
  

 

 
 
        

 
 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

   

 

 

 

  
 

 

■ご利用方法 

（１）参加事業者（県内の旅行代理店や宿泊施設）※１を選択・予約 
（２）電子チケット購入システム（Pass Me！）から「わかやまリフレッシュプランチ

ケット」を購入※２ 
（３）宿泊施設等のチェックインの際、スマートフォンやタブレット等で電子チケット

を掲示 
 ※ インターネット環境がない方は、プラン予約の際に参加事業者（宿泊施設）に申し出る

ことにより、利用可能 
【利用制限】 １人１泊（日帰り）につき利用できるクーポンは４枚以内 

  ※１ 参加事業者一覧は、下記特設ＨＰから閲覧可能 

  ※２ 電子チケットの販売・利用方法詳細は下記特設ＨＰ参照 

 

県内を広く周遊してもらうため、県内各地の観光スポットにスタンプを設置。 

お手軽にスタンプを集めたい方、景品をゲットしたい方にはおすすめです。 

 

令和 2年 7月 7日 

記 者 発 表 

担当課 観光振興課 

担当者 藏光・池尻 

電 話 073-441-2777 

県民の皆様が県内宿泊施設等を利用する際、宿泊費等を一部割引できるお得な電子チ
ケット（「わかやまリフレッシュプラン」チケット）を販売します。 

ぜひ、この電子チケットを利用し、県内各地を巡り、あらためて本県の魅力に触れて
いただいて、新型コロナウイルス感染症による閉塞感から心身ともにリフレッシュして
ください。 

～「蘇りの地、わかやま」キャンペーン第１弾～ 

「わかやまリフレッシュプラン」販売開始！ 
 

問い合わせ 
わかやまリフレッシュプラン販売促進事務局（県民・参加事業者専用コールセンター） 

＜電  話＞ 0570-01-2288  ＜時  間＞ 9:00～18:00 無休 
＜特設ＨＰ＞ https://wakayama-refresh.com 

■概 要 

【対 象 者】 和歌山県内在住の方 

【実施期間】 令和２年７月８日（水）～９月３０日（水） 

        ※対象旅行：７月１０日（金）出発～９月３０日（水）出発分 

【割引内容】 おひとり様、最大 10,000 円（総旅行代金の１／２以内）を割引 

        ※上記は１泊あたり、泊数制限なし。日帰り旅行も対象。 

【電子チケット】１枚額面 5,000 円を 2,500 円で販売 

【購入可能枚数】１回あたり５０枚 

【利用可能プラン】 

県内の旅行代理店や宿泊施設のうち、「わかやまリフレッシュプラン」に登録され

た参加事業者が販売する一人あたり 5,000 円以上の募集型企画旅行、受注型企画旅

行、手配旅行および宿泊プラン（特設ＨＰに参加事業者を掲載しています） 

 



おひとり様
1泊あたり

最
大１０，０００円を割引！

ご旅行は7月10日（金）出発から、9月30日（水）出発分が対象となります。
※予算上限に達し次第終了となります。

ご利用方法（詳細については下記HPをご参照下さい。）

お問合せ
わかやまリフレッシュプラン販売促進事務局

0570-01-2288

https://wakayama-refresh.com

実施期間：2020年7月8日（水）～9月30日（水）

県民92万人で盛り上げ
よう！

リフレッシュプラ
ン

販売！！
～ 「蘇りの地、わ

かやま」キャ
ンペーン ～

わかやま

何泊でもOK！ 利用回数も無制限！ 日帰り旅行にも利用可能！

総旅行代金の1/2以内

和歌山県在住の方限定

県民・参加事業者様専用コールセンター 9：00～18：00（無休）時 間

詳細は
こちらを
チェック！

電子チケットを購入

2

参加事業者をチェックし、予約

※現地支払い決済のみが対象

1

旅行に出発！

3

電子チケット１枚5,000円を2,500円で販売



・ひとりあたり5,000円（税込）以上のプランにご利用いただけます
・総旅行代金を有料参加人員で割った代金が5,000円を超える場合、単価が5,000円未満の
者の分も対象

