
奈良県旅館営業施設一覧表（奈良市域を除く）奈良県旅館営業施設一覧表（奈良市域を除く）奈良県旅館営業施設一覧表（奈良市域を除く）奈良県旅館営業施設一覧表（奈良市域を除く） ※ 長期休業、営業実態や建物がないなどの許可物件については掲載していません。 （令和4年3月31日時点）番号 許可年月日 許可番号 許可種別 施設名称 施設所在地 申請者名（法人･団体の場合商号等）1 昭和35年3月25日 葛保第１６０号の７ 旅館・ホテル いそかね旅館 大和高田市礒野東町4-18 池嶋 幹奇2 昭和46年3月29日 葛保第１５０号の１ 旅館・ホテル 二鶴 大和高田市北本町9-1 雛谷 一枝3 昭和47年7月25日 奈良県指令公衛第18号 旅館・ホテル 銀泉 大和高田市礒野東1-16 愛州観光株式会社4 昭和53年8月17日 葛保第１６０号の３ 旅館・ホテル ホテル　ウー 大和高田市中今里町10-31 株式会社 入船観光5 昭和59年12月12日 葛保第１６０号の１ 旅館・ホテル おとぼけビーバー ケ・セラ・セラ 大和高田店 大和高田市田井466-2,466-4,466-6 株式会社 ピーエージー6 昭和60年4月17日 葛保第１６０号の４ 旅館・ホテル おとぼけビーバー ケ・セラ・セラ パートⅡ 大和高田市田井466-2 東部有限会社7 昭和60年10月29日 葛保第１５０号の２ 旅館・ホテル ホテル グラマーラ 大和高田市大字今里386-4 有限会社 サカエ興産8 昭和61年2月5日 奈良県指令環衛第2号の50 旅館・ホテル ホテル ランドランド 大和高田市今里419-3 有限会社 大和路9 昭和61年11月11日 葛保第１６０号の８ 旅館・ホテル ホテルAI 大和高田市今里386番地の1 奈良観光開発株式会社10 昭和61年11月11日 奈良県指令環衛第2号の42 旅館・ホテル ホテル　イフ 大和高田市今里386-6 有限会社 住吉11 昭和61年11月11日 奈良県指令環衛第２号の４３ 旅館・ホテル ホテル　エコー 大和高田市今里386-3 有限会社 高田12 昭和62年2月4日 奈良県指令環衛第２号の６３ 旅館・ホテル 福の屋旅館 大和高田市神楽3-1-58 笹岡 万13 昭和62年6月8日 奈良県指令環衛第203号の11 旅館・ホテル ビジネスホテル高砂屋 大和高田市日の出西本町 2-23 仲⻄ 邦明14 平成4年5月6日 葛保第１６０号の５ 旅館・ホテル 割烹旅館 常葉 大和高田市礒野東町4ｰ16 乾 弘親15 平成6年11月7日 奈良県指令環衛第２０４号の２８ 簡易宿所 ビジネスホテル＆割烹　ふたかみ 大和高田市有井247-1 赤松 津多子16 昭和41年9月8日 奈良県指令公衛第308号 簡易宿所 大門坊 大和郡山市矢田町3549 宗教法人 大門坊17 昭和45年4月24日 奈良県指令公衛第94号 簡易宿所 簡易宿所 南僧坊 大和郡山市矢田町3505 宗教法人 南僧坊 18 昭和52年3月3日 奈良県指令環衛第25号 簡易宿所 大和郡山市立里山の駅「風とんぼ」 大和郡山市矢田町574 ⼤和郡⼭市⻑19 昭和52年8月1日 奈良県指令環衛第2号 簡易宿所 簡易宿所 宗教法人 念佛院 大和郡山市矢田町3754 宗教法人 念佛院 20 昭和61年12月24日 奈良県指令環衛第2号の58 旅館・ホテル スタンドアップ 大和郡山市小泉町1279-1 有限会社 ダイヤ観光21 昭和62年8月21日 奈良県指令環衛第203号の36 旅館・ホテル 料理旅館 尾川 大和郡山市雑穀町16 株式会社 味尾22 平成16年5月17日 郡保第33号の1 旅館・ホテル サンホテル大和郡山 大和郡山市筒井町635-1 株式会社 総研ビー・エイチ企画23 平成22年12月16日 郡保第24号の17 旅館・ホテル ホテル　ウイング 大和郡山市小泉町1279-1 株式会社 アークス24 平成27年11月1日 第41503002号 旅館・ホテル ホテル　紡 大和郡山市白土町215-1 株式会社 ナインプランニング25 平成29年6月13日 第41703001号 旅館・ホテル ビジネスホテルいかるが 大和郡山市小泉町731 株式会社 イカルガ観光26 平成30年4月11日 第41803001号 簡易宿所 宮西家 大和郡山市小泉町2339 宮⻄ 敏世27 令和1年12月25日 第41903006号 旅館・ホテル ＨＡＲＵＨＩ 大和郡山市高田町９２－１５ ＩＬＭ腰痛メディカルフィットネス株式会社28 昭和54年11月14日 郡保第24号の14 旅館・ホテル 旅館　やまべ 天理市田部町543 酒谷 浩行29 昭和58年7月2日 奈良県指令環衛第2号の16 旅館・ホテル ホテル　セリーヌ 天理市南六条町101-1.102.103 有限会社 丸十30 昭和60年12月24日 奈良県指令環衛第2号の44 旅館・ホテル ホテル　ベアーズ 天理市南六条町元六條方字スハラ98 株式会社 オー・ケー・ディ31 昭和61年12月5日 奈良県指令環衛第2号の52 旅館・ホテル ホテルBora Bora 天理市南六条町元六条方95 有限会社 レッドボックス32 平成12年4月10日 第204号の1 旅館・ホテル 奈良プラザホテル 天理市嘉幡町600-1 富士開発株式会社33 平成20年2月25日 郡保第136号の13 旅館・ホテル ビジネスホテル　いこい 天理市川原城町297-2 藤本 憲祐34 平成21年8月5日 郡保第135号の10 旅館・ホテル ホテル　フラワースタイル 天理市中町458-1 株式会社 奈良フラワー35 平成21年9月29日 郡保第135号の13 旅館・ホテル ビジネスホテル喜楽荘 天理市川原城町366-2 株式会社ビジネスホテル喜楽荘36 平成22年10月12日 郡保第24号の10 旅館・ホテル ホテル　グラマーラ　ラフェット郡山店 天理市南六条町元六条方99-4 サンエイド株式会社



番号 許可年月日 許可番号 許可種別 施設名称 施設所在地 申請者名（法人･団体の場合商号等）37 平成31年4月19日 第41903001号 簡易宿所 ツバメハウス 天理市田町１３８－１０ 松本 和宏38 令和4年2月1日 第42103003号 簡易宿所 モリノゲストハウス 天理市川原城町73-6 株式会社 冒険の森39 令和4年3月1日 第42103004号 旅館・ホテル フェアフィールド・バイ・マリオット・奈良天理山の辺の道 天理市杣之内町元山口方438-7 トリップベースホテルマネジメント株式会社40 昭和52年6月20日 奈良県指令環衛第2号 旅館・ホテル 錦竜旅館 橿原市八木町1-11-13 葛井 圭子41 昭和57年3月27日 奈良県指令環衛第2号の55 旅館・ホテル 橿原オークホテル 橿原市久米町神宮前905-2 株式会社オークホテル42 昭和59年8月20日 奈良県指令環衛第2号の31 旅館・ホテル ビジネス観光ホテル河合 橿原市北八木町1-3-11 有限会社ビジネス観光ホテル河合43 昭和60年2月9日 奈良県指令環衛第2号の62 旅館・ホテル ホテル鹿鳴館 橿原市四条町544-1 有限会社鹿鳴館44 昭和60年2月12日 奈良県指令環衛第2号の64 旅館・ホテル デザインホテル　グラマーラセカンド 橿原市四条町325-1 有限会社東邦観光45 昭和60年6月17日 奈良県指令環衛第2号の11 旅館・ホテル ロイヤル・プラザ 橿原市兵部町8-8 住吉観光株式会社46 昭和61年8月28日 第382941号 旅館・ホテル セイントステラ 橿原市曲川町7-2-20 有限会社藤観光47 平成2年3月31日 奈良県指令環衛第203号の37 旅館・ホテル 半九旅館 橿原市北八木町1-6-11 和田 和子48 平成6年3月24日 奈良県指令環衛第204号の30 旅館・ホテル THE KASHIHARA 橿原市久米町652-2 大和リゾート株式会社49 平成11年9月30日 奈良県指令生衛第204号の17 簡易宿所 あすかロードユースホステル 橿原市木原町70-8 中益 敏郎50 平成12年3月28日 奈良県指令生衛第204号の23 旅館・ホテル 大和橿原シティホテル 橿原市八木町1-8-16 有限会社大和橿原シティホテル51 平成17年2月4日 第30170号 旅館・ホテル ホテル　ヴァンキッシュ 橿原市四条町546-1 有限会社天光庵52 平成19年3月30日 第30178号 簡易宿所 嘉雲亭 橿原市今井町2-8-25 杉村 嘉國53 平成22年8月20日 第30186号 簡易宿所 今井庵　楽 橿原市今井町1-11-3 特定非営利活動法人 