminka.com/

416 NIPPONIA 平福宿場町 佐用郡佐用町平福697-1 https://nipponia-hirafuku.jp/

417 佐用スターリゾートゴルフ＆スパ 佐用郡佐用町口金近八ノ谷459-12 http://ss-resort.co.jp/

418 G-style カントリー倶楽部 佐用郡佐用町金屋432 http://gstylesayou.com/



419 佐用町 笹ヶ丘荘 佐用郡佐用町円光寺423-11 https://www.town.sayo.lg.jp/cms-sypher/www/section/detail.jsp?id=75

420 Hotel IKUE 養父市八鹿町八鹿1258-1 http://hotelikue.jp/

421 兵庫県立但馬⾧寿の郷 宿泊棟夢・ロッジ 養父市八鹿町小山302-3 https://me-choju.com

422 ピュアホテル 養父市八鹿町高柳153-1 http://www.purehotel.jp/

423 フェアフィールド・バイ・マリオット・兵庫但馬やぶ 養父市八鹿町高柳168-1 https://www.marriott.co.jp/hotels/travel/osafy-fairfield-hyogo-tajima-yabu/

424 ほたるの館 養父市奥米地773 http://www.hotarunosato.info/

425 旅館 古城 養父市上野1060-2 https://kozyo-ryokan.com/

426 やぶ温泉 但馬楽座 養父市上野299 https://www.tajima-rakuza.com/

427 ビジネスホテル ADACHI 養父市上野1457 https://www.adachihotel.com

428 ログハウス 森の里 養父市森16-17 https://kodaimura.net/

429 但馬 古民家の宿 大屋大杉 養父市大屋町大杉1055 https://www.ooyaoosugi.com/

430 あゆ公園 古民家風コテージ 養父市大屋町加保582 https://ayupark.com/

431 あゆ公園 ペンション翡翠 養父市大屋町加保582 https://ayupark.com/

432 こころの里 懐 養父市大屋町若杉547-2 https://k-kai.net

433 ロッジふじなし（Lodgefuji74） 養父市大屋町若杉字奥山99-2 https://ooyaski.com/fujinashi/summer/

434 ハチ高原荘 養父市ハチ高原1580 http://hachikougensou.biz/

435 ホテルやまとよ 養父市丹戸字越中910 https://www.yamatoyo.net

436 プラトーこのはな 養父市丹戸909-1 https://hotel-konohana.com/

437 サン・ダイフク 養父市丹戸909 http://sundaifuku.com

438 パークホテル白樺館 養父市丹戸896-2 http://www.hachikougen.co.jp/

439 ロッジ角野山荘 養父市丹戸709 http://kadonosansou.jp/

440 ホテル谷常 養父市丹戸896-2909 http://www.tanitsune.com

441 リゾートロッヂ 山水館 養父市丹戸909 https://www.y-sansui.com/

442 ロッヂ 青い鳥 養父市丹戸909 http://aoitori.tv/

443 ANNEX フォレストロッヂ 養父市丹戸893-3 http://www.hachikougen.co.jp

444 OYO旅館 京口屋 鉢伏 養父市丹戸98-2 http://www.eonet.ne.jp/~kyougutiya

445 プチホテルホワイトウイング 養父市奈良尾26 http://www.e-white-wing.jp

446 やねや 養父市奈良尾200 http://www.eonet.ne.jp/~yaneya2016/

447 民宿 はつひ 養父市奈良尾144-1 http://hatsuhi.com

448 民宿清水屋 養父市奈良尾142 https://shimizuya-hyonosen.jimdofree.com/

449 満月 養父市奈良尾147

450 旅館 西村屋 養父市福定52 http://www.eonet.ne.jp/~nishi52/

451 ロッジ えびすや 養父市福定ウワノ山964 http://www.eonet.ne.jp/~ebisuya/

452 グリーンホテルやまなみ 養父市ハチ高原 http://yamanami.info/

453 ヤングハウス・ナラヤ 養父市大久保461 https://naraya-hachikougen.com/sp/

454 リゾートインロッヂ みゆき 養父市大久保1593-2 hhrp://miyuki-hachi.com

455 グリーンロッヂ 養父市大久保1659 http://www.green-lodge.com/

456 民宿たちばな 養父市大久保12 http://www.eonet.ne.jp/~yuumake/

457 ハチ高原ふる里 あさぎり荘 養父市大久保425 https://asagirisou.net/

458 朝日屋 養父市大久保163 https://midorimegumi.wixsite.com/asahiya

459 岡口屋 養父市大久保63 http://okaguchiya.com/

460 鉢伏高原ホテルかねいちや 養父市大久保1583-2 http://www.kaneichiya.jp

461 かつみや 養父市大久保29

462 ニュー桂屋 養父市別宮1182 http://newkatsuraya.com/

463 清和荘 養父市別宮476

464 ロッヂ鉢 養父市別宮1179-1 http://lodge-hachi.com/#

465 ロイヤルハジメ 養父市別宮1185 www.touji-yado.com

466 ちさと山荘 養父市別宮1180 http://8029.biz/

467 アルカンシェール東鉢伏 養父市別宮343

468 翠山荘 養父市別宮290 http://suizan-so.com

469 かじや旅館 美方郡香美町村岡区村岡300-1 http://kajiya.jyoukamachi.com

470 うづかの森 美方郡香美町村岡区森脇230 https://www.uzukanomori.jp

471 ハチ北高原 SASAYA 美方郡香美町村岡区大笹687-1 http://www.h-sasaya.com/



472 旅館 わさびや 美方郡香美町村岡区大笹758 https://www.wasabiya.co/

473 かどや新館 美方郡香美町村岡区大笹478 http://hachikita-kadoya.com

474 ロッヂ野間 美方郡香美町村岡区大笹551-2 http://www.noma.info/

475 よなごや（米子屋） 美方郡香美町村岡区大笹1029 https://yonagoya.wixsite.com/hotel

476 旅館さかえ 美方郡香美町村岡区大笹688 https://www.hachikita-sakae.com/

477 旅館 なかや 美方郡香美町村岡区大笹755-1 https://h-nakaya.com

478 ハチ北温泉 お宿 ひさ家 美方郡香美町村岡区大笹756-2 https://www.oyado-hisaya.jp

479 みはらしや 美方郡香美町村岡区大笹729 https://miharashiya.com/

480 プチホテル Aoitori 美方郡香美町村岡区大笹535-1 http://www.aoitori-hachikita.com

481 旅館 向畑 美方郡香美町村岡区大笹752-1 http://www5.nkansai.ne.jp/hotel/mukaibata/

482 天空の宿 さら 美方郡香美町村岡区大笹611-11 https://hachikita.jp/yado/sara/

483 旅館 えびすや 美方郡香美町村岡区大笹1138 http://www.eonet.ne.jp/~8ebisuya/

484 ロッヂあさひ 美方郡香美町村岡区大笹576-1

485 松屋 美方郡香美町村岡区大笹1015 https://www.hachikitamatsuya.com

486 ハチ北ホテル・本館ホテルとみや 美方郡香美町村岡区大笹1023 https://www.tomiya-hinodesou.com

487 ハチ北ホテル別館 ホテル日の出荘 美方郡香美町村岡区大笹108-1 https://www.tomiya-hinodesou.com

488 リゾート ヴィラ ハチ北 美方郡香美町村岡区和池635-7 https://www.villa-hachikita.com/

489 民宿 松田屋 美方郡香美町小代区大谷634 https://matsudaya.website

490 宙の森ホテル花郷里 美方郡香美町小代区大谷300 http://soranomori.site

491 料理旅館 大平山荘 美方郡香美町小代区大谷829 http://www.ohnaru.jp/

492 中佐屋旅館 美方郡香美町小代区大谷50

493 Kayano hutte（カヤノヒュッテ） 美方郡香美町小代区茅野455-1 https://yoki-kayano.com

494 尼崎市立美方高原自然の家 美方郡香美町小代区新屋1432-35 https://www.obs-mikata.org

495 颯花 美方郡香美町香住区無南垣236-1 https://www.satsuhana.jp

496 にしたにや 海華 美方郡香美町香住区訓谷383-2 http://www.nishitaniyakaika.co.jp/

