
平成２８年度　学生合宿支援補助金　対象宿泊施設一覧　(平成２９年１月２４日現在)宿泊施設名 住所 ／ 電話番号 ／ ＵＲＬ 一言紹介 収容人数 周辺施設・観光スポット五條市原町3120747-22-7120http://www.kaldia.camp奈良県五條市新町2丁目1−330747-25-1555 90人http://www.riversidehotel.co.jp/五條市大塔町阪本２４９0747-35-0321http://www.ootou.jp奈良県御所市櫛羅25690745-62-5083http://www.katsuragikogen.co.jp宇陀市大宇陀本郷2670745-83-1303宇陀市榛原福地2550745-82-1126宇陀市榛原八滝4330745-889455宇陀市室生8000745-932056宇陀市室生４０５－１0745－93－2118http://www.e-murou.com/山添村遅瀬5470743-85-0515http://www.artscope.co.jp/曽爾村今井1262-10745-94-2154http://www.geocities.jp/minsyukuhouei/11 民宿　豊栄 当民宿では、曽爾村産のおいしいお米や季節の素材をできる限り使用した料理をお出しします。 25人 健民運動場 ・ B&G屋内プール鎧岳 ・ 兜岳ふれあいホール10 Ｐｅｎｓｉｏｎ＆ｃａｆｅアートスコープ 名張川のほとり、自然に囲まれた静かな宿。別館の貸し切りもでき、サークルの合宿等にもオススメ。また大阪から約60分、名古屋から約90分とアクセス良。 50人17部屋 フォレストパーク神野山（車で約20分）ふるさとセンター多目的広場月ヶ瀬梅林・月ヶ瀬温泉（車で約10分）
9 民宿むろう 室生寺山が一望でき、自然が満喫できるお宿です。室生で採れた季節の食材を女将が丁寧に料理し、ゆったりとした時間を楽しんでいただけます。また室生山上公園も近く、また古民家カフェ冨も行っています。 約１５人 室生寺室生山上公園8 橋本屋旅館 室生寺から赤い橋をわたるたもとの老舗旅館  客部屋7室 室生寺室生山上公園7 ピザ工房＆農家民宿らぴゅーた宇陀 完全予約制１日１組の貸し切りゲストハウスとなっています。お子様連れのご家族の方などお気軽にお問い合わせください。 数名 仏隆寺平成榛原子供のもり公園6 保養センター美榛苑 ローションをつけたようなしっとり感うるおい感じるお湯が自慢の宿泊施設。県内で初めて療養泉に選ばれました。 130人 室生寺平成榛原子供のもり公園鳥見山公園5 本郷温泉「椿寿荘」 山々に囲まれた静かな宿。料理がおいしいと評判です。貸し切りの場合は終日音だしＯＫなので、音楽系サークルにもおすすめです。周辺には体育系の便利な施設もそろっています。 50人 又兵衛桜 ・ 宇陀松山地区大宇陀体育館大宇陀ふれあい交流ドーム大宇陀運動場4 葛城高原ロッジ 豊かな自然、美しい花々に彩られて四季折々の素敵な風景に出会えます。５月のツツジ、かも鍋（合鴨）と天空のハッピーベルが人気を集めています。 70人17室 高鴨神社一言主神社九品寺   かもきみの湯御所まち
2 リバーサイドホテル 歴史と伝統文化が色濃く残る五條市において、国の重要伝統的建造物群保存地区に指定されている新町通りに隣接するホテル。大人数での合宿の際には、ミーティング用のお部屋、ホワイトボードを無料にてご利用いただきます。また、当館自慢の泉質を誇る天然温泉にて、一日の疲れを癒してください。皆様のお越しをスタッフ一同、心よりお待ち申し上げます。 新町通り（徒歩１分）五條文化博物館（車１０分）五條市上野公園多目的広場（車５分）民俗資料館【長屋門】（徒歩５分）3 ロッジ星のくに 「大塔コスミックパーク星のくに」は、奈良県で唯一の天文台を併設した宿泊施設です。和室・ロフト付洋室がある「ロッジ星のくに」をはじめ、望遠鏡設置ドームが２階にある「ドーム付バンガロー」は家族連れの方にも大人気！大広間のある「星見台」もあり団体様のご宿泊にも対応！美しい星々を是非ご覧くださいませ！！ 116人(本館)(バンガロー） 谷瀬のつり橋（車で約４０分）賀名生歴史民俗資料館（車で約２０分）五條市新町通り（車で約４０分）栄山寺・国宝八角堂(車で約４０分）高野辻ビューポイント（車で約４０分）
