
認証施設一覧（令和3年12月27日時点）

＜宿泊施設＞ ※同市町村内の施設は五十音順

施設名称 所在地 認証日 認証区分

青葉茶屋 奈良市高畑町1169 6月10日 ☆☆☆

飛鳥荘 奈良市高畑町1113-3 6月28日 ☆☆☆

アパートメント三条 奈良市三条町593-24 12月16日 ☆☆

アパホテル〈近鉄奈良駅前〉 奈良市上三条町29番地の1 11月11日 ☆☆☆

AN-GRANDE　HOTEL　奈良 奈良市登大路町36-3 10月7日 ☆☆☆

and smiles hostel 奈良市西笹鉾町１３ 8月23日 ☆☆

ＡＮＤＯ ＨＯＴＥＬ 奈良若草山 奈良市川上町 36 10月7日 ☆☆☆

ABホテル奈良 奈良市三条本町4-30 10月29日 ☆☆

江戸三 奈良市高畑町1167 9月27日 ☆☆

春日ホテル 奈良市登大路町40-4 6月10日 ☆☆☆

株式会社魚屋佐平 奈良市雑司町1-2 10月26日 ☆☆

かめやｈｏｓｔｅｌ 奈良市大宮町一丁目 133-5 12月16日 ☆☆

観光ホテル　タ　マ　ル 奈良市押上町41 11月1日 ☆☆☆

観光旅館松前 奈良市東寺林町28-1 8月30日 ☆☆

かんぽの宿　奈良 奈良市二条町三丁目9-1 6月28日 ☆☆☆

観鹿荘 奈良市春日野町10 10月5日 ☆☆

享楽アネックス 奈良市東寺林町5 12月16日 ☆☆

久保田亭 奈良市柳生町325 12月16日 ☆☆

ゲストハウス　楓 奈良市大宮町一丁目12-1 8月30日 ☆☆☆

ゲストハウス　楓　Annex 奈良市大宮町一丁目12-19 9月27日 ☆☆☆

ゲストハウス琥珀 奈良市鳴川町10 9月13日 ☆☆

ゲストハウス　たむら 奈良市高畑町1107－2 8月30日 ☆☆

ゲストハウス　ナナ 奈良市北市町19 12月16日 ☆☆

ゲストハウス奈良庵　Bed＆Breakfast   Nara  An 奈良市西大寺宝ケ丘１－１１ 10月27日 ☆☆

ゲストハウス奈良小町 奈良市杉ヶ町41番2 11月9日 ☆

ゲストハウス　ならまほろば 奈良市北京終町22 11月1日 ☆

公立学校共済組合奈良宿泊所　ホテルリガーレ春日野 奈良市法蓮町757-2 8月16日 ☆☆☆

コマカントリークラブ 奈良市月ヶ瀬石打1456 9月21日 ☆☆

コンフォートホテル奈良 奈良市三条町 321-3 11月1日 ☆☆

桜舎（さくらや） 奈良市鳴川町1 8月10日 ☆☆☆

Ｔｈｅ　Ｄｅｅｒ　Ｐａｒｋ　Ｉｎｎ 奈良市春日野町 158-5、-6 12月14日 ☆☆

The temple 奈良市紀寺町663-2 9月27日 ☆

山翠旅館 奈良市あやめ池南一丁目3-26 6月21日 ☆☆

JWマリオット・ホテル奈良 奈良市三条大路一丁目1-1 8月23日 ☆☆☆

鹿野リゾート 奈良市芝辻町1-13 8月10日 ☆☆

四季亭 奈良市高畑町1163 10月7日 ☆☆☆

Japanese Cozy House2 奈良市南京終町1丁目191-18 6月10日 ☆☆☆

潤 奈良市肘塚町181-15 11月11日 ☆☆

スーパーホテルJR奈良駅前・三条通り 奈良市三条町500-1 11月11日 ☆☆
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スーパーホテル奈良・新大宮駅前 奈良市芝辻町四丁目2-7 11月8日 ☆☆☆

