
旅行代理店　一覧

旅行代理店名 電話番号

(株)パルネット 073-444-1511

株式会社日本旅行　Tis和歌山支店 073-432-8377

株式会社JTB　和歌山ミオ店 073-425-0556

東武トップツアーズ株式会社　和歌山支店 073-425-3211

阪和ワールドツーリスト株式会社 090-7353-9077

コンベンション＆ツアーズ 073-424-0166

関西ツアーズサービス 090-5017-5328

株式会社紀州観光和歌山営業所 073-464-4008

株式会社南海国際旅行 073-422-7166

株式会社クリスタル観光バス 073-477-1155

野鉄観光株式会社 073-477-0500

株式会社新日本旅行　イズミヤ和歌山店 073-488-2939

和歌山たびと企画 073-496-4244 　

株式会社JTB　イオンモール和歌山店 073-455-0510

有交観光株式会社 073-479-0700

有田鉄道株式会社 073-447-2100

相互観光 073-473-3000

ケ－・アイ・トラベル株式会社 073-421-5111

名鉄観光サービス株式会社　和歌山支店 073-423-4975

ユタカ交通株式会社 073-422-0048

協同組合　旅行業協会 073-427-0270

中紀バス株式会社 073-488-4635

株式会社　中紀バス　INTL 073-477-5501

株式会社ＪＴＢ　和歌山支店 073-432-1261 https://branch.jtbbwt.com/j6660-0 https://www.jtb.co.jp/kokunai_hotel/list/feature/wakayama2007/

ＨＩＳ 073-427-7610

株式会社近畿日本ツーリスト和歌山支店 073-431-7224

わかやまスイングトラベル株式会社 073-426-2088

ユニバーサルトラベル　紀州 090-3729-3840

旅行開発 073-497-8028
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http://www.cypress.ne.jp/crystal

https://www.nanka-e-tabi.com/

https://access.his-j.com/06/257/

https://www.wakayamatabito.com/

ＨＰ

http://www.chukibus-group.co.jp/marinetour/

http://www.chukibus-group.co.jp/marinetour/

https://www.ticwakayama.jp/

https://www.mwt.co.jp/myado/?_ga=2.43261793.597349621.1591835845-1208132641.1575963418

https://www.w-sogo.co.jp/

https://www.snr.osaka.jp

http://arikonet.com/kankou

https://stores.jtb.co.jp/j6879-0
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https://tempo.knt.co.jp/?pref=30

https://tobutoptours.jp
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紀北トラベル 0736-60-1300

紀の川フルーツ観光局 0736-79-3700

有限会社　和歌山旅行 0736-66-1225

株式会社三洋旅行　岩出営業所 0736-69-3000

株式会社ファインツーリスト 0736-62-6666

ホテルいとうトラベルサービス 0736-61-4126

関西エアーサービス株式会社 0736-32-9521

あかりとらべる

一般社団法人高野山麓ツーリズムビューロー 0736-26-7988

JA紀北かわかみ旅行センター 0736-42-3060

紀和観光案内所 0736-32-0635

高野山参詣講（高野山宿坊協会） 0736-56-2616

株式会社AWESOME TOURS（高野山奥之院ナイトツアー運営主体） 0736-26-7311

トラスト旅行 0736-22-7305

日の丸観光バス 0736-26-8070

たび丸ツアー（日の丸観光バス株式会社） 0736-26-8070

貴志川観光 0736-64-3179

合同会社scale 0736-32-9680

株式会社コスモス観光 0736-39-3005

大十バス株式会社 073-489-2751

株式会社　中紀バス観光社有田旅行センター 0737-82-2414

橘観光 0737-82-3543

きのくに観光社 0737-63-5252

株式会社紀州観光 0737-52-8612

株式会社末広観光 0737-32-5026

株式会社中紀バス観光社 0738-24-1110

株式会社ツーリストコンシェルジュ 0738-22-8577

株式会社日高観光 0738-22-7711

中紀河南タクシー株式会社 0738-24-1001

株式会社南紀観光ホールディングス 0738-22-1020

JA紀州旅行センター 0738-22-1344

YSSトラベルセンターみなべ営業所 0738-32-2388

キビトラベル 0737-52-7323

YSSトラベルセンター本店 0738-32-2388
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東武トップツアーズ株式会社　紀伊田辺支店 0739-24-2800

一般社団法人　田辺市熊野ツーリズムビューロー 0739-26-9025

龍神観光株式会社 0739-26-3200

日本旅行リテイリング　パビリオンシティ田辺支店 0739-26-5003

有限会社谷口自動車　大塔交通社 0739-48-8138

(株)Traffic　Comfort　      ティー・シー・トラベル／田辺観光バス 0739-43-1133

田辺観光バス 0739-43-3363

SIEFtour シーフツアー 0739-43-7310

（一社）南紀ウエルネスツーリズム協議会 0739-47-0188

明光バス株式会社 0739-42-3011

たび丸ツアー南紀代理店 0739-34-2254

長富旅行社 090-1718-5577

新宮 有限会社　トラベルワールド 0735-23-1711

勝浦・串
本・すさみ

一般社団法人すさみ町観光協会 0739-34-3200 https://susami-kanko.com/

https://meikobus.jp/

https://mainichi-wellness.com/

https://siefcompany.co.jp/tour/
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宿泊施設　一覧