大人6,000円×2名　小人3,000円　総旅行代金15,000円
15,000円÷3名＝@5,000円

【利用手順・詳細】

【利用制限】

【留意・注意事項】

１人１泊（日帰り）につき利用できるクーポンは４枚以内

例：

・宿泊サイトによるご予約の場合、現地決済のみ電子チケットをご利用いただけます。
 ※現地で電子チケットを利用し、差額が発生する場合、差額分のお支払いにクレジットカードを使用することは可能
　です。各利用施設でご確認ください。
・電子チケットはインターネットでの販売となります。スマートフォンやタブレットなどをご利用ください。
・電子チケット購入後のキャンセルはできませんので、お間違いのないようご購入ください。
・電子チケットご利用には、スマートフォンやタブレットなどが必要です。
・施設でのチェックイン時、住所が確認出来る証明書を提示いただけない場合、電子チケットは利用できません。
・不正なご利用が発覚した場合は実額をお支払いいただきます。
・国等が実施する事業、及び旅行代理店・宿泊施設などの各種割引との併用は可能です。但し、併用する場合、割引
適用後の旅行代金を基準とします。※この旅行代金が5,000円未満となる場合は対象外

STEP.1

STEP.2

STEP.4

STEP.5

チェックアウト時、総旅行代金と電子チケットの差額や追加代金があれば、精算
STEP.6

STEP.3
購入後、Pass Me！から購入完了メールによる通知

施設スタッフから施設アクセス「コード」が提示されますので、コードを入力
※総旅行代金を超える電子チケットの使用はできません。

宿泊施設等へのチェックインの際、スマートフォンやタブレット等でスタンプ
押印画面と住所確認ができる証明書を提示
※住所の確認できる証明書は免許証、保険証、本人の名前・住所が表示された郵便物

特設ＨＰの電子チケット購入システム（Pass  Me！）から「わかやまリフレッシュ
プランチケット」を購入
※購入はクレジットカード決済になります。お手元にご準備ください。
※予約した総旅行代金内での電子チケットをご購入ください
※購入方法詳細は特設ＨＰを参照してください

「わかやまリフレッシュプラン販売促進事務局」特設ＨＰから利用可能な宿泊
施設や旅行代理店を確認し、各施設へ直接予約
※参加事業者であれば、予約宿泊サイト（じゃらん、楽天トラベル、るるぶトラベルなど）からも予約
可能です。ただし、この場合、現地支払い決済のみ割引の対象となります。



