らくらく鹿児島巡り事業 宿泊施設一覧
9月22日
施設名

住所

電話番号

鹿児島エリア
鹿児島市
SHIROYAMA HOTEL kagoshima

鹿児島市新照院町41-1

099-224-2211

ＪＲ九州ホテル鹿児島

鹿児島市武1丁目1-2

099-213-8000

ＧＡＮＡＤＡＮ ＶＩＬＬＡ

鹿児島市武1丁目34番10号

090-4936-7041

ホテルタイセイ

鹿児島市西田1-4-23

099-256-6111

グッドイン鹿児島

鹿児島市西田2-27-24

099-285-1515

ホテルユニオン

鹿児島市西田2丁目12-34

099-253-5800

グランパーズフラット

鹿児島市西田2丁目15番30号 得義ビル 305

099-256-3939

鹿児島中央駅から徒歩１０分の宿

鹿児島市上之園町5番地24

090-9797-1525

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

ホテルタイセイアネックス

鹿児島市中央町4－32

099-257-1111

ホテルガストフ

鹿児島市中央町7-1

099-252-1401

さくらのうえ

鹿児島市下荒田1丁目20-7-2Ｆ

099-813-8811

三越ホテル本館

鹿児島市下荒田2丁目43-4

099-251-3333

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

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

かごしま第一ホテル鴨池

鹿児島市鴨池新町18

099-256-2900

アートホテル鹿児島

鹿児島市鴨池新町22-1

099-257-2411

チサンイン鹿児島谷山

鹿児島市南栄5－10－1

099-201-3800

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

スパランド裸・楽・良

鹿児島市東俣町1450

099-245-7070

国民宿舎レインボー桜島

鹿児島市桜島横山町1722-16

099-293-2323

ガナダンコテージ

鹿児島市桜島白浜町1246番地6

090-4936-7041

ゲストハウス グラシアス

鹿児島市住吉町13番14号

090-8835-8525

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

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

YOU STYLE HOTEL MARINE

鹿児島市船津町4-7

099-239-5001

ホテルゲートイン鹿児島

鹿児島市船津町5-20

099-223-9100

ホテル パームス天文館

鹿児島市新町1-23

099-222-2100

温泉ホテル中原別荘

鹿児島市照国町15-19

099-225-2800

ホテル吹上荘

鹿児島市照国町18番15号

099-224-3500

ホテル 南洲館

鹿児島市東千石町19-17

099-226-8188

レム鹿児島

鹿児島市東千石町1番32号

099-224-0606

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

ダイワロイネットホテル鹿児島天文館

鹿児島市千日町1番1号

099-216-7255

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

ホテル・レクストン鹿児島

鹿児島市山之口町4-20

099-222-0505

南映ビル

鹿児島市山之口町7番13号

099-225-1557

Ｎ５０２

鹿児島市山之口町7番13号 南映ビル

099-225-1557

鹿児島市
CoCo Class

鹿児島市樋之口町7番30号

099-294-9400

ホテル法華クラブ鹿児島

鹿児島市加治屋町13-6

099-223-0551

ドーミーイン鹿児島

鹿児島市西千石町17-30

099-216-5489

日置市
OCEAN RESORT えぐち家

日置市東市来町湯田731

099-295-0130

新湯温泉旅館

日置市吹上町湯之浦1194

099-296-2250

中島温泉旅館

日置市吹上町湯之浦1106

099-296-2073

吹上温泉湖畔の宿みどり荘

日置市吹上町湯之浦９１０

099-296-4920

国民宿舎 吹上砂丘荘

日置市吹上町今田1004-3

099-296-2330

いちき串木野市
ホテルアクシアくしきの

