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1 熊本市エリア ホテルメルパルク熊本 熊本市中央区水道町14-1 096-355-6311 https://www.mielparque.jp/kumamoto

2 熊本市エリア スマイルホテル 熊本水前寺 熊本市中央区水前寺1-2-20 096-381-8838 https://smile-hotels.com

3 熊本市エリア 神園山荘 熊本市東区神園1-10-41 096-380-2511 http://shin-en.net/index.html

4 熊本市エリア 菊南温泉 ユウベルホテル 熊本市北区鶴羽田3-10-1 096-344-5600 https://kikunan-ublhotel.jp/ 

5 熊本市エリア 第2サンライズホテル 熊本県熊本市中央区九品寺1-8-26 096-363-2151 https://travel.rakuten.co.jp/HOTEL/7427/7427.html

6 熊本市エリア コンフォートホテル熊本 熊本新市街 熊本市中央区新市街2-10 096-211-8411 https://www.choice-hotels.jp/hotel/kumamoto/

7 熊本市エリア 松屋別館 熊本市中央区水前寺5-5-1 096-213-1331 http://www.matsuyahonkan.com/2/

8 熊本市エリア PLACE HOTEL Ascot 熊本市中央区安政町6-4 096-328-6000 https://placehotel-ascot.com

9 熊本市エリア アークホテル 熊本城前 熊本市中央区城東町5-16 096-351-2222 https://www.ark-hotel.co.jp/kumamoto

10 熊本市エリア ANAクラウンプラザホテル 熊本ニュースカイ 熊本市中央区東阿弥陀寺町2 096-354-2119 http://anacpkumamotonewsky.com

11 熊本市エリア 旅亭 松屋本館Suizenji 熊本市中央区水前寺公園23-1 096-381-1331 http://www.matsuyahonkan.com

12 熊本市エリア アーバンビルドⅢ 熊本市中央区南熊本2-11-17　9・10階 096-211-5815 http://aerban－build.jp

13 熊本市エリア アーバンビルドⅡ 熊本市中央区南熊本2-12-15　9・10階 096-211-5815 http://aerban－build.jp

14 熊本市エリア リッチモンドホテル 熊本新市街 熊本市中央区新市街6-16 096-312-3511 https://richmondhotel.jp

15 熊本市エリア 東横イン 熊本桜町バスターミナル前 熊本市中央区紺屋今町1-24 096-322-1045

16 熊本市エリア みやばる温泉 長命館 熊本市北区植木町宮原292 096-274-7777 https://chomeikan.com/

17 熊本市エリア レフ熊本byベッセルホテルズ 熊本市中央区新市街7-2 096-328-7777 https://www.vessel-hotel.jp/ref/kumamoto/

18 熊本市エリア 旅館 ややの湯 熊本市北区植木町米塚366 096-274-6383 https://yayanoyu.com/

19 熊本市エリア 旅館 桐乃湯 熊本市北区植木町米塚394-2 096-274-6780

20 熊本市エリア 熊本グリーンホテル 熊本市中央区花畑町12-11 096-325-2222 https://www.green-comfort.jp

21 熊本市エリア ホテル日航熊本 熊本市中央区上通町2-1 096-211-2211 https://nikko-kumamoto.co.jp

22 熊本市エリア ネストホテル熊本 熊本市中央区辛島町4-39 096-322-3911 http://www.nesthotel.co.jp/kumamoto

23 熊本市エリア Guest House CAMPER 熊本市中央区本荘5-14-30 090-2716-7398 -

24 熊本市エリア KKRホテル熊本 熊本市中央区千葉城町3-31 096-355-0121 http://www.kkr-hotel-kumamoto.com/

25 熊本市エリア ホテルクラウンヒルズ熊本 熊本市中央区辛島町67-1 096-325-0111 https://breezbay-group.com/hch-kumamoto/

26 熊本市エリア ユースピア熊本 熊本県青年会館 熊本市中央区水前寺3-17-15 096-381-6221 http://www.ks-kaikan.com/index_pc.cgi

27 熊本市エリア RESTERS BED＆CO． 熊本市中央区九品寺1-4-18 096-247-6660 https://resters.jp/

28 熊本市エリア Gootarian 熊本市東区尾ノ上2-5-9 090-4984-0352

29 熊本市エリア 熊本ホテルキャッスル 熊本市中央区城東町4-2 096-326-3311 https://www.hotel-castle.co.jp

30 熊本市エリア 湧泉の宿 藻乃花 熊本市中央区神水本町6-74 096-340-0727 https://www.monohana.com

31 熊本市エリア R&Bホテル熊本下通 熊本市中央区下通２丁目２−１８ 096-356-7272 http://randb.jp/kumamoto

32 熊本市エリア 旅館 大月苑 熊本市北区植木町米塚173 096-274-6339 https://oyado-ootsukien.com

33 熊本市エリア 熊本ビジネスホテル 熊本市中央区水前寺1-20-8 096-384-1144 http://www.kumab.co.jp/

34 熊本市エリア ホテルウィングインターナショナルセレクト熊本 熊本市中央区水道町2-13 096-325-1000 http://www.hotelwing.co.jp/select/kumamoto/

35 熊本市エリア ホテルマイステイズ熊本 リバーサイド 熊本市中央区紺屋今町4-12 096-355-3110 https://www.mystays.com/hotel-mystays-hotel-kumamoto-kumamoto/

36 熊本市エリア ホテルサンルート熊本 熊本市中央区下通1-7-18 096-322-2211 http://www.sunroute-kumamoto.jp

37 熊本市エリア ホテル熊本テルサ 熊本市中央区水前寺公園28-51 096-387-7777 https://kumamoto-terrsa.com

38 熊本市エリア 三井ガーデンホテル熊本 熊本市中央区紺屋今町1-20 096-352-1131 https://www.gardenhotels.co.jp/kumamoto/

39 熊本市エリア CASA 上熊本 Ⅰ 熊本市西区上熊本1-8-9 096-344-4445 http://owners-inn.com/?p=818

40 熊本市エリア CASA 上熊本 Ⅱ 熊本市西区上熊本1-8-10 096-344-4445 http://owners-inn.com/?p=830

41 熊本市エリア MEGURU坪井 熊本市中央区坪井4-8-14 096-344-4445 http://owners-inn.com/?p=14

42 熊本市エリア エスポアール新町 簡易宿泊所 熊本市中央区新町2-11-5-201 096-344-4445 http://owners-inn.com/?p=620

43 熊本市エリア A&M花畑 熊本市中央区花畑町1-14　A&M花畑301 096-344-4445

44 熊本市エリア ビブレ・イン坪井 熊本市中央区坪井1-4-7　ビブレマンション坪井802 096-344-4445 http://owners-inn.com/?p=901

45 熊本市エリア 三の丸STAY 熊本市西区上熊本2-3-8 096-344-4445 http://owners-inn.com/?p=1685

46 熊本市エリア ひかりの森・INN 熊本市北区弓削4-646-106 096-344-4445 http://owners-inn.com/?p=2407

47 熊本市エリア 和風旅館 鷹の家 熊本市北区植木町米塚26-2 096-274-6234 http://ueki-takanoya.com/

48 熊本市エリア エスポアール新町 Ⅱ，Ⅲ，Ⅳ，Ⅴ簡易宿泊所 熊本市中央区新町2-11-4-105 096-344-4445 http://owners-inn.com/?p=641 

49 熊本市エリア ホテル五番館 熊本市西区二本木2-7-10 096-322-3388 http://gobankan.jp/
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50 熊本市エリア ホテル本陣 熊本市西区二本木2-8-1 096ｰ354-9191 https://hotel-honjin.com/

51 熊本市エリア ホテルピースフル 熊本市東区下南部3-11-136 096-388-1188 https://www.peaceful.jp/

52 熊本市エリア 今宵の湯宿 悠然 熊本市北区植木町伊知坊311-1 096-215-3177 http://www.ueki-yuuzen.com/

53 熊本市エリア ジーアールホテル 銀座通 熊本県熊本市中央区中央街7-11 096-319-8888 https://greenrichhotels.jp

54 熊本市エリア 熊本東急REIホテル 熊本市中央区新市街7-25 096-322-0109 https://www.tokyuhotels.co.jp

55 熊本市エリア ザ・ニューホテル熊本 熊本市西区春日1-13-1 096-326-1111 https://www.thenewkumamoto.jp/

56 熊本市エリア B&S KUMAMOTO GINZAST 熊本市中央区下通1-10-13 096-221-4538 https://bandskumamoto.com/

57 熊本市エリア B&S KUMAMOTO HAKUZAN 熊本市中央区九品寺5-5-19　九品寺Kビル2階 096-221-4538 https://bandskumamoto.com/

58 熊本市エリア B&S KUMAMOTO SHINMACHI2 熊本市中央区新町2-6-11 202号 096-221-4538 https://bandskumamoto.com/

59 熊本市エリア B&S PLUS NISHIKUMAMOTO 熊本市南区刈草2-9-13 096-221-4538 https://bandskumamoto.com/

60 熊本市エリア 東横INN 熊本城通町筋 熊本市中央区水道町1-1 096-325-1045

61 熊本市エリア 旅館 松乃湯 熊本市北区植木町米塚208 096-274-6006 https://matunoyu.com/

62 熊本市エリア ホテルオークス 熊本県熊本市中央区上通町6-8 096-322-1711 http://www.okus.co.jp/

63 熊本市エリア B＆S Kumamoto shimotori 熊本市中央区中央街7番18 096-202-4620 https://airbnb.com/h/simotori101

64 熊本市エリア SAKURA ROOMS SHIMOTORI 熊本市中央区紺屋今町4-28 KM第8ビル6階、7階 096-202-4620 https://airbnb.com/h/sakurarooms7

65 熊本市エリア SAKURA ROOMS TSUKIDE 熊本市東区月出2-6-30 096-202-4620 https://airbnb.com/h/tsukide105

66 熊本市エリア スーパーホテル Lohas 熊本天然温泉 熊本市中央区魚屋町1-30-1 096-351-9000 https://www.superhotel.co.jp/h_links/kumamoto/

67 熊本市エリア B＆S Kumamoto Shinmachi① 熊本市中央区新町3-8-8 096-202-4620 https://airbnb.com/h/shinmachi1201

68 熊本市エリア 東横INN 熊本新市街 熊本市中央区新市街3-25 096-324-1045

69 熊本市エリア 天然温泉六花の湯 ドーミーイン熊本 熊本県熊本市中央区辛島町3-1 096-311-5489 https://www.hotespa.net/hotels/kumamoto

70 熊本市エリア 水前寺共済会館 グレーシア 熊本市中央区水前寺1-33-18 096-383-1281 http://suizenji-kk.com/

71 熊本市エリア 熊本和数奇司館 熊本県熊本市中央区上通町7-35 096-352-5101 http://www.wasuki.jp

72 熊本市エリア HOTEL CARNA A 熊本県熊本市中央区中央街4-20 096-342-5002 http://hotel-carna-a.jp

73 熊本市エリア ビジネスホテル シャトル 熊本市中央区中央街4-1 096-355-1131 https://kumamoto-shuttle.com

74 熊本市エリア 熊本市場前 クレナイホテル 熊本市西区春日7-25-45 096-325-9071 http://www.kurenai-hotel.jp

75 熊本市エリア ホテルルートイン 熊本駅前 熊本県熊本市春日1-14-19 050-5847-7557 https://www.route-inn.co.jp/hotel_list/kumamoto/index_hotel_id_77/

76 熊本市エリア ホテル法華クラブ熊本 熊本県熊本市中央区通町20-1 096-322-5001 https://www.hokke.co.jp/kumamoto

77 熊本市エリア 東横イン 熊本駅前 熊本市西区春日2-8-10 096-351-1045 https://www.toyoko-inn.com/search/detail/00168

78 熊本市エリア 民宿 廣嶋屋 熊本市西区花園4-13-22 096-355-1441 https://gh-hiroshimaya.com

79 熊本市エリア 旅館 平山 熊本市北区植木町米塚178 096-274-7111 https://uekionsen.com/

80 熊本市エリア スミツグハウス ウエスト 熊本市中央区京町1-2-10 096-288-0641 https://sumitsugu.house/

81 熊本市エリア スミツグハウス イースト 熊本市中央区京町1-2-7 096-288-0641 https://sumitsugu.house/

82 熊本市エリア スミツグハウス アトリエ 熊本市中央区京町1-2-11 096-288-0641 https://sumitsugu.house/

83 熊本市エリア スミツグハウス８ 熊本市中央区坪井1-3-35 096-288-0641 https://sumitsugu.house/

84 熊本市エリア スミツグハウス グランパ 熊本市中央区本山2-6-37 096-288-0641 https://sumitsugu.house/

85 熊本市エリア 玉木旅館 熊本市中央区大江6-26-26 096-366-1332 http://www.tamakiryokan.jp/

86 熊本市エリア 水前寺コンフォートホテル 熊本市中央区出水1ｰ1-1 096-372-4000 https://greenrichhotels.jp/suizenji-comfort/

87 熊本市エリア ジーアールホテル 水道町 熊本県熊本市中央区中央街2-22 096-211-2222 https://greenrichhotels.jp/suidocho/

88 熊本市エリア エクストールイン 熊本水前寺 熊本県熊本市中央区出水1-6-16 096-364-3111 www.extol-suizenji.com

89 熊本市エリア B＆S Kumamoto Ezu 熊本県熊本市東区江津1-16-2 096-202-4620 https://airbnb.com/h/ezu102

90 熊本市エリア エクストールイン 熊本銀座通 熊本市中央区下通1-9-8 096-351-2111 https://extol-inn.jp/

91 熊本市エリア グリーンリッチホテル水前寺 熊本市中央区出水1-8⁻5 096-382-4444 https://greenrichhotels.jp/suizenji/

92 熊本市エリア 民宿 ファミリーハウス 熊本市中央区本荘5-4-23 080-3376-4114 http://koufukumaru.main.jp./profile2.html

93 熊本市エリア KOTO TEA HOUSE 熊本市東区湖東2-20-8 080-2021-7220 https://abnb.me/hxU2e0n3Veb

94 熊本市エリア YOUR ROOM 熊本駅【little】 熊本市西区二本木2-10-17 080-7589-3355 https://www.yroom.jp

95 熊本市エリア KASUMI-an 熊本市中央区帯山7-9-37 080-1701-8730 https://kasumian.amebaownd.com/

96 熊本市エリア KASUMI-an4 熊本市中央区帯山7-9-36 B202 080-1701-8730 https://kasumian.amebaownd.com/

97 熊本市エリア KASUMI-an5 熊本市中央区帯山7-9-35 A101 080-1701-8730 https://kasumian.amebaownd.com/