497 湧昇 美方郡香美町香住区訓谷153 https://kasumi-yusho.com/

498 太助 美方郡香美町香住区訓谷295 https://www.tasuke.info/

499 波音の宿 くろしお 美方郡香美町香住区訓谷114 http://www.kasumi-kuroshio.com/

500 海辺の宿 源六 美方郡香美町香住区訓谷21 http://kasumi-genroku.com/

501 民宿あさひや 美方郡香美町香住区訓谷141-8 http://kasumi-asahiya.com

502 民宿一 (かず) 美方郡香美町香住区訓谷 153-85 http://kani-kazu.com/#

503 民宿みはら 美方郡香美町香住区訓谷268-4 http://www.sazukaigan-mihara.com

504 民宿美味し宿かどや 美方郡香美町香住区訓谷319 https://www.kasumi-kadoya.co.jp

505 四季之宿 鶴（KAKU） 美方郡香美町香住区訓谷209-3 http://www.yadokaku.com

506 源六 美方郡香美町香住区訓谷21 http://www.kasumi-genroku.com

507 民宿 なぎさ 美方郡香美町香住区訓谷105 http://kasumi-nagisa.com/

508 かめや 美方郡香美町香住区訓谷61 www.kanidaisuki.com

509 クラブリゾートハグ 美方郡香美町香住区訓谷153-92 https://www.crabresorthag.fun/

510 四季香る宿 さだえ 美方郡香美町香住区訓谷66-2 www.sadae.jp

511 民宿 たきもと 美方郡香美町香住区訓谷140 www.minsyuku-takimoto.com

512 ふじや 美方郡香美町香住区訓谷67 http://www.kasumi-fujiya.com

513 半兵衛 美方郡香美町香住区訓谷89 http://yado-hanbee.com/

514 貝殻荘 美方郡香美町香住区訓谷110-2 http://www.eonet.ne.jp/~kaigarasou/

515 源助 美方郡香美町香住区訓谷418 https://yado-gensuke.com/

516 みやた 美方郡香美町香住区訓谷561 http://www.little-miyata.com/

517 四郎左衛門 美方郡香美町香住区訓谷72

518 ちいさなお宿 たきろく 美方郡香美町香住区訓谷65-1

519 たつみ 美方郡香美町香住区訓谷301 http://www.onyado-tatsumi.com

520 民宿 おき屋 美方郡香美町香住区訓谷284

521 ほのぼの民宿 木船 美方郡香美町香住区訓谷383-1 http://www.honobono-kifune.com/

522 民宿 永田荘 美方郡香美町香住区訓谷565

523 民宿 紺屋 美方郡香美町香住区訓谷273

524 まるみや荘 美方郡香美町香住区安木1506 http://marumiyasou.net



525 民宿 さとう 美方郡香美町香住区安木1600 http://kasumi-kaniyado.com/

526 やすぎや 美方郡香美町香住区安木215-1 http://www.yasugiya.jp

527 てるひこ 美方郡香美町香住区相谷89

528 民宿 西村屋 美方郡香美町香住区相谷44

529 民宿 よさや 美方郡香美町香住区相谷55

530 民宿ぬまた 美方郡香美町香住区相谷99

531 民宿 ひさご 美方郡香美町香住区相谷80

532 いろりの宿 はまな 美方郡香美町香住区相谷115-1 irori-hamana.com

533 民宿 にしむら 美方郡香美町香住区相谷113

534 彦四郎 美方郡香美町香住区相谷97

535 三吉・かに楽座 甲羅戯 美方郡香美町香住区浦上312-1 http://www.kouragi.jp

536 いわや 美方郡香美町香住区浦上1253-2 http://www.yado-iwaya.co.jp/

537 かに磯料理 旭屋 美方郡香美町香住区浦上1230 http://www.e-yadoasahi.com/

538 旅館きむらや 美方郡香美町香住区浦上1135-3 http://www.ryokan-kimuraya.com/

539 癒しの宿こえもん 美方郡香美町香住区浦上1206 http://koemon.mystrikingly.com/

540 お宿まる屋 美方郡香美町香住区浦上1189 https://www.yado-maruya.com/

541 たかはし 美方郡香美町香住区浦上245 http://takahashi-ya.com/

542 山水苑 美方郡香美町香住区浦上258 http://www.shibayama-sansuien.com/

543 香住柴山温泉 かめや 美方郡香美町香住区浦上1136 http://www.shibayama-kameya.com/

544 大野屋 美方郡香美町香住区浦上1261-2 http://www.kaniyado-oonoya.com/

545 味と游ぶ 夕庵 美方郡香美町香住区沖浦939‐1 https://www.you-an.com/

546 三七十館 美方郡香美町香住区境905 http://www.minatokan.jp/

547 臨海荘 美方郡香美町香住区境661-1 http://www.rinkaiso.com/

548 いまご荘 櫂の詩 美方郡香美町香住区境634 https://www.kainouta.com

549 双葉荘 美方郡香美町香住区境627 https://www.futabaso.com/

550 夕凪の丘 美方郡香美町香住区境548 https://imagoura.com/

551 さかえ荘 美方郡香美町香住区境1104-54 http://www.eonet.ne.jp/~sakaesou/

552 かにの宿 丸世井 美方郡香美町香住区香住31-1 https://www.kaniyado-marusei.jp/

553 民宿旅館 ⾧四郎 美方郡香美町香住区香住788 https://www.choshiro.com/

554 香のお宿 庄屋 美方郡香美町香住区香住1396 http://www.syouya.net/

555 民宿みさき 美方郡香美町香住区香住1237-8 https://kasumi-misaki.com/

556 民宿 いしだ 美方郡香美町香住区香住1265-5 https://nukumorinoyadoishida.jimdofree.com/

557 料理民宿 応挙前 美方郡香美町香住区森656 http://ookyomae.com

558 夕香楼 しょう和 美方郡香美町香住区七日市312-1 http://www.yuukarou-showa.com/

559 民宿 つね乃家 美方郡香美町香住区七日市381 http://www.kasumi-tsunenoya.com/

560 かや荘 美方郡香美町香住区七日市102 http://www.oyado-kasumi.jp/

561 民宿 末広 美方郡香美町香住区七日市262 http://www.eonet.ne.jp/~kasumi-suehiro/about/

562 民宿 くらはし 美方郡香美町香住区七日市246 https://kasumi-kurahashi.com

563 民宿 あきやま 美方郡香美町香住区七日市208

564 お泊まり処 よしだ屋 美方郡香美町香住区七日市44 http://www.kasumi-yoshidaya.com

565 丈助 美方郡香美町香住区七日市255 http://www.joesuke.com/

566 お宿 磯の屋 美方郡香美町香住区加鹿野128-5

567 TABIHAKU STAY 香住 美方郡香美町香住区中野251

568 お宿 旬香 美方郡香美町香住区矢田61-2 http://www.oyado-syunka.com/

569 潮風香る 民宿せきのや 美方郡香美町香住区矢田59-2 https://www.sekinoya.com/

570 けやき荘 美方郡香美町香住区矢田955 https://hpdsp.jp/keyakisou/

571 旅の庵 大吉 美方郡香美町香住区矢田934 http://www.k-daikichi.jp

572 民宿 つかさ 美方郡香美町香住区矢田58-1 https://kasumi-tsukasa.com/

573 民宿旅館 三浦屋 美方郡香美町香住区矢田945-1 https://www.kasumi-miuraya.jp/

574 民宿 たにわ 美方郡香美町香住区矢田947 https://travel.rakuten.co.jp/HOTEL/84764/84764.html

575 汐騒 美方郡香美町香住区矢田142-4

576 川本屋 美方郡香美町香住区下浜653-16 http://www.kawamotoya.co.jp

577 幸成 美方郡香美町香住区下浜658-4 http://oyadokousei.jp/



578 民宿旅館ひろや 美方郡香美町香住区下浜15-1 https://www.kasumi-hiroya.com/

579 民宿笹屋 美方郡香美町香住区下浜657-1

580 英祥 美方郡香美町香住区下浜651 https://eisyou.net/

581 太平 美方郡香美町香住区下浜288 https://www.eonet.ne.jp/~tahei/

582 川条屋 美方郡香美町香住区下の浜638-2 https://www.facebook.com/profile.php?id=100054514916003