いちき串木野市長崎町101番地

0996-32-4177

農家民宿 いのはい

いちき串木野市上名５１５５－２

0996-32-7178

姶良・伊佐エリア
姶良市
加治木温泉

姶良市加治木町木田2041-1

0995-63-2626

フォンタナの丘かもう

姶良市蒲生町久末434-1

0995-52-1218

AIRAIKU HOTEL kagoshima

姶良市東餠田399-2

0995-67-0055

ファンコートランドホテル

姶良市東餠田433-15

0995-67-2221

県民の森丹生附オートキャンプ場

姶良市北山3464－119

0995-68-0557

霧島市
アクティブリゾーツ霧島

霧島市霧島田口2703-5

0995-57-2111

さくらさくら温泉

霧島市霧島田口2324-7

0995-57-1227

料亭旅館竹千代霧島別邸

霧島市霧島田口2465

0995-64-8008

オーベルジュ異人館

霧島市霧島田口2594番地50

0995-57-3220

天からの贈り物 Villa Montpetre

霧島市霧島田口2594－107

0995-57-2727

マザーリゾート

霧島市霧島大窪785-911

0995-57-4132

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

ホテル国分荘

霧島市国分中央3-24-16

0995-45-0130

ホテル ネクステージ

霧島市国分中央3-40-53

0995-46-6060

ビジネスホテル舞鶴館

霧島市国分中央三丁目1-3

0995-45-1505

ゲストハウス マルベリー

霧島市国分野口西19-35

0995-50-1364

ロイヤルイン国分

霧島市国分府中町35-43

0995-48-5881

岩戸温泉

霧島市国分姫城3261

0995-45-4136

妙見楽園荘

霧島市隼人町嘉例川4363

0995-77-2121

ステーションホテル隼人

霧島市隼人町内山田1丁目5－8

0995-43-4141

優湯庵

霧島市隼人町姫城1-177

0995-42-0550

湯本庵 清姫

霧島市隼人町姫城3丁目124

0995-73-8338

地鶏の里 永楽荘

霧島市隼人町松永3766

0995-42-3210

Inn Coco Sumu？

霧島市隼人町松永一丁目1

0995-43-8577

妙見温泉 天けい荘

霧島市隼人町嘉例川4403-1

0995-77-2877

数寄の宿 野鶴亭

霧島市隼人町東郷1-8

0995-42-6400

ホテル京セラ

霧島市隼人町見次1409-1

0995-43-7111

霧島温泉 旅の湯

霧島市牧園町三体堂1824－41

0995-76-9336

おりはし旅館

霧島市牧園町下中津川2233

0995-77-2104

妙見田中会館

霧島市牧園町下中津川1

0995-77-2311

安楽温泉 朱峰

霧島市牧園町宿窪田4155

0995-77-2423

仙寿の里 ラムネ温泉

霧島市牧園町宿窪田3549

0995-54-5859

天空の森

霧島市牧園町宿窪田3389

0995-76-0777

いやしの里 松苑

霧島市牧園町高千穂3930

0995-78-2511

AUBEGIO霧島観光ホテル

霧島市牧園町高千穂3885

0995-78-2531

霧島花紫

霧島市牧園町高千穂3254-23

0995-78-8181

霧島ホテル

霧島市牧園町高千穂3948

0995-78-2121

霧島 湯之谷山荘

霧島市牧園町高千穂4970

0995-78-2852

霧島市
鳥遊ぶ森の宿 ふたり静

霧島市牧園町高千穂3620-4

0995-78-3161

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

旅行人山荘

霧島市牧園町高千穂3865

0995-78-2831

藤の花 Hotel

霧島市牧園町高千穂字龍石3864-43

0995-64-4455

おやど 花みずき

霧島市牧園町高千穂3910

0995-78-2640

湧水町
森のやかた 湯ったり館

湧水町川西205-2

0995-75-4142

伊佐市
大口グリーンホテル

伊佐市大口里479-1

0995-22-7211

牧場民宿レストラン 和 ～のどか～

伊佐市大口田代1558番地６６

0995-28-2408

北薩エリア
さつま町
ちくりん温泉

さつま町時吉419

0996-52-2841

旅館玉之湯

さつま町湯田1366-42

0996-55-9111

手塚ryokan

さつま町湯田1482-1