98 熊本市エリア ホテルニューガイア 西熊本駅前 熊本市南区刈草1-1-75 096-342-6990 http://www.hotelnewgaea.com/nishikumamotoekimae/

99 熊本市エリア &and COMFY HOTEL 熊本城ビュー 熊本市中央区城東町5-3 096-311-7070 https://www.and-comfy.jp/kumamotojo-view/

100 熊本市エリア THE BLOSSOM KUMAMOTO 熊本市西区春日3-15-26 096-327-8763 https://www.jrk-hotels.co.jp/Kumamoto

101 熊本市エリア REQRASサクラマチ 熊本市中央区古川町4-2 096-344-4445 https://owners-inn.com/?p=2360

102 熊本市エリア YOUR ROOM 京町 熊本市中央区京町1-11-5 080-7589-3355 www.yroom.jp

103 熊本市エリア Private House ROUTE61 熊本市西区河内町野出47-1 080-7726-0466 https://www.route61.biz/

104 熊本市エリア YOUR ROOM 熊本駅 熊本市中央区本山3-5-7 080-7589-3355 www.yroom.jp
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105 熊本市エリア チサンイン熊本御幸笛田 熊本市南区美幸笛田2-16-1 096-370-2911 -

106 熊本市エリア ゲストハウス 月が綺麗ですね 熊本市中央区世安町487 080-8411-5251 https://tsuki-chikaken.com/

107 熊本市エリア HOTEL THE GATE KUMAMOTO 熊本市西区春日1-14-1 096-288-0170 https://hotelthegate.com/

108 熊本市エリア 熊本KBホテル 熊本市中央区本荘3-2-9 096-362-4711 https://www.kbhotel.jp/

109 熊本市エリア KDY STAY HOUSE 熊本市大江4-1-2 090-9471-1866 -

110 熊本市エリア ダイワロイネットホテル熊本 熊本市中央区花畑町10-22 096-319-1050 https://www.daiwaroynet.jp/kumamoto/

111 熊本市エリア YHouse 熊本市北区弓削1丁目8-17 080-4699-9204 -

112 熊本市エリア 料理谷邸 葛籠 熊本市中央区西阿弥陀寺町6 070-8424-9705 www.tudzura.jp

113 熊本市エリア KASUMI-an HAKUZAN 熊本市中央区白山2丁目14-17 2F 096-344-4445 https://owners-inn.com/?p=4772

114 熊本市エリア くまもとキャッスルハウス 熊本市西区花園5丁目34-26 090-3011-3640 -

115 熊本市エリア アウトドアフィールド のんねむ 熊本県熊本市西区河内町白浜1407-1 096-288-3720 https://www.nonnem.com/

116 熊本市エリア FAV HOTEL KUMAMOTO 熊本市中央区鍛冶屋町9-1 092-292-2431 -

117 熊本市エリア B&S KUMAMOTO MUKAEMACHI2 熊本市中央区迎町1丁目1-25 迎町ハイツ102号室、202号室 096-221-4538 https://bandskumamoto.com/

118 熊本市エリア ハウス フォルチェ 熊本市西区河内町野出399-2 090-5028-7424 http://portal.ntn81.jp/lib2/vc.do?id=24843

119 熊本市エリア 水前寺のもみじ 熊本市中央区水前寺2-17-16 202 096-344-4011 http://owners-inn.com/?p=6350

120 熊本市エリア ELEGANTE帯山 熊本市中央区帯山6-1-41 ELEGANTE帯山201号 096-221-4538 https://bandskumamoto.com/

121 熊本市エリア プラトー子飼 熊本市中央区東子飼町2-15 プラトー子飼303号室 096-221-4538 https://bandskumamoto.com/

122 熊本市エリア オリーブ上水前寺 熊本市中央区上水前寺2-25-8 096-221-4538 https://bandskumamoto.com/

123 熊本市エリア オリーブ渡鹿 熊本市東区渡鹿8-2-5 オリーブ渡鹿302号室 096-221-4538 https://bandskumamoto.com/

124 熊本市エリア スーパーホテル熊本駅前天然温泉 熊本県熊本市西区春日2-3-23 096-324-9000 https://www.superhotel.co.jp/s_hotels/kumamoto_e

125 熊本市エリア ダイワロイネットホテル 熊本銀座通り 熊本県熊本市中央区下通1-9-1 096-312-0655 https://www.daiwaroynet.jp/kumamoto-ginzadori/

126 熊本市エリア ON THE PARK 熊本市東区神水本町27-21 080-5241-1932(掲載は希望しません)

127 熊本市エリア SAKURA ROOMS MINAMIKUMAMOTO 熊本市八王寺町14-48 101号室 096-202-4620

128 熊本市エリア Hana’ｓ緑のチプ 熊本県熊本市西区上代3-9-3 080-5646-5856 https://www.airbnb.jp/rooms/38393147

129 熊本市エリア KOKO HOTEL Premier 熊本 熊本市中央区桜町3-20 096-355-6700 https://koko-hotels.com/kumamoto

130 熊本市エリア サンカクハウス 熊本市東区神水本町27-15 080-5241-1932(掲載は希望しません) https://reserva.be/onthepark

131 熊本市エリア 染物と宿の中島屋 熊本市中央区新町2-11-6 096-202-2020 https://nakashimaya.ikidane.com/

132 熊本市エリア ビジネス旅館 多真 熊本市中央区二本木1丁目4-5 096-352-0296 -

133 熊本市エリア カンデオホテルズ 熊本新市街 熊本県熊本市中央区新市街8-7 096-327-8480 https://www.candeohotels.com/ja/kumamoto-shinshigai/

134 熊本市エリア アパホテル〈熊本桜町バスターミナル南〉 熊本市中央区山崎町31-3 096-323-8111 https://apahotel.com/hotel/kyushu-okinawa/kumamoto/kumamoto-nichigin/

135 熊本市エリア B&S KUMAMOTO MUKAEMACHI 熊本市中央区迎町1-1-7 096-221-4538 https://bandskumamoto.com/

136 県央エリア　宇城・上益城エリア 熊乃屋旅館 上益城郡山都町馬見原838 0967-83-0027 http://www.kumanoya838.sakura.ne.jp/

137 県央エリア　宇城・上益城エリア 松錦館 宇城市不知火町松合330 0964-42-2004 https://shoukinkan.com

138 県央エリア　宇城・上益城エリア 旅籠 こめや 宇土市本町4-32 0964-22-0261 https://hatago-komeya.com/

139 県央エリア　宇城・上益城エリア HOTEL AZ 熊本嘉島 上益城郡嘉島町鯰2717-3 096-237-3777 https://www.az-hotel.com/kashima/

140 県央エリア　宇城・上益城エリア 清和高原天文台 上益城郡山都町井無田1238-14 0967-82-3300 http://astroseiwa.com

141 県央エリア　宇城・上益城エリア 天満の宿 不知火 宇城市不知火町御領770-1 096-344-4445 https://owners-inn.com/?p=1776

142 県央エリア　宇城・上益城エリア 宇土センターホテル 宇土市南段原町字南7 0964-23-1211 http://uto-centerhotel.com/

143 県央エリア　宇城・上益城エリア 通潤山荘 熊本県上益城郡山都町長原192-1 0967-72-1161 http://tsujun-sanso.jp/

144 県央エリア　宇城・上益城エリア 阿蘇熊本空港ホテルエミナース 熊本県上益城郡益城町田原2071-1 096-286-1111 https://www.kumamoto-eminence.com/

145 県央エリア　宇城・上益城エリア 宿屋 kugurido 上益城郡甲佐町仁田子549 080-8450-3578 https://yadoya-kugurido.com

146 県央エリア　宇城・上益城エリア NIPPONIA 甲佐 疏水の郷 上益城郡甲佐町岩下82 096-234-8871 https://nipponiakosa.jp

147 県央エリア　宇城・上益城エリア ゆう和ゲストハウス 上益城群御船町滝川49-2 096-282-0471 https://youwa.group

148 県央エリア　宇城・上益城エリア 三千段の民宿 幸登里 下益城郡美里町坂本450 090-5473-7143

149 県央エリア　宇城・上益城エリア 遊心 上益城郡御船町田代6702-211 096-202-5139 http://www.yuushin-sabou.com

150 県央エリア　宇城・上益城エリア 旅館 夢屋 熊本県上益城郡山都町馬見原116-1 0967-83-1151 https://yu-me-ya.jp

151 県央エリア　宇城・上益城エリア 松海苑 熊本県宇城市不知火町永尾197 0964-42-2411 https://shoukaien.jp

152 県央エリア　宇城・上益城エリア 道の駅そよ風パーク HOTEL WINDY 熊本県上益城郡山都町今297 0967-83-0880 http://soyokaze-park.jp/

153 県央エリア　宇城・上益城エリア 天草三角 シーサイドヴィラ 熊本県宇城市三角町三角浦1403-2 090-7447-4465(代表者 携帯) https://seasidevilla.studio.site/

154 県央エリア　宇城・上益城エリア 里山の宿 きつねのてぶくろ 熊本県下益城郡美里町白石野685-1 090-8833-9528 -

155 県央エリア　宇城・上益城エリア Secret base SANTA(シークレットベースサンタ) 宇土市新開町158 080-3377-5995 http://secret-base-santa.com/

156 県央エリア　宇城・上益城エリア さまたんロッジ 熊本県上益城郡美里町佐俣705 0964-46-4111 https://samatanoyu-misato.jp

157 県央エリア　宇城・上益城エリア パレス大矢野 熊本県上益城郡山都町北中島2862-3 080-4286-7544

158 県央エリア　宇城・上益城エリア 日本画工房浮島館・別邸GUEST HOUSE 上益城郡嘉島町大字上六嘉2035番地 080-1705-7212 https://www.ukishimakan.com/

159 県央エリア　宇城・上益城エリア 山都せせらぎ荘 上益城郡山都町金内212-2 096-344-4445 https://owners-inn.com/?p=7253
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160 県央エリア　宇城・上益城エリア PORT TOWN MISUMI-URA 熊本県宇城市三角町三角浦274-3 050-8883-0448 https://kyushugahaku.co.jp

161 県央エリア　宇城・上益城エリア 民泊 ギャラリー 鴇 熊本県上益城郡益城町大字古閑大峯17番5 096-369-0427 -

162 県北エリア（玉名・荒尾エリア） HIKE(ハイク) 玉名市秋丸415-2 0968-72-0819 https://hike-tamana.com

163 県北エリア（玉名・荒尾エリア） ホテルしらさぎ 熊本県玉名市岩崎730 0968-72-2100 https://shirasagiso.jp

164 県北エリア（玉名・荒尾エリア） 尚玄山荘 玉名市河崎1-1 0968-72-2266 https://www.shougensansou.net/

165 県北エリア（玉名・荒尾エリア） 山もみじの宿 八芳園 玉名市立願寺627 0968-72-2161 https://hpn.jp

166 県北エリア（玉名・荒尾エリア） 司ロイヤルホテル 玉名市立願寺50-1 0968-73-8888 http://www.tsukasa-royal-hotel.co.jp

167 県北エリア（玉名・荒尾エリア） さつき別荘 玉名市岩崎368-2 0968-72-3157 http://www.satsukibessou.com/

168 県北エリア（玉名・荒尾エリア） ひきの荘 玉名市立願寺561 0968-72-2111 -

169 県北エリア（玉名・荒尾エリア） ホテルセキア 玉名郡南関町大字関村1556 0968-69-6111 https://www.sekiahills.co.jp

170 県北エリア（玉名・荒尾エリア） 素泊まりの宿 森田屋 玉名市高瀬60-1 0968-88-0136 https://moritaya-honjin.jp/

171 県北エリア（玉名・荒尾エリア） ホテルブランカ 荒尾市下井手1308 0968-66-1133 https://www.greenland.co.jp/hotels/blanca/

172 県北エリア（玉名・荒尾エリア） 玉名ファミリー温泉 玉名市立願寺428 0968-74-3888 -

173 県北エリア（玉名・荒尾エリア） 玉名ビジネスホテル鈴鹿 熊本県玉名市中1743-3 0968-72-3248 https://tamanasuzuka.com

174 県北エリア（玉名・荒尾エリア） 玉名立願寺温泉 ホテル湯里 熊本県玉名市立願寺572-7 0968-72-6411 -

175 県北エリア（玉名・荒尾エリア） ビジネス旅館 末広 玉名市岩崎1 0968-72-3018 https://kh1975.wixsite.com/hotel-suehiro

176 県北エリア（玉名・荒尾エリア） ビジネスインうめさき(含)ビジネス旅館梅崎 玉名郡長洲町長洲2878-6 0968-78-1394 http://www.umesaki-kumamoto.com/

177 県北エリア（玉名・荒尾エリア） 草枕温泉てんすい 草枕山荘 玉名市天水町小天511-1 0968-82-4500 http://www.kusamakura.jp

178 県北エリア（玉名・荒尾エリア） 那古井館 玉名市天水町小天8277 0968-82-2035 https://nakoikan.com

179 県北エリア（玉名・荒尾エリア） ホテルヴェルデ 熊本県荒尾市本井手1558 0968-66-3939 https://www.greenland.co.jp/hotels/verde/

180 県北エリア（玉名・荒尾エリア） ビジネスホテル五十鈴荘 熊本県荒尾市四ツ山町2-8-6 0968-63-2514 http://business-hotel-isuzu.jp

181 県北エリア（玉名・荒尾エリア） のあそびlodge 熊本県荒尾市万田1560-1 080-9547-4744 https://noasobilodge.com/

182 県北エリア（玉名・荒尾エリア） 那古井館別邸 玉響TAMAYURA 熊本県玉名市玉名2020-1 0968-72-2165 https://tamana-tamayura.com/

183 県北エリア（山鹿・菊池エリア） 菊池 笹乃家 菊池市隈府1090-1 0968-25-4000 https://sasanoya-kikuchi.com

184 県北エリア（山鹿・菊池エリア） 湯山別荘 たいち 山鹿市平山516-1 0968-44-1202 https://www.hirayamaonsen-taichi.com/

185 県北エリア（山鹿・菊池エリア） 山懐の宿 一木一草 山鹿市平山4995-1 0968-43-1013 http://www.ichiboku.com/

186 県北エリア（山鹿・菊池エリア） 平山温泉 上田屋 山鹿市平山5469-1 0968-43-0600 https://ryokan-ueda.com/

187 県北エリア（山鹿・菊池エリア） 山鹿温泉 旅館巳喜 山鹿市山鹿1838 0968-43-5178 https://miki-kumamoto.com

188 県北エリア（山鹿・菊池エリア） 山鹿温泉 恵荘 山鹿市川端町108 0968-44-6284 https://megumisou.com/index2.html