583 荒神の宿 三宝 美方郡香美町香住区下浜653-5 https://www.koujin-sanpou.com/

584 こころのお宿 庵月 美方郡香美町香住区下浜646 https://anduki.jp

585 なぎさ 美方郡香美町香住区下浜815-3 http://nagisa-kasumi.jp

586 浜乃屋 美方郡香美町香住区下浜294

587 なごみの香風の宿 さだ助 美方郡香美町香住区下浜634 http://www.sadasuke.com/

588 あさ陽の宿 なべや 美方郡香美町香住区下浜871 https://www.nabe-ya.jp

589 對馬 美方郡香美町香住区下浜660-3 https://kasumi-tsushima.com/

590 旅籠さどや 美方郡香美町香住区下浜291 http://sadoya.net

591 ICHIJO 美方郡香美町香住区下浜636 https://ichi-jo.com

592 香住小宿 梅乃家 美方郡香美町香住区下浜308-1 http://www.umenoya.com

593 香住温泉網元カニの宿やまや 美方郡香美町香住区下浜653-10 http://www.eonet.ne.jp/~kasumi-yamaya

594 入り江の一軒家 みたはま荘 美方郡香美町香住区下浜1316-2

595 大黒屋 美方郡香美町香住区下浜896 http://kasumi-daikoku.com/

596 はまかぜ荘 美方郡香美町香住区下浜866 http://www.hamakazeso.jp/

597 松島屋 美方郡香美町香住区下浜669-10

598 旬の宿 尾崎屋 美方郡香美町香住区余部1809-1 http://www.eonet.ne.jp/~ozakiya/

599 民宿旅館 川戸屋 美方郡香美町香住区余部1733-1 http://www.kawatoya.com/kawatoya/

600 旅館 荒岩 美方郡新温泉町浜坂芦屋263

601 カニ元浜坂海幸の宿 浜石 美方郡新温泉町芦屋764-1 https://hamaishi.com/

602 かにの宿 網元 美方郡新温泉町芦屋512-1 https://hamasaka-amimoto.com/

603 芦屋荘 美方郡新温泉町芦屋443 http://www.ashiyasou.com

604 浜坂温泉魚と屋 美方郡新温泉町芦屋663 http://oyado-totoya.jp

605 澄風荘 美方郡新温泉町浜坂1856-1 https://syofuso.com/

606 別館 カワナツ 美方郡新温泉町浜坂2854-1 https://hamasaka-kawanatsu.com/

607 社会福祉法人 兵庫県社会福祉事業団 浜坂温泉保養荘 美方郡新温泉町浜坂775 https://www.hamasaka-ni.com/

608 海べのおやど丸文 美方郡新温泉町浜坂1571 https://hamasaka-marubun.com

609 味の宿 緑風荘 美方郡新温泉町浜坂2864-1 http://ryokufuso.com/

610 こう屋旅館 美方郡新温泉町七釜381 http://www.kouyaryokan.com/

611 奥澤旅館 美方郡新温泉町七釜744 http://www5.nkansai.ne.jp/hotel/r-okuzawa/

612 七釜荘 美方郡新温泉町七釜337 https://shichikama.com/

613 福寿荘 美方郡新温泉町七釜705 https://hukujyusou.jp

614 安楽荘 美方郡新温泉町七釜771 http://yado-anrakusou.com/

615 あかね荘 美方郡新温泉町七釜894-4 http://akane-sou.com/

616 大田荘 美方郡新温泉町七釜382

617 海辺の一棟貸切宿 一九三 美方郡新温泉町居組9-2 https://yumura-chidori.com

618 民宿 なかいえ 美方郡新温泉町諸寄461 http://nakaie.net/

619 とうじの宿 美方郡新温泉町諸寄137-18 www.touji-yado.com

620 民宿 海の家 つるだ 美方郡新温泉町諸寄269-2 http://www.minsyuku-tsuruda.com

621 交流センターまきばの宿 美方郡新温泉町丹土1033 http://www.bokujyo.com

622 宮の下荘 美方郡新温泉町丹土137 https://www.tando137miyanoshita.com

623 橋本屋旅館 美方郡新温泉町湯1543

624 湧泉の宿 ゆあむ 美方郡新温泉町湯1610 http://www.yukemuri.co.jp

625 湯快リゾート三好屋 美方郡新温泉町湯1671-3 https://yukai-r.jp/miyoshiya/

626 佳泉郷井づつや 美方郡新温泉町湯1535 https://www.izutuya.com/

627 ログハウス「カナダ」 美方郡新温泉町湯753 http://www.refresh.co.jp/kanada/

628 ゆめ春来 美方郡新温泉町湯1569-6 http://www.h-kyosai.or.jp/y-haruki/

629 湯村温泉魚と屋 美方郡新温泉町湯1599-1 http://www.oyado-totoya.jp/yumura/index.html

630 朝野家 美方郡新温泉町湯1269 https://asanoya.co.jp



631 さんきん 美方郡新温泉町湯1217 http://www.sankin-yumura.com/

632 湯村温泉 とみや 美方郡新温泉町湯206-1

633 御宿コトブキ 美方郡新温泉町湯1561-1 http://oyadokotobuki.com/

634 湯村温泉 緑屋 美方郡新温泉町湯1326 https://www.midoriya-ryokan.jp/databox/data.php/yumura_ja/code

635 伯雲亭 美方郡新温泉町細田525 http://www.ne.jp/asahi/e/hakuuntei/index.html

636 豊岡パークホテル 豊岡市寿町9-8 http://www.toyooka-park.com/

637 豊岡スカイホテル 豊岡市寿町9-5 http://www.toyooka-sky.com/

638 〇ホテル豊岡 豊岡市大手町7-10 http://o-hotel.jp

639 Hostel Act 豊岡市千代田町3-6 http://hostelact.com

640 豊岡グリーンホテルモーリス 豊岡市千代田町6-32 http://www.hotel-morris.co.jp

641 オーベルジュ豊岡1925 豊岡市中央町11-22 hhttp://www.1925.jp

642 ビジネスイン・全但 豊岡市京町8-28 https://www.zentanbus.co.jp/hotel/

643 ふじい旅館 豊岡市山王町11-50 http://fujiiryokan.jp/

644 温楽ﾉ森 豊岡市出石町福住882 https://ongakunomori.jp/

645 かざび 豊岡市但東町小谷637

646 こだま荘 豊岡市但東町相田36 http://kodama-so.com

647 ホテルシルク温泉やまびこ 豊岡市但東町正法寺165 http://www.silk-yamabiko.co.jp/

648 だるま 豊岡市日高町日置34-9

649 ビジネスホテル セピア 豊岡市日高町日置112

650 （有）神鍋グリーンホテル 豊岡市日高町国分寺400-17

651 どんぐり base 豊岡市日高町伊府字向野785 https://boukenkan.com/

652 鱒之荘 豊岡市日高町十戸313

653 神鍋亭 豊岡市日高町太田5 http://www.kannabetei.com/

654 神鍋山荘 わらく 豊岡市日高町太田1348-1 http://www.kannabe-waraku.com/

655 ロッヂ・ユートピア 豊岡市日高町太田4-2 http://lodge-utopia.com/

656 ペンションてるてるぼーず 豊岡市日高町太田157-14 https://www.eonet.ne.jp/~terubo-zu/

657 ペンシオーネ キタムラ 豊岡市日高町太田159-10 https://www.pensione-kitamura.com

658 森屋 豊岡市日高町太田41 http://www.kannabe-moriya.com

659 ペンション ポムアンナ 豊岡市日高町太田157-11 http://pommeanna.main.jp

660 山の家浄山 神鍋ハイランドホテル 豊岡市日高町太田1 http://www.kannabe-highland.com/

661 ロッヂ 北壁 豊岡市日高町太田158-70 http://www.eonet.ne.jp/~kitakabe/

662 くるみの木 豊岡市日高町太田145-1 www.eonet.ne.jp/~kuruminoki

663 由良乃家 豊岡市日高町太田1308

664 むこうふじわら ＆ とみや 豊岡市日高町太田110-1

665 神鍋山荘 豊岡市日高町太田1-1 https://kannabe-sanso.com/

666 神鍋高原 スリーナウ 豊岡市日高町来栖野59-187 http://www.inaker.or.jp/~threenow/

667 民宿 陽喜 豊岡市日高町栗栖野60-1 https://www.watada.net/

668 ペンションのんきPaPaの鳥図鑑 豊岡市日高町栗栖野61-1 http://www.torizukan.jp/

669 ブルーリッジホテル 豊岡市日高町栗栖野55 blridge.jp

670 民宿 とみや 豊岡市日高町栗栖野901-1

671 UMEYA 豊岡市日高町栗栖野896 http://kannabe-umeya.com/

672 煙神キャンプヴィレッジ 豊岡市日高町栗栖野60-1 https://www.enjin-campvillage.com/

673 フェアフィールド・バイ・マリオット・兵庫神鍋高原 豊岡市日高町栗栖野59-30 https://www.marriott.co.jp/hotels/travel/osafb-fairfield-hyogo-kannabe-highland/