0996-55-9311

四季の杜 紫尾庵

さつま町紫尾1663

0996-31-9270

紫尾湯の宿 くすのき

さつま町紫尾2162-5

0996-59-8841

旅籠 しび荘

さつま町紫尾2168

0996-59-8001

ちどり荘

さつま町紫尾2198

0996-59-8246

さつまリゾートホテル

さつま町求名6122

0996-57-1511

薩摩川内市
みやざき旅館

薩摩川内市宮崎町1477-12

0996-23-6564

ホテル オートリ

薩摩川内市白和町１－２０

0996-25-4000

スーパーホテル薩摩川内

薩摩川内市鳥追町6－20

0996-22-9000

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

高江未来学校

薩摩川内市高江町654-1

0996-20-6100

SPA HOTEL YUTTARIKAN

薩摩川内市東郷町斧渕1940-1

0996-42-2244

旅館 薩摩の里

薩摩川内市樋脇町市比野4134

0996-38-1012

薩摩川内市（甑島）
FUJIYA HOSTEL

薩摩川内市里町里１７２

070-2385-3663

HOTEL Areaone Koshiki Island

薩摩川内市里町里1619-15

0996-93-2121

niclass甑島

薩摩川内市里町里３２５４

099-296-1595

西ノ浜

薩摩川内市里町里３３４１

090-5926-8267

石原荘

薩摩川内市里町里３５３６

09969-3-2168

宿 とと家

薩摩川内市里町里３５６５

099693-2226

下甑製作所ampersand

薩摩川内市下甑町長浜1227-4

09969-5-1018

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

磯口旅館

薩摩川内市下甑町手打792

09969-7-0552

宿屋 ○△□ 本館 別館

薩摩川内市下甑町手打１２８３番地１

09969-6-5757

阿久根市
お宿みどこい

阿久根市赤瀬川1188番5

0570-031-091

ビジネスホテル ロックスイン

阿久根市港町63番地

0996-73-1101

出水市
家紋イン寿 出水

出水市緑町８番９号

050-5318-4700

ロイヤルイン ステーションプラザ

出水市昭和町５７－３０

0996-64-1100

RITA 出水麓 宮路邸

出水市麓町18-35

0996-68-8003

ホテル泉國邸

出水市文化町351

0996-63-1590

出水市青年の家

出水市武本１０４４

0996-63-2135

ひかりの郷

出水市高尾野町大久保5589-3

0996-79-3401

静香旅館

出水市高尾野町 芝引１０９

0996-82-0024

ペンションわらびの丘

出水市荘2728

0996-64-8282

長島町
BEACH HOUSE OHAMA

長島町蔵之元８３１番地

0996-88-5139

民宿 えびす屋

長島町蔵之元3720-7

090-7478-5252

ペンション海

長島町下山門野2643-1

080-4313-1084

レジャーランド太陽の里

長島町鷹巣333-19

0996-86-1261

民宿 白浜荘

長島町獅子島２７４７

0996-89-3082

南薩エリア
指宿市
民宿なのはな

指宿市西方3678-1

070-5418-5416

指宿温泉こらんの湯錦江楼

指宿市西方4507

0993-22-3377

旅館川久

指宿市大牟礼4-10-12

0993-23-4020

指宿シーサイドホテル

指宿市十町1912

0993-23-3111

指宿海上ホテル

指宿市十二町3750

0993-22-2221

指宿いわさきホテル

指宿市十二町3805-1

0993-22-2131

ビジネスホテル古里

指宿市十二町3867

0993-22-3395

指宿ロイヤルホテル

指宿市十二町4232-1

0993-23-2211

指宿フェニックスホテル

指宿市十二町4320

0993-23-4111

お宿やまびこ

指宿市十二町4325-1

0993-27-1630

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

休暇村指宿

指宿市東方10445

0993-22-3211

指宿白水館

指宿市東方12126-12

0993-22-3131

指宿ベイヒルズＨＯＴＥＬ＆ＳＰＡ

指宿市東方５０００

0993-23-5552

指宿こころの宿

