
2020年2月25日時点

地域 施設名 住所

1 1 神河町 グリーンエコー笠形 神河町根宇野1019-13
2 2 神河町 囲炉裏の宿　豊楽 神河町上小田332
3 3 神河町 星空の見えるリゾートホテル　峰山高原ホテルリラクシア 神河町上小田881-146
4 4 神河町 ホテル　モンテローザ 神河町長谷987
5 5 神河町 グラミンカ 神河町南小田958
6 6 神河町 新田ふるさと村 神河町新田340-1
7 1 宍粟市 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
8 2 宍粟市 一日一組　いろりの宿　木の助 宍粟市一宮町福知1536
9 3 宍粟市 山崎旅館Ｑ　中門前屋（Ｙａｍａｓａｋｉ　Ｒｙｏｋａｎ　Ｑ） 宍粟市山崎町山崎10

10 4 宍粟市 川辺の宿　菊水 宍粟市山崎町庄能392
11 5 宍粟市 伊沢の里 宍粟市山崎町生谷214-1
12 6 宍粟市 東山温泉メイプルプラザ 宍粟市波賀町上野字上東山1799-6
13 7 宍粟市 さつき荘 宍粟市山崎町千本屋333
14 8 宍粟市 ちくさ高原スキー場(ロッジちくさ) 宍粟市千種町西河内1047-218
15 9 宍粟市 東山コテージ村 宍粟市波賀町上野字上東山1799-6
16 10 宍粟市 星と森の宿　ちぐさ山荘 宍粟市千種町鷹巣24-2
17 11 宍粟市 たかのす東小学校 宍粟市千種町鷹巣519-2
18 12 宍粟市 碧雲 宍粟市山崎町山崎41
19 13 宍粟市 ペンション　空とさんぽ 宍粟市山崎町上ノ1110-22
20 14 宍粟市 Country side　田舎 宍粟市山崎町片山156
21 15 宍粟市 旅館　瀧長 宍粟市千種町黒土134-5
22 1 豊岡市(日高神鍋) 志んや 豊岡市日高町名色1572
23 2 豊岡市(日高神鍋) ふる里 豊岡市日高町名色87-4
24 3 豊岡市(日高神鍋) 山根屋 豊岡市日高町名色1135-2
25 4 豊岡市(日高神鍋) 備前屋 豊岡市日高町名色1154
26 5 豊岡市(日高神鍋) ときわ野 豊岡市日高町名色1328
27 6 豊岡市(日高神鍋) 松田屋 豊岡市日高町名色1130
28 7 豊岡市(日高神鍋) よしのや 豊岡市日高町名色1271
29 8 豊岡市(日高神鍋) 松乃屋 豊岡市日高町名色353
30 9 豊岡市(日高神鍋) みやま荘 豊岡市日高町名色1200-1
31 10 豊岡市(日高神鍋) ゲストハウスアミーゴ 豊岡市日高町名色1230
32 11 豊岡市(日高神鍋) 名色荘 豊岡市日高町名色102
33 12 豊岡市(日高神鍋) 名色ホテル 豊岡市日高町名色1337
34 13 豊岡市(日高神鍋) いなかや 豊岡市日高町名色135
35 14 豊岡市(日高神鍋) 可愛人屋 豊岡市日高町名色13
36 15 豊岡市(日高神鍋) たけや 豊岡市日高町名色50
37 16 豊岡市(日高神鍋) 権兵衛 豊岡市日高町名色13
38 17 豊岡市(日高神鍋) 高原亭 豊岡市日高町名色180-1
39 18 豊岡市(日高神鍋) マウントクック 豊岡市日高町東河内914
40 19 豊岡市(日高神鍋) マッキンリー 豊岡市日高町東河内2-11
41 20 豊岡市(日高神鍋) ログリゾートかんなべ 豊岡市日高町東河内941-6
42 21 豊岡市(日高神鍋) スモークウッド 豊岡市日高町東河内4-194
43 22 豊岡市(日高神鍋) ムーンサイド 豊岡市日高町万劫555
44 23 豊岡市(日高神鍋) スノーランド 豊岡市日高町山田113-1
45 24 豊岡市(日高神鍋) ニューみちや 豊岡市日高町山田431
46 25 豊岡市(日高神鍋) ゆずや 豊岡市日高町山田457
