「ひょうご安心旅」参画宿泊施設一覧
（令和3年2月24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

ANAクラウンプラザホテル神戸

神戸市中央区北野町１丁目

https://www.anacrowneplaza-kobe.jp

4

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.kourituyasuragi.jp/kobe/

5

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/

6

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/

7

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

8

ひょうご共催会館

神戸市中央区中山手通4-17-13

http://www.h-kyosai.or.jp/hk-kaikan/

9

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/

10 the b 神戸

神戸市中央区下山手通2-11-5

https://www.theb-hotels.com/theb/kobe/

11 ハナクマ荘(hanakuma apartment)

神戸市中央区花隈町8-9

http://hanakuma-so.com/

12 料亭旅館

神戸市中央区花隈町23-18

https://www.toyofuku.net/

13 エスカル神戸

神戸市中央区楠町8-10-1

https://www.escale-kobe.com/

14 神戸プラザホテル

神戸市中央区元町通1-13-12

https://kobeplaza.com/

15 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

16 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/

17 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/

18 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/

19 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

20 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/

21 神戸ルミナスホテル三宮

神戸市中央区江戸町92番

http://www.luminous-hotel.co.jp

22 ORIENTAL

神戸市中央区京町25番

https://www.orientalhotel.jp/

神戸市中央区新港町1-1

https://ren-onsen.jp

豊福

HOTEL

23 神戸みなと温泉 蓮

24 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

25 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

26 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

27 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

28 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/

29 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

30 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

31 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/

32 ほてるISAGO神戸

神戸市中央区熊内町4-3-7

www.isago.co.jp

33 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

34 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/

35 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

36 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

37 東横イン神戸三宮Ⅰ

神戸市中央区御幸通2-2-2

https://www.toyoko-inn.com

38 2no HOME & PARK

神戸市中央区琴ノ緒町2-4-5

39 サンサイドホテル

神戸市中央区雲井通4-1-3

http://sanside.co.jp/

40 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

41 湯屋の宿

神戸市北区有馬町1401

www.arimaonsen-koki.com/home/

神戸市北区有馬町1537-2

https://www.negiya.jp

康貴

42 ねぎや 陵楓閣

43 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/

44 御幸荘 花結び

神戸市北区有馬町351

www.hanamusubi.co.jp

神戸市北区有馬町400-1

https://www.arima-hanano.com

神戸市北区有馬町字大屋敷1683-2

http://www.arima-okunohosomichi.com

47 元湯 龍泉閣

神戸市北区有馬町ウツギ谷1663

https://ryuusenkaku.jp/

48 ホテル モルゲンロート

神戸市北区有馬町1039-5

https://camp-rokko.jp/

49 上大坊

神戸市北区有馬町1175

http://www.kamiobo.com/

50 有馬御苑

神戸市北区有馬町1296

www.arima-gyoen.co.jp

51 欽山

神戸市北区有馬町1302-4

https://www.kinzan.co.jp

52 有馬グランドホテル

神戸市北区有馬町1304-1

https://www.arima-gh.jp/

53 竹取亭円山

神戸市北区有馬町1364-1

https://www.taketoritei.com/

54 元湯 古泉閣

神戸市北区有馬町1445-1

www.kosenkaku.com

55 銀水荘 兆楽

神戸市北区有馬町1654-1

http://www.choraku.com

神戸市北区有馬町1684

http://www.ransui.com

57 兵衛向陽閣

神戸市北区有馬町1904

https://www.hyoe.co.jp

58 月光園 游月山荘

神戸市北区有馬町318

https://www.gekkoen.co.jp

59 月光園 鴻朧館

神戸市北区有馬町318

https://www.gekkoen.co.jp

60 高山荘 華野

神戸市北区有馬町400-1

https://www.arima-hanano.com

45 有馬温泉

高山荘

46 天地の宿

奥の細道

56 橋乃家別館

嵐翠

華野

61 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/

62 メープル有馬

神戸市北区有馬町406-3

https://the-maple.jp/arima/

63 中の坊 瑞苑

神戸市北区有馬町808

https://www.zuien.jp/
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64 角の坊