1 カルディアキャンプ場 吉野川沿いにあるキャンプ場です。初夏～秋にかけては川でのラフティングなどアクティビティも盛んです。ロッジ以外にもバンガロー・トレーラーハウスなどもございます。大阪から車で約１時間３０分の好アクセスです。通年の営業をしております。 100人 阿田峯公園（グラウンド・体育館）　(車で１０分)金剛の湯(車で１５分)
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平成２８年度　学生合宿支援補助金　対象宿泊施設一覧　(平成２９年１月２４日現在)宿泊施設名 住所 ／ 電話番号 ／ ＵＲＬ 一言紹介 収容人数 周辺施設・観光スポット曽爾村今井1341-10745-96-2727http://sonimura.com/kaiin/kougenhotel/index.html曽爾村伊賀見2126-20745-94-2551http://kijiya-kominka.com/曽爾村今井911-10745-94-2619http://soni-kogen.com/sun.html御杖村神末5051-1380745-95-2951http://webl.kcn.jp/horanomori御杖村菅野24150745-95-2675 http://www.fukusan2415omoya.jp/明日香村祝戸303 （国営飛鳥歴史公園祝戸地区内）0744-54-3551http://www.asuka-iwaidoso.com/明日香村越170744-54-3017http://www.eonet.ne.jp/~pension-asuka/明日香村岡11360744-54-3240 （飛鳥京観光協会）http://www.asukakyo.jp明日香村岡3390744-54-3240 （飛鳥京観光協会）http://www.asukakyo.jp明日香村岡11850744-54-3240 （飛鳥京観光協会）http://www.asukakyo.jp明日香村岡12060744-54-3240 （飛鳥京観光協会）http://www.asukakyo.jp22 花井　義憲 離れは、独立した1軒屋（バス・トイレ付）ゆっくりおくつろぎください。 10人4室 岡寺 ・ 石舞台古墳（徒歩10分）21 花井　萃 岡寺参道沿いの静かな雰囲気。昔ながらの四間取りが素敵。 7人3室 岡寺 ・ 石舞台古墳（徒歩10分）20 米川　久義 宿の裏は、伝飛鳥板蓋宮跡。朝夕の散歩に最適です。 10人3室 亀形石造物 ・ 酒船石万葉文化館 （徒歩5分）19 吉井　靖享 元は、「さつき亭」という料亭。当時の風情ある庭が残っています。 10人4室 橘寺 ・ 万葉文化館伝板蓋宮跡　（徒歩5分）18 カフェ＆ペンション飛鳥 近鉄飛鳥駅から徒歩3分、近くにテニスコートやサッカーなどでご利用頂ける複合運動公園が御座います、宿にはグランドピアノもあり、合唱などの音楽合宿にもご利用頂けます。季節や御宿泊人数によっては貸切も可能です、アットホームな宿で楽しくお過ごし頂けます。 33人12室 飛鳥歴史公園 （徒歩8分）複合運動公園 （徒歩15分）コンビニ （徒歩3分）17 飛鳥の宿「祝戸荘」 ロッジ風の宿泊施設で、施設の周辺を緑が包み込み、奥飛鳥を望める絶好のロケーション。「古代食」や「飛鳥鍋」などの特別料理もオススメです。 60人11室 石舞台古墳 （徒歩10分）16 古民家民宿おもや 今から150年以上前に差鴨居という 伝統ある構法で建てられた、とても歴史ある古風な田舎の家です。 