施設名 電話 自社ＨＰ 楽天 じゃらん Yahooトラベル その他

HOTEL LA SCALA 073-499-8484 じゃらん Yahooトラベル

ビジネスホテルかつや 073-422-0063 自社ＨＰ 楽天トラベル じゃらん

ホテルグランヴィア和歌山 073-425-3333 自社ＨＰ 楽天トラベル じゃらん その他のリンク

BKウィークリーホテル&マンション 073-431-7687 自社ＨＰ 楽天トラベル じゃらん その他のリンク

和歌山マリーナシティホテル 073-448-1111 自社ＨＰ 楽天トラベル じゃらん その他のリンク その他のリンク

花山温泉　薬師の湯 073-471-3277 自社ＨＰ

ホテル　アバローム紀の国 073-436-1200 自社ＨＰ 楽天トラベル じゃらん

ワカヤマ第２冨士ホテル 073-431-3352 自社ＨＰ 楽天トラベル じゃらん

アパホテル〈和歌山〉 073-431-7111 自社ＨＰ 楽天トラベル じゃらん

ホテルTO 073-431-7687 自社ＨＰ 楽天トラベル じゃらん Yahooトラベル

スマイルホテル和歌山 073-432-0109 自社ＨＰ 楽天トラベル じゃらん Yahooトラベル

カンデオホテルズ南海和歌山 073-424-2500 自社ＨＰ 楽天トラベル じゃらん その他のリンク

紀州温泉ありがとうの湯　漁火の宿シーサイド観潮 073-444-0111 自社ＨＰ 楽天トラベル じゃらん

休暇村　紀州加太 073-459-0321 自社ＨＰ 楽天トラベル じゃらん Yahooトラベル その他のリンク

Wakanoura Nature Resort EPICHARIS 073-447-0001 自社ＨＰ 楽天トラベル じゃらん

紀州温泉元気の湯　国民宿舎　新和歌ロッジ 073-444-9000 自社ＨＰ 楽天トラベル じゃらん Yahooトラベル

和歌の浦温泉　萬波　MANPA　RESORT　日本スタイル 073-444-1161 自社ＨＰ 楽天トラベル じゃらん

Guesthouse　RICO 090-3714-4300 自社ＨＰ

和歌山グリーンホテル 073-432-3838 自社ＨＰ

ホテルランドマーク和歌山 073-422-1200 自社ＨＰ 楽天トラベル じゃらん Yahooトラベル

ダイワロイネットホテル和歌山 073-435-0055 自社ＨＰ 楽天トラベル じゃらん Yahooトラベル その他のリンク

潮風荘 073-444-2848 自社ＨＰ 楽天トラベル じゃらん Yahooトラベル その他のリンク

紀州温泉　雑賀の湯　双子島荘 073-444-1145 自社ＨＰ 楽天トラベル じゃらん Yahooトラベル

和歌山アーバンホテル 073-475-1088 自社ＨＰ 楽天トラベル じゃらん

ワカヤマ第１冨士ホテル 073-431-3351 自社ＨＰ 楽天トラベル じゃらん

ＨＯＴＥＬ　ＣＩＴＹ　ＩＮＮ　ＷＡＫＡＹＡＭＡ　和歌山駅前 073-423-2366 自社ＨＰ 楽天トラベル じゃらん その他のリンク

紀三井寺温泉花の湯ガーデンホテルはやし 073-444-1004 自社ＨＰ 楽天トラベル じゃらん Yahooトラベル その他のリンク

ビジネスホテル圭 073-447-2034 自社ＨＰ

加太ビーチグランピング　resora RAINBOW 090-9863-6157 自社ＨＰ

あたらし屋 073-459-1146 自社ＨＰ 楽天トラベル じゃらん

和歌山加太温泉　加太海月 050-3163-0015 自社ＨＰ 楽天トラベル Yahooトラベル

加太淡嶋温泉　大阪屋　ひいなの湯 073-459-1151 自社ＨＰ 楽天トラベル

天然温泉紀州の湯　ドーミーインＰＲＥＭＩＵＭ和歌山 073-402-5489 自社ＨＰ 楽天トラベル じゃらん Yahooトラベル その他のリンク

和歌の浦　木村屋 073-444-0155 自社ＨＰ じゃらん

HOTELきのくに 073-453-4388 自社ＨＰ

ビジネスイン南海 073-423-4191 自社ＨＰ 楽天トラベル じゃらん

東横イン  JR和歌山駅東口 073-476-1045 自社HP 楽天トラベル じゃらん

スズマルホテル 073-488-3213 自社HP 楽天トラベル その他のリンク

サンホテル和歌山 073-421-5911 自社HP 楽天トラベル その他のリンク
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https://travel.rakuten.co.jp/HOTEL/10948/10948.html
https://www.jalan.net/yad308247/?screenId=UWW1402&distCd=01&rootCd=04&stayYear=&stayMonth=&stayDay=&stayCount=1&roomCount=1&dateUndecided=1&adultNum=2&roomCrack=200000&pageListNumArea=1_22&pageListNumYad=47_1_22&yadNo=308247&callbackHistFlg=1
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http://www.w-chintai.com/
https://travel.rakuten.co.jp/HOTEL/74638/74638.html
https://www.jalan.net/yad379107/
https://www.booking.com/hotel/jp/bk-weekly.ja.html
https://www.marinacity.com/hotel/
https://travel.rakuten.co.jp/HOTEL/15404/15404.html
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https://www.rurubu.travel/hotel/japan/wakayama/wakayama-marina-city-hotel?cid=1839115
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https://www.w-fujihotel.co.jp/no2/
https://travel.rakuten.co.jp/HOTEL/6041/6041.html
https://www.jalan.net/yad302733/?contHideFlg=1
https://www.apahotel.com/hotel/kansai/wakayama/
https://hotel.travel.rakuten.co.jp/PLAN/136120/4807537
https://www.jalan.net/yad337124/plan/?screenId=UWW3001&yadNo=337124&maxPrice=999999&dateUndecided=1&rootCd=7701&minPrice=0&callbackHistFlg=1&smlCd=300202&distCd=01&ccnt=yads3
http://to-hotel.jp/
https://travel.rakuten.co.jp/HOTEL/166997/166997.html
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https://www.jalan.net/yad379878/plan/?screenId=UWW3001&yadNo=379878&smlCd=300202&distCd=01&ccnt=yads2
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https://www.jalan.net/yad381613/?contHideFlg=1&stayDay=10&processId=&maxPrice=999999&dateUndecided=1&rootCd=7701&stayMonth=07&screenId=UWW2011&ntaLinkFlg=1&jalLinkFlg=1&callbackHistFlg=1&anaLinkFlg=1&stayYear=2020&encodedKeyword=%83%4A%83%93%83%66%83%49%83%7A%83%65%83%8B%83%59%93%EC%8A%43%98%61%89%CC%8E%52&showSpFooterFlg=0&sumPntRate=2&kekakuStatus=0&keyword=????????????????????????&loginChk=&pointIconDisplayFlg=1&hitOverFlg=0&dayNum=1&pageListNumYadFw=22_1_2&taxType=1&minPrice=0
https://www.ikyu.com/biz/00081953/
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https://jpn01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fhotel.travel.rakuten.co.jp%2Fhotelinfo%2Fplan%2F5728&amp;data=01%7C01%7Crefresh2020%40jtb.com%7C7c12005416524498df1908d823b41281%7Ccea04946421d42f9854101db3469d389%7C0&amp;sdata=zKEYfbc06EG8mfUHDJXQnGmYQS3gnSORTaZ4QKpO1v4%3D&amp;reserved=0
https://www.jalan.net/yad328350/
https://jpn01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftravel.yahoo.co.jp%2Fdhotel%2Fshisetsu%2FHT10016518&amp;data=01%7C01%7Crefresh2020%40jtb.com%7C498790152a3d48a0b1d008d82314c54c%7Ccea04946421d42f9854101db3469d389%7C0&amp;sdata=t0f4BU8F2ohjXRrsMsV3SZBaaXA%2BBhCOBiNxDKSZTIQ%3D&amp;reserved=0
https://www.daiwaroynet.jp/wakayama/
https://hotel.travel.rakuten.co.jp/hotelinfo/plan/31375?f_teikei=&f_heya_su=1&f_otona_su=1&f_s1=0&f_s2=0&f_y1=0&f_y2=0&f_y3=0&f_y4=0&f_kin=&f_kin2=&f_squeezes=&f_tscm_flg=&f_tel=&f_static=1
https://www.jalan.net/yad318333/plan/?screenId=UWW3001&yadNo=318333&smlCd=300202&distCd=01&ccnt=yads2
https://travel.yahoo.co.jp/dhotel/shisetsu/HT10009463/
https://www.jtb.co.jp/kokunai_hotel/htl/6419010/plan/?hotel=6419010&godate=20200712&staynight=1&roomassign=&room=1&pricerange=&roomstyle=&mealtype=&kodawari=&itemperpage=20&page=4&planlistsort=high&planinfokeywordon=1&rating=&tyfilteron=1&temproomassign=0&reviewlistsort=arrival&rvpage=1&rvcomment=1
http://www.shiokazesou.com/
https://hotel.travel.rakuten.co.jp/hotelinfo/plan/7895?f_teikei
https://www.jalan.net/yad388452/plan/?screenId
https://travel.yahoo.co.jp/dhotel/shisetsu/HT10012135/
https://www.rurubu.travel/hotel/japan/wakayama/shiokazeso?asq
http://futagojimasou.com/
https://travel.rakuten.co.jp/HOTEL/10740/10740.html
https://www.jalan.net/yad329710/
https://travel.yahoo.co.jp/dhotel/shisetsu/HT10010531/
https://www.w-urbanhotel.com/
https://travel.rakuten.co.jp/HOTEL/70935/70935.html
https://www.jalan.net/yad380664/?contHideFlg=1
https://www.w-fujihotel.co.jp/no1/
https://travel.rakuten.co.jp/HOTEL/1698/1698.html
http://www.jalan.net/yad353690/?contHideFlg=1
http://www.cityinn.co.jp/
https://travel.rakuten.co.jp/HOTEL/7091/7091.html
https://www.jalan.net/yad303449/
https://www.rurubu.travel/hotel/japan/wakayama/hotel-city-inn-wakayama
http://www.kimiideragardenhotel.com/
https://hotel.travel.rakuten.co.jp/hinfo/10671/
https://www.jalan.net/yad392048
https://travel.yahoo.co.jp/dhotel/shisetsu/HT10014330
https://www.rurubu.travel/hotel/japan/wakayama/kimiideraonsen-hananoyu-garden-hotel-hayashi
http://www.businesshotel-kei.jp/
https://rainbow7.online/
http://www.atarasiya.net/index.html
https://travel.rakuten.co.jp/HOTEL/14803/14803.html
https://www.jalan.net/yad318843/?screenId=UWW3701&smlCd=300202&yadoDetailMode=1&dateUndecided=1&yadNo=318843&distCd=01
http://www.azumaya-seaside.com/
https://travel.rakuten.co.jp/HOTEL/9090/9090.html
https://travel.yahoo.co.jp/dhotel/shisetsu/HT10008683/?
http://www.hiina.com/
https://travel.rakuten.co.jp/HOTEL/19241/
https://www.hotespa.net/hotels/wakayama/
https://hotel.travel.rakuten.co.jp/hinfo/136994/
https://www.jalan.net/yad380232/
https://www.rurubu.travel/hotel/japan/wakayama/natural-hot-spring-dormy-inn-premium-wakayama
https://www.rurubu.travel/hotel/japan/wakayama/natural-hot-spring-dormy-inn-premium-wakayama
http://www.wakanoura.com/
https://www.jalan.net/yad338772/
http://hotel-kinokuni.jp/
http://business-inn-nankai.jp/
https://travel.rakuten.co.jp/HOTEL/76797/76797.html
https://www.jalan.net/yad347662/
https://www.toyoko-inn.com/index.php/search/detail/00225.html
https://travel.rakuten.co.jp/HOTEL/108421/108421.html
https://www.jalan.net/yad316231/
http://www.sunhotel-wk.jp/
https://travel.rakuten.co.jp/HOTEL/12692/12692.html
https://www.rurubu.travel/hotel/japan/wakayama/sun-hotel-wakayama?cid=1839115
http://www.sunhotel-wk.jp/
https://travel.rakuten.co.jp/HOTEL/12692/12692.html
https://www.rurubu.travel/hotel/japan/wakayama/sun-hotel-wakayama?cid=1839115


宿泊施設　一覧

施設名 電話 自社ＨＰ 楽天 じゃらん Yahooトラベル その他

TSUKIJI HOSTEL Wakayama 090-8520-0378 楽天トラベル

ビジネスホテルみやま 073-428-1169 自社HP 楽天トラベル じゃらん その他のリンク その他のリンク

釣り人の宿 旅籠屋 菊水 080-4496-9305 自社HP 楽天トラベル

和

歌

山

https://travel.rakuten.co.jp/HOTEL/179632/179632.html
http://www.miyamahotel.com/
https://travel.rakuten.co.jp/HOTEL/56179/56179.html
https://www.jalan.net/yad355768/
https://www.jtb.co.jp/kokunai-hotel/htl/6419A10/plan/
https://www.rurubu.travel/hotel/japan/wakayama/business-hotel-miyama?cid=1839115
https://kikusui.online/
https://travel.rakuten.co.jp/HOTEL/184050/184050.html