189 県北エリア（山鹿・菊池エリア） 山鹿温泉 寿三 山鹿市山鹿1645 0968-44-6121 http://www.yamaga-onsen.com

190 県北エリア（山鹿・菊池エリア） 里山の隠れ宿 花富亭 山鹿市鹿町池永177 0968-48-3141 http://www.kafutei.co.jp/

191 県北エリア（山鹿・菊池エリア） 七城温泉ドーム、リバーサイドパーク 熊本県菊池市七城町林原962-1 0968-26-4800 http://www.onsendome.com

192 県北エリア（山鹿・菊池エリア） 旅館 いまむら 山鹿市平山4156 0968-43-8821 https://imamura-spa.com

193 県北エリア（山鹿・菊池エリア） 平山温泉 お宿めぐみ山荘 山鹿市平山5332-1 0968-44-1116 https://megumisou.com/index4

194 県北エリア（山鹿・菊池エリア） 平山温泉 恵荘 山鹿市平山5300 0968-44-0830 https://megumisou.com/index3

195 県北エリア（山鹿・菊池エリア） ビジネス 新青山荘 山鹿市新町104 0968-44-0076 https://shinseizansou.jp/

196 県北エリア（山鹿・菊池エリア） 旅館 善屋 山鹿市平山432 0968-44-1147 https://www.hirayamaonsen-zenya.com/

197 県北エリア（山鹿・菊池エリア） 城乃井旅館 菊池市隈府1375 0968-25-1188 https://shironoi.com/

198 県北エリア（山鹿・菊池エリア） ホテルサンロード熊本 菊池郡菊陽町津久礼2350-5 096-232-4711 https://travel.rakuten.co.jp/HOTEL/16313/16313.html

199 県北エリア（山鹿・菊池エリア） 旅館 せと乃湯 山鹿市平山5621-2 0968-43-7811 -

200 県北エリア（山鹿・菊池エリア） ペットと泊まれる宿 狗の郷(くのさと) 菊池市出田2121-185 0968-25-7123 http://www.kunosato.jp/

201 県北エリア（山鹿・菊池エリア） 望月旅館 菊池市隈府1115-4 0968-25-2185 https://www.mochiduki-ryokan.com/

202 県北エリア（山鹿・菊池エリア） 宝来館 菊池市隈府1124 0968-25-2703 http://www.houraikan.co.jp

203 県北エリア（山鹿・菊池エリア） スーパーホテル熊本・山鹿 山鹿市大橋通902-2 0968-43-9000 https://www.superhotel.co.jp/

204 県北エリア（山鹿・菊池エリア） 星乃里 菊池市雪野938-1 0968-27-1016 https://www.kikuchigawa.jp/brands/detail/35

205 県北エリア（山鹿・菊池エリア） つばき庵 菊池市重味3503-1 0968-41-8525 https://tsubakian-kumamoto.com/

206 県北エリア（山鹿・菊池エリア） 農家民宿 清水川(そうずがわ) 菊池市雪野1817-2 0968-27-0701 https://www.kikuchigawa.jp/brands/detail/34

207 県北エリア（山鹿・菊池エリア） ペンション 花の木 菊池市原4176-101 0968-27-0195 http://www.mimnet.jp/hkindex.htm

208 県北エリア（山鹿・菊池エリア） 菊池グランドホテル 菊池市隈府1144-2 0968-25-3111 https://www.kikuchi-grandhotel.jp/

209 県北エリア（山鹿・菊池エリア） お宿 湯の蔵 山鹿市平山5255-2 0968-43-4165 https://www.yunokura.jp/

210 県北エリア（山鹿・菊池エリア） 熊本旬彩の宿 ゆとりろ山鹿 山鹿市宗方通702 0968-43-8111 https://yutorelo-yamaga.com/

211 県北エリア（山鹿・菊池エリア） 山鹿温泉 サンパレス松坂 山鹿市山鹿1104 0968-43-3083 http://www.sunpalace-matsuzaka.com/

212 県北エリア（山鹿・菊池エリア） 平山温泉 ほたるの長屋 山鹿市平山5206-7 0968-48-1222 http://www.hotarunonagaya.jp/

213 県北エリア（山鹿・菊池エリア） ビジネス旅館 大津恵荘 菊池郡大津町杉水3421-63 096-293-8577 https://megumisou.com/index5.html

214 県北エリア（山鹿・菊池エリア） 平山温泉 とうふ屋やまと 山鹿市平山211 0968-43-8255 http://www.yamato-ryokan.jp
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215 県北エリア（山鹿・菊池エリア） 湯宿湶 山鹿市泉町211-2 0968-43-2708 http://www.yuyado-izumi.net

216 県北エリア（山鹿・菊池エリア） 柿の葉庵 菊池市旭志弁利1283 0968-37-2309 -

217 県北エリア（山鹿・菊池エリア） 奥山鹿温泉旅館 山鹿市平山235 0968-44-0588 https://www.okuyamaga.com

218 県北エリア（山鹿・菊池エリア） カンデオホテルズ 菊陽熊本空港 菊池郡菊陽町大字津久礼2380-1 096-233-0300 https://www.candeohotels.com/ja/kumamoto-kikuyo/

219 県北エリア（山鹿・菊池エリア） カンデオホテルズ 大津熊本空港 菊池郡大津町大字室736-1 096-294-2300 https://www.candeohotels.com/ja/kumamoto-ozu/

220 県北エリア（山鹿・菊池エリア） 癒しの宿 わらく 菊池市七城町清水63-2 090-4510-7779 -

221 県北エリア（山鹿・菊池エリア） 富士ホテル 山鹿市昭和町506 0968-43-4146 https://fuji-hotel.jp

222 県北エリア（山鹿・菊池エリア） 菊池旅館 清流荘 菊池市隈府1587-17 0968-24-2155 http://www.seiryuusou.jp/

223 県北エリア（山鹿・菊池エリア） 山鹿温泉 朝日屋旅館 山鹿市熊入町73 0968-43-2565 https://www.y-asahiya.com/

224 県北エリア（山鹿・菊池エリア） 離れ 桜香 山鹿市平山4839 0968-42-8050 https://hanareohka.com/

225 県北エリア（山鹿・菊池エリア） 旅館 かどや 山鹿市平山282-1 0968-43-3203 -

226 県北エリア（山鹿・菊池エリア） エアポートホテル熊本 熊本県菊池郡大津町室1484 096-294-1111 https://www.airport-h.jp/

227 県北エリア（山鹿・菊池エリア） 御宿 白金の森 菊池市森北字白金2016番地１ 0968-24-6600 https://www.shirokane-mori.jp/

228 県北エリア（山鹿・菊池エリア） 旅籠 はしもと 菊池郡大津町大字室195-1 096-293-2141 https://ozu-hashimoto.com/

229 県北エリア（山鹿・菊池エリア） 山鹿温泉 清流荘 熊本県山鹿市山鹿1768 0968-43-2101 http://www.rokumon.com/

230 県北エリア（山鹿・菊池エリア） 一般財団法人葉たばこ財団 ひのくにふれあいセンター 熊本県合志市栄2295-2 096-248-5858 http://www.infobears.ne.jp/hinokunifureai/

231 県北エリア（山鹿・菊池エリア） 菊乃藤 菊池市村田483 080-4295-3664 -

232 県北エリア（山鹿・菊池エリア） 菊池温泉 城山荘 熊本県菊池市隈府1228 0968-25-2400 https://siroyamaso.jp

233 県北エリア（山鹿・菊池エリア） ホテルビスタ熊本空港 菊池郡大津町室943-1 096-294-9777 https://kumamoto-ap.hotel-vista.jp/ja/

234 県北エリア（山鹿・菊池エリア） 栄屋旅館 菊池市隈府1373 0968-25-4171 http://sakaeyaryokan.jp/

235 県北エリア（山鹿・菊池エリア） 菊池渓谷温泉 岩蔵 菊池市重味2224-8 0968-27-0026 http://www.iwakura0026.com/

236 県北エリア（山鹿・菊池エリア） キクチビジネスホテル 菊池市隈府494 0968-24-3181 https://kikuchi-businesshotel.com/

237 県北エリア（山鹿・菊池エリア） 恵温泉旅館 山鹿市菊鹿町池永105-1 0968-48-3538 https://megumi-onsen.jp/

238 県北エリア（山鹿・菊池エリア） 道の駅水辺プラザかもと「きなっせ」 山鹿市鹿本町梶屋1257 0968-46-1126 http://www.mizube-plaza.co.jp/

239 県北エリア（山鹿・菊池エリア） グリーンリッチホテル あそ熊本空港 菊池郡菊陽町津久礼132-1 096-232-8888 https://greenrichhotels.jp/kumamoto-airport/

240 県北エリア（山鹿・菊池エリア） 山鹿温泉 眺山庭 山鹿市志々岐2508 0968-44-7712 https://www.chozantei.com/

241 県北エリア（山鹿・菊池エリア） ホテルルートイン 阿蘇くまもと空港駅前 熊本県菊池郡大津町室214-9 096-292-0611 https://www.route-inn.co.jp/

242 県北エリア（山鹿・菊池エリア） 四季の里旭志 熊本県菊池市旭志麓2934-10 0968-37-3939 http://www.shikinosato.info

243 県北エリア（山鹿・菊池エリア） 菊池観光ホテル 菊池市隈府1124-3 0968-25-2111 -

244 県北エリア（山鹿・菊池エリア） metro guesthouse 熊本県山鹿市山鹿1392 0968-43-0874 https://metro-yamaga.com/

245 県北エリア（山鹿・菊池エリア） Casa di acero 菊池市隈府1329-3 090-7168-0408 -

246 県北エリア（山鹿・菊池エリア） Aizato House(合里ハウス) 熊本県山鹿市鹿央町合里4816 090-4743-1888 -

247 県北エリア（山鹿・菊池エリア） GOYADO 熊本県菊池郡大津町平川1045 080-5800-5810 https://www.facebook.com/satonomegumi5810

248 県北エリア（山鹿・菊池エリア） ビジネスホテルコナ 熊本県菊池市隈府守山1105-19 0968-25-5111 -

249 県北エリア（山鹿・菊池エリア） 菊翠苑 山鹿市菊鹿町木野3868 0968-48-2066 -

250 県北エリア（山鹿・菊池エリア） 山鹿師蔵 山鹿市山鹿1461-3 096-344-4011 https://owners-inn.com/?p=7731

251 阿蘇エリア　阿蘇北部エリア（小国町、南小国町、産山村） やまびこ旅館 阿蘇郡南小国町満願寺6704 0967-44-0311 http://yamabiko-ryokan.com/

252 阿蘇エリア　阿蘇北部エリア（小国町、南小国町、産山村） 有限会社 日田屋旅館 阿蘇郡小国町下城3363 0967-48-0082 旅館日田屋 / 杖立温泉 (hitaya.com)

253 阿蘇エリア　阿蘇北部エリア（小国町、南小国町、産山村） 和楽の里 たけの蔵 阿蘇郡小国町西里3051 0967-46-4554 https://takenokura.com

254 阿蘇エリア　阿蘇北部エリア（小国町、南小国町、産山村） 黒川荘 阿蘇郡南小国町大字満願寺6755-1 0967-44-0211 http://www.kurokawaso.com/

255 阿蘇エリア　阿蘇北部エリア（小国町、南小国町、産山村） 旅館 壱の井 阿蘇郡南小国町大字満願寺6630-1 0967-44-0881 https://www.ichinoi.jp/

256 阿蘇エリア　阿蘇北部エリア（小国町、南小国町、産山村） 杖立渓流の宿 大自然 阿蘇郡小国町下城4205 0967-48-0041 https://www.hizenya.co.jp/daishizen

257 阿蘇エリア　阿蘇北部エリア（小国町、南小国町、産山村） つえたて温泉 ひぜんや 阿蘇郡小国町下城4223 0967-48-0141 https://www.hizenya.co.jp

258 阿蘇エリア　阿蘇北部エリア（小国町、南小国町、産山村） お宿 野の花 阿蘇郡南小国町大字満願寺6375-2 0967-44-0595 http://www.oyado-nonohana.com

259 阿蘇エリア　阿蘇北部エリア（小国町、南小国町、産山村） 旅館 大朗館 阿蘇郡南小国町満願寺7130 0967-44-0908 https://www.tairoukan.net/

260 阿蘇エリア　阿蘇北部エリア（小国町、南小国町、産山村） 志津の宿 阿蘇郡南小国町満願寺2321 0967-42-0266 https://www.shizunoyado.com

261 阿蘇エリア　阿蘇北部エリア（小国町、南小国町、産山村） いこい旅館 阿蘇郡南小国町黒川温泉川端通り 0967-44-0552 http://www.ikoi-ryokan.com

262 阿蘇エリア　阿蘇北部エリア（小国町、南小国町、産山村） 湯宿 小国のオーベルジュ わいた館 阿蘇郡小国町西里3006-2 0967-46-4553

263 阿蘇エリア　阿蘇北部エリア（小国町、南小国町、産山村） 純和風旅館 泉屋 阿蘇郡小国町大字下城4179 0967-48-0021 https://izumiyaryokan.co.jp/

264 阿蘇エリア　阿蘇北部エリア（小国町、南小国町、産山村） 湯峡の響き 優彩 阿蘇郡南小国町満願寺北黒川6554 0967-44-0111 http://www.yusai.com/

265 阿蘇エリア　阿蘇北部エリア（小国町、南小国町、産山村） 山川ZENZO 阿蘇郡小国町北里1426 0967-46-6330 https://yamakawa-zenzo.com/

266 阿蘇エリア　阿蘇北部エリア（小国町、南小国町、産山村） 旅館 山河 阿蘇郡南小国町満願寺6961-1 0967-44-0906 https://www.sanga-ryokan.com/

267 阿蘇エリア　阿蘇北部エリア（小国町、南小国町、産山村） ふじ屋 阿蘇郡南小国町満願寺6541 0967-48-8117　 http://www.ryokan-fujiya.jp/

268 阿蘇エリア　阿蘇北部エリア（小国町、南小国町、産山村） 瀬の本高原ホテル 阿蘇郡南小国町満願寺5644 0967-44-0121 https://hotel.senomoto.com

269 阿蘇エリア　阿蘇北部エリア（小国町、南小国町、産山村） 清涼荘 阿蘇郡小国町西里2716 0967-46-4537 http://seiryouso.com/
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270 阿蘇エリア　阿蘇北部エリア（小国町、南小国町、産山村） 杖立温泉 四季の宿 わかのや 阿蘇郡小国町下城3396-2 0967-48-0031 http://www.wakanoya.jp/

271 阿蘇エリア　阿蘇北部エリア（小国町、南小国町、産山村） ポーランの笛 阿蘇郡南小国町満願寺6338-184 0967-44-0180 http://polannofue.com/

272 阿蘇エリア　阿蘇北部エリア（小国町、南小国町、産山村） 米屋別荘 阿蘇郡小国町下城4162 0967-48-0507 http://komeyabessou.jp/