674 ペンション・スモークウッド 豊岡市日高町東河内4-194 http://www.smokewood.jp/

675 ペンション ログリゾートかんなべ 豊岡市日高町東河内941-6

676 ペンション マウントクック 豊岡市日高町東河内914 www.eonet.ne.jp/~mtcook

677 ペンション マッキンリー 豊岡市日高町東河内2-11

678 ザ・ジャスミンクリーク 豊岡市日高町東河内4-172 https://jasmine-creek-kannabe.webnode.jp/

679 ペンションムーンサイド 豊岡市日高町万劫555 https://www.moonside.jp/

680 やまき 豊岡市日高町山田497 http://www.okukan.com/wp/yado/yamaki.html

681 ゆずや 豊岡市日高町山田457 http://www.yuzuya-okukan.com/

682 民宿 奥神鍋荘 豊岡市日高町山田503-1 http://okukanso.okukan.com/index.html

683 ペンション スノーランド 豊岡市日高町山田113-1 https://www.snow-land.jp



684 ゆずや 豊岡市日高町山田457 http://www.yuzuya-okukan.com/

685 奥神鍋ヒュッテ 豊岡市日高町山田666

686 オーベルジュ アルビレオ 天文台 豊岡市日高町山田147-1 http://www.hotel-albireo.com

687 奥神鍋荘 豊岡市日高町山田503-1 http://okukanso.okukan.com/index.html

688 リッヂやまた 豊岡市日高町山田694 www.ridge-yamata.com

689 ニューみちや 豊岡市日高町山田431 http://www.newmichiya.com

690 ふもとや 豊岡市日高町山田639-1 http://fumotoya.yukigesho.com/index-menu.htm

691 旅館 西村屋 豊岡市日高町山田532 https://www.eonet.ne.jp/~nishimuraya/

692 マスダハウス 豊岡市日高町山田516

693 高原亭 豊岡市日高町五色180-1 http://kougentei.net/

694 ときわ野 豊岡市日高名色1328 https://tokiwano.com/sp/

695 名色ホテル 豊岡市日高町名色1337 https://www.kannabe-nasikihotel.com/

696 名色荘 豊岡市日高町名色102 https://www.nashikisou.com/

697 松の屋 豊岡市日高町名色353

698 備前屋 豊岡市日高町名色1154

699 志ん屋 豊岡市日高町名色1572 https://www.4n8.jp

700 リバティハウス権兵衛 豊岡市日高町名色13 http://www.kannabe-gonbeh.com/

701 みやま荘 豊岡市日高町名色1200-1 http://www.miyamaso.tv

702 まとば屋 豊岡市日高町名色152

703 ふる里 豊岡市日高町名色87-4 http://www.eonet.ne.jp/~furusato-yonoki/index.html

704 山根屋（やまね屋） 豊岡市日高町名色1135-2 http://www.eonet.ne.jp/~yamaneya/

705 可愛人屋 豊岡市日高町名色140

706 ゲストハウス アミーゴ 豊岡市日高町名色1230 https://amigo2015.jimdofree.com/

707 民宿 たけや 豊岡市日高町名色48

708 民宿 よしのや 豊岡市日高町名色1271

709 西村屋ホテル招月庭 豊岡市城崎町湯島1016-2 http://www.nishimuraya.ne.jp/shogetsu/

710 城崎温泉 ときわ別館 豊岡市城崎町湯島1013 https://www.kinosaki.co.jp

711 ゆとうや旅館 豊岡市城崎町湯島373 http://www.yutouya.com

712 小林屋 豊岡市城崎町湯島369 https://kobayashiya.co.jp/

713 和みの宿 おおかわ 豊岡市城崎町湯島199 http://www.nagomi-ookawa.com

714 川口屋城崎リバーサイドホテル 豊岡市城崎町湯島880-1 https://www.kawaguchiya.co.jp/

715 おけ庄旅館 豊岡市城崎町湯島246 https://okeshou.jp

716 みつわ旅館 豊岡市城崎町湯島220 http://kinosaki-mitsuwa.jp/

717 心の宿 三國屋 豊岡市城崎町湯島219 http://www.kinosaki3928.com/

718 扇屋旅館 豊岡市城崎町湯島243 http://kinosaki-ougiya.com/

719 城崎観光ホテル東山荘 豊岡市城崎町湯島835 http://www.kinosaki-higashiyamasou.co.jp/

720 西村屋本館 豊岡市城崎町湯島469 http://www.nishimuraya.ne.jp/honkan/

721 お宿 はやかわ 豊岡市城崎町湯島770 http://www.oyadohayakawa.com/

722 つちや旅館 豊岡市城崎町湯島573 https://www.oyado-tsuchiya.com

723 みよし旅館 豊岡市城崎町湯島412 https://kinosaki-miyoshi.jp/

724 旅舎やまとや 豊岡市城崎町湯島427 https://www.kinosaki-yamatoya.com

725 山しろや旅館 豊岡市城崎町湯島245 http://kinosaki-yama468.com

726 いちだや旅館 豊岡市城崎町湯島810 www.ichidaya.co.jp

727 旅館 水明 豊岡市城崎町今津630

728 閑吟のはなれ 風月魚匠 豊岡市城崎町湯島636-1 https://fugetsu-gyosho.com

729 旅館 かに庵 豊岡市城崎町湯島690 https://www.kanian.info/

730 お宿とお土産 こぢんまり 豊岡市城崎町湯島257 http://www.kojinmari.com/

731 有限会社 よしはる旅館 豊岡市城崎町湯島180 http://kinosaki-yoshiharu.com/

732 喜楽 豊岡市城崎町湯島495 http://www.yado-kiraku.com/

733 きのいえ 豊岡市城崎町湯島166 https://kinosaki-kinoie.com

734 城崎温泉 泉都 豊岡市城崎町湯島540 https://kinosaki-sento.com

735 阿古 豊岡市城崎町湯島694

736 ゲストハウス 城崎若代 豊岡市城崎町湯島737 https://kinosaki-wakayo.jp/



737 湯宿山よし 豊岡市城崎町湯島379 http://yamayoshi-oyado.com/

738 錦水 豊岡市城崎町湯島759 https://www.kinsui.net/

739 城崎温泉 湯楽 Kinosaki Spa&Gardens 豊岡市城崎町湯島844 https://www.yuraku-group.co.jp/kinosaki/