施設ホームページアドレス

神戸市北区有馬町878

http://www.kadonobou.com

65 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

66 四季の彩

神戸市北区有馬町字東門口1389-3

http://www.arima-hatago.com

旅篭

67 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

68 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

69 東横イン神戸湊川公園

神戸市兵庫区福原町32-13

https://www.toyoko-inn.com/search/detail/00196/

70 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

71 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

72 須磨観光ハウス

神戸市須磨区西須磨字鉄拐山7

http://www.suma-kagetsu.com

73 寿楼

神戸市須磨区須磨寺町3-5-18

www.kotobukirou.jp

74 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/

75 神戸学生青年センター

神戸市灘区山田町3-1-1

https://ksyc.jp/

76 グランドホテル

神戸市灘区六甲台町西谷山1878-86

https://skyvilla.jp/

77 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

78 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/

味と宿

花月

六甲スカイヴィラ

79 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/

80 御影荘

神戸市東灘区御影郡家2-16-11

http://mikagesou.com/

81 すみよし旅館

神戸市東灘区住吉宮町5-6-27

https://travel.rakuten.co.jp/HOTEL/108967/108967.html

82 旅房 芦屋大悲閣

芦屋市奥山1番地

https://daihikaku.jimdofree.com/

83 ホテル竹園 芦屋

芦屋市大原町１0-1

https://www.takezono.co.jp

84 都ホテル尼崎

尼崎市昭和通2-7-1

https://www.miyakohotels.ne.jp/amagasaki/

85 尼崎セントラルホテル

尼崎市昭和南通4-30

https://www.hotel.gr.jp/

86 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/

87 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/

88 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/

89 六甲保養荘

西宮市越水社家郷山1-95

http://www.rokko-hoyoso.jp/

90 ホテル甲子園

西宮市甲子園洲鳥町4-4

https://hotel-koshien.com/

91 やっこ旅館

西宮市甲子園七番町5-19

https://www.yakkoryokan.com

92 宝塚イン

宝塚市月見山1-1-4

93 ホテル若水

宝塚市湯本町9-25

https://www.h-wakamizu.com

94 宝塚ホテル

宝塚市栄町1-1-33

https://www.hankyu-hotel.com/hotel/hh/takarazukahotel

95 宝塚ワシントンホテル

宝塚市栄町2-2-2

https://www.takarazuka-wh.com/

96 有限会社

紅葉舘

宝塚市玉瀬字イズリハ1-44

https://www.takedao-onsen.jp/

97 天然温泉

石道

川西市石道字下垣内216-1

https://www.ishimichi.com/

三田市武庫が丘7-2-1

http://www.sandasummit.jp

98 三田サミットホテル
99 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/

100 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/

101 スマイルホテル 西明石

明石市和坂12-5

https://www.smile-hotels.com

102 西明石ホテル

明石市和坂12-７

http://nishiakashi-hotel.jp/

103 ホテルキャッスルプラザ

明石市松の内2-2

https://www.castlehotel.co.jp/

104 西明石リンカーンホテル

明石市松の内2-3-7

https://acty21.com/rincarn/

105 明石家旅館別館

明石市松の内2-8-7

http://www.akashiya-b.com

106 旅館

明石市西新町2-10-3

権現荘

107 料亭旅館 人丸花壇

明石市大蔵天神町21-22

https://www.hitomarukadan.com

108 ビジネスホテル

明石市鍛冶屋町4-31

http://www.kikusui-hotel.com

菊水

109 栄屋旅館

明石市桜町8-21

https://www.yokoso-akashi.jp/facility/2581

110 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/

111 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

112 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

113 ホテル大久保

明石市大久保町大窪276-1

114

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

115 ＮＫホテル加古川

加古川市尾上町池田643-6

https://www.nk-hotel.com

116 ビジネスホテル松葉

加古川市尾上町今福407-2

https://hotelmatsuba.com

117 ＯＡＡはりまハイツ

加古川市加古川町大野1754-2

https://www.harima-heights.com/

118 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

119 ビジネスイン東和

加古川市平岡町二俣772-5

https://www.inntowa.com

120 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

121 EVER HOTEL

高砂市高砂町朝日町1-10-37

https://www.everhotel.co.jp/takasagoekimae/