47 26 豊岡市(日高神鍋) ふもとや 豊岡市日高町山田639
48 27 豊岡市(日高神鍋) マスダハウス 豊岡市日高町山田516
49 28 豊岡市(日高神鍋) 奥神鍋荘 豊岡市日高町山田503-1
50 29 豊岡市(日高神鍋) リッヂやまた 豊岡市日高町山田694
51 30 豊岡市(日高神鍋) 西村屋 豊岡市日高町山田532
52 31 豊岡市(日高神鍋) まつや 豊岡市日高町山田656
53 32 豊岡市(日高神鍋) スリーナウ 豊岡市日高町栗栖野59-187
54 33 豊岡市(日高神鍋) 神鍋屋 豊岡市日高町栗栖野747-1
55 34 豊岡市(日高神鍋) のんきＰａＰａの鳥図鑑 豊岡市日高町栗栖野61-1
56 35 豊岡市(日高神鍋) ＵＭＥＹＡ（梅屋） 豊岡市日高町栗栖野896
57 36 豊岡市(日高神鍋) つたや 豊岡市日高町栗栖野822
58 37 豊岡市(日高神鍋) とみや 豊岡市日高町栗栖野901
59 38 豊岡市(日高神鍋) 加賀屋 豊岡市日高町栗栖野900
60 39 豊岡市(日高神鍋) やぶや 豊岡市日高町栗栖野817
61 40 豊岡市(日高神鍋) 花屋 豊岡市日高町栗栖野856
62 41 豊岡市(日高神鍋) 双葉屋 豊岡市日高町栗栖野774
63 42 豊岡市(日高神鍋) 陽喜 豊岡市日高町栗栖野60-1
64 43 豊岡市(日高神鍋) ふくや 豊岡市日高町栗栖野773
65 44 豊岡市(日高神鍋) 中屋 豊岡市日高町栗栖野516-1
66 45 豊岡市(日高神鍋) ロッジ丸万 豊岡市日高町栗栖野390
67 46 豊岡市(日高神鍋) 田中屋 豊岡市日高町栗栖野321
68 47 豊岡市(日高神鍋) たばこや 豊岡市日高町栗栖野910-1
69 48 豊岡市(日高神鍋) しなのや 豊岡市日高町栗栖野738
70 49 豊岡市(日高神鍋) しもね 豊岡市日高町栗栖野155
71 50 豊岡市(日高神鍋) 天龍屋 豊岡市日高町栗栖野968
72 51 豊岡市(日高神鍋) ブルーリッジホテル 豊岡市日高町栗栖野55
73 52 豊岡市(日高神鍋) てるてるぼーず 豊岡市日高町太田157-14
74 53 豊岡市(日高神鍋) くるみの木 豊岡市日高町太田145-1
75 54 豊岡市(日高神鍋) ロッジ北壁 豊岡市日高町太田158-70
76 55 豊岡市(日高神鍋) ユートピア 豊岡市日高町太田4-2
77 56 豊岡市(日高神鍋) 森屋 豊岡市日高町太田41
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78 57 豊岡市(日高神鍋) 由良乃家 豊岡市日高町太田1308
79 58 豊岡市(日高神鍋) ペンシオーネキタムラ 豊岡市日高町太田159-10
80 59 豊岡市(日高神鍋) 神鍋亭 豊岡市日高町太田5
81 60 豊岡市(日高神鍋) 神鍋ハイランドホテル 豊岡市日高町太田1
82 61 豊岡市(日高神鍋) 向藤原＆とみや 豊岡市日高町太田110-1
83 62 豊岡市(日高神鍋) しまのや 豊岡市日高町太田125
84 63 豊岡市(日高神鍋) ポムアンナ 豊岡市日高町太田157-11
85 64 豊岡市(日高神鍋) 奥神鍋ヒュッテ 豊岡市日高町山田666
86 65 豊岡市(日高神鍋) ナイトピース 豊岡市日高町東河内938-1
87 66 豊岡市(日高神鍋) 冨士屋 豊岡市日高町栗栖野841
88 67 豊岡市(日高神鍋) まるや山荘 豊岡市日高町万場818
89 68 豊岡市(日高神鍋) ゆとうや神鍋別館 豊岡市日高町万場
90 69 豊岡市(日高神鍋) 万中荘 豊岡市日高町万場348
91 70 豊岡市(日高神鍋) 北住荘 豊岡市日高町万場258