家の前の旧道は伊勢本街道でハイキング客にもオススメです。 古きを感じつつも快適に過ごしていただける空間で、ゆったりとした時の流れに 身をまかせ、ゆるりとしたひと時を心ゆくまでお愉しみください。 2室 四社神社（徒歩約５分）みつえ体験交流館（徒歩約１０分）伊勢本街道15 農家民宿ログハウスほらのもり ログハウスの木の温もりと温泉、そして地元食材を味わっていただける一日一組限定の民宿です。田舎の素朴さと自然をいっぱい楽しんでいただく為に、四季折々の体験メニューを用意させていただきました。また、三峰山登山や伊勢本街道歩きの宿舎としてもご利用ください。 4人1室 道の駅　「伊勢本街道　御杖」（車約５分）丸山公園（車約１０分）三多気の桜（車約５分）14 サンビレッジ曽爾 曽爾高原・鎧岳・兜岳が一望でき、テニスコート・グランド・アスレチック・大浴場あり 60人 健民運動場B&G屋内プール鎧岳 ・ ふれあいホール13 古民家の宿　木治屋 曽爾川を前に、築１２０年の古民家を利用し曽爾村ならではの時を感じられる宿。古農機具や民俗道具を展示しての資料館の役割も。 20人 香落渓 ・ 曽爾高原お亀の湯 ・ 曽爾川12 民宿　ツーセブン 音楽ホールやテニスコート、バーベキュー棟など学生の合宿に利用されています。シンボル「鎧岳」を目前に大自然環境です。 150人 健民運動場B&G屋内プール鎧岳 ・ ふれあいホール
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平成２８年度　学生合宿支援補助金　対象宿泊施設一覧　(平成２９年１月２４日現在)宿泊施設名 住所 ／ 電話番号 ／ ＵＲＬ 一言紹介 収容人数 周辺施設・観光スポット明日香村豊浦120744-54-3240 （飛鳥京観光協会）http://www.asukakyo.jp明日香村豊浦7550744-54-3240 （飛鳥京観光協会）http://www.asukakyo.jp明日香村野口3280744-54-3240 （飛鳥京観光協会）http://www.asukakyo.jp明日香村飛鳥6590744-54-5659http://www.asukaguesthouse.com/ 明日香村飛鳥725-10744-54-3091http://www.geocities.jp/syutokubou吉野町吉野山30560746-32-3177http://www.kato-yoshino.jp/吉野町吉野山9420746-32-3039http://www.yoshinokan.jp/吉野町吉野山9450746-32-3031http://www.ebisukan.yoshino.jp/吉野町吉野山4400746-32-3004http://www.yukawaya.com/吉野町吉野山12780746-32-3071吉野町吉野山20480746-32-1108http://taikoban-kamkam.in/33 太鼓判　花夢・花夢 夜12時まで、吹奏楽の練習が可能。人数に応じて、一枚一館貸し切り可能。 70人 〃32 宝山荘　太鼓判 人数に応じて、一枚一館貸し切り可能。 30人 〃31 吉野荘　湯川屋 素朴な山の会席料理「西行御膳」が好評。隠れたグルメのお宿 70人 〃30 戎館 中千本に位置し、山々の景色には自信があります。地鶏のすきやきは好評をいただいています。 80人 〃29 吉野館 地元吉野材による純和風造りの建物。名所旧跡地にも近く、吉野山観光の拠点として最適の位置にあります。 80人 〃28 旅館歌藤 吉野の魅力を集めた当館で吉野人と出会い、五感を感じ地域の魅力をありのまま体感できます。 80人 吉野運動公園吉野山ふるさとセンター金峯山寺吉水神社 ・ 吉野水分神社27 飛鳥寺研修会館「修徳坊」 研修･会議等を目的とするグループや、団体を対象とした施設です。10名様以上30名様までのグループでご利用いただけます。 30人　6室 飛鳥寺 （徒歩5分）