今井まちなみ再生ネットワーク54 平成25年3月27日 第30194号 簡易宿所 奈良県立橿原公苑 橿原市畝傍町53 奈良県55 平成29年4月14日 第71703001号 簡易宿所 大和八木ゲストハウス　笑顔 橿原市八木町2丁目3-10 末田 泰介56 平成30年2月9日 第71703005号 旅館・ホテル カンデオホテルズ奈良橿原 橿原市内膳町1-1-50 株式会社カンデオ・ホスピタリティ・マネジメント57 平成30年3月23日 第71703006号 簡易宿所 ゲストハウス大和路 橿原市内膳町2丁目10番2号 ホームソリューション株式会社58 平成30年7月11日 第71803003号 簡易宿所 ゲストハウスかしはら 橿原市東坊城町839-1 吉田 哲三59 平成30年12月7日 第71803006号 簡易宿所 農家のオーベルジュ　こもれび 橿原市今井町460－1 江良 容子60 令和1年9月18日 第71903006号 簡易宿所 ゲストハウス　はじまり 橿原市木原町71-3 山本 麻人61 令和3年7月8日 第72103002号 簡易宿所 HANARE屋 橿原市大軽町49-3 ルバイ 有香62 昭和40年5月24日 旅館・ホテル 西田屋 桜井市桜井1226-2 ⻄⽥ 宗義63 昭和41年9月8日 奈良県指令公衛第11号 旅館・ホテル 井谷屋 桜井市初瀬828 株式会社井谷屋64 昭和42年10月11日 旅館・ホテル 田中家旅館 桜井市初瀬748 田中 明65 昭和42年11月29日 第3018号 旅館・ホテル 南山荘 桜井市多武峰419 上杉 忍66 昭和48年10月29日 奈良県指令公衛第18号 旅館・ホテル 大正楼 桜井市三輪459 宇田 茂夫67 昭和52年7月25日 奈良県指令環衛第2号 旅館・ホテル 大和屋 桜井市初瀬749-1 山中 寿雄68 昭和53年5月15日 奈良県指令環衛第2号 旅館・ホテル ときわ旅館 桜井市粟殿1009-6 髙島 邦子69 昭和53年12月8日 奈良県指令環衛第2号 旅館・ホテル とみやま館 桜井市桜井183-6 鳥見山商事株式会社70 昭和62年4月13日 奈良県指令環衛第203号の3 旅館・ホテル サンチェリー 桜井市桜井203-4 田中 八郎71 平成5年12月10日 奈良県指令環衛第204号の25 旅館・ホテル 多武峰観光ホテル 桜井市多武峰432 近畿観光産業株式会社72 平成9年11月6日 第30014号 旅館・ホテル ホテル　ボンジュール 桜井市三輪元馬場方744-1 株式会社草香73 平成17年2月8日 第30171号 旅館・ホテル 皆花楼 桜井市桜井202 山田 維久子74 平成24年11月6日 第30192号 簡易宿所 町家ゲストハウス三輪 桜井市三輪400 藤村 和良75 平成27年5月22日 第71503001号 簡易宿所 町家ゲストハウスみもろ 桜井市三輪499-2の一部 ⼩⻄ 康嗣



番号 許可年月日 許可番号 許可種別 施設名称 施設所在地 申請者名（法人･団体の場合商号等）76 平成27年7月27日 第71503003号 旅館・ホテル オーベルジュ・ド・ぷれざんす　桜井 桜井市大字高家2217 株式会社ひらまつ77 平成28年9月9日 第71603002号 簡易宿所 初瀬ゲストハウス　いったん 桜井市初瀬2441-6 森田 晋吾78 平成29年2月14日 第71603005号 簡易宿所 音羽山　観音寺 桜井市南音羽832 後藤 密榮79 平成29年9月26日 第71703004号 簡易宿所 ラビットハウスさくらい 桜井市谷131-9 有限会社タワーソフト80 令和4年3月23日 第 72103008 号 簡易宿所 ゲストハウス和櫻 桜井市桜井883 岡本 健81 令和4年3月25日 第 72103009 号 旅館・ホテル ホテル奈良さくらいの郷 桜井市高家2220番1 平川商事株式会社82 昭和48年9月8日 公衛18 簡易宿所 民宿五月屋 五條市西吉野町湯川２４２ 上田 スミ子83 昭和48年9月8日 公衛18 簡易宿所 民宿いずみや 五條市西吉野町湯川９５０ 泉谷 笑子84 昭和51年8月18日 環衛25 旅館・ホテル 芳成館 五條市須恵３－２－１５ 平 公志85 昭和52年2月4日 環衛25 旅館・ホテル 旅館藤井館 五條市須恵１－１０－４ 小川 吉則86 昭和53年5月29日 2 旅館・ホテル 旅館喜久家 五條市須恵３－５－７ 久保 喜継87 昭和55年12月10日 2-45 旅館・ホテル 山田旅館 五條市新町２－６－８ 山田 八重子88 昭和58年7月1日 環衛第2号の14 旅館・ホテル 旅館旭宣坊 五條市火打町２５ 棚本 惠己89 昭和59年2月3日 環衛2-56 旅館・ホテル ホテル　アイネ 五條市相谷町６７８ 株式会社千日90 昭和61年2月5日 環衛2-49 旅館・ホテル HOTEL LANI RESORT 五條市宇野町２６６ 五條観光株式会社91 昭和61年8月5日 2号の28 旅館・ホテル 天然　天辻大師温泉 五條市大塔町阪本２７９－１ 前田 光平92 昭和63年6月2日 203-7 旅館・ホテル 株式会社リバーサイドホテル 五條市新町２－１－３３ 株式会社リバーサイドホテル93 昭和63年6月20日 203-10 簡易宿所 天辻大師温泉 五條市大塔町阪本１５４－２ 前田 光平94 平成5年10月8日 204-23 旅館・ホテル 柏荘 五條市西吉野町黒渕１３２３ 今北 二郎95 平成14年8月5日 132-6 簡易宿所 民宿　福寿荘 五條市西吉野町城戸３９８ 松村 圭祐96 平成16年6月30日 127-1 旅館・ホテル カルディア・ロッジ 五條市原町３０６－１，３０７の一部，３１０－１，３１１ 下村 治朗97 平成17年9月25日 内保第184号の5 簡易宿所 ロッジ星のくに 五條市大塔町阪本２４９ 五條市98 平成19年2月21日 内保第70号の11 旅館・ホテル モンベル　奈良五條ゲストハウス 五條市小島町５３３ 株式会社ベルカデイヤ99 平成20年6月26日 内保第54号の1 簡易宿所 久庵 五條市阪合部新田町７０－１ ⼤⻄ 篤100 平成21年11月2日 内保38号の３ 簡易宿所 農家民宿　こもれび 五條市西吉野町湯塩２１０ 柳澤 佳孝101 平成23年12月8日 内保第９２号の３ 簡易宿所 旅宿　やなせ屋 五條市本町２－７－３ 株式会社あすも102 平成27年3月20日 61403003 簡易宿所 西吉野桜温泉 五條市西吉野町永谷３８０ 岡田 義一103 平成27年5月7日 61503001 簡易宿所 標 五條市二見１－９－２５ 特定非営利活動法人 大和社中104 平成31年4月10日 61903001 簡易宿所 賀名生旧皇居 五條市西吉野町賀名生１番地 有限会社ゴダイゴ・プランニング105 令和2年7月13日 62003001 簡易宿所 レンタルハウスいろは　奈良五條 五條市岡口１－１－２０ 株式会社ＤＡＮＤＯＲＩ106 令和3年3月10日 62003002 簡易宿所 やよい 五條市新町１－５－５ 株式会社ＤＡＮＤＯＲＩ107 令和3年7月27日 62103001 簡易宿所 貸別荘いろは　奈良五條 五條市五條２－２ー２２ 株式会社ＤＡＮＤＯＲＩ108 昭和42年12月20日 第７１号 旅館・ホテル 国民宿舎葛城高原ロッジ 御所市櫛羅 2569 御所市109 昭和47年2月1日 奈良県指令公衛第18号 旅館・ホテル ツバキ葛城荘 御所市櫛羅山開 994 株式会社 椿本精工110 昭和59年10月30日 葛保第１６０号の１ 旅館・ホテル ホテル チョコレ 御所市東佐味339 株式会社 総合企画111 平成10年6月18日 奈良県指令生衛第２０４号の１０ 簡易宿所 葛城高原研修センター 御所市櫛羅 2569，2570 金剛葛城観光開発株式会社112 令和3年7月5日 第72103003号 簡易宿所 楢原　宿泊施設 御所市楢原1199-1 清水 良彦113 昭和38年11月12日 奈良県指令公衛第14号 旅館・ホテル 観光旅館やまと 生駒市門前町12-8 有限会社 やまと 114 昭和45年2月28日 奈良県指令公衛第94号 簡易宿所 簡易宿所 法華院 生駒市上町4443 宗教法人 法華院 