■「わかやまリフレッシュプラン」参加事業者＜宿泊事業者＞一覧　計１６５社 7月7日時点
エリア 施設名 住所 電話

和歌山加太温泉　加太海月 和歌山市加太1905 050-3163-0015
アパホテル〈和歌山〉 和歌山市本町2-36-1 073-431-7111
和歌山アーバンホテル 和歌山市黒田１丁目2-17 073-475-1088
ワカヤマ第1冨士ホテル 和歌山市元博労町５番地 073-431-3351
ワカヤマ第２冨士ホテル 和歌山市湊紺屋町１丁目２０番地 073-431-3352
ホテルグランヴィア和歌山 和歌山市友田町5-18 073-425-3333
コンフォートホテル和歌山 和歌山市友田町5-34-1 073-426-8911
カンデオホテルズ南海和歌山 和歌山市東蔵前丁39　キーノ和歌山 073-424-2500
和歌の浦木村屋旅館 和歌山市新和歌浦2-2 073-444-0155
双子島荘 和歌山市雑賀崎599番地 073-444-1145
ホテルTO 和歌山市北ノ新地　1-45 073-421-8070
BKウィークリーホテル＆マンション 和歌山市柳丁17-2 073-432-3020
ビジネスホテルかつや 和歌山市友田町3-12 073-422-0063
東横インJR和歌山駅東口 和歌山市黒田2-1-7 073-476-1045
ダイワロイネットホテル和歌山 和歌山市七番丁26-1 073-435-0055
和歌の浦温泉　萬波　MANPA　RESORT　日本スタイル 和歌山市新和歌浦2-10 073-444-1161
紀州温泉ありがとうの湯　漁火の宿シーサイド観潮 和歌山市田野82 073-444-0111
公立学校共済組合和歌山宿泊所　ホテルアバローム紀の国 和歌山市湊通丁北2-1-2 073-436-1200
和歌山マリーナシティホテル 和歌山市毛見1517番地 073-448-1111
スマイルホテル和歌山 和歌山市南汀丁18 073-432-0109
休暇村紀州加太 和歌山市深山483 073-459-0321
ホテルランドマーク和歌山 和歌山市手平２丁目１－２　和歌山ビッグ愛１０階・１１階 073-422-1200
HOTEL CITY　INN　WAKAYAMA　和歌山駅前 和歌山市吉田４３２ 073-423-2366
花山温泉　薬師の湯 和歌山市鳴神574 073-471-3277
加太淡嶋温泉　大阪屋　ひいなの湯 和歌山市加太142 073-459-1151
潮風荘 和歌山市雑賀崎613番地2 073-444-2848
小波が聞こえる癒やしのお宿　活魚料理専門　あたらし屋 和歌山市加太205 073-459-1146
紀三井寺温泉花の湯ガーデンホテルはやし 和歌山市紀三井寺673 073-444-1004
ホテルいとう 岩出市宮８３ 0736-63-0600
丸浅旅館 紀の川市粉河2071-1 0736-73-2246
やどり温泉いやしの湯 橋本市北宿５ 0736-32-8000
ホテルルートイン橋本 橋本市市脇4-10-28 050-5847-7400
ゆの里お水の宿　このの 橋本市神野々８９５ 0736-32-7747
ホステルイン橋本 橋本市古佐田2-61-4 0736-25-8181
はなぞの温泉　花圃の里 伊都郡かつらぎ町花園梁瀬779-1 0737-26-0171
かつらぎ温泉　八風の湯 伊都郡かつらぎ町佐野702 0736-23-1126
花園グリーンパーク（リベーサイドホステルB&B） 伊都郡かつらぎ町花園新子256-1 090-8368-3993
九和楽 伊都郡九度山町九度山1353番地 0736-54-2600
高野山温泉福智院 伊都郡高野町高野山657 0736-56-2021
高野山　宿坊　恵光院 伊都郡高野町高野山497 0736-56-2514
一乗院 伊都郡高野町高野山606 0736-56-2214