122 西脇ロイヤルホテル

西脇市西脇991

https://www.nishiwaki-royalhotel.jp/

123 小野向日葵ホテル

小野市匠台7

http://www.hotel-himawari.com

124 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/

125 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

126 いこいの村はりま

加西市笹倉町823-1

http://www.ikoinomura-harima.jp/

三木ホースランドパーク

エオの森研修センター

高砂駅前
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127 東条湖グランド赤坂

所在地
加東市黒谷1197-23

施設ホームページアドレス
http://tojoko-akasaka.co.jp

128 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/

129 やしろ会館

加東市上三草1134-211

http://yashirokaikan.com

130 滝寺荘

加東市上滝野283

http://takijisou.com/

131 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/

132 ザ キャニオン マウンテン キャンプ 多可郡多可町加美区三谷663-1

https://thecanyoncamp.com/

133 姫路グリーンホテル坂元

姫路市坂元町100

http://www.greenhotel-himeji.com

134 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/

135 姫路グリーンホテル立町

姫路市立町83

http://www.greenhotel-himeji.com

136 ホテルクレール日笠

姫路市十二所前町22

https://www.hotel-higasa.com

137 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

138 着物の小宿

http://himeji-booking.info

うたかた

姫路市二階町19

139 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/

140 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

141 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/

142 夢乃井

姫路市夢前町前之庄1187

https://www.yumenoi.com

143 湯元

姫路市夢前町塩田287

http://www.ueyama-ryokan.com/

上山旅館

144 農家民宿「爺爺」
145 おもてなしの宿

姫路市書写1602
木蓮

146 チサンイン姫路夢前橋

姫路市書写879-17

http://www.himeji-mokuren.com/

姫路市西夢前台3-5

https://www.solarehotels.com/hotel/hyogo/chisuninn-himeji/

147 ホテルサンシャイン青山

姫路市青山南4丁目7-29

https://hotel-sunshineaoyama.co.jp

148 ヴィラ・富栖

姫路市安富町皆河1076-2

https://tomisunosato.net/inst/villa/

149 料理旅館

おかべ

姫路市家島町真浦2421

http://ieshima-okabe.travel.coocan.jp/

150 割烹旅館

志みず

姫路市家島町宮85

http://shimizz.main.jp

151 漁師民宿 森

姫路市家島町坊勢702-43

152 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

153 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/

154 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/

155 HOTEL 万葉岬

相生市相生字金ケ崎5321

https://www.manyoumisaki.jp/

156 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/

157 懐石宿

たつの市御津町黒崎1404

http://www.kaisekiyado-shiori.com

158 新舞子ガーデンホテル

たつの市御津町黒崎1710

http://shinmaikogarden.jp/

159 片しぼ竹の宿 梅玉

たつの市龍野町本町1

160 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/

161 国民宿舎 志んぐ荘

たつの市新宮町新宮1093

www.shinguso.com

潮里

162 呑海楼
163 絶景露天風呂の宿

銀波荘

赤穂市御崎131

https://akoudonkairo.jp/

赤穂市御崎2-8

https://www.ginpaso.co.jp/

164 潮彩きらら祥吉

赤穂市御崎2-8

https://www.ako-syokichi.com

165 かんぽの宿 赤穂

赤穂市御崎883-1

https://www.kanponoyado.japanpost.jp/akou/

166 赤穂ハイツ

赤穂市尾崎向山2470-64

https://ako-haitu.jp/

167 鹿久居荘 赤穂

赤穂市さつき町35-5

http://www.kakuisou.com

168 赤穂パークホテル

赤穂市さつき町36-12

https://www.akoparkhotel.com

169 赤穂ロイヤルホテル

赤穂市加里屋中洲3250

http://www.ako-royal.com/

170 ホテル山⾧

赤穂市加里屋1729-5

https://www.hotel-yamachou.com/

171 民宿レストラン 初音

赤穂市新田599-1

https://www.ako-hatsune.com/

172 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/

173 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/

174 たかのす東小学校(簡易宿所）

宍粟市千種町鷹巣519-2

175 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
176 いろりの宿

木の助

宍粟市一宮町福知1536

177 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

https://takanosu.org/
https://www.chikusakogen.com/
http://www.kinosuke.info/
http://www.sponicpark.jp/