Slow　House　Nara 奈良市上三条町 1-5 9月6日 ☆☆

SETREならまち 奈良市高畑町1118 10月4日 ☆☆☆

ＣＥＮＴＵＲＩＯＮ ＨＯＴＥＬ ＣＬＡＳＳＩＣ奈良 奈良市油阪町1-51 10月26日 ☆☆☆

大仏館 奈良市高畑町250 7月26日 ☆☆☆

ダイワロイヤルホテル D-PREMIUM奈良 奈良市三条本町11-12 9月27日 ☆☆

高天ゲストハウス 奈良市内侍原町27番地 7月19日 ☆☆

小さなホテル　奈良倶楽部 奈良市北御門町21 7月13日 ☆☆☆

月日亭 奈良市春日野町158 9月21日 ☆☆☆

椿荘 奈良市椿井町35 8月16日 ☆☆

天然温泉　スーパーホテルLOHAS・JR奈良駅 奈良市三条本町1番2号 7月26日 ☆☆☆

天然温泉　吉野桜の湯　御宿野乃　奈良 奈良市大宮町一丁目1-6 8月23日 ☆☆

天平旅館 奈良市東向中町9 7月26日 ☆☆☆

天龍閣 奈良市中町３８７４ 11月1日 ☆☆☆

東横ＩＮＮ近鉄奈良駅前 奈良市西御門町16番地の1 11月1日 ☆☆

とようけのもり 奈良市山町1327 8月2日 ☆☆☆

NARAigoto EENA HOUSE　離れ 奈良市川之上突抜町18-2 8月2日 ☆☆

奈良ゲストハウス神奈寐 奈良市紀寺町1054-2 10月27日 ☆☆

奈良県外国人観光客交流館 奈良市池之町3 6月10日 ☆☆☆

奈良市青少年野外活動センター 奈良市阪原町25-1 8月30日 ☆☆

奈良のバケーションハウス　テラス京終 奈良市肘塚町12-3 6月14日 ☆☆☆

奈良パークホテル 奈良市宝来四丁目18-1 9月21日 ☆☆☆

奈良白鹿荘 奈良市花芝町4 8月10日 ☆☆☆

奈良バックパッカーズ 奈良市油留木町31 12月14日 ☆☆

奈良ホテル 奈良市高畑町1096 6月10日 ☆☆☆

奈良町の宿　料理旅館　吉野 奈良市今御門町19番地 6月28日 ☆☆☆

ならまち町家宿となり 奈良市中新屋町35 7月13日 ☆☆☆

奈良町宿「紀寺の家」 奈良市紀寺町779-1 11月16日 ☆☆

奈良町宿「紀寺の家」　1 奈良市紀寺町778-1 11月16日 ☆☆

奈良町宿「紀寺の家」　2 奈良市紀寺町778-1 11月16日 ☆☆

奈良町宿「紀寺の家」　3 奈良市紀寺町778-1 11月16日 ☆☆

奈良町宿「紀寺の家」　4 奈良市紀寺町778-1 11月16日 ☆☆

奈良万葉若草の宿　三笠 奈良市川上町728-10 8月30日 ☆☆☆

奈良ユースホステル 奈良市法蓮佐保山四丁目3-2 9月27日 ☆☆☆

奈良ロイヤルホテル 奈良市法華寺町254-1 6月14日 ☆☆☆

NIPPONIA　HOTEL 奈良　ならまち 奈良市西城戸町4 6月28日 ☆☆☆

農家民宿　野の花 奈良市都祁󠄀白石町2504 9月6日 ☆

登大路ホテル奈良 奈良市登大路町40-1 12月7日 ☆☆☆

白銀屋 奈良市雑司町496 9月21日 ☆☆☆
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旅籠  長谷川 奈良市高畑町1474番地 8月2日 ☆☆☆