指宿市東方9227-6

0993-23-0810

指宿こころの宿 3号館

指宿市東方9227-6

0993-23-0810

指宿こころの宿 3号館カプセル

指宿市東方9227-6

0993-23-0810

指宿静香

指宿市湊3丁目6-21

080-6456-3769

指宿静香Ⅱ

指宿市湊3丁目1-16

080-6456-3769

ゲストハウスまちかど

指宿市湯の浜1丁目12番14号

0993-41-9034

指宿温泉ホテル翔月

指宿市湯の浜2丁目12-7

0993-22-2241

木の香の宿ゆのとこ

指宿市湯の浜4丁目20-17

080-7827-9234

湯豊の宿 民宿たかよし

指宿市湯の浜5丁目1-1

0993-22-5982

指宿民宿 千成荘

指宿市湯の浜5丁目10-9

0993-22-3379

温泉宿 元屋

指宿市湯の浜5丁目19-3

0993-24-2852

民宿 良

指宿市湯の浜5丁目19-10

0993-22-5115

旅館月見荘

指宿市湯の浜5丁目24-8

0993-22-4221

民宿 指宿

指宿市湯の浜5丁目24-15

0993-23-1112

夫婦露天風呂の宿 吟松

指宿市湯の浜5丁目26-29

0993-22-2217

民宿 せきちょう

指宿市湯の浜5丁目27-10

0993-22-2068

いぶすき秀水園

指宿市湯の浜5丁目27-27

0993-23-4141

かいもん山麓ふれあい公園

指宿市開聞十町2626

0993-32-5566

民宿うなぎ湖畔

指宿市山川成川6526

0993-34-1954

南さつま市
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

ビジネスホテルサンステイ加世田

南さつま市加世田東本町12-9

0993-53-8000

村田旅館

南さつま市加世田唐仁原5640

0993-53-3321

鳴海旅館

南さつま市坊津泊8941-3

0993-67-0055

南九州市
特攻おばさんの宿 富屋旅館

南九州市知覧町郡104番地

0993-83-4313

グリーンホテルちらん福住

南九州市知覧町郡4810-24

0993-58-7800

さくら館

南九州市知覧町郡17156

0993-83-4421

暮らしの宿 福のや、

南九州市頴娃町別府503-4

050-3567-1850

いせえび荘

南九州市頴娃町別府5202

0993-38-0160

シャンブル・ドットゆい

南九州市頴娃別府7015

080-8362-5705

枕崎市
シティーホテル福住

枕崎市西本町９５

0993-72-5555

枕崎ステーションホテル

枕崎市住吉町10番地

0993-72-3231

グリーンホテル福住

枕崎市岩戸町189

0993-72-0200

Ocean Hotel Iwato

枕崎市岩戸町58番地

0993-72-2343

大隅エリア
鹿屋市
VistaMareⅡ

鹿屋市海道町1075-2

0994-42-2168

VistaMare

鹿屋市海道町1075-6

0994-42-2168

リゾートホテル天神別荘

鹿屋市天神町3564-3

0994-38-2668

ユクサおおすみ海の学校

鹿屋市天神町３６２９番地１

0994-31-8193

かのやグランドホテル

鹿屋市共栄町12番3号

0994-44-5511

ホテルこばやし

鹿屋市向江町4-15

0994-44-3711

HOTEL ARUMUKO KANOYA

鹿屋市向江町12-8

0994-36-7777

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

ビジネスホテルしらさぎ

鹿屋市白崎町5番11号

0994-43-5848

ホテル太平温泉

鹿屋市新生町5-25

0994-44-3300

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

垂水市
合資会社 海潟荘

垂水市海潟５４０

0994-32-4126

猿ケ城渓谷森の駅たるみず

垂水市新御堂1344-1

0994-32-9601

薩摩明治村

垂水市浜平城内629

0994-31-3100

志布志市
志布志の宿 きたの

志布志市志布志町志布志3丁目22番3号

099-401-4651

大崎町
ホテルオオサキ

大崎町永吉8360

0994-78-8111

曽於市
たからべ森の学校 星の宿

曽於市財部町北俣5410-1

0986-28-6120

メセナ住吉交流センター

曽於市末吉町二之方2971-1

0986-76-7898

肝付町