178 SOLA＊YADO

宍粟市一宮町東河内638-286

http://solayado.com/

179 民宿 若鮎荘

佐用郡佐用町下徳久1031-20

https://wakaayusou.sayo.work/

180 コバコ

佐用郡佐用町佐用2828-10

https://workandcamp.cobaco.co.jp

181 グリーンホテルやまなみ

Work & Camp

養父市ハチ高原

http://yamanami.info/

182 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

183 旅館

養父市養父町上野1060-2

https://kozyo-ryokan.com/

古城

184 ハチ高原荘

養父市ハチ高原1580

http://hachikougensou.biz/

185 ロッジ角野山荘

養父市丹戸709

http://kadonosansou.jp/

186 サン・ダイフク

養父市丹戸909

http://sundaifuku.com

187 プラトーこのはな

養父市丹戸909-1

https://hotel-konohana.com/

188 パークホテル白樺館

養父市丹戸896-2

http://www.hachikougen.co.jp/

189 ホテル谷常

養父市丹戸896-2909 ハチ高原

http://www.tanitsune.com
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190 ホテルやまとよ

養父市丹戸字越中910 ハチ高原

191 やねや

養父市奈良尾200

http://www.eonet.ne.jp/~yaneya2016/

192 民宿 清水屋

養父市奈良尾142

https://shimizuya-hyonosen.jimdofree.com/

193 民宿 はつひ

養父市奈良尾144-1

http://htsuhi.com

194 旅館 西村屋

養父市福定52

http://www.eonet.ne.jp/~nishi52/

195 リゾートインロッヂ みゆき

養父市大久保1593-2

hhrp://miyuki-hachi.com

196 ヤングハウス・ナラヤ

養父市大久保461

https://naraya-hachikougen.com/sp/

197 かじや旅館

美方郡香美町村岡区村岡300-1

http://kajiya.jyoukamachi.com

198 よなごや

美方郡香美町村岡区大笹1029

https://yonagoya.wixsite.com/hotel

199 かどや新館

美方郡香美町村岡区大笹478

http://hachikita-kadoya.com

美方郡香美町村岡区大笹551-2

http://www.noma.info/

美方郡香美町村岡区大笹687-1

http://www.h-sasaya.com/

200 ロッヂ野間
201 ハチ北高原
202 旅館

SASAYA

わさびや

203 民宿 松田屋

https://www.yamatoyo.net

美方郡香美町村岡区大笹758

https://www.wasabiya.co/

美方郡香美町小代区大谷634

https://matsudaya.website

204 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

205 颯花

美方郡香美町香住区無南垣236-1

http://www.satsuhana.jp

206 湧昇

美方郡香美町香住区訓谷153

https://kasumi-yusho.com/

207 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

208 民宿 みはら

美方郡香美町香住区訓谷268-4

http://www.sazukaigan-mihara.com

209 民宿 一 (かず)