273 阿蘇エリア　阿蘇北部エリア（小国町、南小国町、産山村） そば処 草太郎庵 阿蘇郡南小国町満願寺5956 0967-44-0108 http://www.soutarouan.com

274 阿蘇エリア　阿蘇北部エリア（小国町、南小国町、産山村） 山しのぶ 阿蘇郡南小国町満願寺5960 0967-44-0188 http://www.yamashinobu.com/

275 阿蘇エリア　阿蘇北部エリア（小国町、南小国町、産山村） 里の湯 和らく 阿蘇郡南小国町満願寺6351-1 0967-44-0690 http://www.satonoyu-waraku.jp/

276 阿蘇エリア　阿蘇北部エリア（小国町、南小国町、産山村） 山あいの宿 山みず木 阿蘇郡南小国町満願寺6392-2 0967-44-0336 https://www.yamamizuki.com

277 阿蘇エリア　阿蘇北部エリア（小国町、南小国町、産山村） お宿 のし湯 阿蘇郡南小国町大字満願寺6591-1 0967-44-0308 https://noshiyu.jp/

278 阿蘇エリア　阿蘇北部エリア（小国町、南小国町、産山村） inn NOSHIYU 阿蘇郡南小国町満願寺6590-9 0967-44-0386 https://inn-noshiyu.jp/

279 阿蘇エリア　阿蘇北部エリア（小国町、南小国町、産山村） お宿 玄河 阿蘇郡南小国町満願寺6606 0967-44-0651 www.oyadokurokawa.com

280 阿蘇エリア　阿蘇北部エリア（小国町、南小国町、産山村） 黒川森のコテージ 阿蘇郡南小国町満願寺6489-5 0967-44-0535 https://www.morikote.com/

281 阿蘇エリア　阿蘇北部エリア（小国町、南小国町、産山村） 離れの宿 花心 阿蘇郡南小国町満願寺 東長田5349 0967-44-0087 https://hanagocoro.jp

282 阿蘇エリア　阿蘇北部エリア（小国町、南小国町、産山村） はなむら 阿蘇郡南小国町満願寺5850 0967-44-0088 http://www.ota-hanamura.com

283 阿蘇エリア　阿蘇北部エリア（小国町、南小国町、産山村） 山みず木別邸 深山山荘 阿蘇郡南小国町満願寺6392-2 0967-44-1101 https://www.miyama-sansou.com

284 阿蘇エリア　阿蘇北部エリア（小国町、南小国町、産山村） 川のせせらぎの宿 旅館かねいし 阿蘇郡小国町下城3358 0967-48-0341 https://ryokan-kaneishi.com

285 阿蘇エリア　阿蘇北部エリア（小国町、南小国町、産山村） 木の温もりの宿 旅館ふくみ 阿蘇郡小国町下城3365 0967-48-0121 https://www.tuetateonsen.jp

286 阿蘇エリア　阿蘇北部エリア（小国町、南小国町、産山村） 阿蘇やまなみリゾートホテル＆ゴルフ倶楽部 阿蘇郡産山村大利630 0967-25-2331 https://www.asoyamanamigolf.com

287 阿蘇エリア　阿蘇北部エリア（小国町、南小国町、産山村） 花泊まり 阿蘇郡南小国町満願寺6564-1 0967-44-0322

288 阿蘇エリア　阿蘇北部エリア（小国町、南小国町、産山村） 夢龍胆 阿蘇郡南小国町満願寺6430-1 0967-44-0321 https://www.yumerindo.com

289 阿蘇エリア　阿蘇北部エリア（小国町、南小国町、産山村） おた里の湯 彩の庄 阿蘇郡南小国町大字満願寺5853-1 0967-44-0234 https://ayanosho.com

290 阿蘇エリア　阿蘇北部エリア（小国町、南小国町、産山村） こうの湯 熊本県阿蘇郡南小国町満願寺6784 0967-48-8700 http://www.kounoyu.jp/

291 阿蘇エリア　阿蘇北部エリア（小国町、南小国町、産山村） ふもと旅館 熊本県阿蘇郡南小国町満願寺6697 0967-44-0918 http://www.fumotoryokan.com/

292 阿蘇エリア　阿蘇北部エリア（小国町、南小国町、産山村） 歴史の宿 御客屋 熊本県阿蘇郡南小国町満願寺6546 0967-44-0454 http://www.okyakuya.jp/

293 阿蘇エリア　阿蘇北部エリア（小国町、南小国町、産山村） 帆山亭 熊本県阿蘇郡南小国町満願寺6346 0967-44-0059 http://www.hozantei.com/

294 阿蘇エリア　阿蘇北部エリア（小国町、南小国町、産山村） 旅館 丸正 熊本県阿蘇郡小国町下城3397 0967-48-0052

295 阿蘇エリア　阿蘇北部エリア（小国町、南小国町、産山村） いやしの里 樹やしき 阿蘇郡南小国町満願寺6403-1 0967-44-0326 https://www.kiyashiki.com

296 阿蘇エリア　阿蘇北部エリア（小国町、南小国町、産山村） くきた別館 阿蘇郡小国町下城3338 0967-48-0010 https://tsuetate-onsen.com/hotel/63

297 阿蘇エリア　阿蘇北部エリア（小国町、南小国町、産山村） 旅館 白水荘 熊本県阿蘇郡小国町大字下城4217 0967-48-0321 http://www.hakusuisou.com

298 阿蘇エリア　阿蘇北部エリア（小国町、南小国町、産山村） 旅館 奥の湯 熊本県阿蘇郡南小国町満願寺6567 0967-44-0021 https://www.okunoyu.com

299 阿蘇エリア　阿蘇北部エリア（小国町、南小国町、産山村） 遊夢農園 熊本県阿蘇郡小国町上田5488-21 0967-32-8070 https://yuyunouen.com

300 阿蘇エリア　阿蘇北部エリア（小国町、南小国町、産山村） ログペンション フラットツイン 熊本県阿蘇郡南小国町満願寺6338-237 0967-44-0814 http://ww7.tiki.ne.jp/~t-arai

301 阿蘇エリア　阿蘇北部エリア（小国町、南小国町、産山村） 華柚 熊本県阿蘇郡小国町大字北里1511 0967-46-6688 https://www.hana-yuu.ne.jp

302 阿蘇エリア　阿蘇北部エリア（小国町、南小国町、産山村） 葉隠館 熊本県阿蘇郡小国町下城3336 0967-48-0246 http://www.tuetate.com

303 阿蘇エリア　阿蘇北部エリア（小国町、南小国町、産山村） 旅館 わかば 熊本県阿蘇郡南小国町大字満願寺6431 0967-44-0500 https://www.ryokanwakaba.com/

304 阿蘇エリア　阿蘇北部エリア（小国町、南小国町、産山村） 旅館 いとう 熊本県阿蘇郡小国町下城4153 0967-48-0158 http://ryokan-itou.sakura.ne.jp/

305 阿蘇エリア　阿蘇北部エリア（小国町、南小国町、産山村） 麻生釣温泉 亀山の湯宿 熊本県阿蘇郡小国町西里麻生釣2053-53 0967-46-5918 http://kamespa.com

306 阿蘇エリア　阿蘇北部エリア（小国町、南小国町、産山村） 扇温泉 おおぎ荘 熊本県阿蘇郡南小国町大字満願寺2871-1 0967-42-1019 http://aso-oogiso.com/

307 阿蘇エリア　阿蘇北部エリア（小国町、南小国町、産山村） 奥阿蘇の宿 やまなみ 熊本県阿蘇郡産山村村田尻254の3 0967-25-2414 http://www.aso-yamanami.com/

308 阿蘇エリア　阿蘇北部エリア（小国町、南小国町、産山村） 和風旅館 美里 熊本県阿蘇郡南小国町満願寺6690 0967-44-0331 http://www.kurokawa-misato.jp

309 阿蘇エリア　阿蘇北部エリア（小国町、南小国町、産山村） 木魂館 熊本県阿蘇郡小国町北里371-1 0967-46-5560 http://manabiyanosato.or.jp

310 阿蘇エリア　阿蘇北部エリア（小国町、南小国町、産山村） 山川温泉 和数奇 別邸小杉庵 熊本県阿蘇郡小国町北里1517-1 0967-46-6700 http://www.kosugian.net

311 阿蘇エリア　阿蘇北部エリア（小国町、南小国町、産山村） 旅館 湯本荘 熊本県阿蘇郡南小国町大字満願寺6700 0967-44-0216 http://www.yumotoso.jp

312 阿蘇エリア　阿蘇北部エリア（小国町、南小国町、産山村） 山の宿 新明館 阿蘇郡南小国町大字満願寺6608 0967-44-0916 https://shinmeikan.jp/

313 阿蘇エリア　阿蘇北部エリア（小国町、南小国町、産山村） 蔵迫温泉 オートビレッジさくら 阿蘇郡南小国町満願寺蔵迫2849-1 0967-44-1008 https://kurasako-onsen.com/

314 阿蘇エリア　阿蘇北部エリア（小国町、南小国町、産山村） 守護陣温泉 阿蘇郡小国町西里守護陣3160-1 0967-46-5430 https://hpdsp.jp/shugojin/

315 阿蘇エリア　阿蘇北部エリア（小国町、南小国町、産山村） マチットフィーカ 阿蘇郡産山村田尻771-116 090-2857-9722 http://fikadeco.com/

316 阿蘇エリア　阿蘇北部エリア（小国町、南小国町、産山村） 旅館 山翠 阿蘇郡小国町西里3044 0967-46-4547 https://oguni-sansui.com/

317 阿蘇エリア　阿蘇北部エリア（小国町、南小国町、産山村） 黒川温泉旅館 南城苑 阿蘇郡南小国町満願寺6612-1 0967-44-0553 http://www.nanjoen.com/

318 阿蘇エリア　阿蘇北部エリア（小国町、南小国町、産山村） 旅館 よろづや 阿蘇郡小国町下城3344 0967-48-0105 http://www.tsuetate-yorozuya.com

319 阿蘇エリア　阿蘇北部エリア（小国町、南小国町、産山村） 黒川温泉 旅館やまの湯 阿蘇郡南小国町大字満願寺6601-4 0967-44-0017 http://www.yamanoyu.net

320 阿蘇エリア　阿蘇北部エリア（小国町、南小国町、産山村） お宿 華坊 熊本県阿蘇郡南小国町満願寺2805-3 0967-44-0455 https://www.hanabou.com/

321 阿蘇エリア　阿蘇北部エリア（小国町、南小国町、産山村） やすらぎの宿 まつや 熊本県阿蘇郡小国町大字西里3033-1 0967-46-5675 https://y-matsuya.com/

322 阿蘇エリア　阿蘇北部エリア（小国町、南小国町、産山村） 田舎の宿 おかもと 熊本県阿蘇郡小国町西里2241-6 0967-46-3762 http://www.okamoto-toufu.com

323 阿蘇エリア　阿蘇北部エリア（小国町、南小国町、産山村） 有限会社 旅館湯之迫 熊本県阿蘇郡南小国町満願寺7152-2 0967-44-0231 www.yunosako.com

324 阿蘇エリア　阿蘇北部エリア（小国町、南小国町、産山村） 阿蘇くじゅう高原 ユースホステル 阿蘇郡南小国町満願寺6332 0967-44-0157 -
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325 阿蘇エリア　阿蘇北部エリア（小国町、南小国町、産山村） 天河山荘 熊本県阿蘇郡南小国町飛瀬2820 0967-48-6620 http://www.tengasansou.com/

326 阿蘇エリア　阿蘇北部エリア（小国町、南小国町、産山村） お宿 花風月 熊本県阿蘇郡南小国町満願寺滝の上5890 0967-44-0277 http://www.kafugetsu-tenga.jp/

327 阿蘇エリア　阿蘇北部エリア（小国町、南小国町、産山村） 阿蘇鶴温泉 ロッジ村 阿蘇郡小国町西里2053-64 0967-23-2288 lodgemura.oguni-machi.com

328 阿蘇エリア　阿蘇北部エリア（小国町、南小国町、産山村） ロッジ 山の家 熊本県阿蘇郡南小国町満願寺6338-155 080-1791-7077 https://lodgeyamanoie.jimdofree.com/

329 阿蘇エリア　阿蘇北部エリア（小国町、南小国町、産山村） しらはなシンフォニー 阿蘇郡小国町大字北里1346-1 0967-46-3497 http://shirahana.com/

330 阿蘇エリア　阿蘇北部エリア（小国町、南小国町、産山村） 離れ宿 山咲 熊本県阿蘇郡南小国町満願寺5965 0967-44-0945 https://www.yamasaki4649.com/

331 阿蘇エリア　阿蘇北部エリア（小国町、南小国町、産山村） 白川温泉「華匠庵」 熊本県阿蘇郡南小国町満願寺5704-1 0967-25-8736 https://hanashoan.jp/

332 阿蘇エリア　阿蘇北部エリア（小国町、南小国町、産山村） 川端家 熊本県阿蘇郡小国町宮原1496 090-5392-0121 -

333 阿蘇エリア　阿蘇北部エリア（小国町、南小国町、産山村） 旅館 やまがや 熊本県阿蘇郡小国町下城3396 0967-48-0338 http://www.yamagaya-onsen.com/

334 阿蘇エリア　阿蘇北部エリア（小国町、南小国町、産山村） 秘境 白川源泉 山荘竹ふえ 熊本県阿蘇郡南小国町大字満願寺5725-1 0967-25-8170 https://www.takefue.com/

335 阿蘇エリア　阿蘇北部エリア（小国町、南小国町、産山村） 悠々ひぐらし 熊本県阿蘇郡南小国町満願寺5286-4 0967-44-1938 -

336 阿蘇エリア　阿蘇北部エリア（小国町、南小国町、産山村） リゾートおぐに 阿蘇郡小国町北里1308-33-42 0967-46-5678 https://www.wplan.co.jp

337 阿蘇エリア　阿蘇北部エリア（小国町、南小国町、産山村） 温泉付貸別荘「きんこんかん」 阿蘇郡小国町北里1433-1 0967-46-5678 https://www.wplan.co.jp

338 阿蘇エリア　阿蘇北部エリア（小国町、南小国町、産山村） 温泉付貸別荘「きんこんかんⅡ」 阿蘇郡小国町北里1436-9 0967-46-5678 https://www.wplan.co.jp

339 阿蘇エリア　阿蘇北部エリア（小国町、南小国町、産山村） 温泉付貸別荘「きんこんかん」ななこ家 阿蘇郡小国町北里1430 0967-46-5678 https://www.wplan.co.jp

340 阿蘇エリア　阿蘇北部エリア（小国町、南小国町、産山村） 瀬の本テラス 熊本県阿蘇郡南小国町満願寺5621-90 070-8989-8007 https://senomoto.info