92 71 豊岡市(日高神鍋) さかや 豊岡市日高町万場349
93 72 豊岡市(日高神鍋) 山麓 豊岡市日高町万場790
94 73 豊岡市(日高神鍋) 北神鍋荘 豊岡市日高町東河内241-1
95 74 豊岡市(日高神鍋) やまき 豊岡市日高町山田497
96 75 豊岡市(日高神鍋) 大畑家 豊岡市日高町山田520
97 76 豊岡市(日高神鍋) 神鍋山荘 豊岡市日高町太田1-1
98 77 豊岡市(日高神鍋) わらく 豊岡市日高町太田1348-1
99 78 豊岡市(日高神鍋) おおがみ 豊岡市日高町太田11

100 79 豊岡市(日高神鍋) オーベルジュアルビレオ 豊岡市日高町山田147-1
101 80 豊岡市(日高神鍋) 民宿田中 豊岡市日高町太田7-1
102 81 豊岡市(日高神鍋) 神鍋グリーンホテル 豊岡市日高町国分寺400-17
103 1 養父市 ホテル　サンダイフク 養父市ハチ高原
104 2 養父市 ホテル　やまとよ＜兵庫県＞ 養父市ハチ高原
105 3 養父市 グリーンホテルやまなみ（旧：ヒュッテやまなみ） 養父市ハチ高原
106 4 養父市 リゾートロッヂ山水館 養父市ハチ高原
107 5 養父市 エレガントヒュッテ　こだま 養父市ハチ高原
108 6 養父市 ハチ高原　ホテル　谷常 養父市ハチ高原
109 7 養父市 ハチ高原荘 養父市ハチ高原1580
110 8 養父市 ハチ高原　リゾートイン　ロッヂみゆき 養父市ハチ高原１５９３
111 9 養父市 ほたるの館 養父市奥米地773
112 10 養父市 旅館　古城 養父市上野1060-2
113 11 養父市 やぶ温泉　但馬楽座 養父市上野299
114 12 養父市 あゆ公園　ペンション翡翠（ヒスイ） 養父市大屋町加保575
115 13 養父市 こころの里　懐 養父市大屋町若杉547-2
116 14 養父市 ロッジ　ふじなし 養父市大屋町若杉99-2
117 15 養父市 民宿たちばな 養父市大久保12
118 16 養父市 ロッジ万両 養父市大久保1585
119 17 養父市 高原ホテル　グリーンロッヂ 養父市大久保1659
120 18 養父市 ハチ高原　かつみや 養父市大久保29
121 19 養父市 ハチ高原　ふる里　あさぎり荘 養父市大久保425
122 20 養父市 ロッヂ　ヤングハウス　ナラヤ 養父市大久保461
123 21 養父市 岡口屋 養父市大久保63
124 22 養父市 ロッジ　ニューなわて 養父市大久保73
125 23 養父市 ロッジ　えびすや 養父市大久保80-1
126 24 養父市 民宿　谷中屋 養父市丹戸67
127 25 養父市 プラトーこのはな 養父市丹戸909-1
128 26 養父市 鉢伏高原　民宿　京口屋 養父市丹戸98-2
129 27 養父市 清水屋 養父市奈良尾142
130 28 養父市 民宿　はつひ 養父市奈良尾144-1
131 29 養父市 満月 養父市奈良尾147
132 30 養父市 ハチ高原　プチホテル　ホワイトウイング 養父市奈良尾26
133 31 養父市 ピュアホテル 養父市八鹿町高柳153-1
134 32 養父市 Ｈｏｔｅｌ　ＩＫＵＥ 養父市八鹿町八鹿1258-1
135 33 養父市 ロッヂ　みやま荘 養父市鉢伏高原
136 34 養父市 西村屋 養父市福定52
137 35 養父市 ハチ高原　ロッジかめや荘 養父市福定荒田954
138 36 養父市 ロッヂ鉢 養父市別宮1179-1
139 37 養父市 ちさと山荘 養父市別宮1180
140 38 養父市 ニュー桂屋 養父市別宮1182
141 39 養父市 ロイヤル　ハジメ 養父市別宮1185
142 40 養父市 ロッヂ翠山荘 養父市別宮290