美方郡香美町香住区訓谷 153-85

http://kani-kazu.com/#

210 波音の宿

美方郡香美町香住区訓谷114

http://www.kasumi-kuroshio.com/

211 民宿 あさひや

美方郡香美町香住区訓谷141-8

http://kasumi-asahiya.com

212 海辺の宿 源六

美方郡香美町香住区訓谷21

http://kasumi-genroku.com/

213 太助

美方郡香美町香住区訓谷295

https://www.tasuke.info/

美方郡香美町香住区訓谷383-2

http://www.nishitaniyakaika.co.jp/

くろしお

214 にしたにや

海華

215 民宿 ひさご

美方郡香美町香住区相谷80

216 民宿 西村屋

美方郡香美町香住区相谷44

217 民宿 よさや

美方郡香美町香住区相谷55

218 てるひこ

美方郡香美町香住区相谷89

219 民宿 ぬまた

美方郡香美町香住区相谷99

220 いわや

美方郡香美町香住区浦上1253-2

http://www.yado-iwaya.co.jp/

221 旅館

美方郡香美町香住区浦上1135-3

http://www.ryokan-kimuraya.com/

222 癒しの宿こえもん

美方郡香美町香住区浦上1206

http://koemon.mystrikingly.com/

223 かに磯料理

美方郡香美町香住区浦上1230

http://www.e-yadoasahi.com/

きむらや
旭屋

224 三吉・かに楽座

甲羅戯

225 大野屋
226 味と游ぶ

夕庵

美方郡香美町香住区浦上312-1

http://www.kouragi.jp

美方郡香美町香住区浦上1261-2

http://www.kaniyado-oonoya.com/

美方郡香美町香住区沖浦939‐1

https://www.you-an.com/

227 臨海荘

美方郡香美町香住区境661-1

http://www.rinkaiso.com/

228 三七十館

美方郡香美町香住区境905

http://www.minatokan.jp/

229 民宿旅館 ⾧四郎

美方郡香美町香住区香住788

https://www.choshiro.com/

230 かにの宿

美方郡香美町香住区香住31-1

https://www.kaniyado-marusei.jp/

丸世井

231 かや荘

美方郡香美町香住区七日市102

http://www.oyado-kasumi.jp/

美方郡香美町香住区七日市312-1

http://www.yuukarou-showa.com/

233 民宿 つね乃家

美方郡香美町香住区七日市381

http://www.kasumi-tsunenoya.com/

234 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/

235 お宿 旬香

美方郡香美町香住区矢田61-2

http://www.oyado-syunka.com/

236 太平

美方郡香美町香住区下浜288

https://www.eonet.ne.jp/~tahei/

237 幸成

美方郡香美町香住区下浜658-4

http://oyadokousei.jp/

238 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/

239 英祥

美方郡香美町香住区下浜651

https://eisyou.net/

240 川本屋

美方郡香美町香住区下浜653‐16

http://www.kawamotoya.co.jp

241 民宿 笹屋

美方郡香美町香住区下浜657-1

242 旬の宿

美方郡香美町香住区余部1809-1

232 夕香楼

しょう和

尾崎屋

243 旅館

荒岩

http://www.eonet.ne.jp/~ozakiya/

244 かにの宿

美方郡新温泉町芦屋263
網元

245 カニ元浜坂海幸の宿

美方郡新温泉町芦屋512-1

https://www.kaninoyado-amimoto.com/

美方郡新温泉町芦屋764-1

https://hamaishi.com/

美方郡新温泉町浜坂2854-1

https://hamasaka-kawanatsu.com/

247 澄風荘

美方郡新温泉町浜坂1856-1

https://syofuso.com/

248 奥澤旅館

美方郡新温泉町七釜744

http://www5.nkansai.ne.jp/hotel/r-okuzawa/

249 こう屋旅館

美方郡新温泉町七釜381

http://www.kouyaryokan.com/

250 佳泉郷井づつや

美方郡新温泉町湯1535

https://www.izutuya.com/

251 橋本屋旅館

美方郡新温泉町湯1543

252 湧泉の宿 ゆあむ

美方郡新温泉町湯1610

246 別館

カワナツ

浜石

http://www.yukemuri.co.jp
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253 ゆめ春来