341 阿蘇エリア　阿蘇北部エリア（小国町、南小国町、産山村） 一棟貸民宿 颯 熊本県阿蘇郡南小国町満願寺6834-54 090-1819-5718 -

342 阿蘇エリア　阿蘇北部エリア（小国町、南小国町、産山村） 黒川マリーゴールド 熊本県阿蘇郡南小国町満願寺6475-3 096-364-6694 https://travel.rakuten.co.jp/HOTEL/184498/184498.html

343 阿蘇エリア　阿蘇北部エリア（小国町、南小国町、産山村） Rakuten STAY VILLA 阿蘇黒川 熊本県阿蘇郡南小国町大字満願寺6843-16 03-4405-0568 https://stay.rakuten.co.jp/villa/aso-kurokawa/ 電話番号変更

344 阿蘇エリア　阿蘇北部エリア（小国町、南小国町、産山村） 夫婦露天風呂の宿 藤のや 熊本県阿蘇郡南小国町満願寺6069-1 0993-22-2217 https://fuji-noya.com/

345 阿蘇エリア　阿蘇市エリア（阿蘇市） 御宿 小笠原 阿蘇市黒川2323 0967-34-2000 https://onyado-ogasawara.com/

346 阿蘇エリア　阿蘇市エリア（阿蘇市） ペンション かかしのかくれ家 阿蘇市乙姫2083-111 0967-32-4111 http://www.aso.ne.jp/~kakashi

347 阿蘇エリア　阿蘇市エリア（阿蘇市） 阿蘇の司 ビラパークホテル＆スパリゾート 阿蘇市黒川1230 0967-34-0811 https://asovilla.jp/

348 阿蘇エリア　阿蘇市エリア（阿蘇市） ペンション アリスのシャンピニオン 阿蘇市乙姫2138-6 0967-32-3585 http://www.aso.ne.jp/~alice/

349 阿蘇エリア　阿蘇市エリア（阿蘇市） いろりの宿 民宿乙姫の里 阿蘇市乙姫1732-1 0967-32-4275 https://aso-himeji.jimdofree.com/stay/

350 阿蘇エリア　阿蘇市エリア（阿蘇市） 有)湯の宿 入船 阿蘇市小里834-2 0967-32-0781 http://irifune-aso.jp/

351 阿蘇エリア　阿蘇市エリア（阿蘇市） 大観荘 阿蘇市内牧246 0967-32-0999 https://daikansou.net

352 阿蘇エリア　阿蘇市エリア（阿蘇市） 旅の宿 阿蘇乃湯 阿蘇市小里6 0967-32-1521 http://www.asonoyu.com/

353 阿蘇エリア　阿蘇市エリア（阿蘇市） ペンション ゆめりんご 阿蘇市乙姫2138-10 0967-32-0054 http://yumeringo.com/

354 阿蘇エリア　阿蘇市エリア（阿蘇市） 合資会社 阿蘇・六月の風 阿蘇市黒川1884 0967-24-6555

355 阿蘇エリア　阿蘇市エリア（阿蘇市） 玄冬 阿蘇市三久保269-16 0967-24-6511

356 阿蘇エリア　阿蘇市エリア（阿蘇市） 親和苑 阿蘇市内牧1354 0967-32-0330 http://www.shinwaen.com/main/spa.html

357 阿蘇エリア　阿蘇市エリア（阿蘇市） 野の花の宿 阿蘇の四季 阿蘇市一の宮町坂梨3030-2 0967-22-3618 https://hpdsp.jp/asonosiki

358 阿蘇エリア　阿蘇市エリア（阿蘇市） あその紅葉 阿蘇市一の宮町宮地字九問2392-16 096-344-4445 https://owners-inn.com/?p=606

359 阿蘇エリア　阿蘇市エリア（阿蘇市） 内牧温泉 蘇山郷 阿蘇市内牧145-1 0967-32-0515

360 阿蘇エリア　阿蘇市エリア（阿蘇市） 旅館 金時 阿蘇市内牧1131 0967-32-0038 https://kintoki-spa.com

361 阿蘇エリア　阿蘇市エリア（阿蘇市） 熊本YMCA阿蘇キャンプ 阿蘇市車帰358 0967-35-0124 https://www.kumamoto-ymca.or.jp/aso

362 阿蘇エリア　阿蘇市エリア（阿蘇市） ホテルサンクラウン大阿蘇 阿蘇市一の宮町宮地4518-4 0967-22-3888 https://suncrown.jp/

363 阿蘇エリア　阿蘇市エリア（阿蘇市） 亀の井ホテル阿蘇 熊本県阿蘇市一の宮町宮地5936 0967-22-1122 https://www.kamenoi-hotels.com

364 阿蘇エリア　阿蘇市エリア（阿蘇市） 民宿 あそげん 熊本県阿蘇市乙姫1506 0967-32-2986 https://asogen.com

365 阿蘇エリア　阿蘇市エリア（阿蘇市） 阿蘇リゾートグランヴィリオホテル 熊本県阿蘇市赤水1600-3 0967-35-2111 https://www.grandvrio-hotelresort.com/aso/

366 阿蘇エリア　阿蘇市エリア（阿蘇市） ホテル角萬 熊本県阿蘇市内牧1095-1 0967-32-0615 https://breezbay-group.com/kadoman/

367 阿蘇エリア　阿蘇市エリア（阿蘇市） つるや旅館 阿蘇市一の宮町宮地1873 0967-22-0102 https://hpdsp.jp/aso-tsuruya/

368 阿蘇エリア　阿蘇市エリア（阿蘇市） ペンション ベルバード 阿蘇市乙姫2083-117 0967-32-4350 http://www.tomute.com/

369 阿蘇エリア　阿蘇市エリア（阿蘇市） 株式会社 五岳荘 熊本県阿蘇市内牧264 0967-32-1151 https://gogakuhotel.com/

370 阿蘇エリア　阿蘇市エリア（阿蘇市） ペンション もしもしピエロ 熊本県阿蘇市乙姫2083-112 0967-32-4112 http://www.moshimoshi-pierrot.com/

371 阿蘇エリア　阿蘇市エリア（阿蘇市） ペンション・グリーンカルデラ 熊本県阿蘇市一の宮6232 0967-22-2295 -

372 阿蘇エリア　阿蘇市エリア（阿蘇市） 阿蘇内牧温泉 湯巡追荘 熊本県阿蘇市内牧385-1 0967-32-0622 https://www.yumeoisou.com/

373 阿蘇エリア　阿蘇市エリア（阿蘇市） 阿蘇プラザホテル 阿蘇市内牧1287 0967-32-0711 https://www.asoplaza.co.jp/

374 阿蘇エリア　阿蘇市エリア（阿蘇市） アルムの森 阿蘇市乙姫2083-115 0967-32-4500 http://www.aso.ne.jp/~alumu/

375 阿蘇エリア　阿蘇市エリア（阿蘇市） 民宿 あそ兵衛 阿蘇市乙姫1952-18 0967-32-0381 https://asobei.com/

376 阿蘇エリア　阿蘇市エリア（阿蘇市） ペンション スヌーピー 阿蘇市乙姫2070-1 0967-32-4123 http://www.aso.ne.jp/~snoopy/

377 阿蘇エリア　阿蘇市エリア（阿蘇市） ウィンディアンブレラ 阿蘇市乙姫2132-102 0967-32-3951 https://www.windy.jp/

378 阿蘇エリア　阿蘇市エリア（阿蘇市） フランピングビレッジ阿蘇 阿蘇市乙姫2043-3 0967-32-5565 https://franping-aso.com/

379 阿蘇エリア　阿蘇市エリア（阿蘇市） あその旅宿 鷹の庄 阿蘇市小里686 0967-32-5880 http://takanosho.com/index.php
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380 阿蘇エリア　阿蘇市エリア（阿蘇市） 阿蘇ホテル一番館・二番館 阿蘇市内牧99 0967-32-0008 https://asohotel.jp/

381 阿蘇エリア　阿蘇市エリア（阿蘇市） 美味しい隠れ宿 ロワ 阿蘇市乙姫2138-13 0967-32-4322 https://hpdsp.jp/roi-aso/

382 阿蘇エリア　阿蘇市エリア（阿蘇市） 合資会社 ほこすぎ荘 阿蘇市内牧415-10 0967-32-0079 -

383 阿蘇エリア　阿蘇市エリア（阿蘇市） はなれの宿 千の森 阿蘇市永草1983-1 0967-35-6811 http://www.aso-sennomori.com/

384 阿蘇エリア　阿蘇市エリア（阿蘇市） 旅館 泰山荘 熊本県阿蘇市内牧1164-2 0967-32-0631 -

385 阿蘇エリア　阿蘇市エリア（阿蘇市） ぼくのお宿 風の音 熊本県阿蘇市西湯浦1234-1 0967-32-0605 https://bokunooyado.com

386 阿蘇エリア　阿蘇市エリア（阿蘇市） 阿蘇ライダーハウス 熊本県阿蘇市内牧240-5 阿蘇ライダーハウス 080-9972-6573 http://www.aso.ne.jp/~asorh/

387 阿蘇エリア　阿蘇市エリア（阿蘇市） ゲストハウス Asora(阿蘇楽) 熊本県阿蘇市黒川73-2 080-1755-2711 http://www.aso.ne.jp/asora/

388 阿蘇エリア　阿蘇市エリア（阿蘇市） DOG Palace resort 阿蘇乙姫 熊本県阿蘇市乙姫2132-56 0967-32-3332 http://kenz.sakura.ne.jp

389 阿蘇エリア　阿蘇市エリア（阿蘇市） 森の駅どんぐり(民宿かわせみ) 熊本県阿蘇市一の宮町手野2609 0967-22-5539

390 阿蘇エリア　阿蘇市エリア（阿蘇市） ASOSTAY zenzen 禅然 阿蘇市一の宮町宮地3054-6 090-4515-6932 -

391 阿蘇エリア　阿蘇市エリア（阿蘇市） 阿蘇乃やまぼうし 熊本県阿蘇市湯浦718-1 0967-24-6707 asonoyamaboushi.jp

392 阿蘇エリア　阿蘇市エリア（阿蘇市） ㈱フロンティアホースグループ エル・パティオ牧場 熊本県阿蘇市一の宮町三野2305-1 0967-22-3861 http://www.epr-r.com/

393 阿蘇エリア　阿蘇市エリア（阿蘇市） 茶蔵の宿 熊本県阿蘇市蔵原625-1 0967-34-0085 https://cafesakura-aso.com/free/sakura-no-yado

394 阿蘇エリア　阿蘇市エリア（阿蘇市） 白秋 阿蘇市西湯浦111-1 0967-24-6511

395 阿蘇エリア　阿蘇市エリア（阿蘇市） コスギリゾート グランドーム 熊本県阿蘇市乙姫2052 0967-32-5565 https://www.kosugiresort.com/

396 阿蘇エリア　阿蘇市エリア（阿蘇市） 阿蘇市なみの高原やすらぎ交流館 阿蘇市波野大字小地野663-1 0967-23-0555 https://www.city.aso.kumamoto.jp/tourism/spot/accommodation_hot-springs/public_inn-2

397 阿蘇エリア　阿蘇市エリア（阿蘇市） 阿蘇白雲山荘 熊本県阿蘇市無田7-1 0967-35-0111 https://aso.ns-hotels.jp

398 阿蘇エリア　阿蘇市エリア（阿蘇市） 阿蘇び心 阿蘇市黒川1151-4 0967-34-0112 http://asobi-gokoro.net

399 阿蘇エリア　阿蘇市エリア（阿蘇市） UD GARDEN(トレーラーハウス泊) 熊本県阿蘇市永草2567-3 080-1777-0169 -

400 阿蘇エリア　阿蘇市エリア（阿蘇市） ゲストハウス阿蘇の森 熊本県阿蘇市黒川225-2、226 0967-34-0865

401 阿蘇エリア　南阿蘇エリア（高森町、南阿蘇村、西原村） ペンション アンジェリカ 阿蘇郡南阿蘇村白川1800-1 0967-62-2223 https://www.angelica.ne.jp/

402 阿蘇エリア　南阿蘇エリア（高森町、南阿蘇村、西原村） ペンション ティンクナ 阿蘇郡南阿蘇大字一関1471-2 0967-62-8044 http://tinkuna.net/

403 阿蘇エリア　南阿蘇エリア（高森町、南阿蘇村、西原村） 休暇村 南阿蘇ファミリーオートキャンプ場 阿蘇郡高森町高森3219 0967-62-2111 https://qkamura.or.jp/aso/

404 阿蘇エリア　南阿蘇エリア（高森町、南阿蘇村、西原村） 休暇村 南阿蘇 阿蘇郡高森町高森3219 0967-62-2111 https://www.qkamura.or.jp/aso/

405 阿蘇エリア　南阿蘇エリア（高森町、南阿蘇村、西原村） アーデンホテル阿蘇 阿蘇郡南阿蘇村下野147-10 0967-35-1241

406 阿蘇エリア　南阿蘇エリア（高森町、南阿蘇村、西原村） 旅館 心乃間間 阿蘇郡南阿蘇村河陰5304-1 0967-67-2411 https://konomama.jp/

407 阿蘇エリア　南阿蘇エリア（高森町、南阿蘇村、西原村） 阿蘇山麓の宿 ジクウ舎 阿蘇郡南阿蘇村一関1497-7 0967-63-3250 https://jikuuya.net/

408 阿蘇エリア　南阿蘇エリア（高森町、南阿蘇村、西原村） ペンション あかね雲 阿蘇郡南阿蘇村河陽4635-4 0967-67-2001 http://p-akanegumo.com/

409 阿蘇エリア　南阿蘇エリア（高森町、南阿蘇村、西原村） 阿蘇迎賓館 縷々 阿蘇郡西原村大字小森2176-27 096-279-1575 https://www.ruru-g.com/

410 阿蘇エリア　南阿蘇エリア（高森町、南阿蘇村、西原村） ホテルグリーンピア南阿蘇 阿蘇郡南阿蘇村久石4411-9 0967-67-2131 https://www.hgp-minamiaso.com/

411 阿蘇エリア　南阿蘇エリア（高森町、南阿蘇村、西原村） 村田家旅館 阿蘇郡高森町高森1672 0967-62-0066

412 阿蘇エリア　南阿蘇エリア（高森町、南阿蘇村、西原村） ペンション・ルミナス 阿蘇郡南阿蘇村河陰4538-1 0967-67-1767 http://asoluminous.sakura.ne.jp/pension.htm

413 阿蘇エリア　南阿蘇エリア（高森町、南阿蘇村、西原村） ペンション 木の実 阿蘇郡南阿蘇村河陽4732-12 0967-67-1866 https://www.konomi1866.com

