
10月21日現在

施設名 住所 電話番号 登録店舗のＨＰアドレス

アートホテル鹿児島 鹿児島市鴨池新町22-1 099-257-2411 www.art-kagoshima.com

アクアガーデンホテル福丸 鹿児島市名山町11-8 099-226-3211 https://www.hotel-fukumaru.com/

アパホテル〈鹿児島天文館〉 鹿児島市千日町13番23号 099-224-3111 https://www.apahotel.com/hotel/kyushu/Kagoshima-tenmonkan/

アパートメントホテル ecott 鹿児島市谷山中央1丁目4017-1 099-814-5118 https://ecott.space/

温泉ホテル中原別荘（客室禁煙・耐震改修済） 鹿児島市照国町15-19 099-225-2800 http://nakahara-bessou.co.jp/

鹿児島サンロイヤルホテル 鹿児島市与次郎1丁目8番10号 099-253-2020 https://www.sunroyal.co.jp

かごしま第一ホテル鴨池 鹿児島市鴨池新町18 099-256-2900 http://www.kagoshima-daiichi.jp/kamoike/

かごしま第一ホテル きしゃば 鹿児島市下荒田4丁目48-39 099-284-0005 http://www.kagoshima-daiichi.jp/kishaba

かごしまプラザホテル天文館 鹿児島市山之口町7-8 099-222-3344 https://www.kag-plaza.co.jp/

鹿児島ワシントンホテルプラザ 鹿児島市山之口町12-1鹿児島センタービル1階 099-225-6111 http://washington.jp/kagoshima/

グッドイン鹿児島 鹿児島市西田2-27-24 099-285-1515 https://www.good-inn.com/kagoshima/

グランドベース鹿児島 鹿児島市加治屋町17-6 092-292-2431 https://grand-base.jp/hotel/gb-kagoshima/

グランドベース鹿児島中央 鹿児島市西田2-12-25 092-292-2431 https://grand-base.jp/hotel/gb-kagoshima-chuo/

グランドベース鹿児島天文館 鹿児島市大黒町3-10 092-292-2431 https://grand-base.jp/hotel/gb-kagoshima-tenmonkan/

グリーンゲストハウス 鹿児島市住吉町5-7 099-802-4301 http://green-guesthouse.com

グリーンリッチホテル鹿児島天文館 鹿児島市山之口町12-16福徳ビル 099-224-5551 https://greenrichhotels.jp/kagoshima/

渓谷苑 鹿児島市東佐多町710-2 099-295-2044 https://www.keikokuen.com

ゲストハウス　バンビーナ 鹿児島市中央町21-30  2F･3F 099-297-4423 https://banvina.jp/ja/

ゲストハウス　バンビーナ城山 鹿児島市鷹師2丁目6-12宮永企業ビル3F 099-230-0581 https://shiroyama.banvina.jp/ja/

ゲストハウスM104鹿児島 鹿児島市名山町10-4M104ビル 099-225-3939 https://kagoshimaguesthouse.localinfo.jp/

桜島シーサイドホテル 鹿児島市古里町1078-63 099-221-2121 https://www.kagoshima-yokanavi.jp/accommodation/10201

さくらじまホテル 鹿児島市古里町1078番地64号 099-221-2311 http://sakurajimahotel.jp/

サンデイズイン鹿児島 鹿児島市山之口町9-8 099-227-5151 http://www.sundaysinn.com/

シルクイン鹿児島 鹿児島市上之園町19-30 099-258-1221 http://www.silk-inn.jp

SHIROYAMA HOTEL kagoshima（城山ホテル鹿児島） 鹿児島市新照院町41-1 099-224-2211 https://www.shiroyama-g.co.jp/

ＪＲ九州ホテル鹿児島 鹿児島市武1-1-2 099-213-8000 https://www.jrk-hotels.co.jp/Kagoshima/

スパランド裸・楽・良 鹿児島市東俣町1450 099-245-7070 http://www.spa-rarara.com

センチュリオンホテル鹿児島天文館 鹿児島市呉服町1-3 099-227-5611 https://www.centurion-hotel.com/kagoshima/#kagoshima

ソラリア西鉄ホテル鹿児島 鹿児島市中央町11番地 099-210-5555 https://nnr-h.com/solaria/kagoshima/

東横イン鹿児島中央駅西口 鹿児島市西田2丁目28-10 099-814-1045 https://www.toyoko-inn.com/search/detail/00220/

東横イン鹿児島中央駅東口 鹿児島市中央町26-25 099-813-1045 https://www.toyoko-inn.com/search/detail/00202/

東横イン鹿児島天文館Ⅰ 鹿児島市山之口町3-6 099-219-1045 https://www.toyoko-inn.com/search/detail/00065/

東横イン鹿児島天文館Ⅱ 鹿児島市東千石町1-43 099-224-1045 https://www.toyoko-inn.com/search/detail/00089/