番号 許可年月日 許可番号 許可種別 施設名称 施設所在地 申請者名（法人･団体の場合商号等）115 昭和45年11月7日 奈良県指令公衛第7号 旅館・ホテル ホテル ボンジュール 生駒店 生駒市俵口町587-2 畑中 邦好116 昭和45年12月25日 奈良県指令公衛第7号 旅館・ホテル 生駒のお宿　城山旅館 生駒市門前町15-12 城山 輝幸117 昭和50年1月24日 奈良県指令環衛第4号 簡易宿所 簡易宿所 宗教法人 円生院 生駒市上町4442 宗教法人 円生院 118 昭和53年12月22日 奈良県指令環衛第2号 旅館・ホテル 料理旅館 吉の家 生駒市門前町14-2 道田 禮子119 昭和57年11月12日 奈良県指令環衛第2号の33 簡易宿所 簡易宿所 法華院 生駒市上町4436 清水 隆道120 昭和59年10月9日 奈良県指令環衛第2号の40 旅館・ホテル ＨＯＴＥＬ  ｙｅｓ  Ｗｅ  ｃａｎ 生駒市北田原町2454-4、-22、-24、-26 有限会社 アイエス 121 昭和61年3月7日 奈良県指令環衛第2号の52 旅館・ホテル 料理旅館 三徳 生駒市門前町16-6 加賀谷 真知子122 平成4年3月26日 奈良県指令環衛第203号の33 簡易宿所 生駒山麓公園ふれあいセンター 生駒市俵口町2088 生駒市123 平成19年2月6日 郡保第33号の11 旅館・ホテル ラブリー生駒 生駒市俵口町1080 有限会社 イエローウェーブ124 平成21年6月1日 郡保第135号の1 簡易宿所 料理旅館　津ぼ美 生駒市門前町12-11 垣内 豊子125 平成25年3月15日 郡保第24号の17 旅館・ホテル 観光旅館　くろんど荘 生駒市高山町5035 株式会社 日タクホールディングス126 平成26年7月1日 第41403001号 簡易宿所 生駒山麓公園野外活動センター 生駒市俵口町2088 株式会社 モンベル127 平成27年8月7日 第41503001号 簡易宿所 門前おかげ楼 生駒市門前町16-3 有限会社 オーエムカンパニー128 平成27年11月24日 第41503003号 旅館・ホテル Pine Tree Hotel 生駒市門前町16-4 株式会社 TJC日本旅行129 平成27年12月22日 第41503004号 旅館・ホテル ホテル　５６７ 生駒市北田原町1-1 新名神興業株式会社130 平成31年3月25日 第41803005号 旅館・ホテル サン二ホテル 生駒市門前町11-5 桑尼日本株式会社131 令和1年7月4日 第41903002号 簡易宿所 鹿音 生駒市有里町３０９ 太田 奈美132 昭和44年6月9日 奈良県指令公衛第94号 旅館・ホテル モーテル二上 香芝市穴虫魚尾 吉川 ツタ子133 昭和46年11月11日 第１８号 旅館・ホテル 錦 香芝市下田西１丁目11-13 ⻄村 スエノ134 昭和53年8月17日 奈良県指令環衛第2号 旅館・ホテル 香芝モータリストホテル 香芝市平野1146 香芝観光株式会社135 昭和56年1月12日 奈良県指令環衛第2号の52 旅館・ホテル ホテル　アイネ 香芝市平野1142-2 株式会社 千日136 昭和58年12月28日 奈良県指令環衛第２号の５４ 旅館・ホテル ホテル　アナージェ 香芝市今泉1484-1.2 住吉商事株式会社137 昭和59年10月5日 奈良県指令環衛第２号の３８ 旅館・ホテル 卯之庵 香芝市下田東１丁目470-1,2,3 株式会社 ⼤⿊138 昭和60年3月2日 葛保第１６０号の６ 旅館・ホテル ホテル オーラ リゾート 香芝店 香芝市平野1143-2 清和産業有限会社139 昭和60年3月2日 葛保第１６０号の８ 旅館・ホテル ホテル オーラ リゾートⅡ 香芝店 香芝市平野1143-3 有限会社 セピア観光140 昭和61年3月11日 奈良県指令環衛第２号の５３ 旅館・ホテル ホテル　ゲストハウス 香芝市今泉1054-6 協和興産株式会社141 平成3年5月15日 奈良県指令環衛第203号の6 旅館・ホテル マハラジャINN 香芝市今泉575-9 他４筆 有限会社 マハラジャ142 平成16年11月15日 葛保第１５０号の７ 旅館・ホテル フラワースタイル 香芝市平野181-1 株式会社香芝フラワー143 平成17年2月10日 葛保第１６０号の２ 旅館・ホテル ホテル ウォーターゲート 香芝市平野361-1 有限会社ナポインターナショナルカンパニー144 平成18年4月14日 葛保第１６０号の３ 旅館・ホテル 夢みるＢｉＢｉちゃん 香芝店 香芝市今泉532-3 株式会社 エコープラニング145 平成19年8月30日 葛保第１６０号の１ 旅館・ホテル ホテル電車ごっこ　お医者さんごっこ 香芝市平野1143-9 株式会社離宮146 平成20年7月18日 葛保第１５０号の３　 旅館・ホテル ＨＯＴＥＬ  Ｄ.Ｄ 香芝市今泉575-7 有限会社 ＮＮＵ147 平成21年11月19日 葛保第１５０号の４ 旅館・ホテル ホテル　サリ　リゾート　香芝店 香芝市平野1143-7 ビッグ観光株式会社148 平成26年9月1日 第21403001号 旅館・ホテル ホテル　ハグハグ香芝店 香芝市今泉1054-7 株式会社ＴＫＲ149 平成28年10月21日 第71603003号 旅館・ホテル 緑ガーデンホテル 香芝市今泉407-1 李 坤150 平成30年3月23日 第71703007号 旅館・ホテル HOTEL LUNA 香芝市平野363番地 株式会社Best Delight Group151 平成31年1月9日 第71803007号 簡易宿所 KAFUU 香芝市畑5丁目43番1 麻原 友子152 令和1年12月6日 第71903012号 旅館・ホテル ホテル　グラマーラ　リゾート 香芝市平野361-9 株式会社 ハーバーライト153 令和2年5月29日 第72003001号 旅館・ホテル ホテルBIBI 香芝市今泉1054-5 株式会社T'sマネジメント



番号 許可年月日 許可番号 許可種別 施設名称 施設所在地 申請者名（法人･団体の場合商号等）154 昭和37年12月12日 葛保第１５０号の３ 旅館・ホテル 西南院 葛城市當麻1263 山下 真弘155 昭和49年3月8日 奈良県指令公衛第１８号 簡易宿所 中之坊 葛城市當麻1263 松村 秀照156 昭和61年8月15日 奈良県指令環衛第2号の33 旅館・ホテル 当麻寺奥院 葛城市當麻1263 宗教法人 奥 院157 昭和42年6月29日 奈良県指令公衛第19号 旅館・ホテル 中村屋 宇陀市室生717 中村 文章158 昭和52年3月23日 奈良県指令環衛第25号 旅館・ホテル 橋本屋旅館 宇陀市室生800 株式会社橋本屋159 昭和54年10月22日 奈良県指令環衛第2号 簡易宿所 民宿むろう 宇陀市室生405-1 山本 冨美恵160 昭和59年8月2日 奈良県指令環衛第2号の27 旅館・ホテル 旅館　今阪屋 宇陀市大宇陀中新1975 南 千賀子161 平成17年11月15日 第30172号 簡易宿所 Ｂ＆Ｂ にしみね 宇陀市室生西谷513 ⻄峯 慶⼦162 平成21年3月25日 第30184号 旅館・ホテル 椿寿荘 宇陀市大宇陀本郷267 特定非営利活動法人 宇陀の街づくり研究会163 平成26年7月2日 第31403199号 簡易宿所 ささゆり庵 宇陀市室生深野656 ベンチャーケミカル株式会社164 平成26年7月30日 第31403200号 簡易宿所 らぴゅた　宇陀 宇陀市榛原八滝433 河井 伸夫165 平成28年3月15日 第71503006号 簡易宿所 室生三本松　鎌倉山農園 宇陀市室生三本松2756 植田 由貴江166 平成28年12月19日 第71603004号 簡易宿所 ゲストハウス　久 宇陀市榛原萩原2429-3 山口 清介167 平成30年5月8日 第71803001号 簡易宿所 ささゆり庵　おづぬ 宇陀市室生深野532 ベンチャーケミカル株式会社168 平成31年3月25日 第71803009号 簡易宿所 Farmhouse 宇陀市榛原三宮寺177-2 京地 合リーン169 令和1年6月13日 第71903005号 旅館・ホテル 奈良宇陀温泉郷　保養センター美榛苑 宇陀市榛原福地255番地 株式会社 アスクゲート170 令和1年10月1日 第71903008号 簡易宿所 八千代 宇陀市室生大野1873 竹森 史年171 令和1年11月1日 第71903009号 簡易宿所 ゲストハウス奈良カエデの郷ひらら 宇陀市菟田野古市場135-2 特定非営利活動法人 宇陀カエデの郷づくり172 令和1年11月27日 第71903010号 簡易宿所 リゾートあきの 宇陀市大宇陀下中2203 株式会社アルテマネージメント173 令和2年7月20日 第72003003号 簡易宿所 奈の音 宇陀市大宇陀西山91番地 ネイチャー・コア・サイエンス株式会社174 令和3年1月25日 