高山やぶさめ館

肝付町新富5590-35

0994-31-5199

宙ハウス

肝付町南方272番地2

050-5319-5230

種子島エリア
西之表市
Seaside 異国情緒

西之表市伊関405戸建

090-8215-3565

割烹ホテルいのもと

西之表市西町7090

0997-22-1100

種子島あらきホテル

西之表市西町78

0997-22-1555

ホテル・レクストン種子島

西之表市西之表16069

0997-22-2000

泊まれる町家 港町くつろぎ館カシミア

西之表市西之表9786

0997-22-9760

民宿インディゴ

西之表市西之表17550

0997-28-3878

Hide a way

西之表市国上3842番地31号

070-7618-4478

中種子町
コスモリゾート種子島ゴルフリゾート

中種子町増田2810

0997-27-7888

チャレンジ拠点YOKANA

中種子町野間5184-25

080-4949-5157

南種子町
島宿ＨＯＰＥ

南種子町平山500-130

0997-26-7235

種子島いわさきホテル

南種子町茎永3367

0997-26-6888

民宿しまさき

南種子町茎永3355

0997-26-7873

種子島民宿はぴすま

南種子町西之6516

0997-26-0333

屋久島エリア
屋久島町
癒しの館 つわんこ

屋久島町安房2364-24

0997-46-2766

コンビニロッジ森のきらめき

屋久島町安房187-54

0997-49-7101

素泊り民宿里町

屋久島町安房３番地

0997-46-3249

旅人の宿まんまる

屋久島町安房540-19

0997-49-7107

ホテルオーベルジュ

屋久島町安房410-165

0997-46-2344

㈱ホテル屋久島山荘

屋久島町安房2364-35

0997-46-2011

民宿華のや

屋久島町安房410-55

0997-46-3855

民宿前岳荘

屋久島町安房2517-27

099-746-3886

屋久島グリーンホテル

屋久島町安房788-110

0997-46-3021

ecohotel SORA

屋久島町安房788-24,25,115

0997-46-3034

コテージ くつろき

屋久島町安房1250-5

070-5551-5226

コテージ森のこかげ

屋久島町船行町292-9

0997-46-2789

オレンジハウス

屋久島町小瀬田835-274

080-2444-2001

民宿鹿鳴庵

屋久島町小瀬田835-272

0997-49-4225

コテージ屋久杉の家

屋久島町宮之浦2478-74

090-8910-8940

田代別館

屋久島町宮之浦2330番地1

0997-42-0018

ビジネスイン八重岳

屋久島町宮之浦212

0997-42-0043

ペンション シーフォレスト

屋久島町宮之浦2450-61

0997-42-0809

民宿アース山口

屋久島町宮之浦184-2

0997-42-0222

民宿いわかわ

屋久島町宮之浦203-7

0997-42-0747

民宿 海星

屋久島町宮之浦378-5

0997-42-2145

民宿海星Ⅱ

屋久島町宮之浦2461番地1

0997-42-2145

民宿晴耕雨読

屋久島町宮之浦1567

0997-42-2070

民宿やくしま家

屋久島町宮之浦1261-115

099-42-2139

民宿 八重岳

屋久島町宮之浦208

0997-42-2552

杜の宿 羽神の郷

屋久島町宮之浦2204-5

0997-42-2282

屋久島シェアホステルみなと

屋久島町宮之浦278-2

0997-49-1316

屋久の宿たぐち

屋久島町宮之浦1235-33

0997-42-3555

ロッジ八重岳山荘

屋久島町宮之浦2191

0997-42-1551

たけすぎ

屋久島町宮之浦810-1

0997-42-0668

素泊民宿ふれんど

屋久島町宮之浦186-2

080-1711-6468

民宿あらき

屋久島町宮之浦98-1

0997-42-0038

民宿 屋久の子の家

屋久島町永田275-4

0997-45-2137

屋久島町屋久島青少年旅行村

屋久島町栗生2911-2

0997-48-2871

屋久島 海の胡汀路 てぃーだ

屋久島町湯泊211-52

0997-49-8750

平内ホットスポット

屋久島町平内632-4

070-7618-4478

屋久島サウスビレッジ

屋久島町平内258-24

0997-47-3751

Ananda Chillage

屋久島町平内349-69