宿泊施設　一覧

施設名 電話 自社ＨＰ 楽天 じゃらん Yahooトラベル その他

丸浅旅館 0736-73-2246 自社ＨＰ 楽天トラベル じゃらん

貴水苑 070-4517-5798 自社ＨＰ

やどり温泉いやしの湯 0736-32-8000 自社ＨＰ 楽天トラベル じゃらん その他のリンク

ゆの里お水の宿　このの 0736-32-7747

ホステルイン　橋本 0736-25-8181 自社ＨＰ 楽天トラベル じゃらん

ホテルルートイン橋本 050-5847-7400 自社ＨＰ 楽天トラベル じゃらん

蓮華定院 0736-56-2233 自社ＨＰ

高野山温泉福智院 0736-56-2021 自社ＨＰ 楽天トラベル じゃらん

普門院 0736-56-2224 自社ＨＰ 楽天トラベル

高野山ゲストハウスKOKUU（コウヤサンゲストハウスコクウ） 0736-26-7216 自社ＨＰ

高野山　宿坊　恵光院 0736-56-2514 自社ＨＰ 楽天トラベル じゃらん

大明王院 0736-56-2521 自社ＨＰ その他のリンク

上池院 0736-56-2318 その他のリンク

宿坊　不動院 0736-56-2414 自社ＨＰ 楽天トラベル じゃらん その他のリンク その他のリンク

高野山　安養院 0736-56-2010 自社ＨＰ 楽天トラベル その他

天徳院 0736-56-2714 その他

常喜院 0736-56-2321 楽天トラベル じゃらん その他のリンク

増福院 0736-56-2908 楽天トラベル じゃらん Yahooトラベル その他のリンク

報恩院 0736-56-2350 自社ＨＰ その他のリンク

ゲストハウス　すずめのかくれんぼ 0736-56-3579 自社ＨＰ

ゲストハウス　はちはち 080-7496-6232 自社ＨＰ

西禅院 0736-56-2411 自社ＨＰ 楽天トラベル じゃらん Yahooトラベル その他のリンク

志高庵 090-5971-8050 自社ＨＰ

かつらぎ温泉　八風の湯 0736-23-1126 自社ＨＰ 楽天トラベル じゃらん Yahooトラベル その他のリンク

はなぞの温泉　花圃の里 0737-26-0171 自社ＨＰ 楽天トラベル じゃらん

花園グリーンパーク（リバーサイドホステルB&B） 090-8368-3993 自社ＨＰ 楽天トラベル じゃらん

山荘　天の里 0736-26-0753 楽天トラベル じゃらん その他のリンク

高野山ゲストハウストミー 0736-56-2550

根来温泉國分屋 0736-61-6000 自社HP 楽天トラベル

西門院 0736-56-2031 自社HP 楽天トラベル じゃらん その他のリンク

紀伊見温泉　紀伊見荘 0736-36-4000 自社HP 楽天トラベル じゃらん

ファームステイちいさなたね 0736-53-2078 自社HP

ホテルいとう 0736-63-2222 自社HP

紀伊高原ゴルフクラブ　山荘　天の星 0736-26-0141 自社HP

三宝院 0736-56-2004 その他のリンク

高野山別格本山 不動明王院 0736-56-2106 楽天トラベル

清浄心院 0736-56-2006 自社HP 楽天トラベル じゃらん

光明院 0736-56-2149 自社HP じゃらん

高

野

山

・

橋

本

http://www.maruasaryokan.jp/
https://travel.rakuten.co.jp/HOTEL/14326/14326.html
https://www.jalan.net/yad390284/
https://k-kotori.jp/
https://www.yadorionsen.com/
https://hotel.travel.rakuten.co.jp/hinfo/149024/
https://www.jalan.net/yad334738/
https://www.rurubu.travel/hotel/japan/koya/yadori-onsen-iyashi-no-yu?ref=regular
https://hostelinhashimoto.webnode.jp/
http://travel.rakuten.co.jp/HOTEL/173099/173099.html
https://www.jalan.net/yad395416/?yadNo=395416&convertedFlg=1
https://www.route-inn.co.jp/hotel_list/wakayama/index_hotel_id_616/?gclid=EAIaIQobChMIo-DUqumt6gIVUnZgCh3BTgtVEAAYASAAEgLWAPD_BwE
https://travel.rakuten.co.jp/HOTEL/145476/145476.html
https://www.jalan.net/yad335255/?contHideFlg=1&stayDay=10&processId=&maxPrice=999999&dateUndecided=1&rootCd=7701&stayMonth=07&screenId=UWW2011&ntaLinkFlg=1&jalLinkFlg=1&callbackHistFlg=1&anaLinkFlg=1&stayYear=2020&encodedKeyword=%83%8B%81%5B%83%67%83%43%83%93%8B%B4%96%7B&showSpFooterFlg=0&sumPntRate=2&kekakuStatus=0&keyword=????????????&loginChk=&pointIconDisplayFlg=1&hitOverFlg=0&dayNum=1&pageListNumYadFw=1_1_1&taxType=1&minPrice=0
https://www.rengejoin.jp/
https://www.fukuchiin.com/
https://travel.rakuten.co.jp/HOTEL/8108/8108.html
https://www.jalan.net/yad322034/
https://www.fumonin.net/
https://travel.rakuten.co.jp/HOTEL/68600/68600.html
http://www.koyasanguesthouse.com/
https://www.ekoin.jp/
https://travel.rakuten.co.jp/HOTEL/13751/13751.html
https://www.jalan.net/yad312274/
http://daimyooin.s601.xrea.com/
https://www.shukubo.net/contents/stay/#ta
https://www.shukubo.net/contents/stay/#ta
https://www.fudouin.or.jp/
https://travel.rakuten.co.jp/HOTEL/107848/107848.html
https://www.jalan.net/yad373614/?screenId=UWW1402&distCd=01&contHideFlg=1&rootCd=04&stayYear=&stayMonth=&stayDay=&stayCount=1&roomCount=1&dateUndecided=1&adultNum=2&roomCrack=200000&childPriceFlg=0&pageListNumArea=1_7&pageListNumYad=33_1_7&yadNo=373614&callbackHistFlg=1
https://www.rurubu.travel/hotel/japan/koya/fudoin
https://www.booking.com/hotel/jp/su-fang-bu-dong-yuan.ja.html?aid=813846;label=yahooja-bookings-naam-ja-1w6eWIuJnbKC5dpBFLbSDg-244967416046;dest_id=-234534;dest_type=city;dist=0;group_adults=2;group_children=0;hapos=1;hpos=1;no_rooms=1;room1=A%2CA;sb_price_type=total;sr_order=popularity;srepoch=1595206905;srpvid=4cfa073c580b0054;type=total;ucfs=1&#hotelTmpl
http://www.annyouin.com/syukuhaku.html
http://travel.rakuten.co.jp/HOTEL/177870/177870.html?scid=we_lne_app_share&cache=
https://www.shukubo.net/contents/stay/#ta
https://www.shukubo.net/contents/stay/#ta
https://hotel.travel.rakuten.co.jp/hinfo/104603/
https://www.jalan.net/yad377166/?contHideFlg=1&PopupMode=window
https://www.booking.com/hotel/jp/jokiin.ja.html
https://hotel.travel.rakuten.co.jp/hinfo/39332/
https://www.jalan.net/yad359186/
https://travel.yahoo.co.jp/dhotel/shisetsu/HT10046713/information/
https://www.shukubo.net/contents/stay/#ta
https://www.hoon-in.com/
https://www.shukubo.net/contents/stay/#ha
http://suzumenokakurembo.com/
https://hachihachikoyasan.wixsite.com/guesthouse?lang=ja
https://www.koya.or.jp/
https://travel.rakuten.co.jp/HOTEL/53353/53353.html
https://www.jalan.net/yad341450/
https://travel.yahoo.co.jp/dhotel/shisetsu/HT10023224/
https://www.shukubo.net/contents/stay/#sa
https://k-kotori.jp/
https://www.happuno-yu.com/katsuragi/
https://travel.rakuten.co.jp/HOTEL/145014
https://www.jalan.net/yad358691/
https://travel.yahoo.co.jp/dhotel/shisetsu/HT10027035/
http://www.rurubu.travel/hotel/japan/koya/katsuragi-onsen-happu-no-yu
https://kahonosato.com/
https://travel.rakuten.co.jp/HOTEL/166128/166128.html
https://www.jalan.net/yad358204/
https://www.riversidebnb.jp/
https://hotel.travel.rakuten.co.jp/hinfo/179402/
https://www.jalan.net/yad349420/
https://travel.rakuten.co.jp/HOTEL/146125/?l-id
https://www.jalan.net/yad335132/
https://www.ikyu.com/00002284/
http://www.kokubuya-wakayama.com/
https://travel.rakuten.co.jp/HOTEL/107717/107717.html
http://www.saimonin.com/
https://travel.rakuten.co.jp/HOTEL/105973/105973.html
https://www.jalan.net/yad322195/?screenId=UWW3001&stayCount=1&yadNo=322195&rootCd=04&dateUndecided=1&roomCount=1&roomCrack=200000&adultNum=2&yadoDetailMode=1&callbackHistFlg=1&smlCd=300302&distCd=01
https://www.jtb.co.jp/kokunai_hotel/htl/6416110/plan/?hotellistsort=recommend&staynight=1&room=1&roomassign=m0f0a0b0c0d0&mapdisp=0&planinfokeywordon=1&tyfilteron=1&area=30&hotelkeyword=%E8%A5%BF%E9%96%80%E9%99%A2&stayplacedisplay=%E5%92%8C%E6%AD%8C%E5%B1%B1%E7%9C%8C&rawareaname=30&temproomassign=0
https://www.kiimiso.co.jp/
https://travel.rakuten.co.jp/HOTEL/137866/137866.html
https://www.jalan.net/yad328734/
https://www.facebook.com/tiisanatane/?fref=ts
http://www.hotelitoh.jp/
http://www.kiikogen.com/
https://www.tripadvisor.jp/Hotel_Review-g1121341-d12405470-Reviews-Sanboin-Koya_cho_Ito_gun_Wakayama_Prefecture_Kinki.html
https://travel.rakuten.co.jp/HOTEL/84804/84804.html?l-id=hotelList_11_84804
https://shojoshinin.jp/
https://travel.rakuten.co.jp/HOTEL/181044/181044.html
https://www.jalan.net/yad338975/
http://www.komyouin.jp/
https://www.jalan.net/yad348935/