ドーミーイン鹿児島 鹿児島市西千石町17-30 099-216-5489 https://www.hotespa.net/hotels/kagoshima/

ビジネスホテル天文館 鹿児島市船津町2番2号 099-224-3371 http://bijiten.com/

ビッグバーンズマンション田上 鹿児島市田上6丁目5-15-311号 080-2347-3229

ホテルアービック鹿児島 鹿児島市武1丁目3番1号 099-214-3588 https://www.urbic.jp

ホテル＆レジデンス南洲館 鹿児島市東千石町19-17 099-226-8188 https://nanshukan.co.jp/

ホテルウェルビューかごしま 鹿児島市与次郎二丁目4番25号 099-206-3838 http://www.welview.com/

ホテルガストフ 鹿児島市中央町7-1 099-252-1401 http://www.gasthof.jp/

ホテル鴨池プラザ 鹿児島市鴨池1丁目53-2 099-251-7000 http://www.kamoike.com/

ホテルグランセレッソ鹿児島 鹿児島市山之口町2-1 099-813-7773 https://grancerezo.com/

ホテルゲートイン鹿児島 鹿児島市船津町5-20 099-223-9100 https://www.gatein.jp/

ホテルサンフレックス鹿児島 鹿児島市堀江町19-14 099-225-5511 https://ct.rion.mobi/sunflex.kagoshima/

ホテルタイセイ 鹿児島市西田1丁目4-23 099-256-6111 https://www.taisei-grp.co.jp

ホテルタイセイアネックス 鹿児島市中央町4番地32 099-257-1111 https://www.hotel-taisei-annex.jp

ホテルニューニシノ 鹿児島市千日町13-24 099-224-3232 http://www.new-nishino.co.jp

ホテルパームス天文館 鹿児島市新町1-23 099-222-2100 http://hotel-palms.com/

ホテル吹上荘 鹿児島市照国町18番15号 099-224-3500 https://www.fukiagesou.jp/

ホテル法華クラブ鹿児島 鹿児島市加治屋町13-6 099-223-0551 https://www.hokke.co.jp/kagoshima/

ホテルマイステイズ鹿児島天文館 鹿児島市山之口町2-7 099-224-3211 https://www.mystays.com/hotel-mystays-kagoshima-tenmonkan-kagoshima/

ホテルマイステイズ鹿児島天文館2番館 鹿児島市呉服町1-20 099-223-3434 https://www.mystays.com/hotel-mystays-kagoshima-tenmonkan-annex-kagoshima/

ホテルユニオン 鹿児島市西田2丁目12-34 099-253-5800 https://www.union-h.co.jp/
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ホテルレクストン鹿児島 鹿児島市山之口町4-20 099-222-0505 http://nisikawa.net/lexton/

マリンパレスかごしま 鹿児島市与次郎二丁目8番8号 099-253-8822 https://maripala.com/

三越ホテル本館 鹿児島市下荒田2丁目43-4 099-251-3333

YOU STYLE HOTEL MARINE 鹿児島市船津町4-7 099-239-5001 https://youstyle-hotel.jp/

リッチモンドホテル鹿児島天文館 鹿児島市千日町14-28 099-239-0055 https://richmondhotel.jp/kagoshima-tenmonkan/

OCEAN RESORT えぐち家 日置市東市来町湯田731 099-295-0130 https://eguchiya.jp/

国民宿舎　吹上砂丘荘 日置市吹上町今田1004-3 0120-296-233 http://sakyuso.com/

新湯温泉旅館 日置市吹上町湯之浦1194 099-296-2250 https://shinyuonsen.com/

旅館遠見 日置市東市来町湯田3408 099-274-2027

中島温泉旅館 日置市吹上町湯之浦1106 099-296-2073 http://nakashima-onsen.com/

Fukiagehama Field Hotel いちき串木野市湊町1丁目101番地 0996-36-2511 https://ff-h.jp/

アーバンホテル国分 霧島市国分中央3丁目17-19 0995-46-5500 http://www.urbanhotelkokubu.co.jp/

アクティブリゾーツ霧島 霧島市霧島田口2703-5 0995-57-2111 https://www.daiwaresort.jp/kirishima/

アパホテル〈鹿児島国分〉 霧島市国分中央3丁目41番23号 0995-47-5588 https://www.apahotel.com/hotel/kyushu/central-in-kokubu/

安楽温泉　朱峰 霧島市牧園町宿窪田4155 0995-77-2423 http://www.syumine.com

いやしの里　松苑 霧島市牧園町高千穂3930 0995-78-2511 https://www.shoen.co.jp/

いやしの里　松苑　離れ 霧島市牧園町高千穂3930-113 0995-78-2560 https://www.shoen.co.jp/

岩戸温泉 霧島市国分姫城3261 0995-45-4136

おりはし旅館 霧島市牧園町下中津川2233 0995-77-2104 http://www.orihashi.co.jp/

おやど花みずき 霧島市牧園町高千穂3910 0995-78-2940 https://www.oyado-hanamizuki.co.jp/

かごしま空港ホテル 霧島市溝辺町麓616-1 0995-58-2331 https://k-kukohotel.co.jp/

霧島温泉純和風旅館牧水荘 霧島市牧園町高千穂3930 0995-78-2421 http://www.bokusuisou.jp

霧島温泉ソサエティ 霧島市牧園町高千穂3917-511 0995-78-2525 http://www.kirishima-society.jp/

霧島観光ホテル 霧島市牧園町高千穂3885 0995-78-2531 https://www.kirikan.jp/

霧島国際ホテル 霧島市牧園町高千穂3930番地12 0995-78-2801 https://www.kirikoku.co.jp/

霧島四季彩の郷　万遊 霧島市霧島田口1966番地4 0995-57-3600

霧島花紫 霧島市牧園町高千穂3254-23 0995-78-8181 http://hanamurasaki.com/

霧島ホテル 霧島市牧園町高千穂3948 0995-78-2121 https://www.kirishima-hotel.jp

霧島 緑の村 霧島市霧島田口2583-13 0995-57-0364

きりしま悠久の宿一心 霧島市牧園町高千穂3590-34 0995-64-4100 http://www.isshin-kirishima.jp

霧島湯之谷山荘 霧島市牧園町高千穂4970 0995-78-2852 https://www.mountaintrad.co.jp/~yunotani/

クラブ・ヴィラスリーシックス(かごしま空港36カントリークラブ内) 霧島市横川町下ノ高松1023 0995-72-1081 http://www.kuko36cc.co.jp/