美方郡新温泉町湯1569-6

http://www.h-kyosai.or.jp/y-haruki/

254 湯快リゾート三好屋

美方郡新温泉町湯1671-3

https://yukai-r.jp/miyoshiya/

255 ログハウス「カナダ」

美方郡新温泉町湯753

http://www.refresh.co.jp/kanada/

256 伯雲亭

美方郡新温泉町細田525

http://www.ne.jp/asahi/e/hakuuntei/index.html

257 豊岡スカイホテル

豊岡市寿町9-5

http://www.toyooka-sky.com/

258 豊岡パークホテル

豊岡市寿町9-8

http://www.toyooka-park.com/

259 オーベルジュ豊岡１９２５

豊岡市中央町11-22

hhttp://www.1925.jp

260 ビジネスイン・全但

豊岡市京町8-28

https://www.zentanbus.co.jp/hotel/

261 ふじい旅館

豊岡市山王町11-50

http://fujiiryokan.jp/

262 かざび

豊岡市但東町小谷637

263 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/

264 神鍋山荘

豊岡市日高町太田1348-1

http://www.kannabe-waraku.com/

和楽

265 ロッヂ・ユートピア

豊岡市日高町太田4-2

http://lodge-utopia.com/

266 神鍋亭

豊岡市日高町太田5

http://www.kannabetei.com/

267 神鍋高原

スリーナウ

268 民宿 陽喜

豊岡市日高町来栖野59-187

http://www.inaker.or.jp/~threenow/

豊岡市日高町栗栖野60-1

https://www.watada.net/

269 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/

270 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/

271 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

272 ゆずや

豊岡市日高町山田457

http://yuzuya-okukan.com/

273 やまき

豊岡市日高町山田497

http://www.okukan.com/wp/yado/yamaki.html

274 民宿 奥神鍋荘

豊岡市日高町山田503-1

http://okukanso.okukan.com/index.html

275 ときわ野

豊岡市日高町名色1328

https://tokiwano.com/sp/

276 志ん屋

豊岡市日高町名色1572

https://www.4n8.jp

277 高原亭

豊岡市日高町名色180-1

http://kougentei.net/

278 名色荘

豊岡市日高町名色102

https://www.nashikisou.com/

279 備前屋

豊岡市日高町名色1154

280 名色ホテル

豊岡市日高町名色1337

281 松の屋

豊岡市日高町名色353

282 深山楽亭

豊岡市城崎町湯島1011

283 ときわ別館

豊岡市城崎町湯島1013

https://www.kinosaki.co.jp

284 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/

285 ホテル

豊岡市城崎町湯島163

ニューオーヒロ

286 有限会社

よしはる旅館

https://www.kannabe-nasikihotel.com/
http://www.shinzanrakutei.jp

豊岡市城崎町湯島180

http://kinosaki-yoshiharu.com/

豊岡市城崎町湯島219

http://koyado.net

豊岡市城崎町湯島221

https://www.kinosaki3928.com/

豊岡市城崎町湯島282

http://www.gonzaemon.com

290 森津屋

豊岡市城崎町湯島417

http://www.morizuya.com

291 但馬屋

豊岡市城崎町湯島453

https://www.kinosaki-tajimaya.co.jp

豊岡市城崎町湯島481

http://www.sennennoyu-koman.com

293 つちや旅館

豊岡市城崎町湯島573

https://www.oyado-tsuchiya.com

294 山本屋

豊岡市城崎町湯島643

https://www.kinosaki.com

295 旅館

豊岡市城崎町湯島690

https://www.kanian.info/

296 やなぎ荘

豊岡市城崎町湯島701

http://www.yanagiso.jp/

297 月本屋旅館

豊岡市城崎町湯島710

http://www.tukimotoya.com

豊岡市城崎町湯島741

http://www.yanagiso.jp/

豊岡市城崎町湯島749

http://www.yanagiso.jp/

300 しののめ荘

豊岡市城崎町湯島757

https://www.sinonomesou.com/

301 つばきの旅館

豊岡市城崎町湯島781

http://www.tsubakino.jp

302 あさぎり荘

豊岡市城崎町湯島876

http://www.asagiriso.com

303 心の宿

豊岡市城崎町湯島219

http://www.kinosaki3928.com/

304 扇屋旅館

豊岡市城崎町湯島243

http://kinosaki-ougiya.com/

305 城崎温泉 ときわ別館

豊岡市城崎町湯島1013

https://www.kinosaki.co.jp

306 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/

307 旅館

豊岡市城崎町湯島1040 1

http://www.kinosaki-sanroot.com/index.html

豊岡市城崎町湯島166

https://kinosaki-kinoie.com

豊岡市城崎町湯島199

http://www.nagomi-ookawa.com

310 みつわ旅館

豊岡市城崎町湯島220

http://kinosaki-mitsuwa.jp/

311 山しろや旅館

豊岡市城崎町湯島245

http://kinosaki-yama468.com

312 おけ庄旅館

豊岡市城崎町湯島246

https://okeshou.jp

豊岡市城崎町湯島257

http://www.kojinmari.com/

314 小林屋

豊岡市城崎町湯島369

https://kobayashiya.co.jp/

315 ゆとうや旅館

豊岡市城崎町湯島373

http://www.yutouya.com

287 但馬牛のやど
288 心の宿

小宿縁

三國屋

289 千年の湯

権左衛門

292 千年の湯

古まん

かに庵

298 やなぎ荘

別館

華山

299 やなぎ荘

新別館

鶴喜

三國屋

サンルート

308 きのいえ
309 和みの宿

おおかわ

313 お宿とお土産

こぢんまり

「ひょうご安心旅」参画宿泊施設一覧
（令和3年2月24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

316 湯宿山よし

豊岡市城崎町湯島379

http://yamayoshi-oyado.com/

317 みよし旅館

豊岡市城崎町湯島412

https://kinosaki-miyoshi.jp/

318 旅舎

豊岡市城崎町湯島427

https://www.kinosaki-yamatoya.com

豊岡市城崎町湯島469

http://www.nishimuraya.ne.jp/honkan/

豊岡市城崎町湯島495

http://www.yado-kiraku.com/

豊岡市城崎町湯島540

https://kinosaki-sento.com

豊岡市城崎町湯島636-1

https://fugetsu-gyosho.com

やまとや

319 西村屋本館
320 喜楽
321 城崎温泉

泉都

322 閑吟のはなれ

風月魚匠

323 阿古

豊岡市城崎町湯島694

324 ゲストハウス 城崎若代

豊岡市城崎町湯島737

https://kinosaki-wakayo.jp/

325 錦水

豊岡市城崎町湯島759

https://www.kinsui.net/

豊岡市城崎町湯島770

http://www.oyadohayakawa.com/

327 いちだや旅館

豊岡市城崎町湯島810

www.ichidaya.co.jp

328 城崎観光ホテル東山荘

豊岡市城崎町湯島835

326 お宿

はやかわ

329 城崎温泉 湯楽 Kinosaki Spa & Gardens 豊岡市城崎町湯島844

http://www.kinosaki-higashiyamasou.co.jp/
https://www.yuraku-group.co.jp/kinosaki/