第72003005号 簡易宿所 奥大和ビール　TAP TO BED 宇陀市大宇陀拾生６７２－１ 米田 義則175 令和4年1月6日 第72103006号 簡易宿所 六合院 宇陀市室生西谷1085 大畑 千慧176 令和4年3月23日 第72103007 号 簡易宿所 うだ薬湯の宿　やたきや 宇陀市榛原八滝1835 一般社団法人 なつかしいみらいクリエイター認定協会177 平成20年5月13日 郡保第116号の1 簡易宿所 里舎（みちのりのやど） 山辺郡山添村広代1222 大久保 守178 平成27年3月13日 第41403003号 旅館・ホテル ホテル　チョコレ　山添 山辺郡山添村三ヶ谷1636-1 株式会社 シーダー179 令和1年12月10日 第41903005号 簡易宿所 ｕｍｅ， 山辺郡山添村片平４５２ 株式会社 梅守本店180 令和3年8月11日 第42103001号 簡易宿所 デュラクスアウトドアリゾート冒険の森やまぞえ 山辺郡山添村三ヶ谷1680 デュラクスジャパン株式会社181 令和3年9月1日 第42103002号 旅館・ホテル ホテル山添 山辺郡山添村遅瀬965 伊勢の国株式会社182 昭和45年4月7日 奈良県指令公衛第94号 旅館・ホテル 旅館 成福院 生駒郡平群町信貴山2280 宗教法人 成福院 183 昭和51年8月6日 奈良県指令環衛第25号 旅館・ホテル 旅館 千光寺宿坊 生駒郡平群町鳴川188 大塚 昭治184 昭和55年7月3日 奈良県指令環衛第2号の21 旅館・ホテル 旅館 宗教法人 千手院 生駒郡平群町信貴山2280-1 宗教法人 千手院185 平成8年5月23日 奈良県指令生衛第204号の12 旅館・ホテル 旅館 玉蔵院 生駒郡平群町信貴山2280-1 宗教法人 玉蔵院186 平成19年10月1日 郡保第136号の6 旅館・ホテル かんぽの宿　大和平群 生駒郡平群町上庄2-16-1 日本郵政株式会社187 昭和48年11月5日 奈良県指令公衛第18号 旅館・ホテル 信貴山観光ホテル 生駒郡三郷町信貴山西2-40 信貴山観光ホテル株式会社 188 昭和51年10月15日 奈良県指令環衛第25号 旅館・ホテル 柿本家 生駒郡三郷町信貴山東5-8 垣本 和伸189 平成7年11月2日 生衛第204号の23 旅館・ホテル 旅亭 十三屋 生駒郡三郷町信貴山西3-27 株式会社 プレミアム ダイニング190 平成15年7月17日 郡保第33号の10 旅館・ホテル 信貴山観光ホテル別館 生駒郡三郷町信貴山西2-45 信貴山観光ホテル株式会社191 平成29年7月7日 第41703002号 簡易宿所 エスポアール信貴 生駒郡三郷町信貴ヶ丘1-1-44 株式会社 キューブ192 平成31年1月4日 第41803004号 旅館・ホテル 料亭旅館みよし 生駒郡三郷町信貴山東5-7 みよし株式会社



番号 許可年月日 許可番号 許可種別 施設名称 施設所在地 申請者名（法人･団体の場合商号等）193 平成14年2月8日 第203号の20 旅館・ホテル 法隆寺グランドホテル 生駒郡斑鳩町幸前町2-1-16 有限会社 公栄社194 令和1年8月9日 第41903003号 旅館・ホテル 和空法隆寺　東方館 生駒郡斑鳩町法隆寺１丁目４－４６ 株式会社 福原工業195 令和1年8月9日 第41903004号 旅館・ホテル 和空法隆寺　西方館 生駒郡斑鳩町法隆寺１丁目５－３２ 株式会社 福原工業196 平成29年1月11日 第41603001号 簡易宿所 うぶすなの郷　TOMIMOTO 生駒郡安堵町東安堵1442 株式会社 ワールド・ヘリテイジ197 令和2年6月25日 第72003002号 旅館・ホテル ＮＩＰＰＯＮＩＡ　田原本　マルト醤油 磯城郡田原本町大字伊与戸170 株式会社マルト198 昭和51年7月23日 奈良県指令環衛第25号 簡易宿所 民宿　奥香落 だいにち荘 宇陀郡曽爾村小長尾193-2 田中 信幸199 昭和57年3月2日 奈良県指令環衛第2号の50 簡易宿所 古民家の宿　木治屋 宇陀郡曽爾村伊賀見2126-2 木治 澄子200 昭和59年11月1日 奈良県指令環衛第2号の46 旅館・ホテル 旅館国定宴 宇陀郡曽爾村伊賀見1967-2 株式会社国定宴201 平成11年7月19日 奈良県指令生衛第204号の11 簡易宿所 サン・ビレッジ曽爾（奥香落オートキャンプ場） 宇陀郡曽爾村今井911-1 曽爾村⻑ 芝⽥ 秀数202 平成14年10月1日 第30167号 簡易宿所 静山荘 宇陀郡曽爾村長野626-1 岡田 泰正203 平成19年1月10日 第30176号 旅館・ホテル 民宿　２・７　別館　（ﾂｰｾﾌﾞﾝ） 宇陀郡曽爾村今井1334-1 東口 敏哉204 平成21年11月26日 第30185号 簡易宿所 民宿　豊栄 宇陀郡曽爾村今井1262-1 河合 圭子205 平成25年1月10日 第30193号 旅館・ホテル 民宿　２ ・７　（ﾂｰｾﾌﾞﾝ） 宇陀郡曽爾村今井1346-2、1340-1 東口 敏哉206 平成27年8月7日 第71503004号 簡易宿所 ぬるべ庵 宇陀郡曽爾村大字塩井986 松浦 和207 平成28年4月5日 第71603001号 簡易宿所 紅葉亭 宇陀郡曽爾村伊賀見2620-1 田中 英樹208 平成30年10月29日 第71803004号 簡易宿所 月陽 宇陀郡曽爾村葛739-1 森岡 智紀209 令和1年5月28日 第71903001号 簡易宿所 森のオーベルジュ　星咲～きらら～ 宇陀郡曽爾村小長尾658-1 芝田 秀人210 令和1年6月5日 第71903002号 簡易宿所 縁（ENISHI） 宇陀郡曽爾村大字太良路665番地 株式会社 そに木霊プロジェクト211 令和1年6月5日 第71903003号 簡易宿所 鳳（HOU） 宇陀郡曽爾村大字太良路665番地 株式会社 そに木霊プロジェクト212 令和1年6月5日 第71903005号 簡易宿所 紡（TSUMUGI） 宇陀郡曽爾村大字太良路664番地 株式会社 そに木霊プロジェクト213 令和1年12月11日 第71903013号 簡易宿所 ソニゲイト山粕宿（SONI GATE YAMAGASUYADO） 宇陀郡曽爾村大字山粕1145番地の2 神出 光214 昭和36年12月5日 23 旅館・ホテル まつや 宇陀郡御杖村土屋原1142 仲子 明美215 昭和53年6月2日 第30097号 簡易宿所 みつえ青少年旅行村集会棟 宇陀郡御杖村神末1785 御杖村216 昭和63年7月1日 第30151号 簡易宿所 三季館 宇陀郡御杖村桃俣702 御杖村217 平成14年8月1日 第30166号 簡易宿所 みつえ青少年旅行村 宇陀郡御杖村神末1790 御杖村218 平成21年2月23日 第30182号 簡易宿所 三峰山荘 宇陀郡御杖村神末2188-1 古谷 悦子219 平成21年3月18日 第30183号 簡易宿所 ログハウス　ほらのもり 宇陀郡御杖村神末5051-138 白木 康夫220 平成27年2月26日 第71403001号 簡易宿所 おもや 宇陀郡御杖村菅野2415 徳田 福男221 平成28年2月22日 第71503005号 簡易宿所 遊庵 宇陀郡御杖村神末1461 大田 敏彦222 令和3年7月26日 第72103005号 簡易宿所 隠宿御杖sachi庵 宇陀郡御杖村神末5761-637 島田 佐知子223 令和3年7月29日 第72103004号 簡易宿所 ＫＩＣＨＩ 宇陀郡御杖村大字土屋原1064番地 株式会社そに木霊プロジェクト224 平成20年8月25日 第30180号 旅館・ホテル ホテル ベアーズ ベアーズ 高市郡高取町清水谷1147-1 株式会社プラザワン225 昭和44年6月12日 奈良県指令公衛第142号 簡易宿所 ― 高市郡明日香村岡339 米川 教子226 昭和47年4月14日 奈良県指令公衛第18号 簡易宿所 ― 高市郡明日香村岡1229 岸田 恵子227 昭和47年4月14日 奈良県指令公衛第18号 簡易宿所 ― 高市郡明日香村岡1136-1 吉井 雅子228 昭和47年4月14日 奈良県指令公衛第18号 簡易宿所 民宿吉田 高市郡明日香村豊浦755 吉田 一代229 昭和47年4月14日 奈良県指令公衛第18号 簡易宿所 民宿　吉田 高市郡明日香村飛鳥690 吉田 明人230 昭和47年4月14日 第30057号 簡易宿所 ― 高市郡明日香村豊浦12-1 北村 量嗣231 昭和52年9月2日 奈良県指令環衛第2号 簡易宿所 花卯 高市郡明日香村岡1206 花井 小代子