ゲストハウス Coco Garage 霧島市霧島田口1672-21 090-1976-7500 https://www.booking.com/hotel/jp/gesutohausu-coco-garage.ja.html

さくらさくら温泉 霧島市霧島田口2324-7 0995-57-1227 http://www.sakura-sakura.jp

サンホテル国分 霧島市国分中央3-24-31 0995-48-8000 www.sunhotel-kokubu.com

四季の宿明翠 霧島市国分剣之宇都町183-1 0995-55-8318 https://shikinoyado-meisui.com/

数寄の宿　野鶴亭 霧島市隼人町東郷1-8 0995-42-6400 http://www.yakakutei.com

地鶏の里 永楽荘 霧島市隼人町松永3766 0995-42-3210

D+KIRISHIMA 霧島市牧園町高千穂3885 0995-78-2531 https://dplus-kirishima.com/

天からの贈り物 Villa Montpetre 霧島市霧島田口2594-107 090-1926-6776 http://montpetre.com

鳥遊ぶ森の宿　ふたり静 霧島市牧園町高千穂3620-4 0995-78-3161 https://futarishizuka.jp/

日の出温泉きのこの里 霧島市牧園町宿窪田3698 0995-77-2255 https://bigbox2978.wixsite.com/kinokonosato

美肌の湯こしかの温泉 霧島市隼人町松永2625 0995-43-4046 https://koshikano-onsen.com

ビジネスホテル伊佐 霧島市溝辺町麓2433番地1 0995-64-1722

夫婦露天風呂の宿　天テラス 霧島市牧園町高千穂3761 0993-22-2217 https://ama-teras.jp

星野リゾート　界 霧島 霧島市霧島田口字霧島山2583-21 0570-073-011 https://hoshinoresorts.com/plans/JA/0000000127/0000000024

ホテル京セラ 霧島市隼人町見次1409-1 0995-43-7111 https://www.h-kyocera.co.jp

ホテル霧島キャッスル 霧島市牧園町高千穂3878-49 0995-78-2211 http://www.hmi-ryokan.jp/castle/

ホテル国分荘 霧島市国分中央3-24-16 0995-45-0130 http://www3.synapse.ne.jp/h-kokubusou/

ホテル静流荘 霧島市牧園町高千穂3806 0995-78-2021 http://seiryuso.org

ホテルネクステージ 霧島市国分中央3-40-53 0995-46-6060 http://www.nextage.in

みやまホテル 霧島市牧園町高千穂3900-22 0995-78-2655 http://www.miyama-hotel.jp

妙見石原荘 霧島市隼人町嘉例川4376番地 0995-77-2111 https://www.m-ishiharaso.com/
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妙見温泉　天けい荘 霧島市隼人町嘉例川4403-1 0995-77-2877 http://www5.synapse.ne.jp/tenkeisou/

妙見温泉ねむ 霧島市隼人町嘉例川4386 0995-77-2201 https://www.m-nem.jp/

妙見田中会館 霧島市牧園町下中津川1 0995-77-2311 http://www.tanakakaikan.co.jp/

妙見楽園荘 霧島市隼人町嘉例川4363 0995-77-2121 https://myoken-rakuenso.com

優湯庵 霧島市隼人町姫城1-177 0995-42-0550 https://www.you-yu.com/

ラビスタ霧島ヒルズ 霧島市牧園町高千穂3812-6 0995-64-4321 https://www.hotespa.net/hotels/kirishima/

料亭旅館竹千代霧島別邸 霧島市霧島田口2465 0995-64-8008 http://www.nisikawa-takechiyo.jp/

旅行人山荘 霧島市牧園町高千穂3865 0995-78-2831 https://ryokojin.com/

ロイヤルイン国分 霧島市国分府中町35-43 0995-48-5881 https://royalin-kokubu.com/

忘れの里　雅叙苑 霧島市牧園町宿窪田4230 0995-77-2114 https://gajoen.jp/

Shankara Lodge  シャンカラロッジ 霧島市霧島田口2638-353 070-3789-5233 https://vacation-stay.jp/listings/119378