740 旅館サンルート 豊岡市城崎町湯島1040－1 http://www.kinosaki-sanroot.com/index.html

741 千年の湯 権左衛門 豊岡市城崎町湯島282 http://www.gonzaemon.com

742 千年の湯 古まん 豊岡市城崎町湯島481 http://www.sennennoyu-koman.com

743 森津屋 豊岡市城崎町湯島417 http://www.morizuya.com

744 深山楽亭 豊岡市城崎町湯島1011 http://www.shinzanrakutei.jp

745 ホテル ニューオーヒロ 豊岡市城崎町湯島163

746 やなぎ荘 豊岡市城崎町湯島701 http://www.yanagiso.jp/

747 やなぎ荘 別館 華山 豊岡市城崎町湯島741 http://www.yanagiso.jp/

748 やなぎ荘 新別館 鶴喜 豊岡市城崎町湯島749 http://www.yanagiso.jp/

749 月本屋旅館 豊岡市城崎町湯島710 http://www.tukimotoya.com

750 しののめ荘 豊岡市城崎町湯島757 https://www.sinonomesou.com/

751 山本屋 豊岡市城崎町湯島643 https://www.kinosaki.com

752 あさぎり荘 豊岡市城崎町湯島876 http://www.asagiriso.com

753 但馬牛のやど 小宿縁 豊岡市城崎町湯島219 http://koyado.net

754 心の宿 三國屋 豊岡市城崎町湯島221 https://www.kinosaki3928.com/

755 つばきの旅館 豊岡市城崎町湯島781 http://www.tsubakino.jp

756 但馬屋 豊岡市城崎町湯島453 https://www.kinosaki-tajimaya.co.jp

757 新かめや 豊岡市城崎町湯島279 http://www.shinkameya.com

758 城崎温泉 富士見屋 豊岡市城崎町湯島730 http://www.kinosaki-fujimiya.net/

759 国家公務員共済組合連合会城崎保養所（KKR城崎玄武） 豊岡市城崎町湯島75 https://www.kkrkinosaki.com/

760 花まんだら 豊岡市城崎町湯島564 https://kinosaki-hanamandara.com/

761 城崎温泉 泉翠 豊岡市城崎町湯島753 https://kinosaki-sensui.com/

762 城崎温泉 料理旅館 翠山荘 豊岡市城崎町湯島728 http://www.kinosaki-suizanso.com

763 つたや旅館 豊岡市城崎町湯島485 http://kinosaki-tsutaya.com/

764 つたや晴嵐亭 豊岡市城崎町湯島1075-1 http://kinosaki-tsutaya.com/

765 花小路彩月 豊岡市城崎町湯島108 www.hanakoujisaigetsu.com

766 三木屋 豊岡市城崎町湯島487 http://kinosaki-mikiya.jp/

767 炭平別邸 季ト時 豊岡市城崎町湯島797 https://www.tokitotoki.com

768 きのさきの宿 緑風閣 豊岡市城崎町湯島174 https://www.ryokufukaku.com

769 喧噪の隠れ家 月のしずく 豊岡市城崎町湯島503-6 https://www.tsukinoshizuku.com/

770 ブックストアイチ 豊岡市城崎町湯島605 https://www.bookstoreichi.com/

771 旅館 まつや 豊岡市城崎町湯島370 https://hpdsp.jp/kinosaki-matsuya/

772 つるや旅館 豊岡市城崎町湯島606 https://www.kinosaki-tsuruyaryokan.com/

773 川口屋本館 豊岡市城崎町湯島274 http://www.kawaguchiya.jp/

774 つるや旅館 豊岡市城崎町湯島606 https://www.kinosaki-tsuruyaryokan.com/

775 蟹宿 むつの屋 豊岡市城崎町湯島652

776 春日屋旅館 豊岡市城崎町湯島601 http://www.kasugaya.net/index.html

777 市松旅館 豊岡市城崎町湯島202

778 安田屋旅館 豊岡市城崎町湯島428

779 みぐみや旅館 豊岡市城崎町湯島598 https://migumiya.com

780 KINOSAKI KNOT 豊岡市城崎町湯島927

781 小宿 紬（城崎足湯カフェ2階） 豊岡市城崎町湯島86

782 大西屋水翔苑 豊岡市城崎町桃島1256 https://www.suisyou.com/

783 大江戸温泉物語きのさき 豊岡市城崎町桃島1232 https://kinosaki.ooedoonsen.jp/

784 お宿 芹 豊岡市城崎町桃島1297-1 https://kinosaki-seri.net/

785 城崎温泉 夢こやど 天望苑 豊岡市城崎町桃島85-3 http://www.tenbouen.com

786 幸楽園 豊岡市城崎町今津570-4 http://www.kinosaki-kourakuen.com/

787 お宿 白山 豊岡市城崎町今津548-1 https://oyadohakusan.com/

788 お宿 白山 離れ里山の四季 豊岡市城崎町今津548-1 https://oyadohakusan.com/

789 お宿 白山 陽邸さなえ田 豊岡市城崎町今津548-1 https://oyadohakusan.com/



790 水郷 豊岡市城崎町今津648 http://www.kinosaki-suigou.com/

791 ホテル金波楼 豊岡市瀬戸1090 https://www.kinparo.com

792 銀花 豊岡市小島1177 https://www.hotespa.net/hotels/ginka/

793 心温まる宿 ひだまり 豊岡市小島1188-8 https://www.s-hidamari.com/

794 レイセニット城崎スイートVILLA 豊岡市小島1220 https://www.reyzenit-kinosaki.jp/

795 ザ グラン リゾート城崎 豊岡市小島1188-3 http://www.granresort.jp/gr-member/hotel/kinosaki/

796 リバーサイドまるやま 豊岡市気比3685 http://www.maruyamaso.com

797 あつみ旅苑 豊岡市気比4443 http://www.atsumiryoen.com

798 ファームハウスのの花 豊岡市気比2373 https://nonoka.org

799 みはら荘 豊岡市気比3880-10 www.miharasou.jp

800 民宿 はし本 豊岡市気比4509 http://m-hashimoto.com/

801 kinosaki hideya 豊岡市気比44-35 https://kinosakihideya.com/

802 民宿 よしおか 豊岡市気比3308-2 http://m-yoshioka.com/

803 宮﨑旅荘 豊岡市気比3226

804 奥城崎シーサイドホテル 豊岡市竹野町奥城崎海岸たけの浜 https://www.okukinosaki.jp

805 旅館ふるばやし 豊岡市竹野町竹野1581-3 ｖhttp://www.oyado-furubayashi.com/

806 湯やど 海の音 豊岡市竹野町竹野3396-1 http://t-motherearth.com/uminone/

807 久畑観光有限会社 ハウス海の子 豊岡市竹野町竹野603 http://www.takeno-kanko.com/stay/house_uminoko/

808 民宿 惣助 豊岡市竹野町竹野184 http://www.takeno-kanko.com/stay/sousuke/

809 民宿旅館 ビーチ 豊岡市竹野町竹野6 http://takeno-beach.com/

810 旅館 いざき 豊岡市竹野町竹野4

811 旅館たがき 豊岡市竹野町竹野17-8 http://www.eonet.ne.jp/~tagaki/index.html

812 大栄 豊岡市竹野町竹野654-1

813 休暇村 竹野海岸 豊岡市竹野町竹野 https://www.qkamura.or.jp/takeno/

814 日の出荘 豊岡市竹野町竹野3008 https://hinodesou.net/

815 えのもと屋 豊岡市竹野町竹野642

816 福田屋 豊岡市竹野町竹野416-1 http://www.eonet.ne.jp/~fukudaya/

817 かみさき 豊岡市竹野町竹野17-7

818 はやとり 豊岡市竹野町竹野35-1

819 民宿 山村 豊岡市竹野町竹野117

820 民宿 ねこざき 豊岡市竹野町竹野5-15 http://nekozaki-inn.com/

821 本と寝床、ひととまる 豊岡市竹野町竹野49-6 https://hitotomaru.com/

822 はまや旅館 豊岡市竹野町竹野48-1 http://hamayaryokan.com/

823 亀正 豊岡市竹野町竹野5-9

824 民宿 伊藤四郎ヱ門 豊岡市竹野町竹野120 http://www.eonet.ne.jp/~siroemon/

825 みつば 豊岡市竹野町竹野14

826 旅館 寛 豊岡市竹野町竹野3031

827 港町のお宿 八塩 豊岡市竹野町竹野735八塩 https://www.oyadoyashio.blue/

828 野村民宿 豊岡市竹野町竹野6

829 民宿 久兵衛 豊岡市竹野町竹野390-1 http://www.kyubee.com/

830 ちどり別館 豊岡市竹野町竹野505-3 http://www.eonet.ne.jp/~chidoribekkan/

831 ⾧治郎 豊岡市竹野町竹野286-1

832 江んや 豊岡市竹野町竹野520-2

833 一棟貸しハウス ｔａｋｅ ｏｎｅ 豊岡市竹野町竹野157-3 http://takeone-house.com

834 ふじや 豊岡市竹野町竹野155

835 民宿 園 豊岡市竹野町竹野633-2

836 かどの 豊岡市竹野町竹野1556-2 http://www.takeno-kanko.com/stay/kadono/

837 民宿 よどや 豊岡市竹野町切浜621-2 http://www.kani-yodoya.com

838 ふじわら 豊岡市竹野町切浜968 http://shiosai-fujiwara.com

839 民宿 岡本屋 豊岡市竹野町切浜1009 http://takeno-okamotoya.com/

840 民宿 おかざき 豊岡市竹野町切浜1083 http://www.eonet.ne.jp/~oka326/

841 旅館 後藤 豊岡市芦谷42-1 https://goto-ryokan.com

842 三椒庵 豊岡市竹野町椒1162-1 http://www.sanshouan.com



843 「山の季」きゃら 豊岡市竹野町椒 1883 https://www.yamanoki-kyara.com/

844 SUN EAST VILLA (サンイースト ヴィラ) 朝来市山東町大月1-1 http://www.suneast-villa.com/index.html

845 有斐軒 朝来市和田山町和田山31 http://www.yuuhiken.com

846 群鶴亭 朝来市和田山町和田山283 https://gunkakutei.com/

847 和田山ホテル 朝来市和田山町東谷213-39 http://www.hotel.bona.jp/

848 ビジネスホテルてつや 朝来市和田山町寺谷690-8 http://www.tetuya.co.jp

849 いずみ旅館 朝来市和田山町寺谷712-10

850 ビジネスホテル好日 朝来市和田山町平野160-1 http://www.kounichi.burari.biz/

851 道の宿 ステーション但馬 朝来市和田山町平野98 https://www.st-tajima.biz

852 ホテルエリアワン和田山 朝来市和田山町玉置767 https://www.hotel-areaone.com/wadayama/

853 レストハウスビジネス旅館栄 朝来市和田山町土田621-1 http://www.tajima-sakae.com

854 竹田城 城下町ホテルＥＮ(えん) 朝来市和田山町竹田字上町西側363 http://www.takedacastle.jp/

855 福苗ハウス 朝来市和田山町竹田203-2 fukunae.webcrow.jp

856 竹田城下まち 朱々 朝来市和田山町竹田264-1 http://www.takeda-shushu.jp/

857 竹田町屋 寺子屋はな亭 朝来市和田山町竹田286 https://oyadohakusan.com/

858 GUEST HOUSE TENKU 朝来市和田山町竹田220 http://tenku109.jp/

859 ビジネスインアサゴ 朝来市和田山町法興寺51-1 http://asagohotel.ec-net.jp/sp/

860 SUGOMoRI リゾート生野高原 朝来市生野町栃原1784-29 https://sugomori.hyogo.jp/

861 農家民宿 まるつね 朝来市生野町黒川322 https://www.marutsune.biz

862 やまびこ山荘 朝来市生野町黒川505 http://sasayuri-net.jp/users/yamabiko/

863 多々良木フォレストリゾートCoCoDe 朝来市多々良木727-2 https://www.zentanbus.co.jp/cocode/

864 畑のおやど 朝来市多々良木1277 https://www.mirach-arcadia.com/oyado.html

865 雲海と星空のホテル テラスリゾートASAGO 朝来市八代100-1