宿泊施設　一覧

施設名 電話 自社ＨＰ 楽天 じゃらん Yahooトラベル その他

和歌山プリンスイン海南 073-482-1111 自社ＨＰ

シークィーン海南 073-483-1922 自社ＨＰ 楽天トラベル じゃらん Yahooトラベル

たまゆらの里 073-499-0613 自社ＨＰ 楽天トラベル じゃらん

四季の宿きみの 073-488-2633 自社ＨＰ

美里の湯かじか荘 073-498-0102 自社ＨＰ 楽天トラベル じゃらん Yahooトラベル その他のリンク

有田川温泉　鮎茶屋　ホテルサンシャイン 0737-88-5151 自社ＨＰ じゃらん その他のリンク

民宿　松林 0737-83-3000 自社ＨＰ 楽天トラベル Yahooトラベル

国民宿舎　くろ潮 0737-83-3198 自社ＨＰ 楽天トラベル じゃらん

Testi Mone ARIDA 0737-83-2310 自社ＨＰ

橘家 0737-88-7005 自社ＨＰ 楽天トラベル じゃらん

割烹旅館美よし荘 0737-62-3168 自社ＨＰ じゃらん

紀州湯浅古民家町屋宿泊　千山庵　SenzanAn 0737-65-0300 自社ＨＰ

有限会社シーサイド松宮 0737-62-2670 自社ＨＰ

パートナーズハウスゆあさ 0737-65-3411 自社ＨＰ 楽天トラベル じゃらん

湯浅温泉　湯浅城 0737-63-6688 自社ＨＰ 楽天トラベル じゃらん その他のリンク

すはらシーサイドハウス 0737-63-6550 自社ＨＰ その他のリンク

紀州の隠れ湯　小宿　栖原温泉 0737-62-2198 自社ＨＰ 楽天トラベル じゃらん

二ノ丸温泉 0737-64-1826 自社ＨＰ 楽天トラベル じゃらん

笠松亭 090-8167-7075 自社ＨＰ 楽天トラベル

あさぎり（一財）有田川町ふるさと開発公社 0737-25-0221 自社ＨＰ

古民家の宿やすけ（一財）有田川町ふるさと開発公社 0737-25-1059 自社ＨＰ

古民家の宿左太夫（一財）有田川町ふるさと開発公社 0737-25-1059 自社ＨＰ

レ・アーリしみず（一財）有田川町ふるさと開発公社 0737-25-0221 自社ＨＰ

森のコテージしみず 0737-25-1059 自社ＨＰ

グリーンヒル御坊アネックス 090-7108-9403

グリーンヒル御坊駅前 0738-22-0567 自社ＨＰ 楽天トラベル

白崎シーサイドハイツ白崎荘 0738-65-1007 自社ＨＰ

ストロベリーファーム白崎 0738-65-3120 自社ＨＰ その他のリンク

平佐館 0738-65-1023 自社ＨＰ

久家旅館 0738-66-0536 自社ＨＰ じゃらん

観光旅館　美奈都 0738-66-0052 自社ＨＰ

寺井旅館ハーバービュー 090-2191-6115 楽天トラベル じゃらん

グリーンヒル美浜 0738-23-5001 自社ＨＰ 楽天トラベル じゃらん

海

南

・

有

田

・

日

高

http://www.princeinn-kainan.com/
http://www.sea-queen.jp/
https://travel.rakuten.co.jp/HOTEL/139948/139948.html
https://www.jalan.net/yad348867/plan/
https://travel.yahoo.co.jp/dhotel/shisetsu/HT10056294
https://www.tamayura-sato.com/
https://hotel.travel.rakuten.co.jp/hinfo/173023/
https://www.jalan.net/yad380604/
https://www.facebook.com/sikinoyado.kimino/
https://niunomiyako.com/
https://travel.rakuten.co.jp/HOTEL/31541/31541.html
https://www.jalan.net/yad314300/
https://travel.yahoo.co.jp/dhotel/shisetsu/HT10032811
https://www.rurubu.travel/hotel/japan/kimino/kajikaso
http://www.arida.co.jp/
https://www.jalan.net/yad326648/
https://www.booking.com/hotel/jp/aridagawa-onsen-sunshine.ja.html
https://www.matubayasi.jp/contact/index.html
https://travel.rakuten.co.jp/HOTEL/8409/8409.html
https://travel.yahoo.co.jp/dhotel/shisetsu/HT10042421/?
https://arida-kuroshio.com/
https://hotel.travel.rakuten.co.jp/hinfo/18309/
https://www.jalan.net/yad348460/?contHideFlg=1&PopupMode=window
http://testimone.net/
http://www.tatibanaya.jp/
https://travel.rakuten.co.jp/HOTEL/13426
https://www.jalan.net/yad327424
http://miyoshisou.com/room.php
https://www.jalan.net/yad365155/
https://www.senzanan.com/
https://bso11105.bsj.jp/
http://partnershouse.jp/
https://travel.rakuten.co.jp/HOTEL/106158/106158.html
https://www.jalan.net/yad329512/
http://yuasajyo.jp/
https://travel.rakuten.co.jp/HOTEL/54862/54862.html
https://www.jalan.net/yad344495/?screenId=UWW1402&distCd=01&rootCd=04&stayYear=&stayMonth=&stayDay=&stayCount=1&roomCount=1&dateUndecided=1&adultNum=2&roomCrack=200000&pageListNumArea=1_14&pageListNumYad=32_1_14&yadNo=344495&callbackHistFlg=1
https://www.yukoyuko.net/3073?stay_count=1&room_count=1&adult_count=2
https://www.mizuasobi.jp/
https://www.airbnb.jp/rooms/40903745?location=%E5%92%8C%E6%AD%8C%E5%B1%B1%20%E6%B9%AF%E6%B5%85%E7%94%BA&source_impression_id=p3_1586393607_J4CF4A7UWnyjOO%2FP&guests=1&adults=1
http://suharaonsen.com/
https://travel.rakuten.co.jp/HOTEL/39503/39503.html
https://www.jalan.net/yad347856/
http://ninomaru-onsen.jp/
https://hotel.travel.rakuten.co.jp/hinfo/50108/
https://www.jalan.net/yad398125/
http://ag-w.org/kasamatsu
https://hotel.travel.rakuten.co.jp/hinfo/168406/
http://www.shimizu-onsen.ne.jp/facilities/asagiri.html
http://www.shimizu-onsen.ne.jp/facilities/yasuke.html
http://www.shimizu-onsen.ne.jp/facilities/satayu.html
http://www.shimizu-onsen.ne.jp/facilities/sportspark.html
http://www.shimizu-onsen.ne.jp/facilities/cottage.html
http://g-gobostation.jp/
https://travel.rakuten.co.jp/HOTEL/145334/145334.html
http://www.mpjt.com/
http://www.strawberryfarm.biz/
https://www.rurubu.travel/hotel/japan/yura/strawberry-farm-shirasaki?checkIn=2020-07-04&los=1&adults=2&rooms=1&cid=1839251&searchrequestid=dd7a91de-5e86-4bf2-ab0a-0651fb82c503&travellerType=2
http://www.hirasakan.jp/
http://www.hisaya.biz/
https://www.jalan.net/yad339569/
http://www.minatoryokan.gr.jp/
http://www.naxnet.or.jp/~sanso-ao/
https://travel.rakuten.co.jp/HOTEL/41117/41117.html
https://www.jalan.net/yad342174/
http://g-mihama.jp/
https://hotel.travel.rakuten.co.jp/hinfo/18479/
https://www.jalan.net/yad301155/?contHideFlg=1&PopupMode=window