ピアッツァホテル奈良 奈良市三条本町11-20 8月10日 ☆☆☆

ビジネスホテル　たかまど 奈良市大宮町六丁目5-3 9月27日 ☆☆☆

ＨＩＬＯ　ＨＯＳＴＥＬ 奈良市大宮町一丁目1-22 10月4日 ☆☆☆

ファミリー　イン　ナラ 奈良市小西町5　アルテ館3階 10月21日 ☆

Ｆｅｒｉｅ奈良 奈良市大宮町一丁目12-17 6月14日 ☆☆☆

プチホテル　古っ都ん100％ 奈良市高畑町1122-21 8月2日 ☆☆☆

ふふ奈良 奈良市高畑町1184-1 6月10日 ☆☆☆

ベーカリーホテル　シャトードール 奈良市東向北町15 7月26日 ☆☆☆

変なホテル　奈良 奈良市高天町46-1 10月4日 ☆☆

宝来 奈良市宝来町1004番地1 11月1日 ☆

ホテルアジール奈良 奈良市油阪町1-58 6月10日 ☆☆☆

ホテルアジール奈良アネックス 奈良市四条大路1丁目4−45 6月10日 ☆☆☆

ホテル　アラマンダ 奈良市法華寺町1857番地の3 7月13日 ☆☆☆

Hotel Wisteria NARA 奈良市芝辻町25-5 9月27日 ☆

ホテル尾花 奈良市高畑町1110 6月10日 ☆☆☆

Hotel　鹿音 奈良市三条宮前町1-19 12月6日 ☆☆

ホテル天平ならまち 奈良市樽井町1 10月11日 ☆☆

Hotel楢の葉守 奈良市鍋屋町36 10月5日 ☆☆

ホテル日航奈良 奈良市三条本町8-1 8月2日 ☆☆☆

ホテルニューわかさ 奈良市北半田東町１ 6月21日 ☆☆☆

Hotel寧楽 奈良市高畑町1122-12 10月26日 ☆☆

ホテル葉風泰夢 奈良市芝辻町二丁目11-6 8月2日 ☆☆☆

HOTEL PAGODA 奈良市高畑町1122 9月27日 ☆☆

ホテル花小路 奈良市小西町23 6月28日 ☆☆☆

ホテルファインガーデン宝来店 奈良市宝来四丁目34番7号 11月5日 ☆☆

HOTEL BASE NARA 奈良市油阪町438-1 10月26日 ☆☆

HOTEL　Mai　Sakura 奈良市三条本町7-21 12月6日 ☆☆

ホテル　美 松 奈良市小川町10 9月21日 ☆☆☆

Mountain Home Lodge in Deer Park 奈良市春日野町 158-5 12月14日 ☆☆

町屋ゲストハウスならまち 奈良市北京終町30番地 11月11日 ☆☆☆

町家の宿　宮 奈良市西寺林町8 11月5日 ☆

松の家旅館 奈良市雑司町487-1他3筆 8月23日 ☆☆☆

MIROKU 奈良 by THE SHARE HOTELS 奈良市高畑町1116番6 10月26日 ☆☆

民宿　山代屋 奈良市西の京町1-15 10月15日 ☆☆☆

大和高原ボスコヴィラ 奈良市針町3918 7月13日 ☆☆☆

遊山ゲストハウス 奈良市油阪町423 10月4日 ☆

吉田屋旅館 奈良市高畑町246 10月18日 ☆☆☆

蘭奢待 奈良市川之上突抜北方町18-6 10月27日 ☆☆
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蘭奢待　Ｐｒｅｍｉｕｍ 奈良市東寺林町９ 10月27日 ☆☆