高野山赤松院 伊都郡高野町高野山571 0736-56-2734
遍照尊院 伊都郡高野町高野山303 0736-56-2434
宗教法人　熊谷寺 伊都郡高野町高野山501 0736-56-2119
大明王院 伊都郡高野町高野山482 0736-56-2521
高野山ゲストハウスKOKUU 伊都郡高野町高野山49番地の43 0736-26-7216 
西禅院 伊都郡高野町高野山154 0736-56-2411
藤之坊成福院 伊都郡高野町高野山593 0736-56-2109
宗教法人　不動院 伊都郡高野町高野山456 0736-56-2414
高野山　増福院 伊都郡高野町高野山346 0736-56-2908
報恩院 伊都郡高野町高野山283 0736-56-2350
ゲストハウス富貴宿 伊都郡高野町東富貴1142-3 080-4257-2610
シークィーン海南 海南市名高452-2 073-431-7687
たまゆらの里 海草郡紀美野町長谷宮705 073-499-0613
北峯山ごつ庵 海草郡紀美野町神野市場438 073-495-3855
有田川温泉　鮎茶屋　ホテルサンシャイン 有田市星尾38 0737-88-5501
橘家 有田市宮原町新町17 0737-88-7005
紀州湯浅古民家町家宿泊　千山庵 SenzanAn 有田郡湯浅町湯浅2814-2 0737-65-0300
二ノ丸温泉 有田郡湯浅町山田1638-1 0737-64-1826
すはらシーサイドハウス 有田郡湯浅町栖原966-1 0737-63-6550
小宿栖原温泉 有田郡湯浅町栖原1363 0737-62-2198
パートナーズハウスゆあさ 有田郡湯浅町大字山田1638-1 0737-65-3411
割烹旅館美よし荘 有田郡湯浅町別所166-1 0737-62-3168
湯浅温泉　湯浅城 有田郡湯浅町青木75 0737-63-6688
ふれあい館 有田郡有田川町清水603 0737-25-1288
笠松亭 有田郡有田川町清水144 090-8167-7075
古民家の宿左太夫 有田郡有田川町清水1225-1 0737-25-1059
古民家の宿やすけ 有田郡有田川町清水1225-1 0737-25-1059
コテージ（一財）有田川町ふるさと開発公社 有田郡有田川町清水1075 0737-25-1059
あさぎり 有田郡有田川町清水1225-1 0737-25-1181
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エリア 施設名 住所 電話
トレーラハウス 有田郡有田川町清水585 0737-25-1470
レ・アーリしみず 有田郡有田川町清水607 0737-25-1288
グリーンヒル御坊駅前 御坊市湯川町小松原366-27 0738-22-0567
グリーンヒル美浜 日高郡美浜町和田2193 0738-23-5001
海辺の別荘風ゲストハウス　Ｚ’ｓＨｏｕｓｅ 日高郡美浜町三尾７９ 0738-20-2140
久家旅館 日高郡由良町小引490-2 0738-66-0536
白崎シーサイドハイツ白崎荘 日高郡由良町大引948-5 0738-65-1007
料理宿　橋本荘 日高郡日高町産湯736-1 0738-64-2157
カワバタファーム 日高郡印南町印南3448 0738-42-7024
国民宿舎　紀州路みなべ 日高郡みなべ町埴田1540 0739-72-3939
鶴の湯温泉 日高郡みなべ町熊瀬川47 0739-75-2180
Hotel＆Resorts WAKAYAMA-MINABE 日高郡みなべ町山内大目津泊り348 0739-72-5500
レオグラードゴルフクラブ 日高郡日高川町佐井694 0738-55-0810
きのくに中津荘 日高郡日高川町高津尾1049番地 0738-54-0082
川辺温泉お宿喜作 日高郡日高川町平川894-1 0738-52-0988