宿泊施設　一覧

施設名 電話 自社ＨＰ 楽天 じゃらん Yahooトラベル その他

Guest house & Bar ダイヤモンドヘッド 0738-20-4938 自社ＨＰ

ゲストハウス　遊心庵 0738-20-9015 自社ＨＰ 楽天トラベル

ゲストハウスガーデン美浜 090-7108-9403 自社ＨＰ

ゲストハウス・コーストカフェ楽 0738-64-2659 自社ＨＰ 楽天トラベル

料理宿　橋本荘 0738-64-2157 自社ＨＰ

岬旅館 0738-64-2975 自社ＨＰ

かわべ温泉　お宿　喜作 0738-52-0988 自社ＨＰ

レオグラードゴルフクラブ 0738-55-0810 自社ＨＰ

MARINE-Q 0738-42-7775 自社ＨＰ

今又旅館 0738-42-0015 自社ＨＰ

国民宿舎 紀州路みなべ 0739-72-3939 自社ＨＰ

Hotel＆Resorts WAKAYAMA-MINABE 0739-72-5500 自社ＨＰ 楽天トラベル じゃらん その他のリンク

鶴の湯温泉 0739-75-2180 自社ＨＰ 楽天トラベル じゃらん

ゲストハウスもらいもん 050-3555-1450 自社HP

ふるいちオートキャンプ場 073-499-0012

紀州みなべ温泉料理宿 朝日楼 0739-72-5000 自社ＨＰ 楽天トラベル

カワバタファーム 090-3722-3985 自社HP

波満の家 0738-64-2024 自社HP

ビジネスホテル百寿 0738-24-9311 自社Hp

料理旅館　辻井 0738-43-0201 自社HP

ビジネスホテルとっぷイン神楽野 0737-52-7700 自社HP

ロカンダ コンカドーロ 0738-70-0380

うたたねびより 090-1154-3415

ロカンダ コンカロード 0738-70-0380 自社HP

鐡馬厩舎・農家民泊　北峰山杌庵 073-495-3855 自社HP

ビジネスホテルフォレストイン御坊 0738-32-3111 自社HP 楽天トラベル じゃらん その他のリンク その他のリンク

観光旅館 喜久家 073-492-0068 楽天トラベル

海の隠れ宿OHANA 0738-52-7999 自社HP

釣楽荘 0738-66-0217

海

南

・

有

田

・

日

高

海

南

・

有

田

・

日

高

https://www.facebook.com/guesthousebardiamondhead/
http://www.americamura.wakayama.jp/
https://hotel.travel.rakuten.co.jp/hinfo/177804/
https://www.guesthousemihama.jp/
https://coast-cafe-gaku.p-kit.com/page435100.html
https://travel.rakuten.co.jp/HOTEL/171987/171987.html
http://wakayama-kue.com/
http://www.mjnet.ne.jp/misaki/
https://oyadokisaku.com/
http://www.leograd.jp/
https://marine-q.com/
http://imamata.jp/
http://kishuji-minabe.jp/
https://www.daiwaresort.jp/minabe/
https://travel.rakuten.co.jp/HOTEL/9235/
https://www.jalan.net/yad305526/plan/?screenId=UWW3001&yadNo=305526&stayMonth=&stayYear=&stayDay=&maxPrice=999999&rootCd=7701&dateUndecided=1&contHideFlg=1&minPrice=0&callbackHistFlg=1&smlCd=300802&distCd=01&ccnt=yads2%0a
https://www.rurubu.travel/hotel/japan/minabe/hotel-resorts-wakayama-minabe?cid=1839251
http://tsurunoyuonsen.jp/
https://hotel.travel.rakuten.co.jp/hinfo/148934/
https://www.jalan.net/yad368026/?contHideFlg=1&PopupMode=window
https://moraimon.jp/
https://asahiro.com/
https://travel.rakuten.co.jp/HOTEL/145306/145306.html
https://gerafamily.com/
http://www2.w-shokokai.or.jp/hidaka/hamanoya.htm
https://hotelyujyu.com/
http://www.tsujii-ryokan.com/
http://kagurano.m2.valueserver.jp/
https://www.locanda-concadoro.com/
https://www.facebook.com/riderhouse.kitamineyama.gotsuan
https://www.forest-inn-gobo.com/
https://travel.rakuten.co.jp/HOTEL/5492/5492.html
https://www.jalan.net/yad389865/
https://www.rurubu.travel/hotel/japan/gobo/forest-inn-gobo?cid=1839115
https://www.jtb.co.jp/kokunai-hotel/htl/6427A03/plan/
https://travel.rakuten.co.jp/HOTEL/8833/8833.html
https://kakurega-ohana.jp/