旅館江泉 奈良市高畑町1125 8月30日 ☆☆☆

旅館　白鳳 奈良市上三条町4番地の1 8月30日 ☆☆

和鹿彩　別邸 奈良市南半田東町20 6月21日 ☆☆☆

和ノ雫 奈良市北袋町19 10月15日 ☆☆☆

ビジネスホテル&割烹　ふたかみ 大和高田市有井247-1 8月2日 ☆

サンホテル大和郡山 大和郡山市筒井町635-1 12月14日 ☆☆☆

料理旅館　尾川 大和郡山市雑穀町17 6月10日 ☆☆☆

奈良プラザホテル 天理市嘉幡町600-1 10月4日 ☆☆☆

ビジネスホテル　いこい 天理市川原城町297-2 11月2日 ☆☆☆

ビジネスホテル喜楽荘 天理市川原城町366-2 10月26日 ☆☆☆

旅館　やまべ 天理市田部町543 10月21日 ☆☆☆

橿原オークホテル 橿原市久米町神宮前905-2 11月18日 ☆☆☆

カンデオホテルズ奈良橿原 橿原市内膳町1-1-50 8月16日 ☆☆

ゲストハウスかしはら 橿原市東坊城町839-1 10月4日 ☆☆

ゲストハウス　はじまり 橿原市木原町71－3 6月28日 ☆☆☆

ゲストハウス大和路 橿原市内膳町2丁目10番2号 6月21日 ☆☆☆

THE KASHIHARA 橿原市久米町652-2 8月30日 ☆☆☆

HANARE屋 橿原市大軽町49-3 8月2日 ☆☆☆

ビジネス観光ホテル河合 橿原市北八木町１－３－１１ 10月15日 ☆☆

大和橿原シティホテル 橿原市八木町1-8-16 10月4日 ☆☆

井谷屋 桜井市初瀬828 9月27日 ☆☆☆

オーベルジュ・ド・ぷれざんす　桜井 桜井市大字高家2217 6月14日 ☆☆☆

音羽山　観音寺 桜井市南音羽832 7月13日 ☆☆☆

大正楼 桜井市三輪459 6月10日 ☆☆☆

田中屋旅館 桜井市初瀬748 10月4日 ☆☆

多武峰観光ホテル 桜井市多武峰432 9月6日 ☆☆☆

初瀬ゲストハウス　いったん 桜井市初瀬2441-6 12月14日 ☆☆

ホテルルートイン桜井駅前 桜井市大字桜井1227-5 8月16日 ☆☆

町家ゲストハウス三輪 桜井市三輪400 12月16日 ☆☆☆

町家ゲストハウスみもろ 桜井市三輪499-2の一部 10月26日 ☆☆

大和屋 桜井市初瀬749－1 6月10日 ☆☆☆

貸別荘いろは　奈良五條 五條市五條二丁目2番22号 8月23日 ☆☆☆

柏荘 五條市西吉野町黒渕1323 6月10日 ☆☆☆

カルディア・ロッジ 五條市原町306-1、307の一部、310-1、311 9月6日 ☆

旅宿　やなせ屋 五條市本町2-7-3 9月13日 ☆☆

藤井館 五條市須恵1丁目10-4 8月16日 ☆☆☆

モンベル奈良五條ゲストハウス 五條市小島町533 11月29日 ☆☆

やよい 五條市新町1丁目5-5 7月19日 ☆☆☆
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リバーサイドホテル 五條市新町2丁目1の33 8月30日 ☆☆☆

