施
設
番
号

『わかやまリフレッシュプラン３ｒｄ』エントリー事業者一覧【宿泊施設】
エリア区分

施設名称

住所

連絡先

101

和歌山

HOTEL LA SCALA

和歌山市友田町2丁目33

090-8368-3993

102

和歌山

ビジネスホテルかつや

和歌山市友田町3-12

073-422-0063

103

和歌山

ホテルグランヴィア和歌山

和歌山市友田町5-18

073-425-3333

104

和歌山

コンフォートホテル和歌山

和歌山市友田町5-34-1

0736-73-2246

106

和歌山

BKウィークリーホテル&マンション

和歌山市柳丁17-2

073-431-7687

107

和歌山

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

108

和歌山

花山温泉 薬師の湯

和歌山市鳴神574

073-471-3277

109

和歌山

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

110

和歌山

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

111

和歌山

アパホテル〈和歌山〉

和歌山市本町2-36-1

073-431-7111

112

和歌山

ホテルTO

和歌山市北ノ新地 1-45

073-431-7687

113

和歌山

スマイルホテル和歌山

和歌山市南汀丁18

073-432-0109

114

和歌山

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

115

和歌山

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

116

和歌山

休暇村 紀州加太

和歌山市深山483

073-459-0321

117

和歌山

Wakanoura Nature Resort EPICHARIS

和歌山市新和歌浦2-4

073-447-0001

118

和歌山

紀州温泉元気の湯 国民宿舎 新和歌ロッジ

和歌山市新和歌浦2-3

073-444-9000

119

和歌山

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

073-441-1161

120

和歌山

Guesthouse RICO

和歌山市新通5-6

073-488-6989

121

和歌山

和歌山グリーンホテル

和歌山市新雑賀町38

073-432-3838

122

和歌山

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

123

和歌山

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

124

和歌山

潮風荘

和歌山市雑賀崎613番地2

073-444-2848

125

和歌山

紀州温泉 雑賀の湯 双子島荘

和歌山市雑賀崎599番地

073-444-1145

127

和歌山

和歌山アーバンホテル

和歌山市黒田１丁目2-17

073-475-1088

128

和歌山

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

129

和歌山

ＨＯＴＥＬ ＣＩＴＹ ＩＮＮ ＷＡＫＡＹＡＭＡ 和歌山駅前

和歌山市吉田432

073-423-2366

130

和歌山

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

131

和歌山

ビジネスホテル圭

和歌山市紀三井寺738-2

073-447-2034

132

和歌山

加太ビーチグランピング resora RAINBOW

和歌山市加太480

080-9754-4020

133

和歌山

あたらし屋

和歌山市加太205

073-459-1146

134

和歌山

和歌山加太温泉 加太海月

和歌山市加太1905

050-3163-0015

135

和歌山

加太淡嶋温泉 大阪屋 ひいなの湯

和歌山市加太142

073-459-1151

136

和歌山

天然温泉紀州の湯 ドーミーインＰＲＥＭＩＵＭ和歌山

和歌山市美園町3-36

073-402-5489

137

和歌山

和歌の浦 木村屋

和歌山市新和歌浦2-2

073-444-0155

138

和歌山

HOTELきのくに

和歌山市松江北7丁目10-8

073-453-4388

139

和歌山

ビジネスイン南海

和歌山市杉ノ馬場1-27

073-423-4191

201 高野山・橋本 丸浅旅館

紀の川市粉河2071-1

0736-73-2246

202 高野山・橋本 貴水苑

紀の川市貴志川町井ノ口585-1

070-4517-5798

203 高野山・橋本 やどり温泉いやしの湯

橋本市北宿5

0736-32-8000

204 高野山・橋本 ゆの里お水の宿 このの

橋本市神野々898

0736-32-7747

205 高野山・橋本 ホステルイン 橋本

橋本市古佐田2-61-4

080-4020-4442

206 高野山・橋本 ホテルルートイン橋本