宿泊施設　一覧

施設名 電話 自社ＨＰ 楽天 じゃらん Yahooトラベル その他

Guest house MUI 080-6700-1617

民宿　ちかつゆ 0739-65-0617

紺屋町家 0739-25-8230 自社ＨＰ

ホテルハーヴェスト 南紀田辺 0739-25-6106 自社HP 楽天トラベル じゃらん

ゲストハウス Tao  泊まれる梅農家 080-1508-0713 自社ＨＰ

秋津野ガルテン 0739-35-1199 自社ＨＰ

ビジネスホテル田辺サンシャイン 0739-25-3719 楽天トラベル じゃらん Yahooトラベル

かんぽの宿　紀伊田辺 0739-24-2900 楽天トラベル じゃらん Yahooトラベル

ホテルＮＡＮＫＡＩＲＯ 0739-22-0730

ちかつゆ　櫻の園　別館　山櫻 090-9625-0402

料理旅館　萬屋 0739-79-0026

下御殿 0739-79-0007 自社ＨＰ

大塔青少年旅行村 0739-48-8153 自社ＨＰ

鮎川山荘 0739-48-0086 自社ＨＰ

季楽里龍神 0739-79-0331 楽天トラベル じゃらん Yahooトラベル

民宿　せせらぎ 0739-79-0158 じゃらん

まごころの宿　丸井旅館 0739-78-0018 自社ＨＰ 楽天トラベル じゃらん

農家民泊　もんぺとくわ 0739-78-2124 自社ＨＰ 楽天トラベル

美人亭 0739-79-0777 自社ＨＰ

民宿たつのや 090-8231-5623

リヴァージュ・スパ ひきがわ 0739-52-2370 自社ＨＰ 楽天トラベル じゃらん Yahooトラベル その他のリンク

XYZ Private spa and Seaside Resort 0739-46-0333 自社ＨＰ 楽天トラベル じゃらん

湯治のできる宿しらさぎ 0739-46-0321 自社ＨＰ 楽天トラベル じゃらん

アレーズド・バレＳＨＩＲＡＨＡＭＡ 0739-42-3291 自社ＨＰ

ブランシェット南紀白浜 0739-43-2100 自社ＨＰ 楽天トラベル じゃらん

とれとれヴィレッジ 0739-42-1100 自社ＨＰ 楽天トラベル じゃらん

パンダヴィレッジ 0739-42-2200 自社ＨＰ 楽天トラベル じゃらん

クリスタルヴィラ白浜 0739-34-3261 自社ＨＰ その他

南紀白浜　貸別荘　和み(なごみ) 0739-43-0489 楽天トラベル

民宿しおさい 0739-43-2722 楽天トラベル

まん泊リゾート株式会社 0739-43-0489 自社ＨＰ

紀州・白浜温泉　むさし 0739-33-7076 自社ＨＰ 楽天トラベル じゃらん Yahooトラベル

白良荘グランドホテル 0739-43-0100 自社ＨＰ 楽天トラベル じゃらん Yahooトラベル その他のリンク

アクアリゾートラハイナ　白浜 0739-82-2000 自社ＨＰ

湯快リゾートプレミアム　白浜彩朝楽 0570-550-078 自社HP 楽天トラベル じゃらん Yahooトラベル その他のリンク

ホテル川久 0739-42-3322 楽天トラベル じゃらん Yahooトラベル

白浜古賀の井リゾート＆スパ 0739-43-6000 自社ＨＰ 楽天トラベル じゃらん Yahooトラベル

クアハウス白浜 0739-42-4175 自社ＨＰ 楽天トラベル じゃらん Yahooトラベル

ホテル　三楽荘 0739-43-1111 自社ＨＰ 楽天トラベル じゃらん

白

浜

・

田

辺

https://www.konyamachiya.com/
https://www.resorthotels109.com/nankitanabe/
https://hotel.travel.rakuten.co.jp/hinfo/40790/
https://www.jalan.net/yad382392/?screenId=UWW3001&stayCount=1&yadNo=382392&rootCd=7701&dateUndecided=1&roomCount=1&roomCrack=200000&adultNum=2&contHideFlg=1&yadoDetailMode=1&callbackHistFlg=1&smlCd=300802&distCd=01
https://0713tao.localinfo.jp/
https://agarten.jp/
https://hotel.travel.rakuten.co.jp/hotelinfo/plan/8962
https://www.jalan.net/yad337475/
https://travel.yahoo.co.jp/dhotel/shisetsu/HT10022931/
https://travel.rakuten.co.jp/HOTEL/43912/43912.html
https://www.jalan.net/yad354936/?contHideFlg=1&stayDay=22&processId=&maxPrice=999999&dateUndecided=1&rootCd=7701&stayMonth=07&screenId=UWW2011&ntaLinkFlg=1&jalLinkFlg=1&callbackHistFlg=1&anaLinkFlg=1&stayYear=2020&encodedKeyword=%82%A9%82%F1%82%DB%82%CC%8F%68%8B%49%88%C9%93%63%95%D3&showSpFooterFlg=0&sumPntRate=2&kekakuStatus=0&keyword=????????????????&loginChk=&pointIconDisplayFlg=1&hitOverFlg=0&dayNum=1&pageListNumYadFw=1_1_1&taxType=1&minPrice=0
https://travel.yahoo.co.jp/dhotel/shisetsu/HT10026455
https://shirahama-stay.com/
http://www.oto-ryokomura.com/
https://ayukawasansou.jp/
https://travel.rakuten.co.jp/HOTEL/43782/?s_kwcid=paidsearch&gclid=CMb8k4_XjOoCFQsCvAod02QMsQ&gclsrc=ds
https://www.jalan.net/yad393520/
https://travel.yahoo.co.jp/dhotel/shisetsu/HT10014338/?yclid=YSS.1000115122.EAIaIQobChMIx5S459eM6gIVFj5gCh1vIQvREAAYASAAEgIgqvD_BwE&sc_i=rspot_tgt_shname
https://www.jalan.net/yad311600/?yadNo=311600&convertedFlg=1
https://ryujin-marui.com/
https://hotel.travel.rakuten.co.jp/hinfo/76819/
https://www.jalan.net/yad322058/?contHideFlg=1&PopupMode=window
https://monpetokuwa.com/
https://travel.rakuten.co.jp/HOTEL/177038/177038.html
https://ryubijin.com/
https://www.rivage-spa-hikigawa.jp/
https://travel.rakuten.co.jp/HOTEL/147017/147017.html
https://www.jalan.net/yad336904/
https://travel.yahoo.co.jp/dhotel/shisetsu/HT10020745/
https://www.ikyu.com/caz/00030504/
https://xyzresort.xyz/
https://travel.rakuten.co.jp/HOTEL/164475/164475.html
https://www.jalan.net/yad337420/
http://www.tsubaki-shirasagi.jp/
https://travel.rakuten.co.jp/HOTEL/19741/%3fl-id=top_C_history
https://www.jalan.net/yad356442/?contHideFlg=1&stayDay=23&processId=&maxPrice=999999&dateUndecided=1&rootCd=7701&stayMonth=06&screenId=UWW2011&ntaLinkFlg=1&jalLinkFlg=1&callbackHistFlg=1&anaLinkFlg=1&stayYear=2020&encodedKeyword=%82%B5%82%E7%82%B3%82%AC&showSpFooterFlg=0&sumPntRate=2&kekakuStatus=0&keyword=??????&loginChk=&pointIconDisplayFlg=1&hitOverFlg=0&dayNum=1&pageListNumYadFw=24_1_4&taxType=1&minPrice=0
http://www.baleshirahama.com/
https://blanchette-ns.com/
https://travel.rakuten.co.jp/HOTEL/173022/173022.html
https://www.jalan.net/yad300070/
https://toretore.com/village
https://travel.rakuten.co.jp/HOTEL/44126/
https://www.jalan.net/yad325027/
https://toretore.com/panda
https://travel.rakuten.co.jp/HOTEL/153477/
https://www.jalan.net/yad351014/
https://crystalvilla.jp/shirahama/
https://www.ikyu.com/vacation/00050738/?ppc=2
https://travel.rakuten.co.jp/HOTEL/164765/164765.html
https://travel.rakuten.co.jp/HOTEL/14168/14168.html
https://shirahama-stay.com/
http://www.yado-musashi.co.jp/
https://jpn01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fhotel.travel.rakuten.co.jp%2Fhotelinfo%2Fplan%2F19739%3Ff_teikei%3D%26f_heya_su%3D1%26f_otona_su%3D1%26f_s1%3D0%26f_s2%3D0%26f_y1%3D0%26f_y2%3D0%26f_y3%3D0%26f_y4%3D0%26f_kin%3D%26f_kin2%3D%26f_squeezes%3D%26f_tscm_flg%3D%26f_tel%3D%26f_static%3D1&amp;data=01%7C01%7Crefresh2020%40jtb.com%7C840df8e57cb64b692d8708d824aeb407%7Ccea04946421d42f9854101db3469d389%7C0&amp;sdata=%2Bcgp2JAl%2Br%2Fk3XSKJYFfuKF5uSdPp54bHs9VcDKkjDc%3D&amp;reserved=0
https://jpn01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.jalan.net%2Fyad351500%2F%3FcontHideFlg%3D1%26stayDay%3D%26stayCount%3D1%26roomTypeCd%3D0058436%26yadoDetailMode%3D1%26dateUndecided%3D1%26rootCd%3D04%26stayMonth%3D%26screenId%3DUWW3101%26roomCount%3D1%26callbackHistFlg%3D1%26stayYear%3D%26distCd%3D01%26adultNum%3D2&amp;data=01%7C01%7Crefresh2020%40jtb.com%7C840df8e57cb64b692d8708d824aeb407%7Ccea04946421d42f9854101db3469d389%7C0&amp;sdata=Sg5OrZ09NknswqUErvwv6vayi8Ce1fVketiH%2BgkX6cs%3D&amp;reserved=0
https://jpn01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftravel.yahoo.co.jp%2Fdhotel%2Fshisetsu%2FHT10011577%2F%3Fincrement_start_flg%3D%26decrement_start_flg%3D%26is_new_redspot%3Dtrue&amp;data=01%7C01%7Crefresh2020%40jtb.com%7C840df8e57cb64b692d8708d824aeb407%7Ccea04946421d42f9854101db3469d389%7C0&amp;sdata=EsOSrJbGkh4YBcI2IwkrjR5cqQ0GHfyWaB5eJGF3BsQ%3D&amp;reserved=0
http://www.shiraraso.co.jp/
https://travel.rakuten.co.jp/HOTEL/2909/
https://www.jalan.net/yad318446/
https://travel.yahoo.co.jp/00000955/
https://www.rurubu.travel/hotel/japan/shirahama/shiraraso-grand-hotel?cid=1839115
https://www.umi-lahaina.com/
https://yukai-r.jp/shirahama-saichoraku/
https://travel.rakuten.co.jp/HOTEL/158824/
https://www.jalan.net/yad367264/
https://travel.yahoo.co.jp/dhotel/shisetsu/HT10043739/
https://www.rurubu.travel/hotel/japan/shirahama/yukai-resort-shirahama-saichoraku
https://hotel.travel.rakuten.co.jp/hotelinfo/plan/14111
https://www.jalan.net/yad321757
https://travel.yahoo.co.jp/dhotel/shisetsu/HT10020281/?facet_flg=1&dcbpt=1
http://www.coganoi.jp/?gclid=CjwKCAjw57b3BRBlEiwA1ImytvV9gUDyMElOgOw6Ikoiuv1klxZQA9C0owBH1Gv4v2bAqOfp5lWxDBoCUkQQAvD_BwE
https://travel.rakuten.co.jp/HOTEL/18253/18253.html
https://www.jalan.net/yad311587/?screenId=UWW1402&distCd=01&rootCd=04&stayYear=&stayMonth=&stayDay=&stayCount=1&roomCount=1&dateUndecided=1&adultNum=2&roomCrack=200000&smlCd=300802&pageListNumArea=1_2&pageListNumYad=105_1_2&yadNo=311587&callbackHistFlg=1
https://travel.yahoo.co.jp/dhotel/shisetsu/HT10019718/?
http://kurhouse-shirahama.or.jp/
https://travel.rakuten.co.jp/HOTEL/9288/9288.html
https://www.jalan.net/yad328392/
https://travel.yahoo.co.jp/dhotel/search/area/l/3004/?lcd=3004&qry=%E3%82%AF%E3%82%A2%E3%83%8F%E3%82%A6%E3%82%B9%E7%99%BD%E6%B5%9C&ofs=1
https://www.sanrakuso.co.jp/
https://hotel.travel.rakuten.co.jp/hinfo/8226/
https://s.jalan.net/3ax6gtJ