143 41 養父市 東鉢伏高原　清和荘 養父市別宮476
144 42 養父市 かづや 養父市丹戸260
145 43 養父市 さかや 養父市丹戸166
146 44 養父市 やまか屋 養父市丹戸87
147 45 養父市 やねや 養父市奈良尾200
148 46 養父市 氷ノ山屋 養父市奈良尾141
149 47 養父市 草谷山荘 養父市奈良尾130
150 48 養父市 喜楽屋 養父市福定59
151 49 養父市 岳水 養父市福定55
152 50 養父市 はなや 養父市福定49
153 51 養父市 つるや 養父市大久保76
154 52 養父市 末広屋 養父市大久保166
155 53 養父市 朝日屋 養父市大久保163
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156 54 養父市 ニューハウス 養父市大久保474
157 55 養父市 スキーハウス 養父市福定984-1
158 56 養父市 アサヒロッジ 養父市大久保1582-2
159 57 養父市 ホテルかねいちや 養父市ハチ高原
160 58 養父市 角野山荘 養父市ハチ高原
161 59 養父市 ヴィ・ギンレイ 養父市丹戸909
162 60 養父市 ロッジ青い鳥 養父市ハチ高原
163 61 養父市 アルカンシェール東鉢伏 養父市別宮345
164 62 養父市 パークホテル白樺館 養父市丹戸896-2
165 63 養父市 ANNEXフォレストロッジ 養父市丹戸893-3
166 64 養父市 ふるさと交流の家「いろり」 養父市大屋町大杉1081
167 65 養父市 ログハウスゆら 養父市大屋町中34-4
168 1 香美町(小代) 吉滝キャンプ場コテージ村 美方郡香美町小代区貫田後山620
169 2 香美町(小代) 尼崎市立美方高原自然の家「とちのき村」 美方郡香美町小代区新屋1432-35
170 3 香美町(小代) 美方パレス 美方郡香美町小代区城山11
171 4 香美町(小代) 藤乃 美方郡香美町小代区平野615－1
172 5 香美町(小代) 奥但馬　美方高原コテージ村 美方郡香美町小代区新屋1432
173 6 香美町(小代) 宙の森ホテル　花郷里 美方郡香美町小代区大谷300
174 7 香美町(小代) 小代温泉　中佐屋旅館 美方郡香美町小代区大谷50
175 8 香美町(小代) 民宿　松田屋 美方郡香美町小代区大谷634
176 9 香美町(小代) 料理旅館　大平山荘 美方郡香美町小代区大谷829
177 10 香美町(小代) スミノヤゲストハウス 美方郡香美町小代区貫田197
178 11 香美町(小代) 中村荘 美方郡香美町小代区城山345
179 1 香美町(村岡) かどや新館 美方郡香美町村岡区大笹1006
180 2 香美町(村岡) 旅館　民宿　松屋 美方郡香美町村岡区大笹1015
181 3 香美町(村岡) ハチ北高原　民宿　坂本屋 美方郡香美町村岡区大笹1019
182 4 香美町(村岡) 旅館　えびすや 美方郡香美町村岡区大笹1138
183 5 香美町(村岡) ハチ北高原　プチホテル　Ａｏｉｔｏｒｉ 美方郡香美町村岡区大笹535-1　ハチ北高原
184 6 香美町(村岡) ロッヂ野間 美方郡香美町村岡区大笹551-2　ハチ北高原
185 7 香美町(村岡) ハチ北温泉　内湯旅館　ＳＡＳＡＹＡ 美方郡香美町村岡区大笹687-1
186 8 香美町(村岡) ハチ北温泉　旅館　さかえ 美方郡香美町村岡区大笹688
187 9 香美町(村岡) みはらしや 美方郡香美町村岡区大笹729　
188 10 香美町(村岡) 旅館　なかや 美方郡香美町村岡区大笹755-1