414 阿蘇エリア　南阿蘇エリア（高森町、南阿蘇村、西原村） くつろぎと料理の宿 reshuku森のレンガ館 阿蘇郡高森町色見404-4 0967-62-3158 http://m-rengakan.com

415 阿蘇エリア　南阿蘇エリア（高森町、南阿蘇村、西原村） ペンション おれんじびーる 阿蘇郡南阿蘇村大字河陽4635-5 0967-67-1890 http://orangebeer.com/

416 阿蘇エリア　南阿蘇エリア（高森町、南阿蘇村、西原村） ペンション 響(ひびき) 阿蘇郡南阿蘇村一関1474-1 0967-63-3363 http://www.asohibiki.com/

417 阿蘇エリア　南阿蘇エリア（高森町、南阿蘇村、西原村） プレミアムスウィッチプラス 阿蘇郡南阿蘇村河陽5601-16 0967-67-2750 -

418 阿蘇エリア　南阿蘇エリア（高森町、南阿蘇村、西原村） 地獄温泉 青風荘 阿蘇郡南阿蘇村大字河陽2327 0967-67-0005 http://jigoku-onsen.co.jp/#

419 阿蘇エリア　南阿蘇エリア（高森町、南阿蘇村、西原村） 山小屋 Holahoo 阿蘇郡南阿蘇村河陽4635-6 0967-67-2008 https://holahoo.com/#modal_1

420 阿蘇エリア　南阿蘇エリア（高森町、南阿蘇村、西原村） ペンション ふらいんぐジープ  阿蘇郡南阿蘇村河陽4732-9 0967-67-1242 http://flyingjeep.jp

421 阿蘇エリア　南阿蘇エリア（高森町、南阿蘇村、西原村） ペンション ハウディ 阿蘇郡南阿蘇村白川1821-1 0967-62-3020 http://pension-howdy.com

422 阿蘇エリア　南阿蘇エリア（高森町、南阿蘇村、西原村） プチペンション ひまわり 阿蘇郡南阿蘇村大字久石3874-15 0967-67-2510 https://minamiaso-himawari.com

423 阿蘇エリア　南阿蘇エリア（高森町、南阿蘇村、西原村） ペンション フラワーガーデン 阿蘇郡高森町高森3096-4 0967-62-3021 http://www.aso-flowergarden.com/

424 阿蘇エリア　南阿蘇エリア（高森町、南阿蘇村、西原村） 南阿蘇のOGA亭 阿蘇郡南阿蘇村大字河陰3532-4 096-344-4445 https://owners-inn.com/?p=714

425 阿蘇エリア　南阿蘇エリア（高森町、南阿蘇村、西原村） ペンション ストーンハウスINN キャメリオ 阿蘇郡高森町上色見2893-2 0967-62-1898 http://aso-camello.com

426 阿蘇エリア　南阿蘇エリア（高森町、南阿蘇村、西原村） ガーデンヴィラ南阿蘇 阿蘇郡南阿蘇村久石3700 0967-67-2654 https://garden-minamiaso.com

427 阿蘇エリア　南阿蘇エリア（高森町、南阿蘇村、西原村） ホテル 夢しずく 阿蘇郡南阿蘇村河陰5-56 0967-67-4555 https://www.yumeshizuku.jp

428 阿蘇エリア　南阿蘇エリア（高森町、南阿蘇村、西原村） 別邸 蘇庵 阿蘇郡南阿蘇村河陰5-56 0967-67-4555 https://www.soan.in

429 阿蘇エリア　南阿蘇エリア（高森町、南阿蘇村、西原村） ガーデンINN  BlueBell 阿蘇郡高森町色見1274-1 0967-63-0411 http://www.bluebell-aso.com/

430 阿蘇エリア　南阿蘇エリア（高森町、南阿蘇村、西原村） 南阿蘇ルナ天文台・オーベルジュ 森のアトリエ 阿蘇郡南阿蘇村白川1810 0967-62-3006 https://www.via.co.jp

431 阿蘇エリア　南阿蘇エリア（高森町、南阿蘇村、西原村） 白水温泉 竹の倉山荘 熊本県阿蘇郡南阿蘇村中松2065 0967-67-2980 http://www.takenokura.co.jp/

432 阿蘇エリア　南阿蘇エリア（高森町、南阿蘇村、西原村） 大自然阿蘇健康の森(阿蘇ファームヴィレッジ) 阿蘇郡南阿蘇村河陽5579-3 0967-67-3737　 https://asofarmland.co.jp/

433 阿蘇エリア　南阿蘇エリア（高森町、南阿蘇村、西原村） 旅館 竹楽亭 熊本県阿蘇郡南阿蘇村河陰3208-1 0967-67-1212 https://www.chikurakutei.jp/

434 阿蘇エリア　南阿蘇エリア（高森町、南阿蘇村、西原村） 旅館 みな和 熊本県阿蘇郡南阿蘇村河陰2510 0967-67-4188 https://www.aso-minawa.jp/
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https://asofarmland.co.jp/
https://www.chikurakutei.jp/
https://www.aso-minawa.jp/


435 阿蘇エリア　南阿蘇エリア（高森町、南阿蘇村、西原村） ホテル阿蘇スカイブルー 阿蘇郡高森町大字中2885-1 0967-62-1700 https://www.asoskyblue.co.jp

436 阿蘇エリア　南阿蘇エリア（高森町、南阿蘇村、西原村） グランピングリゾートASO 阿蘇郡南阿蘇村久石4411-9 ホテルグリーンピア南阿蘇内キャンプ場 080-8367-6866

437 阿蘇エリア　南阿蘇エリア（高森町、南阿蘇村、西原村） 農家民宿 たわら山 熊本県阿蘇郡西原村小森1869 090-2716-7398 -

438 阿蘇エリア　南阿蘇エリア（高森町、南阿蘇村、西原村） 阿蘇キャニオンテラス＆ロッジ 熊本県阿蘇郡南阿蘇村河陽4369-1 0967-67-1611 https://aso-canyonterracelodge.com

439 阿蘇エリア　南阿蘇エリア（高森町、南阿蘇村、西原村） プレミアムスウィッチ 熊本県阿蘇郡南阿蘇村河陽5601-16 0967-67-2750 -

440 阿蘇エリア　南阿蘇エリア（高森町、南阿蘇村、西原村） 月亭 熊本県阿蘇郡南阿蘇村河陰3956-2 0967-65-8255 https://tsukitei-aso.com

441 阿蘇エリア　南阿蘇エリア（高森町、南阿蘇村、西原村） 御宿 だいこんや 熊本県阿蘇郡高森町大字高森2782-1 0967-62-3575 http://asodaikonya.com

442 阿蘇エリア　南阿蘇エリア（高森町、南阿蘇村、西原村） 離れの宿 のんびりパパ 阿蘇郡南阿蘇村吉田2633-1 0967-62-9890 http://nonbiripapa.com/

443 阿蘇エリア　南阿蘇エリア（高森町、南阿蘇村、西原村） ペンション むさし 阿蘇郡南阿蘇村河陽5993-4 0967-65-8480 http://aso-petyado.com/

444 阿蘇エリア　南阿蘇エリア（高森町、南阿蘇村、西原村） 肥後街道南阿蘇温泉 癒しの里 阿蘇郡南阿蘇村立野461-94 0967-23-5335 http://www.iyasinosato.com/

445 阿蘇エリア　南阿蘇エリア（高森町、南阿蘇村、西原村） ペンション ばあどこーる 阿蘇郡高森町高森3178 0967-62-2203 http://www2.odn.ne.jp/birdcall/

446 阿蘇エリア　南阿蘇エリア（高森町、南阿蘇村、西原村） 和風旅館 華もみじ 阿蘇郡南阿蘇村河陰5298-1 0967-63-8787 http://www.87momiji.com/

447 阿蘇エリア　南阿蘇エリア（高森町、南阿蘇村、西原村） ペンション まいんど 阿蘇郡南阿蘇村河陽4732-11 0967-67-2009 http://www.aso.ne.jp/~mind/

448 阿蘇エリア　南阿蘇エリア（高森町、南阿蘇村、西原村） 熊本ゲストハウス 南阿蘇リトルアジア 阿蘇郡南阿蘇村河陰3617-7 0967-67-2155 https://www.kumamotoguesthouse.com/

449 阿蘇エリア　南阿蘇エリア（高森町、南阿蘇村、西原村） 民宿 きん 阿蘇郡高森町色見1366-2 0967-62-2037 https://www.tkbb.jp/m-kin/

450 阿蘇エリア　南阿蘇エリア（高森町、南阿蘇村、西原村） ペンション 根子岳山想 阿蘇郡高森町色見403 0967-62-3163 http://www.nekodakesanso.com/

451 阿蘇エリア　南阿蘇エリア（高森町、南阿蘇村、西原村） 離れの宿 月廻り 阿蘇郡高森町高森3015 0967-62-1628 http://tsukimawari.com/daytime/play.php

452 阿蘇エリア　南阿蘇エリア（高森町、南阿蘇村、西原村） ビラ・マイルド 熊本県阿蘇郡南阿蘇村河陰441 0967-67-2322 http://www.villa-mild.com

453 阿蘇エリア　南阿蘇エリア（高森町、南阿蘇村、西原村） コドナヒュッテ 熊本県阿蘇郡南阿蘇村久石1395-3 090-5932-0987 -

454 阿蘇エリア　南阿蘇エリア（高森町、南阿蘇村、西原村） SOCKET 熊本県阿蘇郡南阿蘇村中松1934 090-6243-0620 https://www.socket-minamiaso.com/

455 阿蘇エリア　南阿蘇エリア（高森町、南阿蘇村、西原村） 小山旅館 熊本県阿蘇郡南阿蘇村河陽4284 0967-65-8072 -

456 阿蘇エリア　南阿蘇エリア（高森町、南阿蘇村、西原村） 喜　神 熊本県阿蘇郡高森町上色見2860 0967-62-2877

457 阿蘇エリア　南阿蘇エリア（高森町、南阿蘇村、西原村） 奥阿蘇キャンプ場 阿蘇郡高森町大字草部960-3 0967-64-0138 http://okuaso.net/

458 阿蘇エリア　南阿蘇エリア（高森町、南阿蘇村、西原村） 南阿蘇 久木野温泉 四季の森 阿蘇郡南阿蘇村久石3160 0967-67-2212 https://www.aso-shikinomori.com/

459 阿蘇エリア　南阿蘇エリア（高森町、南阿蘇村、西原村） ハムレットBNB 熊本県阿蘇郡南阿蘇村河陰3547-1 080-5607-8734 https://hamlethouse.business.site

460 阿蘇エリア　南阿蘇エリア（高森町、南阿蘇村、西原村） Villaくまもと空港 熊本県阿蘇郡西原村布田1964-9 096-273-8881 -

461 阿蘇エリア　南阿蘇エリア（高森町、南阿蘇村、西原村） 栃木温泉　旅館朝陽 熊本県阿蘇郡南阿蘇村大字河陽3986-1 0967-67-0333 http://www.minamiaso.co.jp

462 阿蘇エリア　南阿蘇エリア（高森町、南阿蘇村、西原村） 遊・You・くぎのキャンプ村 阿蘇郡南阿蘇村大字河陰字立石80番地 0967-65-8110 https://you-you-kugino.com/

463 阿蘇エリア　南阿蘇エリア（高森町、南阿蘇村、西原村） THE ACONCAGUA RESORTS(アコンカグアリゾーツ) 熊本県南阿蘇村河陽4338-8 0967-67-2211 https://aconcagua-resorts.net/

464 阿蘇エリア　南阿蘇エリア（高森町、南阿蘇村、西原村） 南阿蘇 野ばら INN 熊本県阿蘇郡南阿蘇村大字河陽4673-9 0967-67-1815 -

465 阿蘇エリア　南阿蘇エリア（高森町、南阿蘇村、西原村） コテージくぎの 熊本県阿蘇郡南阿蘇村22 096-344-4445 https://owners-inn.com/?p=7547

466 阿蘇エリア　南阿蘇エリア（高森町、南阿蘇村、西原村） 南阿蘇Blue Bee Garden 熊本県阿蘇郡南阿蘇村長野1874-1 0967-65-8100 https://www.yado-sagashi.net/yoyaku/plan/index2.jsp?beg&all&yid=56925150551082

467 阿蘇エリア　南阿蘇エリア（高森町、南阿蘇村、西原村） ペンション 南阿蘇・高原の家ノア 熊本県阿蘇郡南阿蘇村白川1815 0967-62-3010 https://minami-aso.jp

468 天草エリア（上天草エリア） 天草渚亭 上天草市松島町阿村5650-2 0969-56-3232 http://amakusanagisatei.jp/

469 天草エリア（上天草エリア） 旅館 ひのしま荘 上天草市龍ヶ岳町樋島711 0969-62-0568 http://www.hinosimasou.jp/

470 天草エリア（上天草エリア） 和潮旅館 上天草市龍ヶ岳町樋島2414 0969-62-1258 https://katusio.com/

471 天草エリア（上天草エリア） 小松屋渚館 上天草市大矢野町中10044-3 0964-59-0111 https://komatuya-nagisakan.jp/

472 天草エリア（上天草エリア） ホテル松泉閣 ろまん館 上天草市松島町合津6215-21 0969-56-3000 https://www.romankan-s.com

473 天草エリア（上天草エリア） Marina Franping Village 天草 上天草市大矢野町登立11275-19 0800-200-1139 http://www.franping.com

474 天草エリア（上天草エリア） ホテル竜宮 上天草市松島町合津6136-20 0969-56-3333 https://www.ryugu.net

475 天草エリア（上天草エリア） シークルーズハウス ナビオ 上天草市松島町合津6215-22 0969-56-2458 https://seacruise-house.com

476 天草エリア（上天草エリア） コテージ マリンハウス 上天草市大矢野町中2996 096-344-4445 https://owners-inn.com/?p=614

477 天草エリア（上天草エリア） 別荘 SHIRATO 上天草市大矢野町中登立5898-6 096-344-4445 https://owners-inn.com/?p=666

478 天草エリア（上天草エリア） 五橋苑 上天草市松島町合津6053-5 0969-56-1417 http://www.k.acn-tv.ne.jp/gokyoen/

479 天草エリア（上天草エリア） 旅館 日の出荘 上天草市大矢野町湯島913 0964-56-4075 -

480 天草エリア（上天草エリア） 旅館 なかしま荘 上天草市松島町合津6466 0969-56-0542 http://nakashimasou.com

481 天草エリア（上天草エリア） 旅館 せと平 上天草市大矢野町上7686 0964-56-5616 -

482 天草エリア（上天草エリア） ホテル松竜園 海星 上天草市大矢野町上6494 0964-56-0348 http://www.kaisei.tv/

483 天草エリア（上天草エリア） よしやホテル きらら停 上天草市龍ヶ岳町樋島565-25 0969-62-1108 https://kirara-tei.com/