宿泊施設　一覧

施設名 電話 自社ＨＰ 楽天 じゃらん Yahooトラベル その他

民宿さきのや 0739-43-1582 自社ＨＰ 楽天トラベル じゃらん

THE HOTEL しらはま温泉 0739-43-3322 楽天トラベル じゃらん

紀州の宿　白砂 0739-43-1811

Olu'ka Hale FOREST 0739-33-7386 自社ＨＰ

源泉かけ流し湯宿　長生庵 0739-33-9020

南紀白浜マリオットホテル 0739-43-2600 自社HP 楽天トラベル じゃらん その他

リゾートライフ灯りや 0739-43-3588 楽天トラベル じゃらん その他

おんせん民宿　望海 0739-42-2673 自社ＨＰ 楽天トラベル じゃらん Yahooトラベル

民宿　風車 0739-42-4498 自社ＨＰ

ホテル　天山閣　海ゆぅ庭 0739-43-1000 自社ＨＰ 楽天トラベル じゃらん Yahooトラベル

INFINITO HOTEL&SPA 南紀白浜 0739-42-2733 自社ＨＰ 楽天トラベル じゃらん Yahooトラベル その他のリンク

甘露の湯のお宿　むろべ 0739ｰ42ｰ3300 自社ＨＰ

家族とすごす白浜の宿　柳屋 0739-42-3360 楽天トラベル じゃらん その他のリンク

SHIRAHAMA KEY TERRACEホテルシーモア 0739-43-1000 自社ＨＰ 楽天トラベル じゃらん Yahooトラベル その他のリンク

ザ　グランリゾート　エレガンテ白浜　 0739-43-2351 自社ＨＰ

SEAMORE RESIDENCE 0739-43-1000 自社ＨＰ 楽天トラベル じゃらん Yahooトラベル

浜千鳥の湯　海舟 0739-82-2220 自社ＨＰ 楽天トラベル じゃらん Yahooトラベル

湯快リゾートプレミアム　ホテル千畳 0570-550-078　 自社ＨＰ 楽天トラベル じゃらん Yahooトラベル その他のリンク

ＫＫＲ白浜美浜荘 0739-42-3383 自社ＨＰ

沖縄民宿かりゆし本館 0739-33-7108 自社ＨＰ 楽天トラベル じゃらん

白浜の宿　醍醐 0739-34-8001 自社ＨＰ 楽天トラベル じゃらん Yahooトラベル

白浜館（HOTEL　SHIRAHAMAKAN) 0739-43-1000 自社ＨＰ 楽天トラベル じゃらん Yahooトラベル

新錦ホテル 0739-34-2281 自社ＨＰ じゃらん

シーサイドペンションプチ白浜 0739-34-3212 自社ＨＰ 楽天トラベル じゃらん

ホテル花飾璃 0739-43-5855 自社ＨＰ 楽天トラベル じゃらん

浜木綿くろしお山荘 0739-42-3555 楽天トラベル じゃらん

南紀白浜温泉　民宿Aコース 0739-42-3680 楽天トラベル Yahooトラベル その他

Ｈａｃｋｂｅｒｒｙ　Ｈｅｉｍ　ＥＩＩＲＡ 0739-20-5293

ゲストハウス三軒家 0739-34-2394 自社HP

湯快リゾートプレミアム　白浜御苑 0570-550-078 自社HP 楽天トラベル じゃらん Yahooトラベル その他のリンク

ハックベリーハイム口熊野 0739-34-3410

南紀白浜ゴルフ倶楽部／南紀白浜リゾートホテル 0739-47-1230 自社ＨＰ 楽天トラベル じゃらん Yahooトラベル

オーベルジュ　サウステラス 0739-42-4555 自社ＨＰ 楽天トラベル じゃらん その他のリンク

エクシブ白浜アネックス 0739-43-0101

民宿アイス 0739-42-2885 楽天トラベル じゃらん

0739-43-7464 自社HP 楽天トラベル じゃらん その他のリンク

0739-43-0056 自社HP

ホテルサンリゾート白浜 0739-82-2391

guest house IRIEYADO 0739-33-7393 自社ＨＰ

四季の郷遊楽　天空のリゾート四季

四季の里遊楽　SIOSAITERRACE
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http://sakinoya.net/
https://travel.rakuten.co.jp/HOTEL/67255/67255.html?s_kwcid=paidsearch&k_clickid=b7e278ac-6a71-4d5f-96b7-e6a829db61a3
https://www.jalan.net/yad399678/
https://hotel.travel.rakuten.co.jp/hinfo/75230/
https://www.jalan.net/yad343432/?contHideFlg=1&PopupMode=window
https://forest-olukahale.com/
https://www.shirahama-marriott.com/
https://hotel.travel.rakuten.co.jp/hinfo/160834/
https://www.jalan.net/yad320772/
https://www.ikyu.com/00002411/?si=1
https://travel.rakuten.co.jp/HOTEL/144560/144560.html
https://www.jalan.net/yad364416/
https://www.rurubu.travel/hotel/japan/shirahama/hotel-akariya?cid=1839115
http://www.boukai.jp/new/
https://travel.rakuten.co.jp/HOTEL/50787/50787.html
https://www.jalan.net/yad380391/
https://travel.yahoo.co.jp/dhotel/shisetsu/HT10014380/information/
http://www5e.biglobe.ne.jp/~fusya/
http://kaiyutei.jp/
https://travel.rakuten.co.jp/HOTEL/31539/31539.html
https://www.jalan.net/yad324358/?screenId=UWW1402&distCd
https://travel.yahoo.co.jp/dhotel/shisetsu/HT10010074
https://hotel-infinito.co.jp/
https://hotel.travel.rakuten.co.jp/hotelinfo/plan/158742?f_teikei=&f_heya_su=&f_otona_su=&f_s1=&f_s2=&f_y1=&f_y2=&f_y3=&f_y4=&f_kin=&f_kin2=&f_squeezes=&f_tscm_flg=&f_tel=&f_static=1
https://www.jalan.net/yad361530/plan/?screenId=UWW3001&yadNo=361530&smlCd=300802&distCd=01&ccnt=yads2
https://travel.yahoo.co.jp/dhotel/shisetsu/HT10011759/
https://www.ikyu.com/00002384/
http://www.murobe.jp/
https://travel.rakuten.co.jp/HOTEL/9133/9133.html
https://www.jalan.net/yad364545/
https://www.ikyu.com/caz/00030123/
http://www.keyterrace.co.jp/
https://travel.rakuten.co.jp/HOTEL/166965/166965.html
https://www.jalan.net/yad348385/?screenId=UWW1402&distCd
https://travel.yahoo.co.jp/dhotel/shisetsu/HT10020112/?
https://www.ikyu.com/00001112/?st=1&lc=1&rc=1&ppc=2
http://www.granresort.jp/gr-member/hotel/shirahama/
https://seamore-residence.com/
https://travel.rakuten.co.jp/HOTEL/173031/173031.html
https://www.jalan.net/yad335570/?screenId=UWW1402&distCd
https://travel.yahoo.co.jp/dhotel/shisetsu/HT10056669
https://www.hotespa.net/hotels/kaisyu/
https://travel.rakuten.co.jp/HOTEL/68224/68224.html
https://www.jalan.net/yad381160/
https://travel.yahoo.co.jp/dhotel/shisetsu/HT10019546/?
https://yukai-r.jp/senjo/
https://travel.rakuten.co.jp/HOTEL/107900/
https://www.jalan.net/yad368406/
https://travel.yahoo.co.jp/dhotel/shisetsu/HT10021937/
https://www.rurubu.travel/hotel/japan/shirahama/yukai-resort-hotel-senjo
http://www.kkrshirahama.com/
http://ky-co.jp/
https://travel.rakuten.co.jp/HOTEL/143241/143241.html
https://www.jalan.net/yad381371/
https://www.shirahama-daigo.jp/
https://travel.rakuten.co.jp/HOTEL/182368/182368.html
https://www.jalan.net/yad323292/?screenId=UWW3001&yadNo=323292&maxPrice=999999&rootCd=7701&dateUndecided=1&roomCount=1&roomCrack=000000&contHideFlg=1&minPrice=0&yadoDetailMode=1&callbackHistFlg=1&smlCd=300802&distCd=01
https://travel.yahoo.co.jp/dhotel/shisetsu/HT10063801/information?dcbpt=1
http://shirahamakan.com/
https://travel.rakuten.co.jp/HOTEL/31661/31661.html
https://www.jalan.net/yad316935/?screenId=UWW1402&distCd
https://travel.yahoo.co.jp/dhotel/shisetsu/HT10009310/?increment_start_flg=&decrement_start_flg=&is_new_redspot=true
https://shinnishikihotel.com/
https://www.jalan.net/yad307176/
http://ps-co.jp/
https://travel.rakuten.co.jp/HOTEL/111258/111258.html
https://www.jalan.net/yad377920/
https://hana-shirahama.com/
https://travel.rakuten.co.jp/HOTEL/51765/51765_onsen.html
https://www.jalan.net/yad393117
https://travel.rakuten.co.jp/HOTEL/145472/145472.html
https://www.jalan.net/yad346620/?yadNo=346620&converedFlg=1
https://hotel.travel.rakuten.co.jp/hotelinfo/plan/8113
https://travel.yahoo.co.jp/dhotel/shisetsu/HT10011263?dcbpt=1
http://www.yukoyuko.net/8406/plan
https://www.sangen-ya.com/
https://yukai-r.jp/shirahamagyoen/
https://travel.rakuten.co.jp/HOTEL/69377/
https://www.jalan.net/yad341648/
https://travel.yahoo.co.jp/dhotel/shisetsu/HT10020883/
https://www.rurubu.travel/hotel/japan/shirahama/yukai-resort-shirahama-gyoen
https://nankishirahama-golfclub.com/
https://hotel.travel.rakuten.co.jp/hinfo/20406/
https://www.jalan.net/yad341072/
https://travel.yahoo.co.jp/dhotel/shisetsu/HT10014354/information/
https://www.chillnn.com/17877c957df115/plan#hotelMenu
https://travel.rakuten.co.jp/HOTEL/142737/142737.html
https://www.jalan.net/yad350184/
https://www.ikyu.com/00001920/
https://travel.rakuten.co.jp/HOTEL/17942/17942.html
https://www.jalan.net/yad314170/
https://shikinosato-yuraku.net/
https://travel.rakuten.co.jp/HOTEL/145348/145348.html
https://www.jalan.net/yad338615/?contHideFlg=1&stayDay=30&processId=&maxPrice=999999&dateUndecided=1&rootCd=7701&stayMonth=04&screenId=UWW2011&ntaLinkFlg=1&jalLinkFlg=1&callbackHistFlg=1&anaLinkFlg=1&stayYear=2019&encodedKeyword=%8E%6C%8B%47%82%CC%8B%BD%81%40%97%56%8A%79&showSpFooterFlg=0&sumPntRate=2&kekakuStatus=0&keyword=?????????????&loginChk=&pointIconDisplayFlg=1&hitOverFlg=0&dayNum=1&pageListNumYadFw=2_1_1&taxType=1&minPrice=0
https://reserve.489ban.net/client/shiosai-terrace/0/plan
https://shiosai-terrace.com/
https://www.irieshirahama.com/