0997-47-3730

サウスコーストハウス

屋久島町平内92-32

070-7618-4478

GUEST HOUSE VIEWS

屋久島町小島198-27

0997-47-3234

屋久島町
JRホテル屋久島

屋久島町尾之間136-2

0997-47-2011

屋久島いわさきホテル

屋久島町尾之間1306

0997-47-3888

屋久島ペンション ルアナハウス

屋久島町尾之間808-38

0997-47-3020

ホテル楽園 海のヴィラ

屋久島町尾之間1496-35

0997-52-5604

ホテル楽園 山のヴィラ

屋久島町尾之間1146-1

0782-42-0642

エコロッジMossターシャ

屋久島町尾之間661

090-1214-1808

いやしの民宿とんとん

屋久島町原916-21

0997-49-3560

屋久島ヴィラウルー

屋久島町原849-3

090-2991-5319

民宿 風の散歩道

屋久島町原17

0997-47-2520

ゲストハウス屋久島

屋久島町麦生922

0997-47-3866

コテージHANA MANA

屋久島町麦生900-14

0997-47-3398

sankara hotel & spa屋久島

屋久島町 麦生553

0997-47-3488

屋久島 コテージ 森のフェアリー

屋久島町麦生165-5

080-8382-4847

屋久島六角堂

屋久島町麦生169-14

080-1466-0006

奄美群島エリア
奄美市（奄美大島）
奄美ポートタワーホテル

奄美市名瀬塩浜町4-12

0997-54-1111

ゲストハウス奄美ロングビーチ2

奄美市名瀬大字小宿284-2

090-8407-8500

ゲストハウス ハルの家

奄美市名瀬大字名瀬勝1670

0997-58-8702

ゲストハウス涼風

奄美市名瀬朝仁町8-18

0997-53-2417

Perche

奄美市名瀬久里町18-12

0997-57-1031

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

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

ホテルニュー奄美

奄美市名瀬入舟町9番2号

0997-52-2000

花海house

奄美市名瀬長浜町7-17

0997-54-1770

ホテルビッグマリン奄美

奄美市名瀬長浜町27-1

0997-53-1321

million pointz

奄美市名瀬末広町1-9 ソラーレビル203

050-1536-1395

ゲストハウスＡｍａ民

奄美市名瀬古田町１７番２号

080-5797-3636

ゲストハウス奄ん

奄美市名瀬小俣町１５－１７

0997-52-6620

ゲストハウスＡｍａなつ

奄美市名瀬真名津町３番４号

080-5797-3636

ｇｏｏｄ ｓｔａｙ

奄美市名瀬柳町５番１６号

090-5381-1197

ホステル パンダのねぐら

奄美市名瀬柳町11-32

0997-57-1288

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

レスト＆ロッジ翔

奄美市笠利町宇宿2152-1

0997-63-8588

奄美カメハウス

奄美市笠利町用安1264-1

090-2511-7898

奄美リゾートばしゃ山村

奄美市笠利町用安1246-1

0997-63-1178

ブルーライト奄美

奄美市笠利町用安1264-5

0997-69-4958

奄美つり倶楽部

奄美市笠利町手花部3323-1

0997-63-2106

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

奄宿り

奄美市笠利町中金久147-1

070-1503-6023

伝泊 奄美 ホテル

奄美市笠利町里50-2

0997-63-1910

伝泊 奄美 古民家

奄美市笠利町里50-2

0997-63-1910

伝泊 奄美 ホテル 別棟フレンドリー

奄美市笠利町里21

0997-63-1910

伝泊 The Beachfront MIJORA

奄美市笠利町外金久亀崎986-1

0997-63-1910

ダイブステーション・サラサ

奄美市笠利町節田字通山１８１７－１

0997-63-2567

Ａｍａｍｉ Ｂｅａｃｈ Ｈｏｕｓｅ

奄美市笠利町喜瀬打田原３５３３－２

090-3960-8654

奄美ラッキーハウス(A棟・B棟)

奄美市笠利町喜瀬打田原３３０７－３

0997-53-1321

奄美ラッキーハウス(Ｃ棟・Ｅ棟・Ｆ棟・G棟・H棟)