866 ペンション石田 朝来市佐嚢1077-5 https://pensyonishid.jimdofree.com/

867 播磨屋 丹波市山南町和田279 https://www.tamba-harimaya.com

868 グリーンホテル松風 丹波市柏原町柏原1503 http://www.eonet.ne.jp/~matsukaze/

869 パークイン カイバラ 丹波市柏原町母坪380 https://parkinnkaibara.com/

870 氷上ファーストホテル 丹波市氷上町横田622-1

871 手作り工房 食農家おかだ 丹波市氷上町新郷1339 http://www.noukaminsyuku.jp/

872 黒井屋 丹波市青垣町佐治597

873 丹波の宿 惠泉 丹波市春日町平松400-1 http://tanbakeisen.com

874 フジヤホテル 丹波市春日町黒井489-1 https://www.fujiya-htl.com

875 無鹿リゾート 丹波市春日町下三井庄1017-1 http://hayama.main.jp/musica/

876 国領温泉 助七 丹波市春日町国領206 www.sukeshichi.jp

877 ウエルネスビレッジ丹波 丹波市市島町中竹田1727 https://www.kodomomura.co.jp

878 キャンプリゾート森のひととき 丹波市市島町与戸字⾧尾52-1 https://mori-hitotoki.com/

879 アスコザパークTANBA 丹波市市島町与戸字⾧者ヶ谷3114 https://asco-tanba.jp/

880 兵庫青垣 貸別荘 丹波市青垣町口塩久159-4 https://stradaaogaki.com

881 立杭てらす 丹波篠山市今田町下立杭5-1 https://tachikui-terrace.com

882 農園古民家はらだ（はらだ農園） 丹波篠山市今田町木津581 http://famer-harada.com/

883 ゲストハウス環 丹波篠山市今田町本荘629 https://guest-house-tamaki.localinfo.jp

884 ロッヂS.P.H 丹波篠山市東吹956-1 https://sphsasayama.jp

885 丹波ささやまホロンピアホテル 丹波篠山市中野76-4 http://www.holonpia.com

886 Taos guest house 丹波篠山市呉服町75-5 https://t-aos.com/

887 玉川楼 丹波篠山市呉服町32 http://tamagawarow.com

888 料理旅館 池富 丹波篠山市立町125 https://hot-pot-restaurant-iketomi.business.site

889 Oito 丹波篠山市河原町186 https://oito-henko.com/

890 潯陽楼 丹波篠山市二階町79 準備中

891 料理旅館 髙砂 丹波篠山市二階町6 http://takasago-ryokan.net/

892 株式会社 近又 丹波篠山市二階町81 https://www.kinmata.jp/

893 篠山観光ホテル 丹波篠山市北新町123 http://www.botannabe.com/hotel/

894 une 丹波篠山市北新町120-2 https://u-ne.net/

895 新たんば荘 丹波篠山市郡家451-4 http://www.tanbaso.jp/



896 篠山城下町ホテル NIPPONIA 丹波篠山市西町25 http://www.sasayamastay.jp

897 ユニトピアささやま 丹波篠山市矢代231-1 http://unitopia-sasayama.pgu.or.jp

898 古民家の宿 集落丸山 丹波篠山市丸山30 https://maruyama-v.jp/

899 インペリアルビラ御用邸篠山 丹波篠山市熊谷321 https://nao-sangyo.com/minpaku.html

900 NIPPONIA 後川 天空農園 丹波篠山市後川新田283 http://tenkunouen.tanbasasayama.com/

901 民宿 湯ノ壺 丹波篠山市後川新田篭坊79 http://www.sasayama-yunotsubo.com/

902 旅館 浪花館 丹波篠山市後川新田228

903 MISIC FOREST 丹波篠山市殿町303 https://www.music-forest.com

904 福住宿場町ホテル NIPPONIA 丹波篠山市福住378 http://www.nipponia-fukusumi.com

905 古民家ゲストハウス やまぼうし 丹波篠山市中459-2 https://kominka-yamaboushi.com/

906 草山温泉大谷にしき荘 丹波篠山市遠方112-1 http://kusayamaonsen-nishikisou.com/

907 丹波篠山モンゴルの里 丹波篠山市遠方41-1 https://www.mongolnosato.jp/

908 アンの里 丹波篠山市遠方534-1 http://www.annnosato.org/

909 古民家ゲストハウス Satoyama 丹波篠山市園田分172 https://guesthousesatoyama.com/

910 パルシェ香りの湯 淡路市尾崎3025-1 https://www.parchez.co.jp

911 栄亭 淡路市尾崎1621-1

912 Villa Terra 淡路市尾崎楠ケ谷274-2 https://xn--cckj5av1k.com/awaji/villa/villa-terra/

913 ゲストハウスCHITEN 淡路市尾崎1702-2 https://www.ghchiten.com

914 ペンションいちごの物語 淡路市郡家1118-5 http://p-ichigo.com

915 Lazy Inn. 淡路市郡家字大谷998-1 https://lazy-inn.jp/

916 KAMOME SLOW HOTEL 淡路市郡家字大谷北1111 http://kamome-slow-hotel.jp

917 Re ベース 369 淡路市郡家649 http://rebase369.com

918 グランピングテラス淡路 淡路市多賀2237 https://www.glamping-awajishima.com/

919 ecrin 淡路市多賀1119-53

920 KITOW 淡路市下河合字柿ノ木谷405-2 https://kitow.jp

921 音羽旅館 淡路市江井2787-1 http://www.otowa-ryokan.com/

922 AKIYA nehemiah 淡路市江井2987 https://akiyaawaji.com/

923 民泊 桔梗 淡路市南466 https://kurofune10.wixsite.com/website

924 一棟貸し別荘 Breezy Blue 淡路市草香北545-1 https://breezyblue-awaji.com/

925 Awaji Seaside Resort in Ikuha 淡路市育波263-1 https://www.booking.com/Share-r5k94R

926 美弥づ旅館 淡路市室津2312

927 エイトポイントリゾート淡路島 淡路市室津11 https://www.8point-resort.com/

928 幸宝別館 淡路市室津2328

929 かんぽの宿 淡路島 淡路市富島824 https://www.kanponoyado.japanpost.jp/awajishima/index.html

930 海若の宿（わたつみのやど） 淡路市野島蟇浦150 http://www.watatsuminoyado.com

931 AWAJI Villa Forest 淡路市野島江崎1249-13 https://www.jalan.net/yad399288/

932 Dog Villa HAPPINESS 淡路市野島江崎686-9 https://dogvilla-happiness.com/

933 Tiz wan 野島江崎 淡路市野島江崎542-15 https://www.cocomosu.jp

934 GREEN HOUSE 淡路ガーデン 淡路市野島江崎599 https://www.awaji-greenhouse.com/

935 NE-2930 淡路市野島江崎572-29 https://xn--cckj5av1k.com/awaji/villa/ne-2930/

936 淡路カントリーガーデン 淡路市野島常盤1463-6 https://awaji-garden.jp/

937 しっぽの森リゾート淡路島 ～サウナ＆スタジオ～ 淡路市野島貴船23 https://www.shipponomori.jp/

938 ペンションターニングポイント 淡路市浅野南620 https://www.awaji-turning.com/

939 Bitcoin Villa 淡路島 淡路市浅野南270-1

940 AKIYA cornerstone 淡路市浅野南574-6 https://akiyaawaji.com

941 Awaji egaosakuie tonouchi 淡路市斗ノ内268-2 https://www.booking.com/Share-yXrlFGq

942 津名ハイツ 淡路市志筑162 http://www.tuna-haitu.jp

943 Awaji Seaside Resort in Shiduki 淡路市志筑1555 https://www.booking.com/Share-YKCe6k

944 Awaji Central Villa in Shizuki1764 淡路市志筑1764-3 https://www.booking.com/Share-l31Ufj

945 Shizukinosato TSUKI Terrace 531 淡路市志筑1679-1 https://www.booking.com/Share-R90Tu0

946 日の出亭 淡路市塩尾270-1

947 TOTOシーウィンド淡路 淡路市里573-14 http://www.seawind-awaji.jp/

948 ちどり庵 淡路市里601-111 https://chidorian.com



949 VILLA SEDONA 淡路市下司1521-21 http://villasedona.co.jp

950 淡路島マンモスHOTEL&COTTAGE 淡路市木曽下1267 https://awajimammoth.com/

951 ペンション グリーンリーフ 淡路市木曽下1266-2 https://greenleaf-awaji.com

952 小さな宿島栞 淡路市木曽下1259 https://www.awaji-kids.com/

953 ペンション フルーツジュース 淡路市王子1139 http://awajisima.net

954 ペンションストロベリー 淡路市王子1119 https://www.p-Strawberry.com

955 ペンションZOO 淡路市王子1402-3 www.p-zoo.seesaa.net

956 菜音キャンプ 淡路市王子1430 http://zionfarm.jp/

957 淡路島パームハウス2 淡路市中田1413-3 https://palmhouse2.official.jp/

958 ココもす中田あわじ 淡路市中田4011-5 https://www.cocomosu.jp

959 民宿 浜乃家 淡路市佐野1510

960 カフェレストラン 海の宿 淡路島 淡路市佐野825-1 https://www.facebook.com/uminoyadoawajisima/

961 dog park and resort COBA 淡路市⾧沢1206 https://dogpark-resort-coba.eyado.net/

962 Cocomosu Garden 津名あわじ 淡路市生穂219-7 https://www.cocomosu.jp

963 Awaji Seaside Hotel Ikuho 淡路市生穂1798-5 https://www.booking.com/Share-wf23H6

964 サササウナ 淡路市生穂1359

965 古民家ハウス-OLUOLU- 淡路市大谷1389 http://kominka-oluolu.com/

966 アテーナ海月 淡路市大谷915-4 https://www.athena-hotels.jp

967 わんずビレッジ モンモラーテ 淡路市大谷2183

968 古淡 淡路市大谷1054 https://kotan-awaji.com

969 GRAND CHARIOT北斗七星135° 淡路市楠本2425-2 https://awaji-grandchariot.com/

970 ガーデンリゾート 淡路島 ハナアンドキッス 淡路市楠本1599-1 https://gardenresort.jp

971 Auberge フレンチの森 淡路市楠本字場中2593-8 https://www.frenchnomori.jp/

972 Villa Mon Temps Awaji(ヴィラモンタン淡路) 淡路市楠本374-1 https://villa-mon-temps.jp/

973 KOTOBUKIAN 寿庵 淡路市楠本684-1 https://kotobukian-awaji.com

974 UMU淡路島（ウムアワジシマ） 淡路市楠本中山2945-9 https://glampcaravan.com/UMU/awajishima

975 Awaji Central House in Kusumoto 淡路市楠本570-4 https://www.booking.com/Share-DEWdjr

976 禅坊靖寧 淡路市楠本字場中2594-5 https://www.zenbo-seinei.com/

977 ザ グラン リゾート エレガンテ淡路島 淡路市大磯9-3 http://www.granresort.jp/gr-member/hotel/awajishima/