秋津野ガルテン 田辺市上秋津４５５８－８ 0739-35-1199
泊まれる農家　ゲストハウス　タオ 田辺市上芳養1738 080-1508-0713
ガーデンホテルハナヨ 田辺市文里２丁目36-40 0739-26-0874
ビジネスホテル田辺サンシャイン 田辺市稲成町231-6 0739-25-3719
まごころの宿丸井旅館 田辺市龍神村西9-2 0739-78-0018
ゲストハウス吉祥 田辺市龍神村殿原188 050-3573-2204
美人亭 田辺市龍神村龍神96-3 0739-79-0777
農家民泊　もんぺとくわ 田辺市龍神村西261 0739-78-2124
ホテル三楽荘 西牟婁郡白浜町3078 0739-43-1111
湯快リゾートプレミアム　ホテル千畳 西牟婁郡白浜町1680-1 0570-550-078　
アレーズド・バレSHIRAHAMA 西牟婁郡白浜町堅田2500-127 0739-42-3291
南紀白浜パンダヴィレッジ 西牟婁郡白浜町堅田2498-1 0739-42-2200
白浜古賀の井リゾート＆スパ 西牟婁郡白浜町3212-1 0739-43-6000
浜千鳥の湯　海舟 西牟婁郡白浜町1698-1 0739-82-2220
ブランシェット南紀白浜 西牟婁郡白浜町堅田2498-46 0739-43-2100
ホテルフリーゲート白浜 西牟婁郡白浜町1252-11 0739-42-2245
南紀白浜　貸別荘　和み(なごみ) 西牟婁郡白浜町堅田2399－2005 0739-43-0489
ゲストハウス　入江宿 西牟婁郡白浜町堅田2399-474 0739-33-7393
紀州・白浜温泉むさし 西牟婁郡白浜町868 0739-33-7076
南紀白浜とれとれヴィレッジ 西牟婁郡白浜町堅田2498-1 0739-42-1100
民宿innしらはま海の宿 西牟婁郡白浜町1393番地６ 0739-34-3205
民宿innしらはま駅の宿 西牟婁郡白浜町堅田1479-1 0739-43-5566
民宿さきのや 西牟婁郡白浜町2998-74 0739-43-1582
癒しの宿　南紀白浜温泉　クアハウス白浜 西牟婁郡白浜町3102 0739-42-4175
白良荘グランドホテル 西牟婁郡白浜町868 0739-43-0100
小さな宿白南風 西牟婁郡白浜町2022 0739-42-2573
INFINITO HOTEL&SPA 南紀白浜 西牟婁郡白浜町2018 0739-42-2733
オーベルジュサウステラス 西牟婁郡白浜町2998-10 0739-42-4555
ホテル花飾璃 西牟婁郡白浜町1243 0739-43-5855
一般財団法人和歌山県教育互助会白浜保養施設牟婁辺 西牟婁郡白浜町1997 0739ｰ42ｰ3300
ホテル天山閣ホテル海ゆぅ庭 西牟婁郡白浜町2020 0739-43-1000
国民宿舎ホテルシラハマ 西牟婁郡白浜町813 0739-42-3039
HOTEL SHIRAHAMAKAN（白浜館） 西牟婁郡白浜町1379 0739-43-1000
SEAMORE RESIDENCE 西牟婁郡白浜町1779-10 0739-43-1000
SHIRAHAMA KEY TERRACEホテルシーモア 西牟婁郡白浜町1821 0739-43-1000
湯治のできる宿しらさぎ 西牟婁郡白浜町椿1056-22 0739-46-0321
リヴァージュ・スパ ひきがわ 西牟婁郡白浜町日置1013-25 0739-52-2370
南紀白浜リゾートホテル 西牟婁郡上富田町岩崎768 0739-47-1230
料理旅館　万清楼 東牟婁郡那智勝浦町勝浦448 0735-52-0033
休暇村南紀勝浦 東牟婁郡那智勝浦町宇久井719 0735-54-0126
美滝山荘 東牟婁郡那智勝浦町那智山545-1 0735-55-0745
民宿わかたけ 東牟婁郡那智勝浦町朝日3−34 0735-52-0155