番号 許可年月日 許可番号 許可種別 施設名称 施設所在地 申請者名（法人･団体の場合商号等）232 平成3年4月17日 奈良県指令環衛第203号の3 簡易宿所 飛鳥寺研修会館 高市郡明日香村飛鳥725-1 宗教法人 安居院233 平成11年11月19日 奈良県指令生衛第204号の18 簡易宿所 若葉 高市郡明日香村岡956-2 安田 隆文234 平成12年2月8日 奈良県指令生衛第204号の21 旅館・ホテル 脇本 高市郡明日香村野口328 脇本 澄子235 平成18年5月26日 第30174号 簡易宿所 Ｂ＆Ｂ　Ａｓｕｋａ 高市郡明日香村川原55 片岡 一了236 平成22年11月24日 第30190号 簡易宿所 あすか癒俚の里　森羅塾 高市郡明日香村雷35 島田 昌則237 平成25年5月10日 第30195号 簡易宿所 ゆるりや 高市郡明日香村入谷665 江良 容子238 平成25年6月25日 第30196号 簡易宿所 古都里庵 高市郡明日香村真弓1473-1 小川 勝子239 平成25年11月18日 第30198号 簡易宿所 農家民宿キトラ田中 高市郡明日香村阿部山301 田中 祐二240 平成26年12月8日 第31403201号 簡易宿所 とくぼし 高市郡明日香村岡1168 吉田 宏241 平成27年3月23日 第71403002号 簡易宿所 ASUKA GUEST HOUSE 高市郡明日香村飛鳥659 株式会社Ｊ−ｒｏｏｔｓ242 平成27年3月30日 第７１４０３００３号 簡易宿所 関西大学飛鳥文化研究所・植田記念館　新館 高市郡明日香村稲渕８１６－１ 学校法⼈関⻄⼤学243 平成27年6月29日 第71503002号 簡易宿所 明日香庭球場クラブハウス 高市郡明日香村小山183 有限会社ハードボールテニス244 平成29年3月10日 第71603006号 簡易宿所 Asuka の Oyadoゲストハウス 松原農園 高市郡明日香村大字平田1383番地 松原 実245 平成29年3月10日 第71603007号 旅館・ホテル カフェ＆ペンション飛鳥 高市郡明日香村大字越17 松岡 直子246 平成30年5月22日 第７１８０３００２号 簡易宿所 関西大学飛鳥文化研究所・植田記念館　本館 高市郡明日香村稲渕８４６－１ 学校法⼈関⻄⼤学247 平成31年3月1日 第71803008号 簡易宿所 昭和のかおり 高市郡明日香村島庄232 江良 容子248 令和1年9月30日 第71903007号 簡易宿所 農家民宿 sarara 高市郡明日香村栢森373 坂本 博子249 令和1年10月30日 第71903011号 簡易宿所 民宿キトラ 高市郡明日香村大字阿部山204番地 田中 孝子250 令和3年4月14日 第72103001号 旅館・ホテル ブランシエラ　ヴィラ　明日香 高市郡明日香村大字飛鳥６６０番地 株式会社⻑⾕⼯ヴィレッジライフ251 平成29年9月11日 第71703003号 簡易宿所 アッドハウス 北葛城郡上牧町米山台4-14-7 田ノ岡 仁252 令和2年8月24日 第72003004号 旅館・ホテル 東横ＩＮＮ奈良王寺駅南口 北葛城郡王寺町王寺２丁目５－７ 株式会社東横イン253 平成2年6月14日 奈良県指令環衛第２０３号の８ 旅館・ホテル 広陵町ふるさと会館　ｸﾞﾘ-ﾝﾊﾟﾚｽ 北葛城郡広陵町笠168 広陵町254 平成26年1月30日 葛保第150号の1 簡易宿所 hinata(ヒナタ) 北葛城郡広陵町三吉587-5 出井 行人255 昭和24年12月30日 54903001 旅館・ホテル 吉野温泉元湯 吉野郡吉野町吉野山902-1 小川  一幸256 昭和25年7月18日 1782 旅館・ホテル 坂本屋 吉野郡吉野町吉野山952 坂本  笑子257 昭和32年12月17日 557102 旅館・ホテル 吉野館 吉野郡吉野町吉野山942 北東 邦洋258 昭和37年6月27日 69 旅館・ホテル 千本楼 吉野郡吉野町吉野山345 山本 英二259 昭和45年3月20日 71 旅館・ホテル 櫻本坊 吉野郡吉野町吉野山1269 宗教法人 櫻本坊260 昭和50年2月15日 574102 簡易宿所 山紫水明の宿　美吉野　桜庵 吉野郡吉野町吉野山330 樽井  繁太郎261 昭和53年2月21日 2 旅館・ホテル 新富 吉野郡吉野町吉野山574 山本  清子262 昭和53年7月12日 2 旅館・ホテル 宮滝温泉まつや 吉野郡吉野町宮滝53-1 松本  美也子263 昭和53年11月9日 2 旅館・ホテル 旅館　歌藤 吉野郡吉野町吉野山3056 歌藤  彰介264 昭和54年5月1日 579102 旅館・ホテル 竹林院群芳園 吉野郡吉野町吉野山2142 竹林院群芳園 株式会社265 昭和54年5月10日 2 旅館・ホテル 東南院 吉野郡吉野町吉野山2416 宗教法人 東南院266 昭和55年2月1日 2 旅館・ホテル 宝山荘太鼓判 吉野郡吉野町吉野山1278 東  利明267 昭和57年3月15日 2-53 旅館・ホテル 一休庵 吉野郡吉野町吉野山966-4 辻村  拓也268 昭和57年10月15日 582108 旅館・ホテル さこや 吉野郡吉野町吉野山2620 株式会社 さこや269 昭和60年11月19日 2-39 旅館・ホテル 旅荘桜山荘花屋 吉野郡吉野町吉野山426 米田  勝270 昭和60年11月25日 2-40 旅館・ホテル 津風呂湖畔の宿一龍 吉野郡吉野町平尾1155-1 中本  宜宏



番号 許可年月日 許可番号 許可種別 施設名称 施設所在地 申請者名（法人･団体の場合商号等）271 昭和61年7月17日 2-24 旅館・ホテル 景勝の宿　芳雲館 吉野郡吉野町吉野山2340 株式会社 芳雲館272 昭和61年11月27日 2-50 簡易宿所 櫻美荘たいら 吉野郡吉野町吉野山1904 平  洪江273 平成4年9月30日 203-19 旅館・ホテル 株式会社　吉野荘湯川屋 吉野郡吉野町吉野山440 株式会社 吉野荘湯川屋274 平成5年12月10日 204-26 旅館・ホテル 太鼓判　花夢･花夢 吉野郡吉野町吉野山2041 東 利明275 平成11年1月26日 204-23 簡易宿所 株式会社たたや 吉野郡吉野町上市74-2 株式会社 たたや276 平成18年1月12日 505108 旅館・ホテル 戎館 吉野郡吉野町吉野山945 南平 ちづ代277 平成20年3月17日 508115 旅館・ホテル 花夢館 吉野郡吉野町吉野山2352-1 東 広明278 平成20年7月25日 508105 簡易宿所 花夢亭 吉野郡吉野町吉野山3313 東 広明279 平成22年4月30日 510103 簡易宿所 吉野宮滝野外学校 吉野郡吉野町宮滝101-1 ⼀般財団法⼈ ⼤阪府⻘少年活動財団280 平成27年10月21日 51503008 簡易宿所 三奇楼 吉野郡吉野町上市207 (株)南工務店281 平成28年2月26日 51503009 簡易宿所 Ｂ＆Ｂ　ＳＥＩＫＯＫＵＪＩ 吉野郡吉野町南国栖152 ⻑⾕ 政和282 平成28年3月9日 51503010 旅館・ホテル きす屋 吉野郡吉野町吉野山403 きす屋株式会社283 平成29年1月19日 51603006 簡易宿所 吉野杉の家（吉野材の魅力発信拠点施設） 吉野郡吉野町飯貝624の一部 石橋 輝一284 平成30年4月19日 51803002 簡易宿所 時乃家 奈良吉野 吉野郡吉野町丹治947 合同会社 キュリオ・コフレ285 平成30年6月12日 51803004 旅館・ホテル 楽 吉野郡吉野町吉野山711-3 水本 絵美286 平成31年3月28日 51803007 簡易宿所 喜佐谷多目的研修会館 吉野郡吉野町喜佐谷152-1 吉野町287 令和2年10月20日 52003006 旅館・ホテル 吉野荘　湯川屋 吉野郡吉野町吉野山441 株式会社 吉野荘 湯川屋288 令和3年2月16日 52003009 簡易宿所 結ほんまち屋敷 吉野郡吉野町上市201 倉上 千裕289 令和3年11月5日 52103004 簡易宿所 ゲストハウス空 吉野郡吉野町新子333-1 株式会社アトリエ空一級建築士事務所290 令和4年3月16日 52103008 簡易宿所 boschetto 吉野郡吉野町上市2294-22 小林 久晃291 令和元年6月13日 51903005 簡易宿所 NEOLD　private house 吉野郡吉野町喜佐谷132-2 OJクレアール株式会社292 平成22年2月24日 31 旅館・ホテル 松月館 