橋本市市脇4-10-28

050-5847-7400

207 高野山・橋本 ゲストハウス富貴宿（ゲストハウス フキジュク）

伊都郡高野町東富貴1142-3

080-4257-2610

208 高野山・橋本 蓮華定院

伊都郡高野町高野山700

0736-56-2233

209 高野山・橋本 高野山温泉福智院

伊都郡高野町高野山657

0736-56-2021

210 高野山・橋本 普門院

伊都郡高野町高野山608

0736-56-2224

211 高野山・橋本 一乗院

伊都郡高野町高野山606

0736-56-2214

212 高野山・橋本 赤松院（せきしょういん）

伊都郡高野町高野山571

0736-56-2734

213 高野山・橋本 高野山 宿坊 熊谷寺

伊都郡高野町高野山501

0736-56-2119

214 高野山・橋本 高野山ゲストハウスKOKUU（コウヤサンゲストハウスコクウ）伊都郡高野町高野山49番地の43

0736-26-7216

215 高野山・橋本 高野山 宿坊 恵光院

伊都郡高野町高野山497

0736-56-2514

216 高野山・橋本 大明王院

伊都郡高野町高野山482

0736-56-2521

施
設
エリア区分
番
号
217 高野山・橋本 上池院

施設名称

住所

連絡先

伊都郡高野町高野山476

0736-56-2318

218 高野山・橋本 宿坊 不動院

伊都郡高野町高野山456

0736-56-2414

219 高野山・橋本 高野山 安養院

伊都郡高野町高野山412

0736-56-2010

220 高野山・橋本 天徳院

伊都郡高野町高野山370

0736-56-2714

221 高野山・橋本 常喜院

伊都郡高野町高野山365

0736-56-2321

222 高野山・橋本 増福院

伊都郡高野町高野山346

0736-56-2908

223 高野山・橋本 遍照尊院

伊都郡高野町高野山303

0736-56-2434

224 高野山・橋本 報恩院

伊都郡高野町高野山283

0736-56-2350

225 高野山・橋本 ゲストハウス すずめのかくれんぼ

伊都郡高野町高野山262

0736-56-3579

226 高野山・橋本 別格本山 西南院

伊都郡高野町高野山249

0736-56-2421

227 高野山・橋本 ゲストハウス はちはち

伊都郡高野町高野山234-2

080-7496-6232

228 高野山・橋本 西禅院

伊都郡高野町高野山154

0736-56-2411

230 高野山・橋本 くどやま旅館 玉川亭

伊都郡九度山町九度山555-19

0736-20-6866

231 高野山・橋本 志高庵

伊都郡かつらぎ町大字志賀233-2

090-5971-8050

232 高野山・橋本 かつらぎ温泉 八風の湯

伊都郡かつらぎ町佐野702

0736-23-1126

233 高野山・橋本 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

234 高野山・橋本 花園グリーンパーク（リバーサイドホステルB&B）

伊都郡かつらぎ町花園新子256-1

090-8368-3993

235 高野山・橋本 紀伊高原ゴルフクラブ 山荘 天の星

伊都郡かつらぎ町大字神田166-6

0736-26-0141

236 高野山・橋本 花園BASE

伊都郡かつらぎ町花園梁瀬919

0737-26-0022

237 高野山・橋本 山荘 天の里

伊都郡かつらぎ町下天野1620

0736-26-0753

238 高野山・橋本 高野山ゲストハウストミー

伊都郡高野町高野山596

0736-56-2550

239 高野山・橋本 根来温泉國分屋

岩出市根来1446

0736-62-2188

240 高野山・橋本 西門院

伊都郡高野町高野山447

0736-56-2031

241 高野山・橋本 光明院

伊都郡高野町高野山493

0736-56-2149

242 高野山・橋本 紀伊見温泉 紀伊見荘

橋本市矢倉脇115

0736-36-4000

243 高野山・橋本 ファームステイ ちいさなたね

伊都郡高野町東富貴197

0736-53-2078

301 海南・有田・日高 和歌山プリンスイン海南

海南市日方1521-1

073-482-1111

302 海南・有田・日高 シークィーン海南

海南市名高452-2

073-483-1922

303 海南・有田・日高 たまゆらの里

海草郡紀美野町長谷宮705

073-499-0613

304 海南・有田・日高 四季の宿きみの

海草郡紀美野町福井160-2

090-9877-9348

305 海南・有田・日高 美里の湯かじか荘

海草郡紀美野町菅沢6

073-498-0102

306 海南・有田・日高 鐡馬厩舎・農家民泊 北峰山杌庵

海草郡紀美野町神野市場438

073-495-3855

307 海南・有田・日高 有田川温泉 鮎茶屋 ホテルサンシャイン

有田市星尾37番地

0737-88-5151

308 海南・有田・日高 民宿 松林

有田市初島町浜1769番地の1

0737-83-3000

309 海南・有田・日高 国民宿舎 くろ潮

有田市宮崎町1562-2

0737-83-3198

310 海南・有田・日高 Testi Mone ARIDA