330 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/

331 大西屋水翔苑

豊岡市城崎町桃島1256

https://www.suisyou.com/

332 幸楽園

豊岡市城崎町今津570-4

http://www.kinosaki-kourakuen.com/

333 旅館

豊岡市城崎町今津630

水明

334 銀花

豊岡市小島1177

https://www.hotespa.net/hotels/ginka/

335 ホテル金波楼

豊岡市瀬戸1090

https://www.kinparo.com

336 旅館

豊岡市竹野町竹野1581-3

http://www.oyado-furubayashi.com/index.html

337 民宿 惣助

ふるばやし

豊岡市竹野町竹野184

http://www.takeno-kanko.com/stay/sousuke/

338 湯やど

豊岡市竹野町竹野3396-1

http://t-motherearth.com/uminone/

豊岡市竹野町竹野6

http://takeno-beach.com/

豊岡市竹野町竹野603

http://www.takeno-kanko.com/stay/house_uminoko/

海の音

339 民宿旅館 ビーチ
340 久畑観光有限会社

ハウス海の子

341 えのもと屋

豊岡市竹野町竹野642

342 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

343 休暇村 竹野海岸

豊岡市竹野町竹野1047

https://www.qkamura.or.jp/takeno/

344 旅館

豊岡市竹野町竹野17-8

http://www.eonet.ne.jp/~tagaki/index.html

345 日の出荘

豊岡市竹野町竹野3008

https://hinodesou.net/

346 旅館

豊岡市竹野町竹野4

たがき
いさぎ

347 大栄

豊岡市竹野町竹野654-1

348 民宿 園

豊岡市竹野町竹野633-2

349 「山の季」 きゃら

豊岡市竹野町椒 1883

https://www.yamanoki-kyara.com/

350 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

351 群鶴亭

朝来市和田山町和田山283

https://gunkakutei.com/

352 有斐軒

朝来市和田山町和田山31

http://www.yuuhiken.com

353 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

354 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/

355 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

356 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/

357 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/

358 農家民宿 まるつね

朝来市生野町黒川322

https://www.marutsune.biz

359 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/

360 ペンション石田

朝来市佐嚢1077-5

https://pensyonishid.jimdofree.com/

361 ロッヂ S.P.H

丹波篠山市東吹956-1

https://sphsasayama.jp

362 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

363 料理旅館

丹波篠山市立町125

https://hot-pot-restaurant-iketomi.business.site

364 潯陽楼

丹波篠山市二階町79

準備中

365 篠山観光ホテル

丹波篠山市北新町123

http://www.botannabe.com/hotel/

366 新たんば荘

丹波篠山市郡家451-4

http://www.tanbaso.jp/

367 ユニトピアささやま

丹波篠山市矢代231-1

http://unitopia-sasayama.pgu.or.jp

368 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/

369 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

370 篠山城下町ホテル ＮＩＰＰＯＮＩＡ

丹波篠山市西町25 ONAE棟

http://www.sasayamastay.jp

池富

371 福住宿場町ホテル ＮＩＰＰＯＮＩＡ

丹波篠山市福住378

http://www.nipponia-fukusumi.com

372 手作り工房

丹波市氷上町新郷1339

http://www.noukaminsyuku.jp/

373 フジヤホテル

丹波市春日町黒井489-1

https://www.fujiya-htl.com

374 国領温泉

丹波市春日町国領206

www.sukeshichi.jp