吉野郡大淀町下渕172 原田 壽延293 平成21年6月2日 509105 簡易宿所 下市町森林公園やすらぎ村 吉野郡下市町西山550 大紀観光株式会社294 平成28年3月24日 51503011 簡易宿所 才谷区自治会集会所　移住促進ゲストハウス　山桜 吉野郡下市町才谷232-1 才谷区自治会295 平成29年3月17日 51603008 簡易宿所 ゲストハウス　APRICOT 吉野郡下市町広橋551 秋谷 奈美296 平成29年3月30日 51603009 簡易宿所 移住促進ゲストハウス　風の谷 吉野郡下市町伃邑748の4 本田 雅也297 平成30年3月23日 51703011 簡易宿所 プラム 吉野郡下市町広橋55 中⻄ 真也298 令和4年3月23日 52103009 簡易宿所 下市町森林公園やすらぎ村 吉野郡下市町西山550 大紀観光株式会社299 平成3年9月20日 203-24 簡易宿所 民宿　あきちゃん 吉野郡黒滝村堂原326-1 喜田 敏子300 平成8年5月28日 204-8 簡易宿所 フォーレストくろたき 吉野郡黒滝村堂原325-1 喜田 敏子301 平成13年7月23日 203-7 簡易宿所 みよしのオートキャンプ場 吉野郡黒滝村御吉野193 株式会社 みよしの302 平成23年4月22日 511104 簡易宿所 きららの森・赤岩 吉野郡黒滝村中戸526 株式会社 ⿊滝森物語村303 平成23年4月22日 511103 旅館・ホテル 黒滝森物語村　森の交流館 吉野郡黒滝村粟飯谷1 株式会社 ⿊滝森物語村304 昭和23年7月30日 40 旅館・ホテル 奥村宗助 吉野郡天川村洞川198 奥村 宗介305 昭和30年10月21日 84 旅館・ホテル 旅館　久保治 吉野郡天川村洞川221 久保 八重子306 昭和30年10月21日 84 旅館・ホテル 旅館　紀の国屋甚八 吉野郡天川村洞川222-1 紀埜 弘道307 昭和30年12月26日 502106 旅館・ホテル 大峯ホテル　丸文 吉野郡天川村洞川209 銭谷 嘉文308 昭和32年5月27日 29 旅館・ホテル 一丸旅館 吉野郡天川村洞川496-1 奥村  正一郎309 昭和34年2月26日 502101 旅館・ホテル 弥仙館 吉野郡天川村川合267 畠中 静代



番号 許可年月日 許可番号 許可種別 施設名称 施設所在地 申請者名（法人･団体の場合商号等）310 昭和37年8月22日 76 簡易宿所 竹林院参籠所 吉野郡天川村洞川703 福井 良盈311 昭和40年2月10日 503104 旅館・ホテル 龍泉寺 吉野郡天川村洞川703 岡田 悦雄312 昭和43年5月7日 3 旅館・ホテル いろは 吉野郡天川村洞川248 ⼤⻄ 理策313 昭和43年11月14日 142 旅館・ホテル 前平旅館 吉野郡天川村川合289 吉田 千恵子314 昭和45年4月22日 7 簡易宿所 櫻本坊山籠所 吉野郡天川村洞川703 宗教法人 櫻本坊315 昭和45年5月13日 7 旅館・ホテル さら徳 吉野郡天川村洞川210 宮田 大一郎316 昭和48年3月29日 18 簡易宿所 民宿　名迫 吉野郡天川村坪内115 名迫 良子317 昭和52年6月25日 2 旅館・ホテル 大和屋 吉野郡天川村和田476 上⻄ 仁作318 昭和52年8月6日 2 旅館・ホテル 柳屋旅館 吉野郡天川村洞川489-9 田辺 富美子319 昭和53年3月1日 2 簡易宿所 大峯山参籠所喜蔵院 吉野郡天川村洞川 中井  教善320 昭和53年7月17日 2 簡易宿所 あきたや 吉野郡天川村洞川279 新子  周子321 昭和53年7月17日 2 簡易宿所 大豊 吉野郡天川村洞川769-2 大田  君明322 昭和53年7月17日 2 簡易宿所 喜楽 吉野郡天川村洞川194-1 宮田 七郎323 昭和54年12月17日 503105 簡易宿所 民宿　沢村 吉野郡天川村庵住203 沢村  貞一324 昭和55年6月7日 2-11 旅館・ホテル 行者の宿　角甚 吉野郡天川村洞川240 角谷  甚四郎325 昭和57年10月7日 2-29 旅館・ホテル あたらしや旅館 吉野郡天川村洞川215 ⼤⻄  良⼀326 昭和58年11月1日 2-41 簡易宿所 東南院山上参籠所 吉野郡天川村洞川703 宗教法人 東南院327 昭和60年2月25日 2-76 旅館・ホテル 喜楽支店 吉野郡天川村洞川47 宮田  七郎328 昭和60年9月5日 585102 旅館・ホテル 桝源旅館 吉野郡天川村洞川189 鵜飼 弥世329 昭和62年5月18日 203-7 旅館・ホテル 光緑園西清 吉野郡天川村洞川257 ⻄村  佳門330 昭和62年12月14日 203-45 旅館・ホテル 観峯荘にしぎ 吉野郡天川村洞川251 井口  大作331 昭和63年1月26日 203-47 簡易宿所 いまにし 吉野郡天川村坪内11 今⻄  明⼦（はるこ）332 平成6年2月25日 204-29 旅館・ホテル ペンション「ミルキー・ウェイ」 吉野郡天川村坪内60 柿坂 秀樹333 平成7年5月1日 204-13 簡易宿所 弥山山小屋 吉野郡天川村北角158 天川村⻑334 平成7年6月16日 204-10 旅館・ホテル 川合館　まえひら 吉野郡天川村川合365-1 吉田 勝335 平成8年12月11日 204-27 簡易宿所 民宿おかむら 吉野郡天川村洞川282 岡村 帛代336 平成9年5月2日 204-5 簡易宿所 民宿　あおば 吉野郡天川村北小原24 水口 治代337 平成9年5月9日 204-6 簡易宿所 プチホテル＆中華料理SHOBU 吉野郡天川村洞川293-4 福本 彰338 平成9年5月23日 204-7 簡易宿所 西之谷ふれあいの森キャンプ場 吉野郡天川村和田231 中森 和代339 平成10年9月3日 204-19 簡易宿所 オートキャンプとちお 吉野郡天川村栃尾9 杉本 將樹340 平成11年8月4日 204-12 簡易宿所 バンガロー　貨車アンドログ 吉野郡天川村中谷199 根来 群二341 平成13年11月5日 203-13 簡易宿所 大谷屋 吉野郡天川村栃尾375-3 大谷 栄子342 平成14年6月18日 502105 簡易宿所 バンガロー　貨車アンドログ　山のコテージ 吉野郡天川村中谷228、264、247 根来 群二343 平成14年11月18日 502111 簡易宿所 ヴィレッジオアシス 吉野郡天川村川合16-1 ⻄仲 康博344 平成15年2月18日 502112 簡易宿所 天の川青少年旅行村 吉野郡天川村庵住81 小川 彰信345 平成16年10月22日 504106 旅館・ホテル 宿　花屋徳兵衛 吉野郡天川村洞川217 花谷 芳春346 平成16年11月29日 504107 簡易宿所 民宿　「翠嶺館」 吉野郡天川村洞川287-2 赤井 八百子347 平成19年7月17日 507107 簡易宿所 オートキャンプ　沢谷 吉野郡天川村沢谷67-1 堀井 寛幸348 平成19年7月18日 507108 簡易宿所 天川村みのずみオートキャンプ場 吉野郡天川村南角52 中道 唯由



番号 許可年月日 許可番号 許可種別 施設名称 施設所在地 申請者名（法人･団体の場合商号等）349 平成19年11月14日 507112 簡易宿所 ファミリーオートキャンプ場　いのせ 吉野郡天川村沢谷226-1 豕瀬 康子350 平成20年2月29日 507114 簡易宿所 民宿　ゆば 吉野郡天川村栃尾68-1 弓場 幸男351 平成20年4月24日 508106 簡易宿所 ゲストハウス　一休 吉野郡天川村洞川466 橋田 明則352 平成20年6月3日 508104 簡易宿所 坪の内オートキャンプ場 吉野郡天川村坪内376-7 ⻄岡 康博353 平成21年3月24日 508107 簡易宿所 大豊旅館 吉野郡天川村洞川769-5 大田 君明354 平成21年10月28日 509106 簡易宿所 オートキャンプ場　庵の郷 吉野郡天川村庵住203 澤村 純子355 平成22年5月6日 510105 簡易宿所 井頭 吉野郡天川村坪内46 井頭 美貴子356 平成22年6月1日 510109 簡易宿所 リバーサイド　バンガロー貨車アンドログ 吉野郡天川村沖金3 根来 群二357 平成22年7月13日 510110 簡易宿所 春　さくらコテージ 吉野郡天川村九尾469 株式会社 岡下組リゾート開発358 平成22年7月29日 510112 簡易宿所 民宿　澤村 吉野郡天川村庵住203 澤村 純子359 