レンタルハウスいろは　奈良五條 五條市岡口1丁目1番20号 8月2日 ☆☆☆

ロッジ星のくに 五條市大塔町阪本249 6月21日 ☆☆

国民宿舎葛城高原ロッジ 御所市櫛羅　2567 11月12日 ☆☆

生駒山麓公園野外活動センター 生駒市俵口町2088 8月2日 ☆☆

生駒のお宿　城山旅館 生駒市門前町15-12 6月10日 ☆☆☆

観光旅館　くろんど荘 生駒市高山町5035 8月10日 ☆☆☆

観光旅館　やまと 生駒市門前町12-8 6月10日 ☆☆

古民家コテージ鹿音　kanon 生駒市有里町309 8月2日 ☆☆☆

門前おかげ楼 生駒市門前町16-3 8月2日 ☆☆☆

HOTEL D.D 香芝市今泉575-7 11月11日 ☆☆

ホテルBIBI 香芝市今泉1054-5 8月23日 ☆☆

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 9月27日 ☆☆☆

ささゆり庵 宇陀市室生深野656 8月10日 ☆☆

ささゆり庵　おづぬ 宇陀市室生深野532 8月10日 ☆☆

椿寿荘 宇陀市大宇陀本郷267 8月2日 ☆☆

奈の音 宇陀市大宇陀西山91番地 11月1日 ☆☆

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 11月12日 ☆☆☆

橋本屋旅館 宇陀市室生 800 11月11日 ☆☆☆

B&B　にしみね 宇陀市室生西谷513 8月2日 ☆☆☆

Farmhouse 宇陀市榛原三宮寺177-2 12月1日 ☆☆

民宿むろう 宇陀市室生405-1 8月2日 ☆☆☆

室生三本松　鎌倉山農園 宇陀市室生三本松2756 8月10日 ☆☆☆

らぴゅた　宇陀 宇陀市榛原八滝433 11月16日 ☆☆

旅館　今阪屋 宇陀市大宇陀中新1975 7月5日 ☆☆☆

ホテル山添 山辺郡山添村遅瀬965 11月16日 ☆☆

里舎（みちのりのやど） 山辺郡山添村広代1222 8月2日 ☆☆☆

かんぽの宿　大和平群 生駒郡平群町上庄2-16-1 11月2日 ☆☆☆

宗教法人　千手院 生駒郡平群町大字信貴山2280～1 10月4日 ☆☆☆

旅館　玉蔵院 生駒郡平群町信貴山2280-1 9月21日 ☆☆

旅館　成福院 生駒郡平群町信貴山2280 7月19日 ☆☆☆

柿本家 生駒郡三郷町信貴山東5-8 7月13日 ☆☆

信貴山観光ホテル 生駒郡三郷町信貴山西2-40 7月26日 ☆☆☆

料亭旅館みよし 生駒郡三郷町信貴山東5-7 8月2日 ☆☆☆

旅亭　十三屋 生駒郡三郷町信貴山西3-27 6月10日 ☆☆☆

和空法隆寺　西方館 生駒郡斑鳩町法隆寺1丁目5-32 10月11日 ☆☆☆

和空法隆寺　東方館 生駒郡斑鳩町法隆寺1丁目4-46 10月26日 ☆☆☆

うぶすなの郷　TOMIMOTO 生駒郡安堵町東安堵1442番地 6月10日 ☆☆☆

ＮＩＰＰＯＮＩＡ　田原本　マルト醬油 磯城郡田原本町伊与戸170 11月1日 ☆☆☆



認証施設一覧（令和3年12月27日時点）

＜宿泊施設＞ ※同市町村内の施設は五十音順

施設名称 所在地 認証日 認証区分

縁（ENISHI） 宇陀郡曽爾村大字太良路665番地 11月18日 ☆☆

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 8月23日 ☆☆

ソニゲイト山粕(SONI GATE YAMAGASUYADO) 宇陀郡曽爾村大字山粕1145番地の2 8月10日 ☆☆

紡（TSUMUGI） 宇陀郡曽爾村大字太良路664番地 11月18日 ☆☆

鳳（HOU） 宇陀郡曽爾村大字太良路665番地 11月18日 ☆☆

民宿　木治屋 宇陀郡曽爾村大字伊賀見2126の2 10月27日 ☆☆☆

民宿　２・７　(ﾂｰｾﾌﾞﾝ) 宇陀郡曽爾村今井1346-2,1340-1 11月1日 ☆☆

森のオーベルジュ　星咲～きらら～ 宇陀郡曽爾村小長尾658-1 6月28日 ☆☆☆

隠宿御杖sachi庵 宇陀郡御杖村神末5761-637 11月11日 ☆☆☆

KICHI 宇陀郡御杖村大字土屋原1064番地 10月4日 ☆☆

三季館 御杖村桃俣702 12月6日 ☆☆

みつえ青少年旅行村 御杖村神末1790 12月6日 ☆☆

AsukaのOyado 高市郡明日香村大字平田1383番地 8月10日 ☆☆☆

あすか癒俚の里　森羅塾 高市郡明日香村雷35 11月8日 ☆☆

カフェ&ペンション飛鳥 高市郡明日香村大字越17 8月16日 ☆☆☆

農家民宿sarara 高市郡明日香村栢森373 10月11日 ☆☆☆

民宿　北村 高市郡明日香村豊浦12-1 6月10日 ☆☆☆

民宿キトラ 高市郡明日香村大字阿部山204番地 10月5日 ☆☆

民宿　吉井 高市郡明日香村岡1136－1 6月21日 ☆☆☆

民宿　𠮷田 高市郡明日香村豊浦755 7月13日 ☆☆☆

民宿　米川 高市郡明日香村岡339 6月21日 ☆☆