189 11 香美町(村岡) ハチ北温泉　お宿　ひさ家 美方郡香美町村岡区大笹756-2
190 12 香美町(村岡) ハチ北高原　旅館わさびや 美方郡香美町村岡区大笹758
191 13 香美町(村岡) リゾート　ヴィラ　ハチ北 美方郡香美町村岡区和池635-7
192 14 香美町(村岡) よなごや 美方郡香美町村岡区大笹1029
193 15 香美町(村岡) 旅館西村や 美方郡香美町村岡区大笹112
194 16 香美町(村岡) ロッヂあさひ 美方郡香美町村岡区大笹字中山576-1ハチ北高原

195 17 香美町(村岡) プチコテージ　エルム 美方郡香美町村岡区大笹
196 18 香美町(村岡) 天空の宿　さら 美方郡香美町村岡区大笹字中山611-11
197 19 香美町(村岡) 内湯旅館　向畑 美方郡香美町村岡区大笹752-1
198 20 香美町(村岡) うづかの森 美方郡香美町村岡区森脇230
199 21 香美町(村岡) かじや旅館 美方郡香美町村岡区村岡300-1
200 1 新温泉町(湯村) 湯村温泉　伯雲亭 美方郡新温泉町湯
201 2 新温泉町(湯村) 山陰湯村温泉　内湯旅館さんきん 美方郡新温泉町湯1217
202 3 新温泉町(湯村) 山陰湯村温泉　朝野家 美方郡新温泉町湯1269
203 4 新温泉町(湯村) 湯村温泉　佳泉郷　井づつや 美方郡新温泉町湯1535
204 5 新温泉町(湯村) 山陰湯村温泉　橋本屋旅館 美方郡新温泉町湯1543
205 6 新温泉町(湯村) 湯村温泉　寿荘 美方郡新温泉町湯1561-1
206 7 新温泉町(湯村) 湯村温泉　魚と屋 美方郡新温泉町湯1599-1　
207 8 新温泉町(湯村) 山陰湯村温泉　湧泉の宿　ゆあむ 美方郡新温泉町湯1610
208 9 新温泉町(湯村) 湯村温泉　自家源泉のお宿　とみや 美方郡新温泉町湯181-2
209 10 新温泉町(湯村) まきばの宿＜兵庫県＞ 美方郡新温泉町丹土1033
210 11 新温泉町(湯村) にしむら荘 美方郡新温泉町湯1176
211 12 新温泉町(湯村) ゆめ春来 美方郡新温泉町湯1569-6月
212 13 新温泉町(湯村) 宮の下荘 美方郡新温泉町湯1178
213 1 新温泉町(浜坂) 七釜温泉　安楽荘 美方郡新温泉町七釜771
214 2 新温泉町(浜坂) 七釜温泉　七釜荘 美方郡新温泉町七釜337
215 3 新温泉町(浜坂) 七釜温泉　清水や 美方郡新温泉町七釜756
216 4 新温泉町(浜坂) 七釜温泉　こう屋旅館 美方郡新温泉町七釜381
217 5 新温泉町(浜坂) 七釜温泉　ときわ旅館 美方郡新温泉町七釜895-2
218 6 新温泉町(浜坂) 浜坂温泉　民宿なかしま 美方郡新温泉町浜坂2871
219 7 新温泉町(浜坂) 浜坂温泉　味の宿　緑風荘 美方郡新温泉町浜坂2684-1
220 8 新温泉町(浜坂) 浜坂温泉　浜坂温泉保養荘 美方郡新温泉町浜坂775
221 9 新温泉町(浜坂) 浜坂温泉　かにの宿　網元 美方郡新温泉町芦屋512-1
222 10 新温泉町(浜坂) 浜坂温泉　旅館　浜石 美方郡新温泉町芦屋764-1
223 11 新温泉町(浜坂) 浜坂温泉　魚と屋 美方郡新温泉町芦屋663
224 12 新温泉町(浜坂) 浜坂温泉　芦屋荘 美方郡新温泉町芦屋444
225 13 新温泉町(浜坂) 浜坂温泉　旅館カワナツ 美方郡新温泉町浜坂2854-1
226 14 新温泉町(浜坂) 諸寄地区　民宿なかいえ 美方郡新温泉町諸寄416
227 15 新温泉町(浜坂) 諸寄地区　民宿海の家つるだ 美方郡新温泉町諸寄269-2
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