有田市宮崎町1052-13

0737-83-2310

311 海南・有田・日高 橘家

有田市宮原町新町17

0737-88-7005

312 海南・有田・日高 割烹旅館美よし荘

有田郡湯浅町別所166-1

0737-62-3168

313 海南・有田・日高 紀州湯浅古民家町屋宿泊 千山庵 SenzanAn

有田郡湯浅町湯浅2814-2

0737-65-0300

314 海南・有田・日高 有限会社シーサイド松宮

有田郡湯浅町大字湯浅3200

0737-62-2670

315 海南・有田・日高 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

316 海南・有田・日高 湯浅温泉 湯浅城

有田郡湯浅町青木75

0737-63-6688

317 海南・有田・日高 すはらシーサイドハウス

有田郡湯浅町栖原966-1

0737-63-6550

318 海南・有田・日高 紀州の隠れ湯 小宿 栖原温泉

有田郡湯浅町栖原1363

0737-62-2198

319 海南・有田・日高 二ノ丸温泉

有田郡湯浅町山田1638-1

090-9849-0763

320 海南・有田・日高 笠松亭

有田郡有田川町清水144-3

090-8167-7075

321 海南・有田・日高 あさぎり（一財）有田川町ふるさと開発公社

有田郡有田川町清水1225番地1

0737-25-1181

322 海南・有田・日高 古民家の宿やすけ（一財）有田川町ふるさと開発公社

有田郡有田川町清水1225番地1

0737-25-1059

323 海南・有田・日高 古民家の宿左太夫（一財）有田川町ふるさと開発公社

有田郡有田川町清水1225番地1

0737-25-1059

324 海南・有田・日高 レ・アーリしみず（一財）有田川町ふるさと開発公社

有田郡有田川町清水1225番地1

0737-25-1288

325 海南・有田・日高 トレーラハウス（一財）有田川町ふるさと開発公社

有田郡有田川町清水1225番地1

0737-25-1288

326 海南・有田・日高 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

327 海南・有田・日高 グリーンヒル御坊アネックス

御坊市湯川町小松原463-1

0738-23-2300

328 海南・有田・日高 グリーンヒル御坊駅前

御坊市湯川町小松原366-27

0738-22-0567

施
設
エリア区分
施設名称
番
号
329 海南・有田・日高 白崎シーサイドハイツ白崎荘

住所

連絡先

日高郡由良町大引948-5

0738-65-1007

330 海南・有田・日高 ストロベリーファーム白崎

日高郡由良町大引845-4

0738-65-2310

331 海南・有田・日高 平佐館

日高郡由良町吹井715

0738-65-1023

332 海南・有田・日高 久家旅館

日高郡由良町小引490-１

0738-66-0536

333 海南・有田・日高 観光旅館 美奈都

日高郡由良町衣奈862－２

0738-66-0052

334 海南・有田・日高 寺井旅館ハーバービュー

日高郡由良町戸津井202

090-2191-6115

335 海南・有田・日高 旅館 黒島

日高郡由良町衣奈973-2

0738-66-0256

336 海南・有田・日高 グリーンヒル美浜

日高郡美浜町和田2193

0738－23－5001

337 海南・有田・日高 Guest house & Bar ダイヤモンドヘッド

日高郡美浜町三尾844-2

090−3262−1174

338 海南・有田・日高 ゲストハウス 遊心庵

日高郡美浜町三尾837

0738-20-9015

339 海南・有田・日高 海辺の別荘風ゲストハウス Z's House

日高郡美浜町三尾79

0738-20-2140

340 海南・有田・日高 ゲストハウスガーデン美浜

日高郡美浜町和田2807-3

0738-23-5001

341 海南・有田・日高 ゲストハウス・コーストカフェ楽

日高郡日高町志賀3820

0738-64-2659

342 海南・有田・日高 料理宿 橋本荘

日高郡日高町産湯736-1

0738-64-2157

343 海南・有田・日高 岬旅館

日高郡日高町比井673

0739-78-2124

344 海南・有田・日高 かわべ温泉 お宿 喜作

日高郡日高川町平川小田894-1

0738-52-0988

345 海南・有田・日高 Planet colours negi

日高郡日高川町川原河113

080-2253-1702

346 海南・有田・日高 きのくに中津荘

日高郡日高川町高津尾1049番地

0738-54-0082

347 海南・有田・日高 レオグラードゴルフクラブ

日高郡日高川町大字佐井694

0738-55-0810

348 海南・有田・日高 カワバタファーム

日高郡印南町印南3448

0738-42-7024

349 海南・有田・日高 MARINE-Q

日高郡印南町印南3429-1

0738-42-7775

350 海南・有田・日高 今又旅館

日高郡印南町印南1757-2

0738-42-0015

351 海南・有田・日高 国民宿舎 紀州路みなべ

日高郡みなべ町埴田1540

0739-72-3939