25 脇本　利夫 母屋は、築250年。お部屋からは、天武持統両天皇の檜前大陵を眺めることができます。 15人6部屋 天武持統天皇陵 （徒歩5分）高松塚古墳 （徒歩10分）26 ASUKAGUEST HOUSE 飛鳥寺のすぐそば、築１５０年の民家を改装したドミトリータイプの宿です。 20人3部屋 飛鳥寺（徒歩１分）
24 吉田　平次郎 明日香を眺めるにはもってこい、甘樫丘が目の前。 10人4部屋 甘樫丘 ・ 飛鳥寺（徒歩10分）23 北村　敏治 家の裏は、伝小墾田宮跡夕暮れ時の景色は、絵になります。 10人4部屋 甘樫丘 ・ 飛鳥寺（徒歩10分）
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平成２８年度　学生合宿支援補助金　対象宿泊施設一覧　(平成２９年１月２４日現在)宿泊施設名 住所 ／ 電話番号 ／ ＵＲＬ 一言紹介 収容人数 周辺施設・観光スポット吉野町吉野山23520746-39-9169吉野町吉野山26200746-32-5155http://www.sakoya.co.jp/吉野町吉野山902-10746-32-3061http://www.motoyu-yoshino.com/吉野町吉野山23400746-32-3001http://www.hounkan.co.jp/吉野町吉野山21420746-32-8081http://www.chikurin.co.jp/吉野町吉野山4260746-32-5083http://www.mjnet.ne.jp/hanaya/吉野町吉野山4030746-32-8100http://kisuya.jp/吉野町平尾1155-10746-32-2886http://ichiryu.kachoufuugetu.net/吉野町上市2700746-39-9207http://sankirou.com/吉野町宮滝101-10746-39-9136http://yso-yoshinomiyataki.jp/黒滝村堂原326-30747-62-2712http://www.burari.biz/akichan/44 民宿　あきちゃん 民宿あきちゃん周辺は、春は花見、夏はアユ釣り、秋は紅葉など季節に応じて見所がたくさん！屋根つきバーベキュー場も完備し、アットホームな宿。 部屋60人大広間20人 黒滝・森物語村 (車3分)健民グラウンド （徒歩1分）トレーニングセンター体育館（車4分）ふれあい運動場 （車5分）
43 吉野宮滝野外学校 「吉野宮滝野外学校」は次代を担う青少年たちが夢と希望をもち、たくましく成長することを願い開設されたものです。 200人 宮滝歴史資料館桜木神社宮滝遺跡42 ゲストハウス・移住体験スペース　三奇楼 「三奇楼」 は吉野川と対岸の風景を望む、静かな環境にあります。連泊でのご利用も可能ですので、吉野での暮らしをひととき体験することができます。 15人41 一龍 ご家族連れ、グループで、又職場の慰安旅行、研修会、クラブ合宿など、幅広くご利用くださいませ。 津風呂湖吉野運動公園龍門岳40 きす屋 洗練された料理と疲れを癒す展望風呂が英気を与えます。極上の料理と活力源となる湯けむりが優しくお手伝いします。 吉野運動公園吉野山ふるさとセンター体育館金峯山寺吉水神社39 旅荘桜山荘花屋 地元吉野材による優雅な和風づくり。槙風呂、岩風呂と贅をつくした佇まい。 40人 吉野運動公園吉野山ふるさとセンター体育館金峯山寺吉水神社38 竹林院群芳園 一万坪の敷地、自然ととけこみつつも凜とたたずむ宿。聖徳太子建立の一寺と伝えられ、多くの文人墨客が訪れた宿。庭園は大和三大庭園の一つ 350人 〃37 景勝の宿　芳雲館 吉野山の四季の自然と露天風呂が楽しめる旅館です。 150人 〃36 吉野温泉元湯 明治浪漫の香り漂う癒やしの秘湯宿。島崎藤村ゆかりのお宿です。 30人 〃35 さこや 創業300年の旅館で自然の中に包まれた木造建築も旅館です。 120人 〃34 太鼓判　花夢in 人数に応じて、一枚一館貸し切り可能。 20人 吉野運動公園吉野山ふるさとセンター金峯山寺吉水神社 ・ 吉野水分神社