民宿　脇本 高市郡明日香村野口328 6月21日 ☆☆☆

東横INN奈良王寺駅南口 北葛城郡王寺町王寺2丁目5－7 6月21日 ☆☆☆

広陵町ふるさと会館グリーンパレス 北葛城郡広陵町大字笠168番地 7月13日 ☆☆☆

一休庵 吉野郡吉野町 吉野山 966-4 11月11日 ☆☆

戎館 吉野郡吉野町吉野山945 8月23日 ☆☆☆

株式会社　吉野荘湯川屋 吉野郡吉野町吉野山440番地 6月28日 ☆☆☆

喜佐谷多目的研修会館 吉野郡吉野町　喜佐谷　152-1 10月29日 ☆☆

坂本屋 吉野郡吉野町吉野山952 6月10日 ☆☆

山紫水明の宿　美吉野　桜庵 吉野郡吉野町吉野山330 9月21日 ☆☆☆

宗教法人東南院 吉野郡吉野町吉野山2416 6月10日 ☆☆

太鼓判　花夢・花夢 吉野郡吉野町吉野山2041 10月18日 ☆☆☆

竹林院群芳園 吉野郡吉野町吉野山2142 6月10日 ☆☆☆

時乃家　奈良吉野 吉野郡吉野町丹治947 10月4日 ☆☆

NEOLD　private　house 吉野郡吉野町喜佐谷132-2 10月21日 ☆☆☆

宝山荘太鼓判 吉野郡吉野町吉野山1278 11月18日 ☆☆☆

宮滝温泉　まつや 吉野郡吉野町宮滝53－1 6月28日 ☆☆

結ほんまち屋敷 吉野郡吉野町上市201 11月12日 ☆

吉野温泉元湯 吉野郡吉野町吉野山902-1 8月16日 ☆☆☆
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＜宿泊施設＞ ※同市町村内の施設は五十音順
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吉野館 吉野郡吉野町吉野山942 8月2日 ☆☆☆

吉野ホテル 芳雲館 吉野郡吉野町吉野山2340 7月19日 ☆☆

楽 吉野郡吉野町吉野山711-3 9月13日 ☆☆☆

旅荘 桜山荘 花屋 吉野郡吉野町吉野山４２６ 11月1日 ☆☆

松月館 吉野郡大淀町下渕172番地 10月14日 ☆☆☆

ゲストハウス　APRICOT 吉野郡下市町広橋551 9月21日 ☆☆

きららの森・赤岩 吉野郡黒滝村　中戸　526 11月5日 ☆

黒滝森物語村　森の交流館 吉野郡黒滝村粟飯谷1 9月6日 ☆☆☆

あたらしや旅館 吉野郡天川村洞川215 9月27日 ☆☆

泉の森　オートキャンプ場　小広荘 吉野郡天川村洞川870-2 10月4日 ☆

一丸旅館 吉野郡天川村洞川496-1 6月28日 ☆☆☆

井頭 吉野郡天川村坪内46 11月11日 ☆☆

いろは 吉野郡天川村洞川２４８ 10月27日 ☆☆

大谷屋 吉野郡天川村栃尾375-3 12月6日 ☆☆

オートキャンプとちお 吉野郡天川村栃尾9 7月26日 ☆☆

大峯山　山上川キャンプ場　西浦 吉野郡天川村 洞川 784-45 12月14日 ☆

大峯ホテル　丸文 吉野郡天川村洞川209 8月2日 ☆☆

川合館まえひら 吉野郡天川村川合365-1 6月21日 ☆☆☆

観峯荘にしぎ 吉野郡天川村洞川251 9月27日 ☆☆

行者の宿　角甚 吉野郡天川村洞川240 6月14日 ☆☆☆

ゲストハウス　古民家ねごろや 吉野郡天川村中谷242 10月4日 ☆

ゲストハウス一休 吉野郡天川村洞川４６６番地 12月1日 ☆

光緑園西清 吉野郡天川村洞川257 7月13日 ☆☆☆

天の川青少年旅行村 吉野郡天川村大字庵住81 11月18日 ☆

バンガロー　貨車アンドログ 吉野郡天川村中谷199、200の1、303の1 10月4日 ☆

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 10月4日 ☆

プチホテル&中華料理ＳＨＯＢＵ 吉野郡天川村洞川293-4 12月14日 ☆☆

ペンション　「ミルキー・ウェイ」 吉野郡天川村坪内60番地 9月27日 ☆☆

前平旅館 吉野郡天川村川合289 6月21日 ☆☆☆

桝源旅館 吉野郡天川村洞川189 7月13日 ☆☆

民宿　あおば 吉野郡天川村北小原２４ 11月12日 ☆☆

民宿　沢　村 吉野郡天川村庵住203番地 12月21日 ☆

民宿　別館　大谷屋 吉野郡天川村 栃尾 366 12月6日 ☆☆

民宿　大谷屋　別館Ⅱ 吉野郡天川村 栃尾 346番2 12月6日 ☆

民宿　森本 吉野郡天川村坪内170 6月21日 ☆☆☆

弥仙館 吉野郡天川村　川合　267 10月5日 ☆☆☆

宿　花屋徳兵衛 吉野郡天川村洞川217 8月10日 ☆☆☆

柳屋旅館 吉野郡天川村洞川489-9 10月14日 ☆☆

柳屋旅館　別館 吉野郡天川村洞川489-7 10月21日 ☆☆
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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番地 10月4日 ☆