大口グリーンホテル 伊佐市大口里479-1 0995-22-7211 http://www.miyasako-sangyou.com/hotel/

離れのある囲炉裏温泉旅館　早水荘 伊佐市菱刈川北2280-14 0995-26-1141 http://www.hayamizuso.com

AIRAIKU HOTEL kagoshima 姶良市東餠田399-2 0995-67-0055 https://airaiku.com

ファンコートランドホテル 姶良市東餠田433-15 0995-67-2221 https://cortlandthotel.com

フォンタナの丘かもう 姶良市蒲生町久末434-1 0995-52-1218 http://f-kamou.com/

お宿みどこい 阿久根市赤瀬川1188番5 0570-031-091 https://oyadomidokoi.com/

ひさご旅館 阿久根市港町30 0996-72-1010 http://www.kagoshima-mall.co.jp/hisago/

出水湯泉宿泊センター 出水市境町57 0996-67-4126

いやしの宿いにしえ 出水市福ノ江町518 090-1199-7314 http://www.synapse.ne.jp/inisie/

ひかりの郷 出水市高尾野町大久保5589-3 0996-79-3401 http://www.genkou.jp.net/

ホテルウィングインターナショナル出水 出水市昭和町48-5 0996-63-8111 https://www.hotelwing.co.jp/izumi/

ホテルキング 出水市向江町5-18 0996-62-1511 http://www.hotelking.info/

ホテル泉国邸 出水市文化町351 0996-63-1590 http://www.hotel-sengokutei.jp/

アパートメントホテル西向田 薩摩川内市西向田町10-8 0120-66-1515

磯口旅館 薩摩川内市下甑町手打792 09969-7-0552 http://isoguchi.cocolog-nifty.com/blog/isoguchiblogtop.html

SPA HOTEL YUTTARIKAN 薩摩川内市東郷町斧渕1940-1 0996-42-2244 https://www.hotel-areaone.com/yuttarikan/

高江未来学校 薩摩川内市高江町654-1 0996-20-6100 https://www.takae-future-school.com

FUJIYA HOSTEL 薩摩川内市里町里172 070-2385-3663 https://fujiya-hostel.jp/

ホテルグリーンヒル 薩摩川内市樋脇町市比野250 0996-38-2100 http://www.hotel-green-hill.com/

ホテル祁答院 薩摩川内市祁答院町下手3600 0996-55-1700 https://kedouin.com/

ホテルこしきしま親和館 薩摩川内市下甑町長浜1233-3 09969-6-2008 http://sinwakan.jp/

みやざき旅館 薩摩川内市宮崎町1477-12 0996-23-6564 https://peraichi.com/landing_pages/view/csd4s

民宿あづま 薩摩川内市下甑町長浜949 09969-6-2526 http://minshuku-azuma.com/

民宿恵比寿 薩摩川内市西向田町2-21 0996-23-3356

民宿さらい 薩摩川内市御陵下町8-18 0996-26-1180

旅館　薩摩の里 薩摩川内市樋脇町市比野4134番地 0996-38-1012 http://satsumanosato.jp

S CUBE HOTEL by SHIROYAMA 薩摩川内市平佐1丁目18番地 0996-25-5225 https://www.scube-hotel.com/

さつまリゾートホテル 薩摩郡さつま町求名6122 0996-57-1511 https://www.satsuma-golf.com/

手塚ryokan 薩摩郡さつま町湯田1482-1 0996-55-9311 http://www.tetsuka.jp/

旅館玉之湯 薩摩郡さつま町湯田1366-42 0996-55-9111 https://www.tamanoyu.jp/

金比羅旅館 出水郡長島町獅子島1707-5 0996-89-3006

ペンション海 出水郡長島町下山門野2643-1 080-4313-1084 https://pension-kai.com/

民宿　えびす屋 出水郡長島町蔵之元3720-7 090-7478-5252 http://www.489.gr.jp/ebisuya/

民宿　夕暮荘 出水郡長島町下山門野2650-65 0996-88-5823 http://www.yuuguresou.jp

阿久根市

伊佐市

姶良市

北薩地域

出水市

薩摩川内市

さつま町

長島町

https://vacation-stay.jp/listings/119378
https://fujiya-hostel.jp/
https://www.scube-hotel.com/


枕崎観光ホテル岩戸 枕崎市岩戸町58番地 0993-72-2343 www.hotel-iwato.com

枕崎ステーションホテル 枕崎市住吉町10番地 0993-72-3231 http://makurazaki-s-hotel.jp/

指宿いわさきホテル 指宿市十二町3805-1 0993-22-2131 https://ibusuki.iwasakihotels.com/

指宿温泉こらんの湯錦江楼 指宿市西方4507 0993-22-3377 https://www.kinkouroh.co.jp/

指宿温泉ホテル翔月 指宿市湯の浜2丁目12-7 0993-22-2241 https://shougetu.co.jp

指宿海上ホテル 指宿市十二町3750 0993-22-2221 http://kaijyohotel.co.jp/

指宿こころの宿 指宿市東方9227-6 0993-23-0810 http://www.ibusukikokoro.jp

指宿シーサイドホテル 指宿市十町1912 0993-23-3111 https://www.ibusuki-seaside.co.jp

いぶすき秀水園 指宿市湯の浜5丁目27-27 0993-23-4141 http://www.syusuien.co.jp/

指宿白水館 指宿市東方12126-12 0993-22-3131 http://www.hakusuikan.co.jp/

指宿フェニックスホテル 指宿市十二町4320 0993-23-4111 https://phoenixhotel.co.jp/

指宿民宿　千成荘 指宿市湯の浜5-10-9 0993-22-3379 https://www.ibusuki-chuoryokan-kumiai.com/kaisui

指宿ロイヤルホテル 指宿市十二町4232-1 0993-23-2211 https://ibusukiroyalhotel.co.jp/

ウィークリーマンション海水 指宿市湯の浜5丁目17番15号 0993-22-6001 https://www.ibusuki-chuoryokan-kumiai.com/kaisui