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平成２８年度　学生合宿支援補助金　対象宿泊施設一覧　(平成２９年１月２４日現在)宿泊施設名 住所 ／ 電話番号 ／ ＵＲＬ 一言紹介 収容人数 周辺施設・観光スポット黒滝村御吉野1930747-62-2340http://www3.ocn.ne.jp/~miyosino/十津川村平谷4590746-64-0014http://tabanakan.jp十津川村平谷4320746-64-0012http://t-yoshinoya.jp/十津川村平谷909－40746-64-1111http://www.hotel-subaru.jp十津川村平谷630-50746-64-0802十津川村平谷630-50746-64-0028十津川村武蔵7010746-62-0035http://102k.net/index.html十津川村小原223－10746-62-0101http://ichinoyu.jp/十津川村小原5670746-63-0012http://yunoyado.jp下北山村上池原11407468-5-2626http://www.white-river.net/curb.htm下北山村下池原73-107468-5-2261http://www.pension-nagai.com/

49 民宿吉本屋 玉置神社、折立登山口の近くにある宿です。 25人10室 玉置神社 (車で30分)昴の郷多目的広場温泉プール (車で10分)

55 ペンションながい バス釣りやスポーツ合宿だけでなくお仕事のお客様にもお気軽にご利用いただいております。食事が最高においしい。 40人 池原 ・ 七色ダム不動七重の滝 ・ 明神池下北山スポーツ公園54 カーブの店 池原にあるカーブの店の2階が宿泊所。バス釣りのお客様が多い。 主人がとにかくおもしろい。ここで泊まると釣果があがる。 8人 池原 ・ 七色ダム不動七重の滝 ・ 明神池下北山スポーツ公園53 湯泉地温泉温泉民宿かたやま 源泉かけ流しの宿。近くに公衆浴場「滝の湯」、湯之原体育館(※事前の使用許可必要）があり学生の合宿等には最適。 20人8室 公衆浴場「滝の湯」 (徒歩5分)十津川村歴史民俗資料館(徒歩5分)道の駅十津川郷 (徒歩5分)湯之原体育館 (徒歩10分)昴の郷多目的広場・温泉プール (車で15分)
52 湯泉地温泉一乃湯ホテル 弱硫黄泉 源泉かけ流しの宿。 150人41室 十津川村歴史民俗資料館(徒歩3分)道の駅十津川郷 (徒歩3分)湯之原体育館 (車で5分)51 湯泉地温泉旅館十津川荘 渓谷美や星空を眺めながら湯浴みのできる露天風呂が自慢の宿です。家族風呂も楽しめます。 30人8室 十津川村歴史民俗資料館(徒歩10分)道の駅十津川郷 (徒歩10分)湯之原体育館 (車で5分)50 十津川温泉民宿やまとや ボリューム満点の夕食と総檜風呂のかけ流し温泉。24時間自由に入浴できますので、心身共に癒して下さい。 35人11室 昴の郷多目的広場温泉プール (車で5分)湯之原体育館 (車で20分)