484 天草エリア（上天草エリア） 天草 天空の船 上天草市松島町合津5984-2 0969-25-2000 https://www.tenku-f.jp/

485 天草エリア（上天草エリア） 旅館 清流荘 上天草市大矢野町上7101-1 0964-56-1004 https://amakusa-seiryuso.business.site/

486 天草エリア（上天草エリア） 旅亭 藍の岬 熊本県上天草市大矢野町中5700-1 0964-59-0010 https://www.ainomisaki.jp/

487 天草エリア（上天草エリア） 若松屋旅館 上天草市大矢野町登立369-66 0964-56-0022 https://wakamatsuya-amakusa.com/

488 天草エリア（上天草エリア） ペットリゾート ブレインズ天草 熊本県上天草市松島町合津6082-4 0969-33-9703 https://www.brains-amakusa.com/

489 天草エリア（上天草エリア） 潮の香る宿 甲ら家 上天草市姫戸町姫浦3043-12 0969-58-3111 https://www.kouraya.com/

https://www.asoskyblue.co.jp/
https://aso-canyonterracelodge.com/
https://tsukitei-aso.com/
http://asodaikonya.com/
http://nonbiripapa.com/
http://aso-petyado.com/
http://www.iyasinosato.com/
http://www2.odn.ne.jp/birdcall/
http://www.87momiji.com/
http://www.aso.ne.jp/~mind/
https://www.kumamotoguesthouse.com/
https://www.tkbb.jp/m-kin/
http://www.nekodakesanso.com/
http://tsukimawari.com/daytime/play.php
http://www.villa-mild.com/
https://www.socket-minamiaso.com/
http://okuaso.net/
https://www.aso-shikinomori.com/
https://hamlethouse.business.site/
http://www.minamiaso.co.jp/
https://you-you-kugino.com/
https://aconcagua-resorts.net/
https://owners-inn.com/?p=7547
https://www.yado-sagashi.net/yoyaku/plan/index2.jsp?beg&all&yid=56925150551082
https://minami-aso.jp/
http://amakusanagisatei.jp/
http://www.hinosimasou.jp/
https://katusio.com/
https://komatuya-nagisakan.jp/
https://www.romankan-s.com/
http://www.franping.com/
https://www.ryugu.net/
https://seacruise-house.com/
https://owners-inn.com/?p=614
https://owners-inn.com/?p=666
http://www.k.acn-tv.ne.jp/gokyoen/
http://nakashimasou.com/
http://www.kaisei.tv/
https://kirara-tei.com/
https://www.tenku-f.jp/
https://amakusa-seiryuso.business.site/
https://www.ainomisaki.jp/
https://wakamatsuya-amakusa.com/
https://www.brains-amakusa.com/
https://www.kouraya.com/


490 天草エリア（上天草エリア） 湯島 乙姫邸 上天草市大矢野町湯島610 080-5604-4292 http://www7a.biglobe.ne.jp/~turibune-otohime

491 天草エリア（上天草エリア） 松島観光ホテル 岬亭 熊本県上天草市松島町合津4710 0969-56-1188 http://www.misakitei.co.jp

492 天草エリア（上天草エリア） 大江戸温泉物語 天草ホテル亀屋 熊本県上天草市大矢野町中4463-2 0570-034268 https://amakusa-kameya.ooedoonsen.jp/

493 天草エリア（上天草エリア） 大洞窟の宿 湯楽亭 上天草市大矢野町上5190-2 0964-56-0536 http://yurakutei.jp

494 天草エリア（上天草エリア） 旅館 大公望 上天草市大矢野町上4453-2 0964-56-1496 http://taikoubou.org/

495 天草エリア（上天草エリア） コテージ野釜 熊本県上天草市大矢野町7779-2 096-344-4445 https://owners-inn.com/?p=3409

496 天草エリア（上天草エリア） シークルーズグランピング 熊本天草 熊本県上天草市松島町合津6176-2 0969-56-2458 https://www.kumamoto-glamping.com/

497 天草エリア（上天草エリア） OCEANSTAY白涛 熊本県上天草市大矢野町登立字折口5898番地5 096-344-4445 https://owners-inn.com/?p=4650

498 天草エリア（上天草エリア） 旅館 天松 熊本県上天草市松島町合津7913-8 0969-56-0119 -

499 天草エリア（上天草エリア） 天草VIVID 熊本県上天草市大矢野町中10118番6 096-344-4445 https://owners-inn.com/?p=5540

500 天草エリア（上天草エリア） ambit 熊本県上天草市大矢野町中字小柳10118番5 096-344-4445 https://owners-inn.com/?p=5600

501 天草エリア（上天草エリア） 民宿 ひろ 熊本県上天草市大矢野町中10734番1 096-344-4445 https://owners-inn.com/?p=7543

502 天草エリア（上天草エリア） HARBOR TERRACE RYUGATAKE 熊本県上天草市龍ヶ岳町高戸1199番12 050-8883-0448 https://kyushugahaku.co.jp

503 天草エリア（上天草エリア） Rakuten STAY HOUSE×WILL STYLE 天草 熊本県上天草市大矢野町中小柳10127-4 03-4405-0568 https://travel.rakuten.co.jp/HOTEL/180752/180752.html 電話番号変更

504 天草エリア（上天草エリア） UKIUKI SEA RESORT 熊本県上天草市大矢野町登立12028-55 0964-42-9220 -

505 天草エリア（上天草エリア） Tres.03 熊本県上天草市大矢野町上7473-151 0964-27-5878 https://tres03.com/

506 天草エリア（下天草エリア) 味の宿 海王亭 天草市天草町下田北1296-4 0969-42-3211 -

507 天草エリア（下天草エリア) 湯の郷 くれよん 天草市天草村下田北1394-3 0969-36-9041 https://www.crayon-amakusa.com/

508 天草エリア（下天草エリア) 湯本の荘 夢ほたる 天草市天草町下田北1366-1 0969-42-3311 http://sanraizukankou.co.jp/yumehotaru/

509 天草エリア（下天草エリア) 群芳閣ガラシャ 天草市天草町下田北1300 0969-42-3316 http://www.amakusa-garasya.com/

510 天草エリア（下天草エリア) 天草プリンスホテル 天草市東町92 0969-22-5136 https://amakusa-princehotel.jp

511 天草エリア（下天草エリア) アマクササンタカミングホテル 天草市亀場町亀川74-3 0969-22-0100 http://red-happiness.com

512 天草エリア（下天草エリア) エコホテル アシスト 天草市亀場亀川135-1 0969-33-7700 http://www.maassist.jp/

513 天草エリア（下天草エリア) 温泉と料理の宿 ふくまつ 天草市天草町下田北1130-3 0969-42-3920 http://amakusa-shimoda-onsen.jp/fukumatu

514 天草エリア（下天草エリア) ㈱あまくさ温泉ホテル 四季咲館 天草郡苓北町富岡2403 0969-35-3533 https://www.hotel-shikisakikan.jp/

515 天草エリア（下天草エリア) プラザホテルベルメゾン 天草市太田町17-3 0969-23-3000 http://www.amaxa.co.jp

516 天草エリア（下天草エリア) 天草プラザホテル 天草市栄町4-8 0969-23-5511 http://www.amaxa.co.jp

517 天草エリア（下天草エリア) 望洋閣 天草市天草町下田北1201 0969-42-3111 http://www.boyokaku.jp

518 天草エリア（下天草エリア) ビジネス民宿 パール 天草市太田町6-10 0969-23-4700 https://www.minsyuku-pearl.com/

519 天草エリア（下天草エリア) ホテルアレグリアガーデンズ天草 天草市本渡町広瀬996 0969-22-3161 https://hotel-alegria.jp

520 天草エリア（下天草エリア) 民宿 生吉 天草市五和町二江348-1 0969-33-1885 https://ikuyoshi.com/

521 天草エリア（下天草エリア) 天草市総合交流施設 愛夢里 天草市河浦町河浦4747-1 0969-76-1526 https://amuri-onsen.jp/

522 天草エリア（下天草エリア) 河浦海上コテージ 天草市河浦町今富653番地地先 0969-76-1526 http://www.amuri-onsen.jp/cottage/cottage.html

523 天草エリア（下天草エリア) 天草市宿泊施設 やすらぎ荘 天草市久玉町内の原2193 0969-72-6666 https://kaisai.wixsite.com/yasuragi

524 天草エリア（下天草エリア) 泉屋旅館 天草市天草町下田北1297-1 0969-42-3021 http://www.izumiyaryokann.com/

525 天草エリア（下天草エリア) 三葉旅館 天草市南町2-7 0969-22-3830 -

526 天草エリア（下天草エリア) 石山離宮 五足のくつ 熊本県天草市天草町下田北2237 0969-45-3633 https://rikyu5.jp

527 天草エリア（下天草エリア) 旅館 伊賀屋 熊本県天草市天草町下田北1296-1 0969-42-3011 https://www.igayaryokan.jp

528 天草エリア（下天草エリア) 旅の宿 湯の華 天草市天草町下田北1307-5 0969-42-3180 http://www.shimoda-yunohana.com/

529 天草エリア（下天草エリア) 花乃月 天草市大浜町17-13-2 0969-22-7575 http://hananotuki.web.fc2.com/

530 天草エリア（下天草エリア) 民宿 花月 天草市大浜町17-15 0969-23-1459 http://minnsyukukagetu.zouri.jp/

531 天草エリア（下天草エリア) 栄美屋旅館 天草市古川町1-5 0969-22-3207 https://emiya.kataranna.com

532 天草エリア（下天草エリア) EASY HOSTEL 熊本県天草市牛深町1661-10 0969-73-2082 https://www.easy-hostel-ushibuka.net

533 天草エリア（下天草エリア) Lit天草 天草市有明町大浦1542-1 090-2390-8763 https://lit-amakusa.eyado.net/

535 天草エリア（下天草エリア) 和み宿 新和荘海心 天草市港町11-19 0969-22-3653 https://www.shinwasou.com/

536 天草エリア（下天草エリア) ホテル 河丁 天草市志柿町7102 0969-23-7261 http://hpdsp.jp/kawacho23/

537 天草エリア（下天草エリア) ホテルサンロード 天草市南新町1-5 0969-24-1100 https://www.amakusa-hotel-sunroad.co.jp/

538 天草エリア（下天草エリア) 松屋旅館 天草市城下町4-10 0969-22-2261 -

539 天草エリア（下天草エリア) ことぶき旅館 天草市栖本町馬場137 0969-66-2235 -

540 天草エリア（下天草エリア) 旅館 はまや 天草市新和町大多尾2406-1 0969-46-2222 http://amakusa-hamaya.com

541 天草エリア（下天草エリア) 天草レストハウス 結乃里 天草市魚貫町4688-1 0969-72-8821 http://we.magma.jp/~yui-sato/

542 天草エリア（下天草エリア) 平野屋旅館 天草市天草町大江7327 0969-42-5106 https://hpdsp.jp/hiranoya/

543 天草エリア（下天草エリア) グランドハイツ 天草市久玉町1490 090-7160-3899 -

544 天草エリア（下天草エリア) 旅館 はまさき 熊本県天草市魚貫町1636 0969-72-8111 -

545 天草エリア（下天草エリア) 天草西海岸 HolidayPark 風来望 熊本県天草市天草町下田南3809-1 0969-42-3911 https://www.amakusa-guesthouse.com/
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546 天草エリア（下天草エリア) ゲストハウス タイドプール 天草市天草町高浜北786 090-4983-0044 https://guchinovic.eyado.net/

547 天草エリア（下天草エリア) 民宿 亨庵 天草市御所浦町御所浦2890 0969-67-3091 -

548 天草エリア（下天草エリア) 旅館 ニューくらたけ海ホタル 熊本県天草市倉岳町宮田3925-3 0969-64-2008 -

549 天草エリア（下天草エリア) 竜洞山みどりの村 熊本県天草市新和町小宮地11312 0969-46-2437 http://www.midorinomura.com

550 天草エリア（下天草エリア) 富士廣旅館 熊本県天草市天草町下田北1302-1 0969-42-3549 -

551 天草エリア（下天草エリア) 民宿 亀泉荘 熊本県天草市亀場町亀川63-9 0969-22-4332 -

552 天草エリア（下天草エリア) ホテル・シーガル亭 熊本県天草市御所浦町御所浦3130-2 0969-67-2929 -

553 天草エリア（下天草エリア) くつろぎの宿 マルコ 熊本県天草市天草町下田北1252-1 0969-42-3306 www.maruko-relaxinn.jp

554 天草エリア（下天草エリア) 旅館 有明荘 熊本県天草市倉岳町棚底1191-2 0969-64-3329 https://ariakeso.jimdofree.com/

555 天草エリア（下天草エリア) 天草民宿 竹内 熊本県天草市五和町ニ江2683 0969-33-0226 https://takeuchi-amakusa.kumamoto.jp/

556 天草エリア（下天草エリア) 民宿 錦戸 熊本県天草郡苓北町都呂々127-5 0969-36-0555 https://amakusa-nishikido.jimdofree.com/

557 天草エリア（下天草エリア) 旅館 花月 熊本県天草郡苓北町冨岡2459 0969-35-2121 -

558 天草エリア（下天草エリア) 仕出し 民宿 泉 熊本県天草市五和町二江4891 0969-33-1643 -

559 天草エリア（下天草エリア) 民宿 さつき荘 熊本県天草市牛深町1865-3 0969-72-3773 -

560 天草エリア（下天草エリア) 旅館 花菱 天草市中央新町9-16 0969-22-3847 -

561 天草エリア（下天草エリア) Sana 倶楽部 天草市五和町二江4384-1 090-4340-5650 -

562 天草エリア（下天草エリア) 民宿 秀丸荘 熊本県天草市有明町赤﨑274-1 0969-53-0104 -

563 天草エリア（下天草エリア) 民宿 エンジョイもりえだ 天草市御所浦町御所浦4336 0969-67-2245 -

564 天草エリア（下天草エリア) 民宿 一二海 熊本県天草市牛深町2912-20 0969-73-4985 http://hifumi.amakusa-web.jp

565 天草エリア（下天草エリア) 民宿 光浜荘 天草市五和町鬼池5084-5 0969-32-0034 -

566 天草エリア（下天草エリア) 旅館 白浜荘 天草市深海町猪行田34-1 0969-75-0727 -

567 天草エリア（下天草エリア) 民宿 イルカ館 熊本県天草市五和町二江551-1 0969-33-0085 -

568 天草エリア（下天草エリア) 天草ゲストハウスCHELSEA 熊本県天草市本渡町広瀬99-1 0969-66-9588 https://amakusa-g-h.com