375 音羽旅館

淡路市江井2787-1

http://www.otowa-ryokan.com/

376 美弥づ旅館

淡路市室津2312

377 かんぽの宿 淡路島

淡路市富島824

https://www.kanponoyado.japanpost.jp/awajishima/index.html

378 津名ハイツ

淡路市志筑162

http://www.tuna-haitu.jp

食農家おかだ
助七

「ひょうご安心旅」参画宿泊施設一覧
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379 ペンション フルーツジュース

淡路市王子1139

380 民宿 浜乃家

淡路市佐野1510

施設ホームページアドレス
http://awajisima.net

381 古民家ハウス-OLUOLU-

淡路市大谷1389

382 ウェスティンホテル淡路

淡路市夢舞台2

https://www.westin-awaji.com/

383 casa-carina

淡路市久留麻2587-3

http://casa-carina.co.jp

淡路市釜口2454-3

https://p-milkyway.p-kit.com/

384 ペンション

ミルキーウェイ

http://kominka-oluolu.com/

385 淡海荘

淡路市岩屋3559の4

http://www.tankaiso.co.jp

386 青と白

淡路市岩屋913-1

http://ao-shiro.jp/

387 民宿 厚浜

洲本市中川原町厚浜1117-1

http://www.awaji-atsuhama.com/

388 やしま

洲本市炬口247

389 海月館

洲本市海岸通1-3-11

http://www.kaigetsu.jp/

390 淡路島観光ホテル

洲本市小路谷1053-17

https://www.awakan.com

391 渚の荘

洲本市小路谷1053-16

花季

392 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

https://www.awajihanagoyomi.com
http://www.the-sunplaza.co.jp

393 ホテルニューアワジ

洲本市小路谷20

https://www.newawaji.com/

394 淡路夢泉景

洲本市小路谷1052-2

https://www.yumesenkei.com/

395 夢泉景別荘天原

洲本市小路谷1052-2

https://www.yumesenkei.com/amahara/

396 夢海游

洲本市山手1-1-50

https://www.yumekaiyu.com/

淡路島

397 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/

398 川⾧旅館

洲本市五色町都志万歳409

https://kawachoryokan.com/

洲本市五色町都志万歳456-2

https://kaheesou.com

399 嘉兵衛荘
400 料理旅館

松原館

洲本市五色町鮎原南谷80-1

http://matsubarakan.jp/

401 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/

402 サンライズ淡路

南あわじ市広田広田1466-1

https://www.sunrise-awaji.com/

403 草地家

南あわじ市倭文土井790

https://kusachike.com/

404 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

405 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=

406 西岡荘

南あわじ市松帆慶野257-2

407 慶和荘

南あわじ市松帆慶野283-1

408 淡路荘

南あわじ市松帆慶野371-3

409 民宿 花円

南あわじ市湊266-1

http://www.minsyuku-hanamaru.com/

410 雁がね荘

南あわじ市 市福永558

http://www.kariganesou.com/

411 淡路島

南あわじ市福良甲21-1

http://www.awajishimakaijyo.com/

南あわじ市福良丙870-1

https://www.qkamura.or.jp/awaji/

南あわじ市阿万吹上町1433-2

https://www.plazaawajishima.com

海上ホテル

412 休暇村 南淡路
413 ホテルニュー淡路

プラザ淡路島

http://awajisou.com/

414 アグリミュージアムＮＡＤＡ

南あわじ市灘山本313

http://am-nada.mystrikingly.com/

415 ホテルアナガ

南あわじ市阿那賀1109

http://www.hotelanaga.com/

416 うめ丸

南あわじ市阿那賀1137-9

www.umemaru.co.jp

417 民宿 観潮荘

南あわじ市阿那賀906-2

https://kanchousou.com/

418 民宿 みたき荘

南あわじ市阿那賀1278-1

419 寿荘

南あわじ市阿那賀1278-5

420 大潮荘

南あわじ市阿那賀845-3