352 海南・有田・日高 Hotel＆Resorts WAKAYAMA-MINABE

日高郡みなべ町山内大目津泊り348

0739-72-5500

353 海南・有田・日高 鶴の湯温泉

日高郡みなべ町熊瀬川47

0739-75-2180

354 海南・有田・日高 波満の家

日高郡日高町方杭41

0738-64-2024

355 海南・有田・日高 星の動物園バンガロー

海草郡紀美野町松ケ峯99-13

073-489-5915

356 海南・有田・日高 ゲストハウスもらいもん

有田郡有田川町吉原 1450

050-3555-1450

357 海南・有田・日高 ふるいちオートキャンプ場

海草郡紀美野町毛原中174-5

073-499-0012

358 海南・有田・日高 紀州みなべ温泉料理宿 朝日楼

日高郡みなべ町埴田1589-2

0739-72-5000

359 海南・有田・日高 民泊 響きの空間 福家

海草郡紀美野町毛原宮557

090-9621-7002

361 海南・有田・日高 料理旅館 辻井

日高郡印南町島田2171-2

0738-43-0201

363 海南・有田・日高 ビジネスホテルとっぷイン神楽野

有田郡有田川町野田526-1

0737-52-7700

401

白浜・田辺

ガーデンホテルハナヨ

田辺市文里２丁目36-40

0739-26-0874

402

白浜・田辺

Guest house MUI

田辺市中辺路町野中 284-5

080-6700-1617

403

白浜・田辺

民宿 ちかつゆ

田辺市中辺路町近露401-12

0739-65-0617

404

白浜・田辺

熊野中辺路峰の宿 MineOwnHouse

田辺市中辺路町栗栖川988-1

090-5659-6681

405

白浜・田辺

紺屋町家

田辺市中屋敷町74

0739-25-8230

406

白浜・田辺

ホテルハーヴェスト 南紀田辺

田辺市新庄町2901-1

0739-25-6106

407

白浜・田辺

Guesthouse Tao

田辺市上芳養1738

080-1508-0713

408

白浜・田辺

秋津野ガルテン

田辺市上秋津4558-8

0739-35-1199

409

白浜・田辺

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

410

白浜・田辺

かんぽの宿 紀伊田辺

田辺市目良24-1

0739-24-2900

411

白浜・田辺

ホテルＮＡＮＫＡＩＲＯ

田辺市湊41-31

0739-22-0730

412

白浜・田辺

てんつくゲストハウス

田辺市湊1-11

0739-24-7660

413

白浜・田辺

ちかつゆ 櫻の園 別館 山櫻

田辺市中辺路町近露729-1

090-9625-0402

414

白浜・田辺

料理旅館 萬屋

田辺市龍神村龍神47

0739-79-0026

415

白浜・田辺

下御殿

田辺市龍神村龍神38

0739-79-0007

416

白浜・田辺

大塔青少年旅行村

田辺市下川下1299

0739-48-8153

417

白浜・田辺

鮎川山荘

田辺市鮎川860-4

0739-48-0086

418

白浜・田辺

龍神温泉 旅館さかい

田辺市龍神村龍神23-1

0739-79-0577

419

白浜・田辺

季楽里龍神

田辺市龍神村龍神189

0739-79-0331

420

白浜・田辺

民宿 せせらぎ

田辺市龍神村湯ノ又577-2

0739-79-0158

421

白浜・田辺

まごころの宿 丸井旅館

田辺市龍神村西9-2

0739-78-0018

施
設
番
号
422

エリア区分

施設名称

住所

連絡先

白浜・田辺

農家民泊 もんぺとくわ

田辺市龍神村西258

0739-78-2124

423

白浜・田辺

美人亭

田辺市龍神村龍神96-3

0739-79-0777

424

白浜・田辺

ゲストハウス吉祥

田辺市龍神村殿原188

050-3573-2204

425

白浜・田辺

民宿たつのや

西牟婁郡白浜町日置1203

0739-52-2244

426

白浜・田辺

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

427

白浜・田辺

XYZ Private spa and Seaside Resort

西牟婁郡白浜町椿1065-3

0739-46-0333

428

白浜・田辺

湯治のできる宿しらさぎ

西牟婁郡白浜町椿1056-22

0739-46-0321

429

白浜・田辺

アレーズド・バレＳＨＩＲＡＨＡＭＡ

西牟婁郡白浜町堅田2500-127

0739-42-3291

430

白浜・田辺

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

431

白浜・田辺

とれとれヴィレッジ

西牟婁郡白浜町堅田2498-1

0739-42-1100

432

白浜・田辺

パンダヴィレッジ

西牟婁郡白浜町堅田2498-1

0739-42-2200

433

白浜・田辺

クリスタルヴィラ白浜

西牟婁郡白浜町堅田2399-3524

0120-803ｰ805

434

白浜・田辺

南紀白浜 貸別荘 和み(なごみ)