WhyKumano Hostel&Cafe Bar 東牟婁郡那智勝浦町築地5-1-3 2階 0735-30-0921
ホテル　なぎさや 東牟婁郡那智勝浦町湯川955-1 0735-52-0015
かつうら御苑 東牟婁郡那智勝浦町大字勝浦216-19 0735-52-0333
パルスイン勝浦 東牟婁郡那智勝浦町天満441-38 0735-52-6588
民宿こいで 東牟婁郡那智勝浦町天満867-6 0735-52-0642
民宿亀の井 東牟婁郡那智勝浦町朝日4－73 0735-52-0642
ホテル浦島 東牟婁郡那智勝浦町勝浦1165-2 0735-52-1011
温泉民宿　小阪屋 東牟婁郡那智勝浦町北浜1-18 0735-52-0335
碧き島の宿熊野別邸中の島 東牟婁郡那智勝浦町1179-9 0735-52-1111
花いろどりの宿花游 東牟婁郡太地町くじら浜公園 0735-59-3060
いさなの宿　白鯨 東牟婁郡太地町太地2973-4 0735-59-2323
南紀月の瀬温泉ぼたん荘 東牟婁郡古座川町月野瀬881-1 0735-72-0376
大江戸温泉物語南紀串本 東牟婁郡串本町串本２３００-１ 0570-08-0268
NIPPONIA HOTEL 串本 熊野海道 東牟婁郡串本町串本996 0735-67-7194
ResortHotel＆Spa BlueMermaid 東牟婁郡串本町和深２０－２ 0735-67-8500
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エリア 施設名 住所 電話
お宿　えびす 東牟婁郡串本町和深1936-1 0735-67-0215
リゾート大島 東牟婁郡串本町樫野1035-6 0735-65-0840
みさきロッジニシダ 東牟婁郡串本町潮岬2864-1 0735-62-1474
ホテル＆リゾーツ和歌山串本 東牟婁郡串本町サンゴ台1184-10 0735-62-7771
サンセットすさみ 西牟婁郡すさみ町周参見5351-10 0739-85-2277
南紀すさみ温泉ホテルベルヴェデーレ 西牟婁郡すさみ町周参見4857-3 0739-55-3630
新宮ユーアイホテル 新宮市井の沢３番１２号 0735-22-6611
ゲストハウス結 田辺市本宮町本宮619 090-2598-1284
旅人の宿　蒼空げすとはうす 田辺市本宮町本宮1526 0735-42-0800
山水館川湯みどりや 田辺市本宮町川湯13 0735-42-1011
冨士屋 田辺市本宮町川湯1452番地 0735-42-0007
川湯温泉　旅の宿　しば 田辺市本宮町川湯1425-2 080-5365-1190
亀屋旅館 田辺市本宮町川湯1434 0735-42-0002
温泉民宿大村屋 田辺市本宮町川湯1406-1 0735-42-1066
ペンションあしたの森 田辺市本宮町川湯1440-2 0735-42-1525
わたらせ温泉　ホテルささゆり 田辺市本宮町渡瀬45-1 0735-42-1185
わたらせ温泉　ホテルやまゆり 田辺市本宮町渡瀬45-1 0735-42-1185
旅館あづまや 田辺市本宮町湯峯１２２ 0735-42-0012
民宿あづまや荘 田辺市本宮町湯峯71 0735-42-0238
瀧よし 田辺市本宮町湯の峯260-4 0735-42-1515
ジェイホッパーズ熊野湯峰ゲストハウス 田辺市本宮町湯峯161 0735-29-7666
湯の峯荘 田辺市本宮町下湯川437 0735-42-1111
おくとろ温泉　やまのやど 東牟婁郡北山村下尾井476番地 0735-49-2575
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■「わかやまリフレッシュプラン」参加事業者＜旅行業者＞一覧　計６２社 7月7日時点
エリア 施　設　名 住　所 電 話