旅館　奥村宗助 吉野郡天川村洞川198 7月13日 ☆☆☆

旅館　紀の国屋甚八 吉野郡天川村洞川222-1 7月5日 ☆☆☆

旅館　久保治 吉野郡天川村洞川221 7月19日 ☆☆

旅館　さら徳 吉野郡天川村洞川210 11月16日 ☆☆

のせがわ村雲海の里の宿 吉野郡野迫川村柞原223 9月21日 ☆☆☆

ホテル　のせ川 吉野郡野迫川村北今西426 10月21日 ☆☆☆

民宿　かわらび荘 吉野郡野迫川村北今西174 9月6日 ☆☆

えびす荘 吉野郡十津川村平谷425番地の1 8月2日 ☆☆

温泉民宿　かたやま 吉野郡十津川村小原567 12月6日 ☆☆☆

株式会社　十津川観光ホテル 吉野郡十津川村平谷946-1 11月2日 ☆☆

神湯荘　別館 吉野郡十津川村大字出谷226-2 7月13日 ☆☆

神湯荘　本館 吉野郡十津川村大字出谷220 7月13日 ☆☆☆

行者民宿　十津川温泉　太陽の湯 吉野郡十津川村平谷693 11月16日 ☆☆

湖泉閣　吉乃屋 吉野郡十津川村平谷432 10月11日 ☆☆

古民家「大森の郷」 吉野郡十津川村武蔵４８７ 12月1日 ☆☆☆

田花館 吉野郡十津川村平谷 459 10月15日 ☆☆

十津川温泉ホテル昴 吉野郡十津川村平谷909－4 6月28日 ☆☆☆

十津川荘 吉野郡十津川村武蔵701 11月9日 ☆☆

十津川　湯泉地温泉　湯乃谷　千慶 吉野郡十津川村武蔵714-2 7月26日 ☆☆

中村屋 吉野郡十津川村武蔵829 11月29日 ☆☆

農家民宿「十津川　信ちゃん」 吉野郡十津川村沼田原387-2 10月21日 ☆☆

平谷荘 吉野郡十津川村平谷697-2 9月13日 ☆☆

別館　民宿　やまとや 吉野郡十津川村平谷644 11月8日 ☆

本館　民宿　やまとや 吉野郡十津川村平谷630-5 11月8日 ☆

政所 吉野郡十津川村五百瀬101 12月21日 ☆☆

民宿　香 吉野郡十津川村風屋680-2 10月4日 ☆☆☆

民宿　杉の原　 吉野郡十津川村谷瀬288-1 6月28日 ☆☆☆

民宿　千景 吉野郡十津川村込之上8-2 12月6日 ☆☆

民宿　津川 吉野郡十津川村風屋1000 8月30日 ☆☆

民宿　ますや 吉野郡十津川村川津643-3 8月16日 ☆☆

民宿　松乃家 吉野郡十津川村平谷694-2。-3 12月16日 ☆☆☆

民宿　吉本屋 吉野郡十津川村折立字山崎630,630-1,630-2,631-2 12月27日 ☆☆

やど湯の里 吉野郡十津川村武蔵846 11月5日 ☆☆

山本 吉野郡十津川村内野１９８ 11月24日 ☆☆

旅館　植田屋 吉野郡十津川村平谷431-9 11月9日 ☆☆

ゲストハウス　天籟 吉野郡下北山村　池峰　455 10月29日 ☆☆

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 7月19日 ☆

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 7月19日 ☆☆
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フォレストかみきた 吉野郡上北山村河合552番地の2 10月20日 ☆☆☆

匠の聚　コテージ 吉野郡川上村東川135 9月21日 ☆☆☆

ホテル杉の湯 吉野郡川上村迫695 7月19日 ☆☆☆

料理旅館　朝日館 吉野郡川上村柏木154 10月18日 ☆☆☆

いちなる 吉野郡東吉野村三尾297 6月10日 ☆☆☆

株式会社　高見山荘 吉野郡東吉野村杉谷45 7月19日 ☆☆☆

KAWANIWA 吉野郡東吉野村平野1252-4 12月23日 ☆☆

ゲストヴィラ　逢桜 吉野郡東吉野村小川888番地 12月6日 ☆☆☆

杉ケ瀬 吉野郡東吉野村小川443 8月10日 ☆☆☆