978 グランドニッコー淡路 淡路市夢舞台2 https://www.westin-awaji.com/

979 Awaji Beach House 淡路市南鵜崎1997-11 https://xn--cckj5av1k.com/awaji/villa/awajibeachhouse/

980 casa-carina 淡路市久留麻2587-3 http://casa-carina.co.jp

981 東浦サンパーク 淡路市久留麻2743 http://higashiurasunpark.jp/

982 La Terrasse Awaji 淡路市久留麻2587-1 http://www.laterrasseawaji.com

983 Awaji Central Inn Kuruma 713 淡路市久留麻713-15 https://www.booking.com/Share-XhxK1q

984 Awaji Central Room NC03 淡路市久留麻1907 マンション北の街408 https://www.booking.com/Share-ahn25K

985 simanoyadoya 淡路市中持531-3 作成中

986 仮屋古民家 淡路市仮屋44 https://meishin4.wixsite.com/my-site

987 ⾧松旅館 淡路市仮屋127

988 大倉荘 淡路市仮屋108 https://www.ookuraso.com/access.php

989 Awaji Seaside Resort Kuruma 淡路市久留麻52-7 https://www.booking.com/Share-hSHupW

990 Awaji Horiday inn Kariya 淡路市仮屋369-5 https://www.booking.com/Share-sTaZZ8e

991 ペンション ミルキーウェイ 淡路市釜口2454-3 https://p-milkyway.p-kit.com/

992 ペンション萬亀 淡路市釜口1203-1 https://www.mangame.jp/

993 Villa Mon Ocean Kamaguchi(ヴィラオーシャン釜口) 淡路市釜口2236-1 https://villa-mon-temps.jp/kamaguchi

994 グランマーレ淡路 淡路市釜口字津田2013 https://www.glamping-awaji.com/

995 ペンション プラージュ 淡路市釜口1973-2 https://pensionplage.com/

996 Villa Kamaguchi 淡路市釜口885 https://www.resort-glamping.com/accommodation/villakamaguchi/

997 Luana House 淡路市釜口912-4 https://xn--cckj5av1k.com/awaji/villa/luana-house/

998 THE BOXY AWAJI 淡路市釜口津田2221 https://theboxy-awaji.jp

999 淡海荘 淡路市岩屋3559-4 http://www.tankaiso.co.jp

1000 青と白 淡路市岩屋913-1 http://ao-shiro.jp/

1001 民宿 嘉楽 淡路市岩屋1399-2 http://www.awaji-karaku.com/



1002 ココもす岩屋あわじ 淡路市岩屋1769-1 https://www.cocomosu.jp

1003 CORAL SUITE VILLA awaji 淡路市岩屋211-31 https://coral-suite.jp/

1004 淡路島グランピングビーチヴィラ 漣 淡路市岩屋1871 MOON JELLY AWAJI RESORT ROOFTOP https://awajishima-glamping.com/

1005 岩屋温泉 絵島別庭「海と森」 淡路市岩屋922-1 https://awaji-umimori.jp/wp/onsen

1006 グランピングリゾート淡路 淡路市岩屋2604 https://www.awaji-glamping.com/

1007 プライベートヴィラ淡路 THE SUITE 淡路市岩屋1801-2 https://www.villa-awaji.com/

1008 ペンション 山一屋 淡路市岩屋2593-2 http://www.p-yamaichiya.com

1009 淡路おうちステイ みのり庵 淡路市岩屋1745-23 https://minorian-awaji.com

1010 Holistic Wellness Hotel 望楼青海波 淡路市岩屋1833-4 https://www.bourou-seikaiha.jp/

1011 MOON JELLY AWAJI RESORT 淡路市岩屋1871 https://moonjelly-resort.com/

1012 Ocean Resort Awaji 淡路市岩屋3441-4 https://xn--cckj5av1k.com/awaji/villa/oceanresortawaji/

1013 Do as Awaji 淡路市岩屋2839-2 https://xn--cckj5av1k.com/awaji/villa/doasawaji/

1014 URBAN & BEACH 淡路市岩屋2838-1 https://xn--cckj5av1k.com/awaji/villa/urbanand-beach/

1015 T.Square 淡路市岩屋2838-2 https://xn--cckj5av1k.com/awaji/villa/t-square/

1016 海風テラス 淡路市岩屋207-1 https://umikaze-terrace.jimdofree.com/

1017 Awaji Seaside Log House 淡路市岩屋2910-219 https://www.booking.com/Share-D1BB3H

1018 Awaji Seaside Resort in Iwaya 3000 淡路市岩屋3000-162 https://www.booking.com/Share-Drl8yX

1019 Tiz wan 明石大橋 淡路市岩屋1561-3 https://www.tizwan.jp

1020 岩や 神の前 淡路市岩屋885 https://www.vacation-stay.jp/listings/81891

1021 民宿 厚浜 洲本市中川原町厚浜1117-1 http://www.awaji-atsuhama.com/

1022 やしま 洲本市炬口247

1023 国登録有形文化財春陽荘 洲本市宇山2-5-4 https://shunyoso.jp/

1024 海月館 洲本市海岸通1-3-11 http://www.kaigetsu.jp/

1025 淡路第２プリンスホテル 洲本市海岸通1-146 https://www.awaji-dai2prince.jp/

1026 淡路プリンスホテル 洲本市海岸通1-8-24 https://www.awaji-prince.jp/

1027 ハーバーホテル海月 洲本市海岸通1-3-2 http://www.kaigetsu.jp

1028 島海月 洲本市海岸通2-4-35 http://www.kaigetsu.jp

1029 シティー海月 洲本市海岸通2-3-11 http://www.kaigetsu.jp

1030 華海月 洲本市海岸通2-5-26 http://www.kaigetsu.jp

1031 ココもす海岸通り 洲本市海岸通り2-6-6 https://www.cocomosu.jp

1032 Tiz wan hotel 洲本市海岸通1-7-12 https://www.cocomosu.jp

1033 淡路インターナショナルホテル ザ・サンプラザ 洲本市小路谷1279-13 http://www.the-sunplaza.co.jp

1034 淡路島観光ホテル 洲本市小路谷1053-17 https://www.awakan.com

1035 ホテルニューアワジ 洲本市小路谷20 https://www.newawaji.com/

1036 淡路夢泉景 洲本市小路谷1052-2 https://www.yumesenkei.com/

1037 夢泉景別荘天原 洲本市小路谷1052-2 https://www.yumesenkei.com/amahara/

1038 海のホテル島花 洲本市小路谷1277-5 http://www.shimahana.com

1039 海のホテル島花 レジデンスヴィラ 洲本市小路谷1280-6 https://www.shimahana.com/villa/

1040 エクシブ淡路島 洲本市小路谷字古茂江1275-3 https://xiv.jp/awa/

1041 淡路シーサイドヴィラ 洲本市小路谷1283-39 https://www.awaji-seasidevilla.com/

1042 夢海游 淡路島 洲本市山手1-1-50 https://www.yumekaiyu.com/

1043 Awaji Seaside Resort Sumoto 洲本市山手1-2-12 https://www.booking.com/Share-lz5ECh

1044 島の風 ホテル 洲本市本町2-2-2 http://abnb.me/EVEm68f0jb

1045 洲本家 洲本市本町6-1-38 https://awajishimalaruelle.jp/

1046 玉屋旅館 洲本市本町6-4-2

1047 ホテルグランパ淡路島 洲本市栄町1-3-1 https://hotel-grandpa.com/

1048 Awajishima dog stay CHIKUSA 洲本市千種己69-7 https://www.dogstay-awajishima.jp/

1049 Awaji Garden House in Sumoto 洲本市新村40-1 https://www.booking.com/Share-gCTl5w

1050 アパートメントホテル ミモザ 洲本市物部2-12-40

1051 Awaji egaosakuie in Sumoto 洲本市上物部1-4-7 https://www.booking.com/Share-F8cdHm

1052 ウエルネスパーク五色 浜千鳥 洲本市五色町都志1087 http://www.takataya.jp/

1053 スプリングゴルフ＆アートリゾート淡路 洲本市五色町都志1151 https://www.springresort.co.jp

1054 梅木屋 洲本市五色町都志226-1 https://awaji-umekiya.com/



1055 awaji tourist trophy house 洲本市五色町都志266-2 http://www1.sumoto.gr.jp/aw1576552/