48 十津川温泉ホテル昴 十津川温泉の中心街から2㎞離れた周囲を大自然に囲まれたリゾート感覚のホテルです。源泉かけ流しの温泉を多種類の湯船に利用し、室内温泉プールや足湯、温泉スタンドも併設いたしております。熊野古道「小辺路」に近く散策が楽しめます。 126人27室 昴の郷多目的広場室内温泉プール(併設)熊野古道「小辺路」果無集落(徒歩50分)47 十津川温泉湖泉閣吉乃屋 雄大な湖面を眺めながら、源泉かけ流しの露天風呂へどうぞ。夕食の後はピンポンで楽しむのもよし。 50人15室 昴の郷多目的広場温泉プール (車で5分)湯之原体育館 (車で20分)46 旅館田花館 加水・加温無しの源泉100％かけ流しの宿です。 28人10室 昴の郷多目的広場温泉プール (車で5分)湯之原体育館 (車で20分)45  みよしのオートキャンプ場 ログハウス、キャンプサイト、バーベキュー場などがそろう場内の奥には黒滝川が流れ、春はアマゴ、夏はアユ釣りや川遊びなどを楽しめる。 ログハウス30人テントサイト150人 黒滝・森物語村 (徒歩5分)トレーニングセンター体育館（車6分）ふれあい運動場 （車7分）
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平成２８年度　学生合宿支援補助金　対象宿泊施設一覧　(平成２９年１月２４日現在)宿泊施設名 住所 ／ 電話番号 ／ ＵＲＬ 一言紹介 収容人数 周辺施設・観光スポット下北山村下池原23007468-5-2255http://kitayama9.wixsite.com/ikehara/home下北山村上池原7707468-5-2123下北山村上池原1026 キャンプ場含07468-5-2711http://www.kinarinosato.net/上北山村西原1055-107468-3-0027http://www.wasamata.com/上北山村西原113107468-2-0006上北山村河合666-707468-2-0171http://www.shokokai.or.jp/29/294511Sq419/川上村東川1350746-53-2381http://www.takuminomura.gr.jp川上村西河63-30746-53-2055http://kontyan5.exblog.jp/川上村迫6950746-52-0006http://www.suginoyu.com/川上村柏木1540746-54-0020http://www.vill.kawakami.nara.jp/kankyokai/kanko/spa.html65 旅館　朝日館 創業130年の趣ある行者宿です。川上のおいしいお水で入れるお茶、手づくり味噌で作ったお味噌汁が好評です。 40人 金剛寺 （車で15分）不動窟鍾乳洞 （車で5分）64  湯盛温泉　ホテル杉の湯 高野槇や天然石造りの露天風呂があり、客室やレストランからは川上村の雄大な山並を眺めることが出来ます。 84人 森と水の源流館 （徒歩5分）川上総合センターやまぶきホール （徒歩5分）丹生川上神社上社（徒歩15分）63 民宿　紺ちゃん 吉野川源流の沿線にあり、川遊び、ハイキングといろいろお楽しみいただけます。お料理はご希望により対応させていただきます。（季節の料理・鍋料理など） 15人 中井渓谷自然塾 （車で10分）あきつの小野スポーツ公園（徒歩5分）蜻蛉の滝 （徒歩10分）62 匠の聚 大人も子供も楽しく過ごせる施設が充実しています。気軽にアートに親しみ、創る楽しさを感じてください。 25人 中井渓谷自然塾 （車で10分）あきつの小野スポーツ公園（車で10分）蜻蛉の滝 （車で10分）61 民宿タッサン 自然豊かな小さな村にあるアットホームな民宿です！焼肉、ボタン鍋（天然）、しか鍋（天然）が自慢です！ 20人 大台ヶ原大峯奥駈道北山川（フィッシング、川遊び等）60 民宿まつもと お部屋・駐車場が広々として快適です！春は森林浴、夏は家族や友達と川遊び、秋は紅葉とお楽しみ頂けます。 30人 大台ヶ原 ・ 大峯奥駈道北山川（フィッシング、川遊び等）59 和佐又山ヒュッテ 旧校舎を移築した趣ある建物で広々としています！星がきれいで、豊かな自然に囲まれ四季折々美しい風物を楽しめます！ 150人 大台ヶ原 ・ 大峯奥駈道和佐又山北山川（フィッシング、川遊び等）58 下北山スポーツ公園 清涼な空気と緑に囲まれた快適な環境の中でスポーツ、アウトドアライフが満喫できます。温泉旅行、サークル活動、合宿、研修、キャンプ、家族旅行等幅広くご利用下さい。 池原 ・ 七色ダム不動七重の滝 ・ 明神池下北山スポーツ公園500人57 民宿　もりなか 池原ダムにもっとも近いところに位置し、お値段お手頃の宿。 主人の暖かい人柄にもふれてみてはどうでしょうか 20人 池原 ・ 七色ダム不動七重の滝 ・ 明神池下北山スポーツ公園56 民宿　池原 下北山温泉・きなりの湯 宿より車で５分６００円→３００円 割引券あり 池原 ・ 七色ダム不動七重の滝 ・ 明神池下北山スポーツ公園