お宿やまびこ 指宿市十二町4325-1 0993-27-1630 https://www.oh-yeah-do.info/

温泉水プール&夫婦露天風呂の離れ宿　悠離庵 指宿市十二町6771-6 0993-22-2217 https://www.yurian.jp

簡易宿指宿静香 指宿市湊3-6-21 080-6456-3769

木の香の宿ゆのとこ 指宿市湯の浜4-20-17 080-7827-9234 https://yunotoko.com/

休暇村指宿 指宿市東方10445 0993-22-3211 https://www.qkamura.or.jp/ibusuki/

ビジネスホテル古里 指宿市十二町3867 0993-22-3395 http://furusato-ibusuki.jp/

夫婦露天風呂の宿　吟松 指宿市湯の浜5丁目26-29 0993-22-2217 https://ginsyou.com

民宿　せきちょう 指宿市湯の浜5-27-10 0993-22-2068

民宿たかよし 指宿市湯の浜5-1-1 0993-22-5982 https://www.ibusuki-chuoryokan-kumiai.com/takayosi

旅館月見荘 指宿市湯の浜5-24-8 0993-22-4221 http://www.tsukimi.jp/

ローズマリーホテル 指宿市湊4-4-16 0993-22-3171

村田旅館 南さつま市加世田唐仁原5640 0993-53-3321 https://murataryokan.com

遊浜館 南さつま市大浦町24593番地 0993-62-2100

加世田ホテルよしや 南さつま市加世田本町44番地20 0993-53-5527 http://www.hotel-yoshiya.jp/

いせえび荘 南九州市頴娃町別府5202 0993-38-0160 https://iseebisou.jp/

尾立庵 南九州市知覧町南別府25836 090-1083-2665

暮らしの宿　福のや、 南九州市頴娃町別府503-4 050-3567-1850 www.fukunoya-ei.com/

ゲストハウスふたつや、 南九州市頴娃町別府369 080-4262-7348 https://futatsuya.jp/

さくら館 南九州市知覧町郡17156 0993-83-4421 https://www.chiran-sakurakan.com/

富屋旅館 南九州市知覧町郡104番地 0993-83-4313 http://www.tomiyaryokan-chiran.jp/

SRマンション 鹿屋市札元2丁目3692-10SRマンション3F 0994-42-2168

かのやグランドホテル 鹿屋市共栄町12番3号 0994-44-5511 https://grand.arumuko.com

農家民宿元気印の菜園畑 鹿屋市吾平町上名2949-2 090-8229-2499

VistaMare 鹿屋市海道町1075-6 0994-42-2168

ビジネスホテルしらさぎ 鹿屋市白崎町5番11号 0994-43-5848 https://www.hotel-shirasagi.jp/

HOTEL　ARUMUKO　KANOYA 鹿屋市向江町12-8 0994-36-7777 https://arumuko.com/

ホテル大藏 鹿屋市白崎町3-23 0994-40-0555 https://www.hotel-okura.com/

ホテルこばやし 鹿屋市向江町4-15 0994-44-3711 https://hotel-kobayashi.com

ホテルさつき苑 鹿屋市西原1丁目9番10号 0994-40-1212 https://www.satuki.co.jp/

ホテル太平温泉 鹿屋市新生町5-25 0994-44-3300 www.taihei-onsen.com

民宿　柿の木 鹿屋市下高隈町1659 090-2184-0191

民宿やまでら鉱泉セカンドハウス「憩」 鹿屋市上祓川町8762-2 0994-44-8312 https://www.facebook.com/%E6%B0%91%E5%AE%BF-%E3%82%84%E3%81%BE%E3%81%A7%E3%82%89%E9%89%B1%E6%B3%89-%E3%82%BB%E3%82%AB%E3%83%B3%E3%83%89%E3%83%8F%E3%82%A6%E3%82%B9-%E6%86%A9-353213265457824

ライラックホテルズ・アンド・リゾート 鹿屋市串良町上小原2392-62 0994-63-6112 https://www.lilac-hotel.com

リゾートホテル天神別荘 鹿屋市天神町3564-3 0994-38-2668 http://tenjinbesso.jp/

南薩地域

枕崎市

指宿市

南さつま市

南九州市

大隅地域

鹿屋市

https://murataryokan.com/
http://www.hotel-yoshiya.jp/


薩摩明治村 垂水市浜平城内629 0994-31-3100 http://satsumameijimura.jp/

たからべ森の学校　星の宿 曽於市財部町北俣5410-1 0986-28-6120 https://t-morinogakkou.jp/shukuhaku

ビジネスホテル岩川 曽於市大隅町月野3924-1 0994-82-5552

国民宿舎ボルべリアダグリ 志布志市志布志町夏井203 099-472-1478 http://b-daguri.com

志布志湾大黒リゾートホテル 志布志市志布志町夏井55-15 099-473-0001 http://www.daikoku-hotels.com

民宿すず風 志布志市有明町蓬原4100-5 099-475-2340

民宿せせらぎ 志布志市有明町蓬原4100-4 099-475-1008 http://www.minsyuku-seseragi.com/

宙ハウス 肝属郡肝付町南方272番地2 050-5319-5230 https://www.sonokin.jp/

異国情緒 西之表市伊関405戸建 090-8215-3565 https://ikokujohcho.com/

遠藤家住宅 西之表市西町7105 090-7387-5037

割烹ホテルいのもと 西之表市西町7090 0997-22-1100 http://aji-inomoto.jp/

ゼウスハウス 西之表市現和8724-31 0997-24-0851 https://zeus-house.com/activity/

種子島あらきホテル 西之表市西町78 0997-22-1555 https://araki-hotel.co.jp

ビジネスイン種子島 西之表市西之表14415-37 0997-23-3400 http://yaedake.jp/busi_tanegashima/index.html