西牟婁郡白浜町堅田2399－3451 貸別荘予約センター宿泊者事業部
0739-43-0489

435

白浜・田辺

民宿しおさい

西牟婁郡白浜町阪田53-1

0739-43-2722

436

白浜・田辺

まん泊リゾート株式会社

西牟婁郡白浜町堅田2399-2684 1階

0739-43-0489

437

白浜・田辺

紀州・白浜温泉 むさし

西牟婁郡白浜町868

0739-33-7076

438

白浜・田辺

白良荘グランドホテル

西牟婁郡白浜町868

0739-43-0100

439

白浜・田辺

アクアリゾートラハイナ 白浜

西牟婁郡白浜町441-1

0739-82-2000

440

白浜・田辺

湯快リゾートプレミアム 白浜彩朝楽

西牟婁郡白浜町3753

0570-550-078

441

白浜・田辺

ホテル川久

西牟婁郡白浜町3745

0739-42-3322

442

白浜・田辺

猫とすごすバリ風民宿～MEONG（ミーオン）

西牟婁郡白浜町3298-10

0739-34-2876

443

白浜・田辺

白浜古賀の井リゾート＆スパ

西牟婁郡白浜町3212-1

0739-43-6000

444

白浜・田辺

クアハウス白浜

西牟婁郡白浜町3102

0739-42-4175

445

白浜・田辺

ホテル 三楽荘

西牟婁郡白浜町3078

0739-43-1111

446

白浜・田辺

民宿さきのや

西牟婁郡白浜町2998-74

0739-43-1582

447

白浜・田辺

THE HOTEL しらはま温泉

西牟婁郡白浜町2998-65

0739-43-3322

448

白浜・田辺

紀州の宿 白砂

西牟婁郡白浜町2998-24

0739-43-1181

449

白浜・田辺

Olu'ka Hale FOREST

西牟婁郡白浜町2927-2222

0739-33-7386

450

白浜・田辺

源泉かけ流し湯宿 長生庵

西牟婁郡白浜町2762-5

0739-33-9020

451

白浜・田辺

南紀白浜マリオットホテル

西牟婁郡白浜町2428

0739-43-2600

452

白浜・田辺

リゾートライフ灯りや

西牟婁郡白浜町2411-1

0739-43-3588

453

白浜・田辺

おんせん民宿 望海

西牟婁郡白浜町2324-2

0739-42-2673

454

白浜・田辺

民宿 風車

西牟婁郡白浜町2319-6

0739-42-4498

455

白浜・田辺

ホテル 天山閣 海ゆぅ庭

西牟婁郡白浜町2020

0739-33-9818

456

白浜・田辺

INFINITO HOTEL&SPA 南紀白浜

西牟婁郡白浜町2018

0739-42-2733

457

白浜・田辺

甘露の湯のお宿 むろべ

西牟婁郡白浜町1997

0739ｰ42ｰ3300

458

白浜・田辺

家族とすごす白浜の宿 柳屋

西牟婁郡白浜町1870

0739-42-3660

459

白浜・田辺

SHIRAHAMA KEY TERRACEホテルシーモア

西牟婁郡白浜町1821

0739-43-1000

460

白浜・田辺

ザ グランリゾート エレガンテ白浜

西牟婁郡白浜町1813-8

0739-43-2351

461

白浜・田辺

SEAMORE RESIDENCE

西牟婁郡白浜町1779-10

0739-43-1000

462

白浜・田辺

浜千鳥の湯 海舟

西牟婁郡白浜町1698-1

0739-82-2220

463

白浜・田辺

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

464

白浜・田辺

ＫＫＲ白浜美浜荘

西牟婁郡白浜町1564-2

0739-42-3383

465

白浜・田辺

沖縄民宿かりゆし本館

西牟婁郡白浜町1413

0739-33-7108

466

白浜・田辺

白浜の宿 醍醐

西牟婁郡白浜町1384-18

0739-34-8118

467

白浜・田辺

白浜館（HOTEL SHIRAHAMAKAN)