奄美市笠利町喜瀬打田原３５３５－１

0997-53-1321

あいみ

奄美市笠利町大字節田１６２６

0997-69-3163

宇検村（奄美大島）
Ｙａｄｏｎ Ｃｏｔｔａｇｅ

宇検村屋鈍１－１

090-4243-3298

大和村（奄美大島）
ゲストハウス フクギの宿

大和村国直字中金久地１０４

090-6899-5881

瀬戸内町（奄美大島／加計呂麻島）
奄美ゲストハウス HUB a nice INN

瀬戸内町阿木名482

090-9488-4365

海人スタイル

瀬戸内町嘉鉄240

0997-76-3010

お宿ねぷす

瀬戸内町嘉鉄352

0997-72-2393

リゾネッチャヴィラ・イン・嘉鉄

瀬戸内町嘉鉄472-1

0997-76-3431

ゼログラヴィティ清水ヴィラ

瀬戸内町清水１２２

0997-76-3901

THE SCENE （ ザ シーン ）

瀬戸内町蘇刈970

0997-72-0111

ダイビング＆ペンション ＲＩＫＩ

瀬戸内町諸数５２７－１

0997-76-0069

ペンション ハーラ

瀬戸内町大字手安４７０番

0997-72-1615

５マイル

瀬戸内町伊子茂字脇田原４３６

09977-6-0585

リリーの家

瀬戸内町諸鈍金久原３９４

0997-63-1910

海みる屋根の宿

瀬戸内町須子茂５４番２号

0997-63-1910

LAULELE

瀬戸内町古仁屋松江１０番１号

0997-76-3002

古仁屋クラブハウス

瀬戸内町古仁屋松江６番６号

0997-76-3901

素泊まり＆海遊びwith DiO

瀬戸内町古仁屋1283-270

090-3050-6968

龍郷町（奄美大島）
荒波のやどり

龍郷町幾里423番地

0997-58-8842

どぅぬ屋

龍郷町幾里39番地

0997-58-8842

GAMA屋

龍郷町秋名1787

0997-58-8842

島泊愛かな

龍郷町瀬留字宮久田原1114

0997-62-3179

ネイティブシー奄美アダンオンザビーチ

龍郷町芦徳910-1

0997-69-3601

プチリゾートネイティブシー奄美

龍郷町芦徳835

0997-62-2385

ホテルカレッタ

龍郷町芦徳419-1

0997-62-3821

民宿波音

龍郷町芦徳629

080-4950-8943

パイナップルバレーイン

龍郷町龍郷123-3

090-4116-8555

ｍａｔｃｈ ｇｕｅｓｔ ｈｏｕｓｅ

龍郷町龍郷字港２７１番地

070-6656-0278

民宿なべき屋

龍郷町安木屋場2403

0997-62-4427

民宿結の家

龍郷町赤尾木1747-4

0997-55-4333

あしびどろトレーラーキャンプ

龍郷町赤尾木手廣１６９４番地１

0997-69-4299

しま暮らし体験ハウス なかほ

龍郷町戸口字名里１８２５番地

070-6656-0278

Sol e Mar

龍郷町戸口351-20

070-3286-8916

喜界町（喜界島）
ウィークリーハウスベラウン

喜界町湾446-17ウィークリーハウスベラウン

0997-65-3211

ウィークリーハウス わんやぁー

喜界町湾448-21

080-8081-7548

ビジネスホテル喜界

喜界町湾173-1

0997-65-3838

喜界第一ホテル

喜界町湾字水洗１４２－４

0997-65-2111

別館ぎなま荘

喜界町湾５４０ー７番地

0997-65-0259