平成22年8月2日 510111 簡易宿所 稲村ヶ岳山荘 吉野郡天川村山上辻 赤井 正人360 平成22年10月5日 510113 簡易宿所 民宿　森本 吉野郡天川村坪内170 森本 モト子361 平成24年2月17日 511107 簡易宿所 柳屋旅館　別館 吉野郡天川村洞川489-7 田辺 富美子362 平成24年7月10日 512105 簡易宿所 コテージ　いずもと 吉野郡天川村庵住199-4、199-2、200 泉本 美喜子363 平成27年4月15日 51503001 簡易宿所 大峯山　山上川キャンプ場　西浦 吉野郡天川村洞川784-45 ⻄浦 則道364 平成27年10月8日 51503007 簡易宿所 民宿　別館　大谷屋 吉野郡天川村栃尾366 大谷 幸治365 平成28年6月14日 51603004 簡易宿所 　ゲストハウス　古民家ねごろや 吉野郡天川村中谷242 根来 一平366 平成28年7月13日 51603005 簡易宿所 洞川キャンプ場 吉野郡天川村洞川934-15 洞川財産区367 平成29年1月11日 51603007 簡易宿所 民宿　大谷屋　別館Ⅱ 吉野郡天川村栃尾346番2 大谷 聖夜子368 平成29年5月9日 51703003 簡易宿所 民宿　和ちゃん 吉野郡天川村坪内141-2 森本 和惠369 平成29年5月11日 51703004 簡易宿所 泉の森　オートキャンプ場　小広荘 吉野郡天川村洞川870-2 片岡 弘子370 平成29年5月30日 51703006 簡易宿所 なごみ村　トトロ 吉野郡天川村栃尾495 橋本 公則371 平成29年5月30日 51703005 簡易宿所 なごみ村　キャンプ場 吉野郡天川村栃尾583 橋本 公則372 平成29年8月1日 51703007 簡易宿所 松林オートキャンプ場 吉野郡天川村洞川784 他 井口 啓資373 平成31年4月18日 51903003 簡易宿所 坂屋半治郎 吉野郡天川村南日裏413-1 阪岡 悌374 令和2年5月15日 52003004 簡易宿所 ゲストハウス　POST　INN 吉野郡天川村川合273-2 三原 惇太郎375 令和3年7月21日 52103003 簡易宿所 コテージ　やまとや 吉野郡天川村和田499-2,485 上⻄ 修⼀郎376 令和3年12月22日 52103006 簡易宿所 グランピングＮＡＴＵＲＡ 吉野郡天川村庵住38番地の1 株式会社ＮＡＴＵＲＡ377 令和4年2月22日 52103007 簡易宿所 素泊まり専門の宿　Ｗｅｌｌ 吉野郡天川村坪内376-2 ⻄岡 良博378 令和元年7月2日 51903007 簡易宿所 天天山荘 吉野郡天川村南日裏69-3 前田 孝憲379 昭和41年11月12日 11 旅館・ホテル 旅館くらや 吉野郡野迫川村北股３５５ 倉谷 喜代子380 昭和47年3月8日 18 簡易宿所 民宿きくや 吉野郡野迫川村北股２５３ 菊谷 幸子381 昭和59年12月14日 環衛2-49 簡易宿所 荒神社参籠所 吉野郡野迫川村池津川３４７ 宗教法人 荒神社382 昭和62年8月17日 環衛203-35 簡易宿所 民宿かわらび荘 吉野郡野迫川村北今西１７４ 中迫 静子383 平成6年6月2日 204-11 簡易宿所 民宿　にしだや 吉野郡野迫川村北股６８－１ ⻄⽥ 光⼦384 平成8年5月20日 204-7 簡易宿所 野迫川村宮の向いキャンプ場 吉野郡野迫川村北今西４４０ 野迫川村385 平成14年7月15日 132-4 簡易宿所 民宿かじか 吉野郡野迫川村桧股１３２ 坂本 イク子386 平成25年3月29日 内保第60号の5 旅館・ホテル ホテル　のせ川 吉野郡野迫川村北今西４２６ 株式会社のせ川びれっぢ387 平成26年10月29日 61403002 簡易宿所 北今西キャンプ場 吉野郡野迫川村北今西３１５ 野迫川村



番号 許可年月日 許可番号 許可種別 施設名称 施設所在地 申請者名（法人･団体の場合商号等）388 平成30年1月18日 61703003 簡易宿所 のせがわ村雲海の里の宿 吉野郡野迫川村柞原２２３ 泉本 勝代389 平成31年4月19日 61903002 簡易宿所 こならの森 吉野郡野迫川村北今西２２９ 津田 眞里子390 昭和35年5月10日 公衛12 旅館・ホテル 平谷荘 吉野郡十津川村平谷６９７－２ 地案 静代391 昭和38年8月21日 公衛14 旅館・ホテル 旅館　むさし 吉野郡十津川村武蔵３０－５ 今中 勉392 昭和46年12月25日 18 簡易宿所 本館　民宿　やまとや 吉野郡十津川村平谷６３０－５ 新谷 昌一393 昭和47年11月10日  公衛第18号67203002 旅館・ホテル 十津川荘 吉野郡十津川村武蔵７０１ 平瀬 司394 昭和48年7月2日 18 旅館・ホテル 旅館　やど湯の里 吉野郡十津川村武蔵８４６ ⼩⻄ 朗395 昭和48年7月2日 公衛18 旅館・ホテル 旅館　田花館 吉野郡十津川村平谷４５９　 田花 由美子396 昭和48年8月4日 18 旅館・ホテル 旅館　瀞ホテル（招仙閣） 吉野郡十津川村神下４０５ 東  達也397 昭和48年8月21日 18 簡易宿所 井筒屋 吉野郡十津川村滝川７７６ 小幡 ケサ子398 昭和49年5月28日 4 旅館・ホテル 旅館　中村屋 吉野郡十津川村武蔵８２９ 中村 彰良399 昭和50年1月24日 環衛第52号 簡易宿所 民宿杉の原 吉野郡十津川村谷瀬２８８－１ 馬場 伊都子400 昭和51年4月19日 環衛25 旅館・ホテル 旅館十津川観光ホテル 吉野郡十津川村平谷９４６－１ 株式会社十津川観光ホテル401 昭和51年12月21日 環衛25 簡易宿所 民宿吉本 吉野郡十津川村折立６２５ 玉置 キヨコ402 昭和55年6月13日 環衛2号の17 簡易宿所 民宿　千景 吉野郡十津川村込之上８－２ 小井 正利403 昭和55年10月15日 環衛2-39 簡易宿所 ニュ－つり橋 吉野郡十津川村上野地５７－２ 上田 哲彰404 昭和56年10月26日 環衛2-36 簡易宿所 えびす荘 吉野郡十津川村平谷４２５－１ 中  澄子405 昭和58年8月10日 2-29 旅館・ホテル 民宿吉本屋 吉野郡十津川村折立６３０ 玉置 公三406 昭和60年2月7日 環衛2-60 簡易宿所 別館　民宿　やまとや 吉野郡十津川村平谷６４４ 新谷 昌一407 昭和62年8月8日 環衛203-33 簡易宿所 民宿松乃家 吉野郡十津川村平谷６９４－３，６９４－２ 松木平 しげ子408 昭和63年6月20日 環衛203-9 旅館・ホテル 民宿　香 吉野郡十津川村風屋６８０－２ 阪口 守弘409 昭和63年7月15日 環衛203-17 簡易宿所 ペンションスプル－ス 吉野郡十津川村上野地４９－１ 中嶋 一誠410 平成1年7月20日 203-15 旅館・ホテル 十津川温泉ホテル昴 吉野郡十津川村平谷９０９－４ 十津川観光開発株式会社411 平成5年5月18日 204-4 簡易宿所 民宿　津川 吉野郡十津川村風屋１０００ 津川 正美412 平成6年6月21日 204-16 簡易宿所 民宿　かわうそ 吉野郡十津川村出谷３５０－５ 千葉 浩一413 平成7年9月22日 生衛204-20 旅館・ホテル 旅館　植田屋 吉野郡十津川村平谷４３１－９ 柿谷隆之414 平成7年10月30日 生衛204-22 簡易宿所 民宿　ますや 吉野郡十津川村川津６４３－３ 中井 兵一415 平成8年7月8日 生衛204-14 旅館・ホテル 湖泉閣吉乃屋 吉野郡十津川村平谷４３２ 植村 賢一416 平成9年3月24日 生衛204-32 旅館・ホテル 旅館　神湯荘本館 吉野郡十津川村出谷２２０ 有限会社神湯荘417 平成9年3月24日 204-33 旅館・ホテル 旅館　神湯荘別館 吉野郡十津川村出谷２２６－２ 有限会社神湯荘418 平成11年8月10日 204-14 旅館・ホテル 滝の湯 吉野郡十津川村小原３７３－１ 十津川村419 平成11年8月13日 204-15 簡易宿所 山ぎく 吉野郡十津川村小原３１６－１ 山香 惠子420 平成13年3月12日 204-14 簡易宿所 温泉民宿かたやま 吉野郡十津川村小原５６７ 片山 慎也421 平成19年11月6日 内保第100号の2 簡易宿所 民宿　岡田 吉野郡十津川村五百瀬４７ 岡田 圭代（タマヨ）422 平成20年12月4日 内保第54号の4 簡易宿所 政所 吉野郡十津川村五百瀬１０１ 辻 成晃423 平成20年12月4日 内保第54号の6 簡易宿所 阪口 吉野郡十津川村五百瀬８４－２ 阪口 守弘424 平成20年12月4日 内保第54号の7 簡易宿所 山本 吉野郡十津川村内野１９８ 中南 太一425 平成20年12月12日 内保第54号の8 簡易宿所 澤渡 吉野郡十津川村杉清１３０ 澤渡 孝夫426 平成21年3月10日 内保第54号の10 簡易宿所 民宿　さらや 吉野郡十津川村宇宮原８４３－２ 更谷 眞喜子