西牟婁郡白浜町1379

0739-43-5151

468

白浜・田辺

新錦ホテル

西牟婁郡白浜町1356-13

0739-34-2281

469

白浜・田辺

シーサイドペンションプチ白浜

西牟婁郡白浜町1335-60

0739-34-3212

470

白浜・田辺

ホテル花飾璃

西牟婁郡白浜町1243

0739-43-5855

471

白浜・田辺

浜木綿くろしお山荘

西牟婁郡白浜町1155

0739-42-3555

472

白浜・田辺

南紀白浜温泉 民宿Aコース

西牟婁郡白浜町1091-6

0739-42-3680

473

白浜・田辺

Ｈａｃｋｂｅｒｒｙ Ｈｅｉｍ ＥＩＩＲＡ

西牟婁郡白浜町107-10

0739-20-5293

474

白浜・田辺

ゲストハウス三軒家

西牟婁郡白浜町1061-13

0739-34-2394

475

白浜・田辺

湯快リゾートプレミアム 白浜御苑

西牟婁郡白浜町1011

0570-550-078

施
設
番
号
476

エリア区分

施設名称

住所

連絡先

白浜・田辺

ハックベリーハイム口熊野

西牟婁郡上富田町生馬248-1

0739-34-3410

477

白浜・田辺

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

478

白浜・田辺

オーベルジュ サウステラス

西牟婁郡白浜町2998-10

0739-42-4555

479

白浜・田辺

エクシブ白浜アネックス

西牟婁郡白浜町才野西山1670-76

0739-43-0101

480

白浜・田辺

民宿アイス

西牟婁郡白浜町浜通890-87

0739-42-2885

481

白浜・田辺

四季の郷遊楽 天空のリゾート四季

西牟婁郡白浜町堅田字櫛ヶ峯2399-3

0739-43-0056

482

白浜・田辺

ホテルサンリゾート白浜

西牟婁郡白浜町堅田2500-185

0739-82-2391

483

白浜・田辺

guest house IRIEYADO

西牟婁郡白浜町堅田2399-474

0739-33-7393

484

白浜・田辺

料理民宿 浜ぼう

西牟婁郡白浜町49-1

0739-43-5467

485

白浜・田辺

犬御殿

西牟婁郡白浜町3742-22

0739-43-0540

486

白浜・田辺

美酒の宿 松風

西牟婁郡白浜町2927-561

0739-43-3032

487

白浜・田辺

料理民宿 あづまや

西牟婁郡白浜町1063-17

0739-42-3493

488

白浜・田辺

紀望館

西牟婁郡上富田町南紀の台1番1号

0739-47-4192

489

白浜・田辺

有軒屋旅館

田辺市龍神村龍神39

0739-79-0013

490

白浜・田辺

古民家かふぇ宿 ふくの里

西牟婁郡白浜町2679-2

090-8466-8829

491

白浜・田辺

ペンションポケット

西牟婁郡白浜町12791

0739-43-5626

493

白浜・田辺

XYZスペチアーレ

西牟婁郡白浜町椿1063-21

0739-46-0333

494

白浜・田辺

南紀白浜リゾートホテル古賀浦別邸

西牟婁郡白浜町3212-4

0739-43-2188

495

白浜・田辺

アルティエホテル紀伊田辺

田辺市下屋敷町1-77

0739-81-1111

496

白浜・田辺

農家民泊 未来農園

田辺市上秋津2401

090-3493-4187

497

白浜・田辺

MUYA

西牟婁郡白浜町1946番地

090-5158-8645

498

白浜・田辺

Pension 乙女の宿

西牟婁郡白浜町2927-1790

090-8466-8829

499

白浜・田辺

近露そら

田辺市中辺路町近露614

090-5555-4852

1201

白浜・田辺

霧の郷たかはら

田辺市中辺路町高原826

0739-64-1900

1202

白浜・田辺

南紀白浜Inn

西牟婁郡白浜町1059-1

090-9043-1981

1203

白浜・田辺

グランパスinn白浜

西牟婁郡白浜町千畳敷1953-3

0739-42-2102

1204

白浜・田辺

グランパスSea

西牟婁郡白浜町1688-2

0739-82-3578

1205

白浜・田辺

ログハウス木輪

西牟婁郡白浜町４０４

0739-43-3920

1207

白浜・田辺

熊野古道 長野ゲストハウス

田辺市長野2318-2

080-1324-6979

1208

白浜・田辺

SAMPARK(サンパルコ)