株式会社JTB　和歌山支店 和歌山市 本町1-43 和歌山京橋ビル2階 073-432-1261
阪和ワールドツーリスト株式会社 和歌山市八番丁１８番地 073-424-0166
有交観光株式会社 和歌山市太田105番地 073-479-0700
ユタカ交通株式会社 和歌山市七番町26-1　ダイワロイネットホテル1階 073-422-0048
株式会社クリスタル観光バス 和歌山市吐前992番地 073-477-1155
東武トップツアーズ株式会社和歌山支店 和歌山市美園町3丁目３２-１　　損保ジャパン和歌山ビル6階 073-425-3211
株式会社新日本旅行　イズミヤ和歌山店 和歌山市新生町7-20 イズミヤ和歌山店1階 073-488-2939
株式会社近畿日本ツーリスト関西　近鉄和歌山店内営業所 和歌山市友田町5-18　近鉄百貨店和歌山店5階 073-431-7221
ケ－・アイ・トラベル株式会社 和歌山市小松原通１丁目１－３５ 073-421-5111
株式会社日本旅行リテイリング　ガーデンパーク和歌山支店 和歌山市松江向鵜ノ島1469-1　ガーデンパーク和歌山店２階 073-480-3277
日本旅行和歌山オークワ内支店 和歌山市北中島1-156-3 073-422-0098
日本旅行TiS和歌山支店 和歌山市美園町5丁目61番地 073-432-8377
株式会社読売旅行　和歌山営業所 和歌山市美園町3-32-1　損保ジャパンビル８階 073-433-1380
協同組合和歌山県旅行業協会 和歌山市吉田432　シティイン和歌山３階 073-427-0270
相互タクシー株式会社 和歌山市松島222 073-473-3000
南海国際旅行 和歌山市東蔵前丁３－１７　南海和歌山市駅ビル３Ｆ 073-422-7166
株式会社紀州観光和歌山営業所 和歌山市有本110 森下ビル３Ｆ 073-472-1278
株式会社JTB　和歌山ミオ店 和歌山市美園町5-61 073-425-0556
株式会社農協観光 和歌山市美園町5丁目１－１　JAビル5階 073-488-5240
株式会社JTBイオンモール和歌山店 和歌山市中字楠谷573　イオンモール和歌山内 073-455-0510
株式会社近畿日本ツーリスト関西　和歌山支店 和歌山市板屋町22　和歌山中央通りビル２F 073-431-7224
株式会社　パルネット 和歌山市和歌浦東2-9-57 073-444-1511
名鉄観光サービス株式会社和歌山支店 和歌山市十二番丁３１番地 073-423-4975
中紀バス 和歌山市井ノ口544-2 073-477-5501
中紀バスＩＮＴ’Ｌ 和歌山市井ノ口544-2 073-477-5501
和歌山たびと企画 和歌山市田中町5丁目3－23－906 073-496-4244
ユニバーサルトラベル　紀州 和歌山市坂田４６２ 073-499-8333
有限会社和歌山旅行 紀の川市桃山町最上167 0736-66-1225
ホテルいとうトラベルサービス 岩出市宮８３ 0736-61-4126
ＪＴＢ総合提携店　たびプラザ岩出 岩出市野上野９８－３番地　岩出中央SC内 0736-69-3000
株式会社ファインツーリスト 岩出市西安上46-1 0736-62-6666
紀の川市観光交流拠点 紀の川市貴志川町８０２－１ 0736-79-3700
紀和観光案内所 橋本市岸上３６９－６ 0736-32-0635
関西エアーサービス株式会社 橋本市東家一丁目2番24号 0736-32-9521
日の丸観光バス 伊都郡かつらぎ町笠田東184-1 0736-26-8070
たび丸ツアー 伊都郡かつらぎ町笠田東184-1 0736-26-8070
トラスト旅行 伊都郡かつらぎ町新田41 0736-22-7305
有限会社高野山参詣講 伊都郡高野町高野山600 0736-56-2616
株式会社AWESOME TOURS 伊都郡高野町高野山２０−４８ 0736-26-7311
大十バス株式会社 海草郡紀美野町下佐々1037番地 073-489-2751
橘観光 有田市新堂48-1 0737-82-3543
きのくに観光社 有田郡湯浅町湯浅924 0737-63-5252
株式会社紀州観光 有田郡有田川町天満245-1 0737-52-8612
株式会社末広観光 有田郡有田川町金屋23-1 0737-32-5026
株式会社南紀観光ホールディングス 御坊市薗37 0738-22-1020
株式会社日高観光 御坊市湯川町丸山20-1 0738-22-7711
中紀河南タクシー 御坊市塩屋町北塩屋１４００－６ 0120-848-180
近畿日本ツーリスト代理業ツーリストコンシェルジュ 御坊市湯川町財部1138-1 0738-22-8577
中紀バス観光社 御坊市湯川町小松原410-1 0738-24-1110
ストロベリーファーム白崎 日高郡由良町大引845-4 0738-65-3120
一般社団法人田辺市熊野ツーリズムビューロー 田辺市湊1-20 0739-26-9025
東武トップツアーズ株式会社 田辺市湊１番９号　TMビル 0739-24-2800
株式会社日本旅行リテイリング 田辺市稲成町新江原３１６５　パビリオンシティ田辺C館１階 0739-26-5003
新錦トラベル株式会社 田辺市下屋敷町10-11　錦和ビル５Ｆ 0739-33-7071
龍神観光株式会社 田辺市下屋敷町12番地 0739-26-3200
ティー・シー・トラベル 西牟婁郡白浜町堅田2434-1 0739-43-1133
田辺観光バス 西牟婁郡白浜町堅田2434-1 0739-43-3363
シーフツアー 西牟婁郡白浜町1335-69-101 0739-43-7310
（一社）南紀ウエルネスツーリズム協議会 西牟婁郡上富田町生馬316-55 0739-47-0188
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エリア 施　設　名 住　所 電 話
すさみ 一般社団法人すさみ町観光協会 西牟婁郡すさみ町江住808-1 0739-34-3200

株式会社南紀観光ホールディングス新宮営業所 新宮市徐福二丁目1-11 0735-22-6249
有限会社トラベルワールド 新宮市新町１－２－１３ 0735-23-1711
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