ホテルニュー種子島 西之表市東町１０番地 0997-23-4567 https://newtanegashima.com/

ホテル・レクストン種子島 西之表市西之表16069 0997-22-2000 http://www.nisikawa.net/lex-tane/

民宿インディゴ 西之表市西之表17550 0997-28-3878 https://minshukuindigo.com/

グリーンホテルさかえ 熊毛郡中種子町野間6122-3 0997-27-0008 https://www.greenhotel-sakae.com

コスモリゾート種子島ゴルフリゾート 熊毛郡中種子町増田2810 0997-27-7888 https://tanegashimagolf.iwasakihotels.com/

サンポスト 熊毛郡中種子町野間5297 0997-27-2200 http://www.gon-yuko.com/

チャレンジ拠点YOKANA 熊毛郡中種子町野間5184-25 080-4949-5157 https://www.challengebase-yokana.com/guesthouse

Sandalwood 熊毛郡南種子町中之上525 0997-26-0015 http://www.hotel-sandalwood.com

島宿ＨＯＰＥ 熊毛郡南種子町平山500-130 0997-26-7235 https://shimayado-hope.com/

種子島いわさきホテル 熊毛郡南種子町茎永3367 0997-26-6888 https://tanegashima.iwasakihotels.com/

種子島観光ホテル　門倉亭南荘 熊毛郡南種子町中之上2237-2 0997-26-1221 http://www.minamiso.com/

種子島民宿はぴすま 熊毛郡南種子町西之6516 0997-26-0333 http://hapisuma-tanegashima.com/

ヴィラウルー 熊毛郡屋久島町原849-3 090-2991-5319 http://villa-heureux.com/

オレンジハウス 熊毛郡屋久島町小瀬田835-274 080-2444-2001 http://www.orangehouseyakushima.com

ゲストハウス屋久島 熊毛郡屋久島町麦生922 0997-47-3866 http://www.guesthouse-yakushima.com/

コテージHANA MANA 熊毛郡屋久島町麦生900-14 0997-47-3398 https://www.hanamana.org/

コテージ屋久杉の家 熊毛郡屋久島町宮之浦2478-74 090-8910-8940 https://yakusugihouse.com/

サウスコーストハウス 熊毛郡屋久島町平内92-32 070-7618-4478 https://www.yakushimaholidayhomes.com/

THE HOTEL YAKSHIMA OCEAN ＆ FOREST 熊毛郡屋久島町宮之浦1208-9 0997-42-0175 https://www.ssh-yakushima.co.jp/

JRホテル屋久島 熊毛郡屋久島町尾之間136-2 0997-47-2011 https://www.jrk-hotels.co.jp/Yakushima/

四季の宿　尾之間 熊毛郡屋久島町尾之間642-15 0997-47-3377 www.shikinoyado.com

田代別館 熊毛郡屋久島町宮之浦2330番地1 0997-42-0018 www.tashirobekkan.co.jp

旅人の宿まんまる 熊毛郡屋久島町安房540-19 0997-49-7107 https://manmaru-yakushima.com/

Banyan Hideaway 熊毛郡屋久島町尾之間786-2 070-7618-4478 https://www.yakushimaholidayhomes.com/

ビジネスイン八重岳 熊毛郡屋久島町宮之浦212 0997-42-0043 http://yaedake.jp/business/index.html

平内ホットスポット 熊毛郡屋久島町平内632-4 070-7618-4478 https://www.yakushimaholidayhomes.com/

ホットスポットセントラル 熊毛郡屋久島町宮之浦415-12 070-7618-4478 https://www.yakushimaholidayhomes.com/

ホテルオーベルジュ 熊毛郡屋久島町安房410-165 0997-46-2344 http://furusato-yakushima.com/

㈱ホテル屋久島山荘 熊毛郡屋久島町安房2364-35 0997-46-2011

ホリデーハウス永田 熊毛郡屋久島町永田3095 070-7618-4478 https://www.yakushimaholidayhomes.com/

民宿アース山口 熊毛郡屋久島町宮之浦184-2 0997-42-0222

民宿あんぼう 熊毛郡屋久島町安房121-2 0997-46-2720 https://qq275fm9k.wixsite.com/mysite-1

民宿いわかわ 熊毛郡屋久島町宮之浦203-7 0997-42-0747 http://www.iwakawa-yakushima.jp/index2.html

民宿いわかわ新館 熊毛郡屋久島町宮之浦253 0997-42-0747 http://www.iwakawa-yakushima.jp/yado/shinkan.html

垂水市

曽於市

志布志市

熊毛地域

肝付町

屋久島町

西之表市

中種子町

南種子町

http://b-daguri.com/
https://www.challengebase-yokana.com/guesthouse


民宿いわかわ別館 熊毛郡屋久島町宮之浦276-22 0997-42-0747 http://www.iwakawa-yakushima.jp/yado/bekkan.html