西牟婁郡白浜町1976

090-8936-3974

1209

白浜・田辺

愛和荘

田辺市古尾28-24

080-1032-5879

1210

白浜・田辺

ゲストハウスあがえ

田辺市中辺路町近露614

090-9541-0507

1211

白浜・田辺

一棟貸し宿 小家御殿

田辺市龍神村小家278

080-4972-3760

1212

白浜・田辺

素泊り土佐屋

西牟婁郡白浜町1908

0739-42-2512

1213

白浜・田辺

ホステルのアサ

西牟婁郡白浜町1252-11

090-2358-0716

1214

白浜・田辺

ゲストリビングMu南紀白浜

西牟婁郡白浜町字浜通り3076-1

0739-34-2466

1215

白浜・田辺

パークサイドホテル

田辺市新屋敷町6-1

090-2107-8765

1216

白浜・田辺

ゲストハウス マリンブルー

西牟婁郡白浜町83-76

0739-33-7789

1217

白浜・田辺

ゲストハウス富士荘

西牟婁郡白浜町919-30

090-1077-3074

1218

白浜・田辺

熊野古道古民家宿HAGI

田辺市中辺路町野中1068

070-5371-2044

1221

白浜・田辺

ゲストハウスしらはま

西牟婁郡白浜町3138-22

090-2355-0974

1222

白浜・田辺

熊野ワイナリーゲストハウス

田辺市上野641

080-8511-6450

1222

白浜・田辺

SEN.RETREAT TAKAHARA

田辺市中辺路町高原1966

0739-64-0556

501

勝浦・串本・すさみ

温泉民宿 小阪屋

東牟婁郡那智勝浦町北浜1-18

0735-52-0335

502

勝浦・串本・すさみ

サイクリストのための素敵なお宿

東牟婁郡那智勝浦町八尺鏡野463

080-1425-3600

503

勝浦・串本・すさみ

美滝山荘

東牟婁郡那智勝浦町那智山545-1

0735-55-0745

504

勝浦・串本・すさみ

ホテル なぎさや

東牟婁郡那智勝浦町湯川955-1

0735-52-0015

505

勝浦・串本・すさみ

湯快リゾートプレミアム 越之湯

東牟婁郡那智勝浦町湯川1108

0570-550-078

506

勝浦・串本・すさみ

民宿 こいで

東牟婁郡那智勝浦町天満867-6

0735-52-0642

507

勝浦・串本・すさみ

サンライズ勝浦

東牟婁郡那智勝浦町天満803-3

0735-52-3030

508

勝浦・串本・すさみ

陽いずる紅の宿 勝浦観光ホテル

東牟婁郡那智勝浦町天満1530

0735-52-0750

509

勝浦・串本・すさみ

ＭａｒｕＨｏｕｓｅ

東牟婁郡那智勝浦町天満1230-12

070-4104-1502

510

勝浦・串本・すさみ

民宿 亀の井

東牟婁郡那智勝浦町朝日4－73

0735-52-0642

511

勝浦・串本・すさみ

Hotel & Renta Car 660

東牟婁郡那智勝浦町朝日3-7-1

0735-52-0171

施
設
番
号
512

勝浦・串本・すさみ

民宿わかたけ

東牟婁郡那智勝浦町朝日3−34

0735-52-0155

513

勝浦・串本・すさみ

お宿はな

東牟婁郡那智勝浦町朝日3-29

0735-52-0562

514

勝浦・串本・すさみ

WhyKumano Hostel & Cafe Bar

東牟婁郡那智勝浦町築地5-1-3 2階

0735-30-0921

515

勝浦・串本・すさみ

ホテルシャルモント

東牟婁郡那智勝浦町築地4-3-16

0735-52-0203

516

勝浦・串本・すさみ

Why Kumano UNWINED

東牟婁郡那智勝浦町築地1-1

0735-29-6024

517

勝浦・串本・すさみ

農家民泊Jugemu

東牟婁郡那智勝浦町大字大野1246

073-530-1088

518

勝浦・串本・すさみ

かつうら御苑

東牟婁郡那智勝浦町大字勝浦216-19

0735-52-0333

519

勝浦・串本・すさみ

料理旅館 万清楼

東牟婁郡那智勝浦町勝浦448

0735-52-0033

520

勝浦・串本・すさみ

ホテル浦島

東牟婁郡那智勝浦町勝浦1165-2

0735-52-1011

521

勝浦・串本・すさみ

小さな宿 Ｎｉｅｃｈｅ

東牟婁郡那智勝浦町市屋43-1

0735-57-0470

522

勝浦・串本・すさみ

休暇村 南紀勝浦

東牟婁郡那智勝浦町宇久井719

0735-54-0126

523

勝浦・串本・すさみ

碧き島の宿 熊野別邸 中の島

東牟婁郡那智勝浦町勝浦1179-9

0735-52-1111

524

勝浦・串本・すさみ

シーサイドホテルパルスイン勝浦

東牟婁郡那智勝浦町天満木戸浦441-38

0735-52-6588

525

勝浦・串本・すさみ

いなさの宿 白鯨

東牟婁郡太地町太地2973-4

0735-59-2323

526

勝浦・串本・すさみ

ペンション ゆう

東牟婁郡太地町太地2902-118

0735-59-6049

527

勝浦・串本・すさみ

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

528

勝浦・串本・すさみ

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

529

勝浦・串本・すさみ

ラコマリトリート施設

東牟婁郡古座川町小川826

090-8143-7210

530

勝浦・串本・すさみ

ブルーマーメイド （リゾートホテル＆スパ ブルーマーメイド）
東牟婁郡串本町和深20-2

090-3670-8500

531

勝浦・串本・すさみ

お宿 えびす

東牟婁郡串本町和深1936-1

0735-67-0215

532

勝浦・串本・すさみ

みさきロッジニシダ

東牟婁郡串本町潮岬2864-1

0735-62-1474

533

勝浦・串本・すさみ

NIPPONIA HOTEL 串本 熊野海道

東牟婁郡串本町串本996

0735-67-7194

534

勝浦・串本・すさみ

大江戸温泉物語 南紀串本

東牟婁郡串本町串本2300-1

0570-080-268

535

勝浦・串本・すさみ

南紀串本 リゾート大島

東牟婁郡串本町樫野1035-6

0735-65-0840

536

勝浦・串本・すさみ

Hotel & Resorts WAKAYAMA-KUSHIMOTO

東牟婁郡串本町サンゴ台1184-10

0735-62-7771

537

勝浦・串本・すさみ

あきば何求庵

西牟婁郡すさみ町周参見5345-1