番号 許可年月日 許可番号 許可種別 施設名称 施設所在地 申請者名（法人･団体の場合商号等）427 平成21年6月29日 内保第38号の１ 簡易宿所 農家民宿　「森村」 吉野郡十津川村三浦８５ 植田 武弘428 平成26年2月26日 内保第15号の5 簡易宿所 古民家「大森の郷」 吉野郡十津川村武蔵４８７ 十津川村429 平成26年10月7日 61403001 簡易宿所 武蔵尾 吉野郡十津川村武蔵６８７ 平瀬 肇万430 平成28年11月15日 61603001 簡易宿所 農家民宿　前倉 吉野郡十津川村永井２０７ 前倉 育代431 平成29年1月17日 61603002 簡易宿所 民宿　フレンズ 吉野郡十津川村平谷７１８ 辻 千秋432 平成29年8月18日 61703001 旅館・ホテル 十津川　湯泉地温泉　湯乃谷　千慶 吉野郡十津川村武蔵７１４－２ 株式会社ヤマモト433 平成29年11月1日 61703002 簡易宿所 農家民宿「十津川　信ちゃん」 吉野郡十津川村沼田原３８７－２ 辻村 信俊434 平成30年4月5日 61803001 旅館・ホテル 行者民宿　十津川温泉　太陽の湯 吉野郡十津川村平谷６９３ 株式会社エース435 昭和55年11月17日 2-46 旅館・ホテル 民宿もりなか 吉野郡下北山村上池原85-2 森中  末子436 昭和58年7月1日 2-8 旅館・ホテル 松葉館 吉野郡下北山村寺垣内1092 山本  紀子437 昭和60年3月25日 2-85 簡易宿所 小仲坊 吉野郡下北山村前鬼30 五⻤助  義之438 平成5年12月10日 593107 旅館・ホテル 下北山スポーツ公園　ロッジくすのき、やすらぎ 吉野郡下北山村上池原1026 一般財団法人 下北山むらづくりセンター439 平成6年7月1日 594101 簡易宿所 平成の森野鳥園キャンプ場 吉野郡下北山村上池原820 一般財団法人 下北山むらづくりセンター440 平成9年3月28日 596111 簡易宿所 下北山スポーツ公園　オートロッジ 吉野郡下北山村上池原1026 一般財団法人 下北山むらづくりセンター441 平成11年6月14日 204-7 簡易宿所 有限会社　スポーツワールド 吉野郡下北山村上池原171 有限会社 スポーツワールド442 平成12年10月23日 599110 簡易宿所 下北山スポーツ公園　キャンプ場 吉野郡下北山村上池原1026 一般財団法人 下北山むらづくりセンター443 平成17年4月19日 505101 簡易宿所 カーブの店 吉野郡下北山村上池原114 下垣内 素男444 平成18年2月16日 505109 旅館・ホテル ペンション　ながい 吉野郡下北山村下池原73-2 ⻑井 輝⼦445 平成24年7月28日 512106 簡易宿所 下北山スポーツ公園　クラブハウス 吉野郡下北山村上池原1026 一般財団法人 下北山むらづくりセンター446 平成25年5月8日 513104 簡易宿所 民宿　池原 吉野郡下北山村下池原230 前更 卓己447 平成29年10月19日 51703008 簡易宿所 ほったらかし家 吉野郡下北山村池峰497-2 ⻄岡 道則448 平成30年2月15日 51703009 旅館・ホテル 池の平ハウス 吉野郡下北山村池峰764 一般財団法人 下北山むらづくりセンター449 平成30年7月6日 51803005 簡易宿所 山の家　晴々　ー haru　baru ー 吉野郡下北山村寺垣内351 小野 正晴450 平成30年7月23日 51803006 簡易宿所 ゲストハウス　天籟 吉野郡下北山村池峰455 朝倉 文代451 令和2年11月16日 52003007 簡易宿所 移住交流体験施設　むらんち 吉野郡下北山村浦向64 下北⼭村⻑452 令和元年7月17日 51903008 簡易宿所 湖畔の宿　なないろ 吉野郡下北山村下桑原486 山岡 昌幸453 平成16年5月10日 504102 簡易宿所 民宿　まつもと 吉野郡上北山村西原1131-1 松本 蓁夫    454 平成18年11月20日 506108 旅館・ホテル 富喜屋旅館 吉野郡上北山村河合360-10 伊藤 徐455 平成22年5月11日 510106 旅館・ホテル 心･湯治館　大台ヶ原本館 吉野郡上北山村小橡660 一般社団法人 心湯治館456 平成22年5月11日 510107 旅館・ホテル 心･湯治館　大台ヶ原山の家ロッジ 吉野郡上北山村小橡660 一般社団法人 心湯治館457 令和2年4月7日 52003002 旅館・ホテル フォレストかみきた 吉野郡上北山村河合552-2 一般社団法人ツーリズムかみきた458 令和2年7月9日 52003005 簡易宿所 民宿１００年 吉野郡上北山村小橡126 小谷 雅美459 令和元年6月25日 51903006 簡易宿所 上北山村生涯学習センター 吉野郡上北山村河合107 上北山村460 昭和52年7月25日 2 簡易宿所 なかひら 吉野郡川上村入之波292 中平  範司461 昭和53年4月11日 2 旅館・ホテル 旅館かわかみ 吉野郡川上村入之波292-21 中⻄  ⽣代美462 昭和53年6月1日 2 旅館・ホテル 橋戸 吉野郡川上村西河695 橋⼾  龍夫463 昭和62年7月20日 203-27 簡易宿所 TON TON 工作館 吉野郡川上村東川698-1 川上村⻑464 昭和63年5月30日 203-6 旅館・ホテル 料理旅館朝日館 吉野郡川上村柏木154 辻 芙美子465 平成1年11月8日 589102 旅館・ホテル ホテル杉の湯 吉野郡川上村迫695 一般財団法人 グリーンパークかわかみ



番号 許可年月日 許可番号 許可種別 施設名称 施設所在地 申請者名（法人･団体の場合商号等）466 平成11年5月24日 204-3 簡易宿所 匠の聚コテージ 吉野郡川上村東川135 川上村⻑467 平成12年8月2日 204-5 旅館・ホテル 入之波温泉　山鳩湯 吉野郡川上村入之波391 有限会社 山鳩湯468 平成16年8月23日 504105 簡易宿所 民宿　中西 吉野郡川上村入之波292-18 中⻄ 豊⼦469 平成27年5月18日 51503003 簡易宿所 井氷鹿の里バンガロー 吉野郡川上村井光520-38 孝井 龍志470 平成28年4月28日 51603003 簡易宿所 宿　ＨＡＮＡＲＥ 吉野郡川上村中奥227 横堀 美穂471 平成30年2月27日 51703010 簡易宿所 泉山荘 吉野郡川上村井光93 福上 千秋472 令和2年12月25日 52003008 簡易宿所 ログキャビン高原 吉野郡川上村高原109-1 梅本 栄子473 令和3年5月10日 52103002 簡易宿所 民宿　紺ちゃん 吉野郡川上村西河70-1 紺谷 和代474 昭和51年8月30日 25 旅館・ホテル 杉ヶ瀬 吉野郡東吉野村小川443 明後  克典475 昭和55年3月31日 2 旅館・ホテル 民宿旅館ますもと 吉野郡東吉野村小栗栖62-1 桝本  寿子476 昭和55年6月11日 2-23 旅館・ホテル 天好園 吉野郡東吉野村平野689 株式会社 天好園477 平成1年7月8日 203-14 簡易宿所 ふるさと村 吉野郡東吉野村大豆生739 東吉野村⻑478 平成7年5月24日 204-9 旅館・ホテル 株式会社　高見山荘 吉野郡東吉野村杉谷45 株式会社 高見山荘479 平成18年6月26日 506105 簡易宿所 森のバンガロー花ごころ 吉野郡東吉野村小1464 竹内 信市480 平成21年4月15日 509102 簡易宿所 高見公園キャンプ場 吉野郡東吉野村木津720 東平 明子481 平成26年4月30日 51403003 簡易宿所 いちなる 吉野郡東吉野村三尾297 株式会社 いちなる482 令和3年3月24日 52003010 簡易宿所 東吉野キャンプ場 吉野郡東吉野村小979-3 小区自治会483 令和3年4月7日 52103001 旅館・ホテル ゲストヴィラ　逢桜 吉野郡東吉野村小川888 株式会社ユーピア484 令和3年11月15日 52103005 簡易宿所 ＡＹＵＲ　ＬＯＤＧＥ 吉野郡東吉野村平野1252-4 植田 あゆ