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平成２８年度　学生合宿支援補助金　対象宿泊施設一覧　(平成２９年１月２４日現在)宿泊施設名 住所 ／ 電話番号 ／ ＵＲＬ 一言紹介 収容人数 周辺施設・観光スポット東吉野村杉谷450746-44-0006http://www5.kcn.ne.jp/~amagoike東吉野村平野0746-44-0117http://s-ootani8.wixsite.com/tenkoen東吉野村小川4430746-42-0012http://www.higashiyoshino.net/東吉野村小栗栖62-10746-42-0145東吉野村大豆生7390746-43-0413http://www5.kcn.ne.jp/~furusato/index.html70 ふるさと村 四郷川の渓流と深い緑に囲まれた自然境の中に広がるふるさと村は、人と自然、人と人とのふれあいをさらに深めていくための「緑のふるさと」として、あなたをお待ちしています。クラシカルな校舎のビジターセンター、渓流沿いのテントサイト、宿泊研修もできるふるさと会館など多彩な施設で皆様をお待ちしております。 80人 やはた温泉 （車で1分）七滝八壺 （車で15分）台高登山口 （車で25分）
69 民宿　ますもと 古の郷『東吉野村』の観光と、村内を流れる清流『高見川』の鮎・あまご釣りに『民宿ますもと』をご利用下さい。また民宿ますもとの柿の葉寿司は、農薬や化学肥料を使わない自然農法で作られた食材にこだわりました。古くから吉野名産として親しみ深い「民宿ますもと謹製　柿の葉寿司」もぜひ一度ご賞味下さい。 30人7室 ニホンオオカミの像 （車で2分）吉村寅太郎原瘞の碑 （車で5分）やはた温泉 （車で20分）
68 杉ヶ瀬 旅館裏に流れる高見川では川遊び、そして釣りなどを楽しんで頂けます。また、庭園ではセミ、そして川沿いにあるクヌギの木にはカブトムシなども集まってきます。杉ヶ瀬は当たり前の『天然・自然』で皆様をお待ち申し上げております。 80人17室 丹生川上神社 （車で5分）清流あまご釣り場 つくばね漁場 （車で5分）台高登山口 （車で40分）
67 天好園 都会の騒音を離れた絶好のくつろぎの場としてご家族連れ、グループに最適です。素朴できめ細かなおもてなしと厚い人情で旅人を古きよき時代へといざなうふるさとの宿、天好園はそんな宿です。周辺の山川に育った幸に伝統の味付けと自慢の腕で調理した天好園の味。庭を眺めながらの地酒もこの地ならではの山の味です。庭園内では魚釣りや、ほたる狩りもお楽しみいただけます。 70人22室 たかすみ温泉 （車で1分）平野登山口 （車で3分）宝蔵寺 （車で10分）
66 あまご池　高見山荘 高見山荘は、関西のマッターホルンとして登山家に愛され、霧氷の美しい山としてカメラマンを虜にしている高見山の麓にあります。静かな自然の中で渓流の水をそのまま数個の池に引き入れ、あまごや、他の川魚を養殖しています。自然の中でゆっくりとした時間を過ごしたい方にご利用頂きたい方に最適です。 50人20室 高見登山口 （車で3分）宝蔵寺 （車で5分）たかすみ温泉 （車で10分）
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