1056 川⾧旅館 洲本市五色町都志万歳409 https://kawachoryokan.com/

1057 嘉兵衛荘 洲本市五色町都志万歳456-2 https://kaheesou.com

1058 MOUNT LAKE キャンプ場 洲本市五色町鮎原中邑175 https://mount-lake.com/

1059 MOUNT LAKE re:sort 洲本市五色町鮎原中邑167 https://mount-lake.com/re-sort

1060 料理旅館 松原館 洲本市五色町鮎原南谷80-1 http://matsubarakan.jp/

1061 ユメノサカミチ 洲本市五色町鮎原南谷484 http://awajibben.hacca.jp/

1062 ペンション ラ・メール 洲本市五色町都志角川1353-11 http://lamer-awaji.com

1063 ゆるる 洲本市五色町都志角川117-2 https://yululuawajisima.com/

1064 星空荘 洲本市五色町鳥飼中694-43 https://www.ikyu.com/vacation/00051086/

1065 ウェル五色浜リゾートセンター 洲本市五色町鳥飼浦725 http://www.roman-club.jp/resort/sisetu.html

1066 民宿 西田荘 洲本市五色町鳥飼浦731-5 http://www.nisidasou.com/

1067 FBIAWAJI 洲本市五色町鳥飼浦2359 https://fbi-camping.com

1068 BETTEI SENKYU -別邸仙久- 洲本市五色町鳥飼浦2095 https://www.betteisenkyu.jp/

1069 Sunset Villa M's Goshikihama 洲本市五色町鳥飼浦2599-885 https://xn--cckj5av1k.com/awaji/villa/ms-goshikihama/

1070 Awaji Seaside Villa in Goshiki 洲本市五色町鳥飼浦2599-841 https://www.booking.com/Share-wtYVeO

1071 Awaji Large Log house in Goshiki 洲本市五色町鳥飼浦2599-344 https://www.booking.com/Share-HDDqgN

1072 Awaji Seaside Log house in Goshiki 洲本市五色町鳥飼浦2599-685 https://www.booking.com/Share-aOHRvC

1073 GOSHIKIHAMA VILLA 洲本市五色町鳥飼浦2599-717

1074 淡路島ビーチリゾート シーアイガ海月 洲本市安手町平安浦12970-6 http://www.awajishima-bbq.jp/cms/

1075 Cocomosu Garden 洲本 洲本市安乎町平安浦1606-28 https://www.cocomosu.jp

1076 AWAJI TT HOUSE Ⅱ PACIFIC OVER SEAS 洲本市安乎町平安浦1864-11 https://www.jalan.net/yad326693/

1077 Surfer's Villa Aiga 洲本市安乎町平安浦91-3 https://xn--cckj5av1k.com/awaji/villa/surfers-villa-aiga/

1078 渚の荘 花季 洲本市小路谷1053-16 https://www.awajihanagoyomi.com

1079 Glamping Villa 鮫家 Awaji 洲本市中津川組105

1080 海幸旅館 洲本市由良4-2-30

1081 日月館 洲本市由良3-8-9 http://nichigetsukan.com/

1082 民宿 魚春 洲本市由良町内田180-6 http://www.freedom.ne.jp/uoharu/

1083 民宿はぎわら 洲本市由良町内田824-1 http://awaji-yura.com

1084 YURA de HOUSE 洲本市由良町内田390 https://xn--cckj5av1k.com/awaji/villa/yura-de-house/

1085 AGAL Beach Club&Villa 淡路 洲本市由良町内田392-2 https://agal-awaji.com/

1086 エトワール生石 洲本市由良町由良2605-1 http://www.etowa-ru.takataya.jp/

1087 釣り宿 海英 洲本市由良町由良161

1088 サンライズ淡路 南あわじ市広田広田1466-1 https://www.sunrise-awaji.com/



1089 古民家ハウス -OLUOLU- 2nd. 南あわじ市中条中筋694 https://xn--oluolu2nd-zv4h3g2ju382b24waom8c.com/

1090 草地家 南あわじ市倭文土井790 https://kusachike.com/

1091 ホテルニューアワジ別邸あわじ浜離宮 南あわじ市松帆古津路970-81 https://www.awajihamarikyu.com

1092 サンセットビューホテルけひの海 南あわじ市松帆古津路970-76 http://keinoumi.jp/

1093 国民宿舎 慶野松原荘 南あわじ市松帆古津路970-67 http://keinomatsubarasou.com

1094 あわじ浜離宮 別荘 鐸海 南あわじ市松帆古津路970-6 https://www.hamarikyu-takumi.com/

1095 Rakuten STAY VILLA 淡路 南あわじ市松帆古津路886-2 https://stay.rakuten.co.jp/

1096 Loco Village 南あわじ市松帆古津路690 https://xn--cckj5av1k.com/awaji/villa/loco-village/

1097 Awaji けいの 倶楽部 南あわじ市松帆古津路903 https://xn--cckj5av1k.com/awaji/villa/awaji-keino-club/

1098 民宿 正治荘 南あわじ市松帆慶野524-1 https://www.awajishima-kanko.jp/manual/detail.php?bid=157&lid=37&at=

1099 淡路荘 南あわじ市松帆慶野371-3 http://awajisou.com/

1100 西岡荘 南あわじ市松帆慶野257-2

1101 慶和荘 南あわじ市松帆慶野283-1

1102 ヴィラ オルティージャ 南あわじ市松帆慶野409-5 http://villa-ortigia.jp

1103 民宿小田 南あわじ市松帆慶野484-1

1104 HOTEL Le.Blanche 南あわじ市志知鈩108-3 https://hotel-le-blanche.com/

1105 民宿 花円 南あわじ市湊266-1 http://www.minsyuku-hanamaru.com/

1106 SolaVilla(そらヴィラ)海テラス南あわじ 南あわじ市湊1131-1 https://www.solavilla.jp/

1107 茶聞堂 南あわじ市津井1001 https://chamondo-oyado.com/

1108 west coast awaji 南あわじ市津井カリコ岬1477-5 https://awaji.vacations/

1109 るりいろヒルズ淡路 南あわじ市津井1890-1 https://www.minamiawaji-glamping.com/

1110 淡路島ホテル・ロッジGREENCOZY 南あわじ市八木養宜上1061 http://green-cozy.com/

1111 南あわじ市 サイクリングターミナル ゆずるは荘 南あわじ市神代浦壁1040-3 http://yuzuruhasou.jp

1112 アワジ花ホテル 南あわじ市市青木114-5 http://www.awaji-hanahotel.jp/

1113 雁がね荘 南あわじ市 市福永558 http://www.kariganesou.com/

1114 淡路島 海上ホテル 南あわじ市福良甲21-1 http://www.awajishimakaijyo.com/

1115 湊小宿 海の薫とAWAJISHIMA 南あわじ市福良甲1529-7 https://www.minatokoyado.com/

1116 Awaji-shima C-Side 南あわじ市福良甲1533-3 https://awaji-c-side.jp/

1117 フェアフィールド・バイ・マリオット・兵庫淡路島福良 南あわじ市福良甲512-154 https://www.marriott.co.jp/hotels/travel/osafi-fairfield-hyogo-awaji-fukura

1118 やぶ萬旅館 南あわじ市福良乙4 http:///www.yabuman.com

1119 民宿 ⾧尾屋 南あわじ市福良乙23 www.nagaoya.com/

1120 Awaji-shima Marine View 南あわじ市福良乙1502-90

1121 隠れ家古宿＆Bar Wanny＆Manabee 南あわじ市福良乙742-1 https://www.41493.biz/

1122 休暇村南淡路 南あわじ市福良丙870-1 https://www.qkamura.or.jp/awaji/

1123 Hotel & Resors MINAMIAWAJI 南あわじ市福良丙317 https://www.daiwaresort.jp/awaji/index.html/

1124 かるも荘 南あわじ市福良丙632-3

1125 愛ランド ふじ本 南あわじ市福良丙563 http://www.ailand-fujimoto.com

1126 民宿 瀬登 南あわじ市福良丙772-25 http://www.minsyukuseto.com

1127 料理民宿 浜福 南あわじ市福良丙324-4 https://hamafuku.homepe.net/

1128 designer's Villa EDGE 南あわじ市福良丙773-53 https://villa-edge.com

1129 wanco minca（わんこみんか） 南あわじ市賀集福井1806 https://www.ryou-ya.com/wancominca

1130 ホテルニュー淡路 プラザ淡路島 南あわじ市阿万吹上町1433-2 https://www.plazaawajishima.com

1131 ペンションアマテラス 南あわじ市阿万塩屋町565-2 http://a-terrasse.net

1132 淡路じゃのひれオートキャンプ場 南あわじ市阿万塩屋町2660 http://www.janohire.co.jp

1133 ペンションｋｉｍｉハウス 南あわじ市阿万塩屋町757-180 https://www.ama-kimihouse.com/

1134 のびのび日和 南あわじ市阿万西町230 http://www.nobinobibiyori.com/

1135 アグリミュージアムNADA 南あわじ市灘山本313 http://am-nada.mystrikingly.com/

1136 おれんじ荘 南あわじ市灘城方196 http://awaji-orangesou.com/

1137 はぶ荘 南あわじ市灘土生15-14 www.habusou.com

1138 ゑびす屋旅館 南あわじ市灘土生210

1139 うめ丸 南あわじ市阿那賀1137-9 www.umemaru.co.jp

1140 大潮荘 南あわじ市阿那賀845-3

1141 民宿みたき荘 南あわじ市阿那賀1278-1



1142 民宿 観潮荘 南あわじ市阿那賀906-2 https://kanchousou.com/

1143 寿荘 南あわじ市阿那賀1278-5

1144 ホテルアナガ 南あわじ市阿那賀1109 http://www.hotelanaga.com/

1145 民宿 いづみ丸 南あわじ市阿那賀1505 http://idumimaru.com/

1146 旅館 若潮 南あわじ市阿那賀1060 http://www.awaji-wakashio.com/

1147 坂口荘 南あわじ市阿那賀1186

1148 旅館いび 南あわじ市阿那賀833

1149 うおざき荘 南あわじ市阿那賀1409

1150 民宿しら波荘 南あわじ市阿那賀字居敷851

1151 玉福旅館 南あわじ市阿那賀903

1152 繁栄荘 南あわじ市阿那賀1441-3

1153 seaside resort minamiawaji 南あわじ市阿那賀志知川117-3

1154 ホテル ル・ブランシュ 南あわじ市志知鈩108-3 https://www.hotel-le-blanche.com

1155 木村屋旅館 南あわじ市沼島899 http://www.nushima-kimuraya.com/

1156 民宿割烹 しらさき 南あわじ市沼島824 https://kappou-shirasaki.com