ココネドコ喜界島

喜界町大字湾字中間６２－１

0997-58-8885

Ｖｉｌｌａ Ｋｉｋａｉ

喜界町中間１０３６

080-8808-1573

天城町（徳之島）
ハウステルレッドイン

天城町平土野5-7

0997-85-5751

海亀ビーチの宿

天城町与名間608-3

0997-63-1910

サンゴ石小屋のある宿

天城町大字松原字小島161

0997-63-1910

展望台のある宿

天城町大字兼久字高釣

0997-63-1910

徳之島町（徳之島）
ホテルニューにしだ

徳之島町亀津7380

0997-83-2400

ホテルレクストン徳之島

徳之島町亀津7459

0997-83-1411

遊学リゾートきむきゅら

徳之島町下久志15

0997-84-1186

民宿 金剛ばる

徳之島町徳和瀬1394

0997-82-0676

島宿「母間」本家

徳之島町母間11784

0997-84-0086

島宿「母間」分家

徳之島町母間11633

0997-84-0086

伊仙町（徳之島）
徳之島ゲストハウスみち

伊仙町阿三2199-1

0997-86-4511

ヴィラあむとぅ２番館

伊仙町検福185

090-9075-0101

時うつろう小屋組の宿

伊仙町古里1-2

0997-63-1910

海みるテラスの宿

伊仙町古里1-1

0997-63-1910

だんだん芝生と海の宿

伊仙町古里685-51

0997-63-1910

知名町（沖永良部島）
おきえらぶフローラルホテル

知名町知名520番地

0997-93-2111

農家民泊ブルー・オーシャン

知名町知名475-1

0997-93-2811

shimayado當

知名町田皆2270

0997-84-3807

コテージ ビーバー 海

知名町屋子母171番地4

0997-93-0475

和泊町（沖永良部島）
海の宿スリーハピネス

和泊町和泊4-12

0997-92-2215

コチンダホテル

和泊町和泊568

0997-92-1283

47ホステル

和泊町和泊576-5

090-9025-5285

LOGINN tarasso

和泊町和泊147-6

0997-92-1239

沖永良部島の貸別荘カムカメ

和泊町畔布1089

0997-92-1202

ホテルシーワールド

和泊町手々知名512-128

0997-92-1234

ビジネスホテル和泊港１号店・２号店

和泊町手々知名512-32

0997-92-1189

与論町（与論島）
Shima Hotel

与論町那間2523-1

080-3839-9696

マリナデルレイ

与論町麦屋９６５番地

0997-97-3736

星砂荘

与論町麦屋616番地3

0997-97-3710

海水館

与論町麦屋774-1

0997-97-3146

ビーチランドロッジ

与論町麦屋1022-1

0997-97-3706

MEEDAFU’S YUI HOSTEL and COFFEE

与論町茶花270

0997-85-1711

Y's House YORON

与論町茶花259番地3

0997-97-2043

ゲストハウスKAI

与論町茶花２３０９

070-5503-6971

イチョーキ・ヴィラ

与論町立長195-1

0997-97-2272

前田旅館

与論町立長611-2

080-5603-9134

プリシアリゾートヨロン

与論町立長358-1 外

0997-97-5060