569 天草エリア（下天草エリア) ルルドの宿 熊本県天草市天草町大江1443 050-3709-5136 https://rurudonoyado.com/

570 天草エリア（下天草エリア) 海の街 牛深の宿 108 熊本県天草市牛深町23 070-7641-0202 https://ushibuka108.com

571 天草エリア（下天草エリア) 民宿 とみかわ 熊本県天草市牛深町1538-55 0969-73-2764 http://tomikawa2764.com １０/１４　追加

572 県南エリア　芦北・水俣エリア 温泉 いわさき 水俣市大迫1215-2 0966-62-3354 http://onsen-iwasaki.sakura.ne.jp

573 県南エリア　芦北・水俣エリア 湯の児 海と夕やけ 水俣市大迫1213 0966-62-6262 https://www.umitoyuyake.com/

574 県南エリア　芦北・水俣エリア 昇陽館 水俣市浜4098-40 0966-63-4121 https://www.shoyokan.com/

575 県南エリア　芦北・水俣エリア エコホテル 湯の児荘  水俣市大迫1215-9 0966-63-3591 -

576 県南エリア　芦北・水俣エリア 齊藤旅館 水俣市浜4083-17 0966-63-2463 -

577 県南エリア　芦北・水俣エリア スーパーホテル水俣 水俣市大黒町1-1-38 0966-63-9000 https://www.superhotel.co.jp/h_links/minamata/

578 県南エリア　芦北・水俣エリア 湯宿 鶴水荘 水俣市湯出1565 0966-68-0033 http://turumisou.com/

579 県南エリア　芦北・水俣エリア 亀井荘  熊本県葦北郡芦北町湯浦66 0966-86-0063 -

580 県南エリア　芦北・水俣エリア 旅館 松原荘 水俣市大迫1200-1 0966-63-2723 http://www.matubaraso.jp

581 県南エリア　芦北・水俣エリア 夕日の宿 水俣市大迫1213-17 0966-83-9727 -

582 県南エリア　芦北・水俣エリア あさひ荘 水俣市湯出1559-2 0966-68-0111 http://www.asahisou.jp

583 県南エリア　芦北・水俣エリア 有限会社 喜久屋旅館 水俣市湯出1402 0966-68-0211 -

584 県南エリア　芦北・水俣エリア 旅宿 Tojiya 水俣市湯出1561-1 0966-68-0008 -

585 県南エリア　球磨・人吉エリア 山江温泉 ほたる 球磨郡山江村万江甲423 0966-22-7171 http://hotarunomura.com

586 県南エリア　球磨・人吉エリア ホテルサン人吉 人吉市上青井町166 0966-22-7741 https://www.sunhitoyoshi.jp/

587 県南エリア　球磨・人吉エリア 渓流ヴィラ ITSUKI 球磨郡五木村甲2859-7 0966-29-8055 https://keiryuvilla.com

588 県南エリア　球磨・人吉エリア おおがの宿 人吉市灰久保町22-3 0966-22-3601 https://yado.ohga-hitoyoshi.com/

589 県南エリア　球磨・人吉エリア ゆのまえ温泉 湯楽里 球磨郡湯前町1588-7 0966-43-4126 http://www.y-yurari.co.jp/

590 県南エリア　球磨・人吉エリア 人吉神城の宿 球磨郡錦町大字西字白拍子768-8 0966-38-2333

591 県南エリア　球磨・人吉エリア ホテル華の荘 人吉市東間下町3316 0966-22-1126 https://www.hananoshou.com/

592 県南エリア　球磨・人吉エリア ビジネスホテル 人吉 人吉市東間町上町2821-1 0966-22-2131 https://bh-hitoyoshi.com/

593 県南エリア　球磨・人吉エリア ビジネスホテル 千代鶴会館 人吉市中青井町310-1 0966-22-5215

594 県南エリア　球磨・人吉エリア 人吉温泉 鍋屋本館 人吉市九日町22-2 0966-22-3131 https://www.nabeyahonkan.co.jp/

595 県南エリア　球磨・人吉エリア 市房庵 なるお 球磨郡水上村湯山773 0966-46-0221 http://ichifusaan.com

596 県南エリア　球磨・人吉エリア 農家民泊 とよのあかり 球磨郡多良木町久米237-1 090-5729-2896 -

597 県南エリア　球磨・人吉エリア まちなかホテル 丸一 人吉市鍛冶屋町63-29 090-2505-0749 https://hotel-maruichi.com/

598 県南エリア　球磨・人吉エリア 湯の宿 さ蔵 人吉市西間下町154-1 0966-24-8385 https://iwaionsen.jp

599 県南エリア　球磨・人吉エリア 市房観光ホテル 球磨郡水上村湯山357 0966-46-0234 https://ichifusayado.com/

600 県南エリア　球磨・人吉エリア 民宿 山水 熊本県球磨郡水上村湯山286 0966-46-0027 https://www.ichifusa.jp/ki5nuko/
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601 県南エリア　球磨・人吉エリア ひとよし森のホール・レディスイン 熊本県人吉市駒井田町190-6 0966-22-4007 http://www.hmh-web.com

602 県南エリア　球磨・人吉エリア 農家の宿 茶乃実 熊本県球磨郡水上村湯山1818 0966-46-0054 -

603 県南エリア　球磨・人吉エリア 丸恵本館 人吉市鍛冶屋町18 0966-22-2291 https://www.maruehonkan.co.jp/

604 県南エリア　球磨・人吉エリア B&B 犬遊楽 熊本県球磨郡相良村深水2059 0966-35-0633 https://www.sgrbb.jp/kenyuraku/

605 県南エリア　球磨・人吉エリア さがら温泉 茶湯里 熊本県球磨郡相良村大字深水2136 0966-25-8111 https://hpdsp.jp/sayuri-yu

606 県南エリア　球磨・人吉エリア MIZUKAMISO 熊本県球磨郡水上村湯山1619 0966-46-0835 https://mizukamiso.com

607 県南エリア　球磨・人吉エリア 清流山水花 あゆの里 熊本県人吉市九日町30 0966-22-2171 https://www.ayunosato.jp/

608 県南エリア　球磨・人吉エリア あさぎり山荘 ひばり 熊本県球磨郡あさぎり町深田西2500番地 0966-43-1055 http://sansohibari.com/

609 県南エリア　球磨・人吉エリア Simple Sleep(シンプル スリープ) 熊本県人吉市上林町1218-5 0966-22-8833 https://www.simple-sleep.jp/

610 県南エリア　球磨・人吉エリア 人吉旅館 熊本県人吉市上青井町160 0966-22-3141 https://www.hitoyoshiryokan.com/

611 県南エリア　球磨・人吉エリア 郷土の家庭料理 ひまわり亭 熊本県人吉市矢黒町1880-2 0966-22-1044

612 県南エリア　球磨・人吉エリア 芳野旅館 熊本県人吉市上青井町180 0966-22-2244 http://www.yosino.jp

613 県南エリア　球磨・人吉エリア 一般社団法人 食・農・人 総合研究所 リュウキンカの郷 熊本県あさぎり町深田西879-1 0966-45-1600 https://ryukinka.com/

614 県南エリア　球磨・人吉エリア AO.HOSTEL 熊本県人吉市紺屋町67-4 0966-22-5097 https://www.aohostel.world

615 県南エリア　球磨・人吉エリア 民宿 川原 熊本県球磨郡水上村湯山261-3 0966-46-0063 http://sakura-kawahara.com/

616 県南エリア　球磨・人吉エリア グリーンパレス(合宿棟) 熊本県球磨郡湯前町1588-7 0966-43-4126 https://www.y-yurari.co.jp/

617 県南エリア 八代エリア ひらやホテル 八代市日奈久東町260-1 0965-38-0015 http://www.489.gr.jp/hiraya/

618 県南エリア 八代エリア ホテル大黒屋 八代市麦島西町7-15 0965-34-0500

619 県南エリア 八代エリア 新浜旅館 八代市日奈久上西町487-1 0965-38-0838 -

620 県南エリア 八代エリア ホテルウイングインターナショナル 熊本八代 八代市旭中央通23-1 0965-32-0711 https://www.hotelwing.co.jp/kumamoto-yatsushiro/

621 県南エリア 八代エリア 八代駅前 球磨川旅館 八代市萩原町1-2-1 0965-32-2015 http://www.kumagawaryokan.com

622 県南エリア 八代エリア 日奈久温泉 不知火ホテル 八代市日奈久中西町新4 0965-38-0414 https://shiranuhi-hotel.com/

623 県南エリア 八代エリア ホテル潮青閣 八代市日奈久中西町485 0965-38-3300 https://chouseikaku.com/

624 県南エリア 八代エリア 民宿 平家荘 八代市泉町葉木26 0965-67-5256 -

625 県南エリア 八代エリア 東横イン 新八代駅前 八代市上日置町4790-1 0965-31-1045

626 県南エリア 八代エリア 樅木山荘 熊本県八代市泉町樅木147 0965-67-5211 -

627 県南エリア 八代エリア 佐倉荘 八代市泉町葉木6 0965-67-5267 http://www.489.gr.jp/sakurasou/

629 県南エリア 八代エリア 日奈久温泉 あたらし屋旅館 八代市日奈久中町283 0965-38-0213 http://www.atarasiya.jp/

630 県南エリア 八代エリア 山女魚荘 八代市泉町樅木106-2 0965-67-5201 hpttps://www.yamamesou.jp

631 県南エリア 八代エリア 日奈久温泉 柳屋旅館 八代市日奈久中町326 0965-38-0125  yanagiya.link

632 県南エリア 八代エリア 八代グランドホテル 八代市旭中央通10-1 0965-32-2111 https://www.crownpalais.jp/yatsushiro/

633 県南エリア 八代エリア 日奈久温泉 金波楼 八代市日奈久上西町336-3 0965-38-0611 http://www.kinparo.jp/

634 県南エリア 八代エリア 鏡屋旅館 八代市日奈久上西町361 0965-38-0026 -

635 県南エリア 八代エリア 浜膳旅館 八代市日奈久中西町379 0965-38-0103 https://hamazen.info/

636 県南エリア 八代エリア スーパーホテル熊本・八代 八代市夕葉町4-1 0965-39-9000 https://www.superhotel.co.jp

637 県南エリア 八代エリア 旅館 なにわ荘 八代市清水町1-12 0965-32-8145 https://www.garappa.com

638 県南エリア 八代エリア やつしろホテル 熊本県八代市麦島東町9-11 0965-32-2223 https://www.0965322223.com

639 県南エリア 八代エリア ホテルルートイン 八代 熊本県八代市本町1-1-5 0965-53-0011 https://www.route-inn.co.jp/hotel_list/kumamoto/index_hotel_id_553/

640 県南エリア 八代エリア セレクトロイヤル八代 八代市本町2-1-5 0965-34-1111 https://selectroyal.com

641 県南エリア 八代エリア 朝日旅館 熊本県八代市鏡町鏡村888-3 0965-52-0242 -

642 県南エリア 八代エリア スポーツ合宿所 夢・ドリーム 熊本県八代市郡築2番町117-1 0965-37-1204 https://www.yume-camp.com

643 県南エリア 八代エリア 八竜山自然公園宿泊施設 熊本県八代市坂本町中谷は335-2 0965-45-3453 http://www.astro.city.yatsushiro.kumamoto.jp/

644 県南エリア 八代エリア 旅館 宝泉 八代市日奈久中町522 0965-38-0823 -

645 県南エリア 八代エリア ホテルアルファーワン八代 熊本県八代市本町1-8-39 0965-31-0505 https://www.alpha-1.co.jp/yatsushiro/

646 阿蘇エリア　阿蘇北部エリア（小国町、南小国町、産山村） TŌGU つばき山 熊本県阿蘇郡小国町西里183 090-4517-7727 https://tsubakiyama-official.com

647 阿蘇エリア　阿蘇北部エリア（小国町、南小国町、産山村） 黒川温泉御処 月洸樹 阿蘇郡南小国町満願寺6777-2 0967-44-1717 https://gekkoujyu.com

648 阿蘇エリア　阿蘇市エリア（阿蘇市） ペンション 阿蘇峰 熊本県阿蘇市乙姫2138-4 0967-32-4333 http://www.aso-november.com

649 阿蘇エリア　阿蘇市エリア（阿蘇市） ゲストハウス 阿蘇の森 熊本県阿蘇市黒川225-2、226 0967-34-0865 10/19 追加

650 天草エリア（下天草エリア) 天草 港の無垢の家 えびすHOUSE 天草市倉岳町宮田境目3942-2 03-6379-7591 https://www.staycation.jp/property/164 10/19 追加

651 阿蘇エリア　阿蘇北部エリア（小国町、南小国町、産山村） 風のテラス 古天神 熊本県阿蘇郡小国町上田4471-2 0967-32-8181 https://www.kotenjin.com 10/19 追加

652 県南エリア　球磨・人吉エリア 人吉温泉 旅館 翠嵐楼 熊本県人吉市温泉町2461-1 0966-23-2361 10/19 追加

653 県央エリア　宇城・上益城エリア Glamping Village LEAF 熊本県上益城郡益城町平田2328-3 096-287-1777 https://tak390.co.jp/glamping 10/19 追加

654 県央エリア　宇城・上益城エリア HOTEL R9 The Yard 宇城 熊本県宇城市松橋町竹崎1321 0964-42-9228 https://hotel-r9.jp/hotels/uki/ 10/19 追加

655 県南エリア 八代エリア HOTEL R9 The Yard 八代 熊本県八代市西片町1894-1 0965-37-8143 https://hotel-r9.jp/hotels/yatsushiro/ 10/19 追加

656 阿蘇エリア　南阿蘇エリア（高森町、南阿蘇村、西原村） SABOJI Guest House 熊本県阿蘇郡高森町高森1571-1 080-4423-6403 10/19 追加
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657 県南エリア 八代エリア 民宿 もっこす 熊本県八代市港町181 0965-37-2648 http://www.minsyuku-mokkosu.com 10/19 追加

658 県北エリア（山鹿・菊池エリア） suyasuya. 山鹿師鹿北町椎持3195 090-2518-6993 https://www.suya-suya.com 10/19 追加

659 県南エリア　球磨・人吉エリア 美食の森 Reビエ 熊本県球磨郡多良木町多良木4144-15 090-4383-2929 https://www.taragi-gibier.com 10/19 追加

660 熊本市エリア Nippongi Red Line 熊本市西区二本木2丁目3-1-1 080-2120-4042 https://vacation-stay.jp/listings/83489 10/19 追加

661 阿蘇エリア　阿蘇北部エリア（小国町、南小国町、産山村） 民宿 きらく 熊本県阿蘇郡南小国町満願寺5948 0967-44-0507 10/19 追加
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