民宿　海星 熊毛郡屋久島町宮之浦378-5 0997-42-2145 https://yakushima-kaisei.jp/

民宿　海星Ⅱ 熊毛郡屋久島町宮之浦2461-1 0997-42-2145 https://yakushima-kaisei.jp/

民宿　山水 熊毛郡屋久島町原799 0997-47-3411 http://sansui9.net/

民宿nicoichi 熊毛郡屋久島町原570-37 090-1218-7663 https://nicoichi-online.com/

民宿野の花 熊毛郡屋久島町楠川580-1 0997-42-0964 https://yakushimanonohana1.jimdo.com

民宿 八重岳 熊毛郡屋久島町宮之浦208 0997-42-2552 http://yaedake.jp/minshuku/index.html

民宿　やくしま家 熊毛郡屋久島町宮之浦1261-115 0997-42-2139 http://yakushimaya-yado.com

MOSS OCEAN HOUSE 熊毛郡屋久島町麦生311-91 080-2730-6046 https://www.moss6.com/

杜の宿　羽神の郷 熊毛郡屋久島町宮之浦2204-5 0997-42-2282 https://hagaminosato.com

屋久島いわさきホテル 熊毛郡屋久島町尾之間1306 0997-47-3888 https://yakushima.iwasakihotels.com/

屋久島 海の胡汀路 てぃーだ 熊毛郡屋久島町湯泊211-52 0997-49-8750 https://www.yakushima-tida.com/

屋久島グリーンホテル 熊毛郡屋久島町安房788-110 0997-46-3021 https://www.yakushima-gh.com/

屋久島　コテージ　森のフェアリー 熊毛郡屋久島町麦生165-5 080-8382-4847 https://morinofairy.com/

屋久島サウスビレッジ 熊毛郡屋久島町平内258-24 0997-47-3751 https://yakushimasouth.wixsite.com/south

屋久島雫ノ杜 熊毛郡屋久島町楠川656-5 0997-42-0114 https://shizukunomori.jp/

屋久島ペンション　ルアナハウス 熊毛郡屋久島町尾之間808-38 0997-47-3020 https://luana-house.com/

屋久島民宿すぎのこ 熊毛郡屋久島町安房825-23 0997-46-3633 http://www.yakushima-suginoko.com/

屋久島ユースホステル 熊毛郡屋久島町宮之浦278-2 0997-49-1316 http://yakushima-yh.net/

屋久杉楼七福 熊毛郡屋久島町一湊2288-4 090-7928-7649 https://www.yakusugiroushichifuku.com/

屋久の宿たぐち 熊毛郡屋久島町宮之浦1235-33 0997-42-3555 http://yakushima-taguchi.jp/

ライダーハウスとまり木 熊毛郡屋久島町小瀬田815-19 0997-43-5069 https://www.yakushima-tomarigi.jp/

ＲＡＫＵＳＡホテル 熊毛郡屋久島町小瀬田324-25 0997-43-5551 https://www.rakusa-hoteland.com/

ロッジ八重岳山荘 熊毛郡屋久島町宮之浦2191 0997-42-1551 http://yaedake.jp/lodge/index.html

奄美大島ホテルリゾート　コーラルパームス 奄美市笠利町宇宿2520 0997-63-8111 http://amami-coralpalms.com/

奄美海族塾 奄美市笠利町手花部2991-7 0997-63-2187 http://kaizokujuku.in

奄美カメハウス 奄美市笠利町用安1264-1 090-2511-7898

奄美サンプラザホテル 奄美市名瀬港町2-1 0997-53-5151 http://amami-sunplaza.co.jp/

奄美つり倶楽部 奄美市笠利町手花部3323-1 0997-63-2106 http://www.amami-fc.com

奄美ポートタワーホテル 奄美市名瀬塩浜町4-12 0997-54-1111 www.porttower.net

奄美山羊島ホテル 奄美市名瀬大熊字鳩1382-1 0997-54-5111 https://yagijima.com/

奄美リゾートばしゃ山村 奄美市笠利町用安1246-1 0997-63-1178 http://basyayama-mura.com/

奄美リゾートホテルティダムーン 奄美市笠利町大字平1260 0997-63-0006 https://thidamoon.com/

奄宿り 奄美市笠利町中金久147-1 070-1503-6023 http://amayadori-salt.com/

花海house 奄美市名瀬長浜町7-17 0997-54-1770 https://1qmsn3oz1ek2.blog.fc2.com

ゲストハウス涼風 奄美市名瀬朝仁町8-18 0997-53-2417 http://amami-guest-house.com/

GOLDEN MILE HOSTEL 奄美市名瀬幸町2-7 0997-58-8366 https://www.goldenmilehostel.com/

ブルーライト奄美 奄美市笠利町用安1264-5 0997-69-4958 https://bluelightamami.com/

Perche 奄美市名瀬久里町18-12 0997-57-1031 https://per-che.com

ホテルウエストコート奄美 奄美市名瀬入舟町9番1号 0997-52-8080 https://www.ass-provisional.net/

ホテルウエストコート奄美Ⅱ 奄美市名瀬入舟町8番8号 0997-52-8080 https://www.ass-provisional.net/

ホテルニュー奄美 奄美市名瀬入舟町9番2号 0997-52-2000 https://www.newamami.com/

ホテルビッグマリン奄美 奄美市名瀬長浜町27-1 0997-53-1321 http://www.bigmarine.co.jp

million pointz 奄美市名瀬末広町1-9 ソラーレビル203 050-1536-1395 https://millionpointz.com

レスト＆ロッジ翔 奄美市笠利町宇宿2152-1 0997-63-8588 http://www2.synapse.ne.jp/syou/

開運の郷　やけうちの宿 大島郡宇検村湯湾2937-86 0997-56-5656 http://www.yakeuchinoyado.jp

奄美ゲストハウス HUB a nice INN 大島郡瀬戸内町阿木名482 090-9488-4365 https://tottoitto.wixsite.com/amami-guesthouse