0739-55-3257

538

勝浦・串本・すさみ

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

539

勝浦・串本・すさみ

一棟貸し宿 田舎家

西牟婁郡すさみ町周参見2325-１

090-6601-5008

540

勝浦・串本・すさみ

温泉民宿 かわべ

西牟婁郡すさみ町周参見4483-5

0739-55-3356

541

勝浦・串本・すさみ

SUSAMI LIFE HAUS

西牟婁郡すさみ町江住1434-1

090-8143-7210

542

勝浦・串本・すさみ

サンセットすさみ

西牟婁郡すさみ町周参見5351-10

0739-85-2277

543

勝浦・串本・すさみ

フェアフィールド・バイ・マリオット・和歌山串本

東牟婁郡串本町鬮野川字牛越1579-1

0735-67-7365

544

勝浦・串本・すさみ

フェアフィールド・バイ・マリオット・和歌山すさみ

西牟婁郡すさみ町江住672-1

0739-34-2105

545

勝浦・串本・すさみ

ビジネスホテル串本

東牟婁郡串本町串本1820-3

0735-62-5792

546

勝浦・串本・すさみ

ビジネスホテル串本駅前店

東牟婁郡串本町串本40-70

0735-62-6850

547

勝浦・串本・すさみ

HOLISTIC SPACE JAPAN medical&resort

太地町太地1426

073-559-6300

548

勝浦・串本・すさみ

パノラマ

西牟婁郡すさみ町江住750

0739-58-0053

549

勝浦・串本・すさみ

ロッジラプレ串本

東牟婁郡串本町大島1193

0735-65-0155

551

勝浦・串本・すさみ

恵比須屋旅館

東牟婁郡那智勝浦町湯川1065

0735-52-0318

553

勝浦・串本・すさみ

和歌山県立 潮岬 青少年の家

東牟婁郡串本町潮岬669

073-441-2503

554

勝浦・串本・すさみ

TEMPLE HOTEL 大泰寺

東牟婁郡那智勝浦町下和田775

080-3290-0541

555

勝浦・串本・すさみ

Guest house Branchee

東牟婁郡串本町潮岬3637-1

0735-67-7250

556

勝浦・串本・すさみ

国民宿舎あらふねリゾート

東牟婁郡串本町田原2518番地

0735-74-0124

601

新宮・本宮

グランホテル

新宮市緑ケ丘2-3-17

0735-22-8588

602

新宮・本宮

ホテルニューパレス

新宮市新宮7683-18

0735-28-1500

603

新宮・本宮

ビジネスホテル 美郷

新宮市徐福2丁目1番8号

0735-21-2211

604

新宮・本宮

Guesthouse ikkyu

新宮市熊野川町宮井437

080-1297-0758

605

新宮・本宮

Sushi House

新宮市橋本2-5-35

090-5130-8954

606

新宮・本宮

新宮セントラルホテル

新宮市橋本1-12-19

0735-23-2000

607

新宮・本宮

新宮ユーアイホテル

新宮市井の沢3番12号

0735-22-6611

608

新宮・本宮

長谷旅館

新宮市伊佐田町2-12-7

0735-２２-2185

609

新宮・本宮

高田グリーンランド・雲取温泉

新宮市高田1810

0735-29-0321

610

新宮・本宮

ゲストハウス マタオイナ

新宮市熊野川町宮井432

080-3661-1209

611

新宮・本宮

ゲストハウス 結

田辺市本宮町本宮619

080-3591-6857

エリア区分

施設名称

住所

連絡先

施
設
番
号
612

エリア区分

施設名称

住所

連絡先

新宮・本宮

旅人の宿 蒼空げすとはうす

田辺市本宮町本宮1526

0735-42-0800

613

新宮・本宮

民宿あづまや荘

田辺市本宮町湯峯71

0735-42-0238

614

新宮・本宮

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

615

新宮・本宮

旅館あづまや

田辺市本宮町湯峯122

0735-42-0012

616

新宮・本宮

民宿 瀧よし

田辺市本宮町湯の峯260-4

0735-42-1515

618

新宮・本宮

大露天の宿 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

619

新宮・本宮

大露天の宿 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

620

新宮・本宮

山水館 川湯まつや

田辺市本宮町川湯29

0735-42-1004

621

新宮・本宮

冨士屋

田辺市本宮町川湯1452番地

0735-42-0007

622

新宮・本宮

ペンションあしたの森

田辺市本宮町川湯1440-2

0735-42-1525

624

新宮・本宮

民宿すみ家

田辺市本宮町川湯1429

0735-42-0097

625

新宮・本宮

川湯温泉 旅の宿しば

田辺市本宮町川湯1425-2

080-5365-1190

626

新宮・本宮

温泉民宿 大村屋

田辺市本宮町川湯1406-1

0735-42-1066

627

新宮・本宮

山水館 川湯みどりや

田辺市本宮町川湯13

0735-42-1011

628

新宮・本宮

湯の峯荘

田辺市本宮町下湯川437

0735-42-1111

629

新宮・本宮

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

630

新宮・本宮

民宿あいす

東牟婁郡北山村大字竹原字樫原398

080-2611-5873

631

新宮・本宮

玄峰老師ゆかりの宿 古民家ゲストハウスおかげさん

田辺市本宮町渡瀬346

0735-30-0681

632

新宮・本宮

おとなしの郷-WATAZE OUTDOOR-

田辺市本宮町渡瀬45-3

090-3628-3265

633

新宮・本宮

ゲストハウスはてなし

田辺市本宮町大居1598-1

0735-30-4315

634

新宮・本宮

ゲストハウス禮

田辺市本宮町本宮617

080-3591-6857

635

新宮・本宮

ステーションホテル新宮

新宮市徐福2-1-31

0735-21-2200

636

新宮・本宮

民泊 やまね

田辺市本宮町湯峯171

0735-42-0113

637

新宮・本宮

湯の峰温泉伊せや

田辺市本宮町湯峯102

0735-42-1126