海人スタイル 大島郡瀬戸内町嘉鉄240 0997-76-3010 http://amami-uminchu.com/

THE SCENE　（ ザ シーン ） 大島郡瀬戸内町蘇刈970 0997-72-0111 https://hotelthescene.com/

素泊まり＆海遊びwith DiO 大島郡瀬戸内町古仁屋1283-270 090-3050-6968 https://withdio-amami.com/

ライベストイン奄美 大島郡瀬戸内町古仁屋松江10-21 0997-72-0815 http://libest-amami.com/

リゾネッチャヴィラ・イン・嘉鉄 大島郡瀬戸内町嘉鉄472-1 0997-76-3431 https://www.resonecchavilla.com

瀬戸内町

大島地域

奄美市

宇検村



荒波のやどり 大島郡龍郷町幾里423番地 0997-58-8842 https://yado.e-akina.com/shima-yado/arabanoyadori/

ヴィラゆりむん 大島郡龍郷町芦徳508-1 0997-62-5504 http://yurimunya.chu.jp

GAMA屋 大島郡龍郷町秋名1787 0997-58-8842 https://yado.e-akina.com/shima-yado/gamaya/

島泊愛かな 大島郡龍郷町瀬留字宮久田原1114 0997-62-3179 http://www.aikanakobo.com

どぅぬ屋 大島郡龍郷町幾里39番地 0997-58-8842 https://yado.e-akina.com/shima-yado/dwunuya/

ネイティブシー奄美アダンオンザビーチ 大島郡龍郷町芦徳910-1 0997-69-3601 https://www.native-sea.com/adan/

パイナップルバレーイン 大島郡龍郷町龍郷123-3 090-4116-8555 https://pineapplevalleyinn.mystrikingly.com

プチリゾートネイティブシー奄美 大島郡龍郷町芦徳835 0997-62-2385 https://www.native-sea.com/

ホテルカレッタ 大島郡龍郷町芦徳419-1 0997-62-3821 https://www.hotel-caretta.com/

民宿波音 大島郡龍郷町芦徳629 080-4950-8943 https://amami-hanon.rwiths.net/r-withs/tfs0010a.do

ル グランブルー（Le Grand Bleu) 大島郡龍郷町芦徳71-3 070-8333-5575 https://www.legrandbleu-amami.com/

ウィークリー阿伝 大島郡喜界町阿伝1613 0997-66-1216

Villa Kikai 大島郡喜界町中間1036 080-8808-1573 http://www.villa-kikai.com

ビジネスホテル喜界 大島郡喜界町湾173-1 0997-65-3838 http://business-kikai.com/

ウィークリーハウス　わんやぁー 大島郡喜界町湾448-21 080-8081-7548 https://kikai-wanyaa.com

島宿 母間 大島郡徳之島町母間8928 0997-84-0086 https://tokunoshima-farm.jp/boma/

ホテルニューにしだ 大島郡徳之島町亀津7380 0997-83-2400 https://new-nishida.com/

ホテルレクストン徳之島 大島郡徳之島町亀津7459 0997-83-1411 http://nisikawa.net/lexton-t/amd/index.html

ハウステルレッドイン 大島郡天城町平土野5-7 0997-85-5751 https://red-inn.com/

民宿平和の森荘 大島郡天城町岡前88-1 0997-85-4072 https://tokunoshima-arikuri.com/

徳之島ゲストハウスみち 大島郡伊仙町阿三2199-1 0997-86-4511 https://m.facebook.com/michiguesthouse

海のみえるペンション 大島郡和泊町畦布1089-8 090-4352-9361

海の宿スリーハピネス 大島郡和泊町和泊4-12 0997-92-2215 https://shuuto8.ti-da.net/

カムカメ 大島郡和泊町手々知名512-7 0997-92-1202 https://www.kamukame.com

コチンダホテル 大島郡和泊町和泊568 0997-92-1283 https://azumahotels.com/

ペンションさんご 大島郡和泊町手々知名243 0997-92-0558

47ホステル 大島郡和泊町和泊576-5 090-9025-5285 https://47hostel.business.site/

ホテルシーワールド 大島郡和泊町手々知名512-128 0997-92-1234 http://www.hotel-seaworld.com/

LOGINN tarasso 大島郡和泊町和泊147-6 0997-92-1239 https://www.yuilog.info

おきえらぶフローラルホテル 大島郡知名町知名520番地 0997-93-2111 http://floral-hotel.jp/

農家民泊ブルー・オーシャン 大島郡知名町知名475-1 0997-93-2811

Shima Hotel 大島郡与論町那間2523-1 080-3839-9696 https://www.shimahotel.com/

星砂荘 大島郡与論町麦屋616番地3 0997-97-3710 https://www.hoshizunasou.com

MEEDAFU’S YUI HOSTEL and COFFEE 大島郡与論町茶花270 0997-85-1711 https://www.yuihostel.okinawa
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