宿泊施設　一覧

施設名 電話 自社ＨＰ 楽天 じゃらん Yahooトラベル その他

料理民宿　浜ぼう 0739-43-5467 自社ＨＰ

犬御殿 0739-43-0540 自社ＨＰ

美酒の宿　松風 0739-43-3032 じゃらん その他のリンク

料理民宿　あづまや 0739-42-3493

紀望館 0739-47-4192

有軒屋旅館 0739-79-0013 自社ＨＰ 楽天トラベル じゃらん

ペンションポケット 0739-43-5626 楽天トラベル その他

アルティエホテル紀伊田辺 0739-81-1111 自社HP 楽天トラベル じゃらん

農家民泊　未来農園 090-3493-4187 自社HP

MUYA 090-5158-8645 自社HP

近露そら 090-5555-4852 自社HP

霧の郷たかはら 0739-64-1900 自社HP

南紀白浜Inn 090-9043-1981 自社HP

グランパスinn白浜 0739-42-2102 自社HP

グランパスSea 0739-82-3578 自社HP

熊野古道　長野ゲストハウス 080-1324-6979

SAMPARK（サンパルコ） 090-8936-3974 自社HP

ログハウス木輪 0739-43-3920

XYZ スペチアーレ 0739-33-2223 自社HP 楽天トラベル じゃらん

南紀白浜リゾートホテル古賀浦別邸 0739-43-2188 自社HP

愛和荘 090-7352-4487 自社HP

ゲストハウスあがえ 090-9541-0507 自社HP

一棟貸し宿　小家御殿 080-4972-3760 自社HP

素泊り土佐屋 0739-42-2512 自社HP

ホステルのアサ 0739-42-2245 自社HP

ゲストリビングMu南紀白浜 0739-34-2466 自社HP

パークサイドホテル 0739-26-1700 自社HP

ゲストハウス　マリンブルー 0739-33-7789 自社HP

白浜ゲストハウス冨士荘 0739-42-2431

熊野古道古民家宿HAGI 070-5371-2044 自社HP

ゲストハウスしらはま 090-2355-0974

KumanoWineryGuestHouse 080-8511-6450

SEN.RETREAT TAKAHARA 0739-64-0556 自社HP

民宿inn白浜駅の宿 06-6777-3336

民宿inn海の宿 06-6777-3336

時空間　～泉～ 090-5670-4616 楽天トラベル その他のリンク

和風ペンション朱紅蘭 0739-43-8972 自社HP 楽天トラベル じゃらん

里山暮らしを遊ぶ宿 のこのこ 090-8454-7022 自社HP その他のリンク

時空間　～巡～ 080-1515-0022 楽天トラベル その他のリンク
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http://www.shirahama-hamabo.sakura.ne.jp/
http://inugoten.jp/
https://www.jalan.net/yad374088/?contHideFlg=1&PopupMode=window
https://www.rurubu.travel/hotel/japan/shirahama/matsukaze
https://www.mountaintrad.co.jp/~arinokiya/
https://travel.rakuten.co.jp/HOTEL/107711
https://www.jalan.net/yad360270
https://travel.rakuten.co.jp/HOTEL/14271/14271.html
https://www.booking.com/hotel/jp/minshuku-sumiya.ja.html
https://www.altierhotel.com/
https://travel.rakuten.co.jp/HOTEL/18452/18452.html
https://www.jalan.net/yad328389/
http://mirainoen.net/?mode=f10
http://muya.shop/
https://chikatsuyu-sora.jp/
https://kirinosato-takahara.com/
https://www.sanbashi.info/
http://www.grampus.biz/
http://grampus-sea.com/
https://www.instagram.com/sampark3331/
https://xyz-speciale.xyz/
https://travel.rakuten.co.jp/HOTEL/182811/182811.html
https://www.jalan.net/yad355375/
https://kogaurabettei.com/
https://www.aiwaso.jp/
https://guest-house-agae.business.site/?utm_source=gmb&utm_medium=referral
https://peraichi.com/landing_pages/view/oiegoten
https://sudomaritosaya.com/
https://hostel-no-asa.com/
https://mu-hostel.com/
http://www.aikis.or.jp/~parkside/
https://marine-blue.fun/
http://kumanokodo-hagi.com/
https://sen-retreat.com/takahara/
https://travel.rakuten.co.jp/HOTEL/183571/183571.html
https://www.booking.com/hotel/jp/shi-kong-jian-quan-bai-bang-zui-gao-yuan-quan-gan-lu-notang.ja.html
https://www.shukkuran.com/
https://travel.rakuten.co.jp/HOTEL/43722/43722.html
https://www.jalan.net/yad322446/
https://indoor-lodging-3125.business.site/
https://www.kumano-travel.com/ja/accommodations/guest-house-noko-noko
https://travel.rakuten.co.jp/HOTEL/180351/180351.html
https://www.airbnb.jp/rooms/37609467?source_impression_id=p3_1648028372_fh0LG%2FutT4xOrMM0


宿泊施設　一覧

施設名 電話 自社ＨＰ 楽天 じゃらん Yahooトラベル その他

SEN.RETREAT CHIKATSUYU 0739-65-0227 自社HP

南紀白浜　和みの湯　花鳥風月 073-943-0010 楽天トラベル じゃらん その他のリンク

クリスタルエグゼ南紀白浜１ 0120-150-430 自社HP

クリスタルエグゼ南紀白浜２ 0120-150-640 自社HP

クリスタル別荘白浜 0120-150-430 自社HP

In the Outdoor白浜志原海岸 0739-34-3311 自社HP じゃらん

白浜温泉 紀州半島 0739-34-3036 楽天トラベル じゃらん その他のリンク その他のリンク

民宿 立石 0735-42-0266 自社HP じゃらん

Ocean House Shirahama 0739-43-1622 じゃらん

紀之屋 新屋敷 0739-33-9342 自社HP 楽天トラベル じゃらん

アイリスパーク女神の湯 0739-65-0410 自社HP 楽天トラベル じゃらん

旅館さかい 0739-79-0577 自社HP 楽天トラベル じゃらん

民宿　ことぶき 0739-43-2916 自社HP 楽天トラベル その他のリンク

An Eland グランドリーム和歌山白浜 0739-42-3331 自社HP

ホテル ルアンドン白浜 0739-43-3477 自社HP 楽天トラベル じゃらん

秘境カフェ権現平 0739-33-9643 自社HP

https://sen-retreat.com/stay/chikatsuyu/
https://travel.rakuten.co.jp/HOTEL/183409/183409.html
https://www.jalan.net/yad351872/
https://www.jtb.co.jp/kokunai-hotel/htl/6506053/plan/
https://resortlife.co.jp/ce-shirahama1/
https://resortlife.co.jp/ce-shirahama2/
https://resortlife.co.jp/resort/shirahama-bessou/
https://intheoutdoor.co.jp/
https://www.jalan.net/yad333258/
https://travel.rakuten.co.jp/HOTEL/151092/151092.html
https://www.jalan.net/yad333258/
https://www.rurubu.travel/hotel/japan/shirahama/shirahama-onsen-ryokan-ryuhoen?cid=1839115
https://www.jtb.co.jp/kokunai-hotel/htl/6506A69/plan/
https://kawayu-tateishi.net/
https://www.jalan.net/yad313215/
https://www.jalan.net/yad349964/?screenId=UWW3101&yadNo=349964&distCd=01&yadoDetailMode=1&stayYear=&stayMonth=&stayDay=&dateUndecided=1&roomCount=1&roomCrack=200000
https://kinoyado.jp/
https://travel.rakuten.co.jp/HOTEL/177540/177540.html
https://www.jalan.net/yad369833/
https://irispark.jp/
https://travel.rakuten.co.jp/HOTEL/76452/76452.html
https://www.jalan.net/yad333626/
http://www.ryokan-sakai.com/
https://travel.rakuten.co.jp/HOTEL/14914/14914.html
https://www.jalan.net/yad338525/
http://minsyukukotobuki.world.coocan.jp/
https://travel.rakuten.co.jp/HOTEL/8143/8143.html
https://www.rurubu.travel/hotel/japan/shirahama/minshuku-kotobuki?cid=1839115
https://www.wakayama-glamping.com/
http://www.luandon-sh.com/
https://travel.rakuten.co.jp/HOTEL/84885/84885.html
https://www.jalan.net/yad375294/
https://gongendaira.com/


宿泊施設　一覧

施設名 電話 自社ＨＰ 楽天 じゃらん Yahooトラベル その他

温泉民宿　小阪屋 0735-52-0335 自社ＨＰ 楽天トラベル じゃらん

サイクリストのための素敵なお宿 080-1425-3600

美滝山荘 0735-55-0745 自社ＨＰ 楽天トラベル じゃらん

ホテル　なぎさや 0735-52-0015 自社ＨＰ 楽天トラベル

湯快リゾートプレミアム　越之湯 0570-550-078 自社ＨＰ 楽天トラベル じゃらん Yahooトラベル その他のリンク

民宿　こいで 0735-52-0642 自社ＨＰ 楽天トラベル じゃらん その他のリンク

サンライズ勝浦 0735-52-3030 楽天トラベル じゃらん

ＭａｒｕＨｏｕｓｅ 070-4104-1502

民宿　亀の井 0735-52-0642 自社ＨＰ 楽天トラベル じゃらん その他のリンク

Hotel & Renta Car 660 0735-52-0171 楽天トラベル じゃらん

民宿わかたけ 0735-52-0155 自社ＨＰ 楽天トラベル じゃらん Yahooトラベル

お宿はな 0735-52-0562 楽天トラベル じゃらん Yahooトラベル

WhyKumano Hostel & Cafe Bar 0735-30-0921 自社ＨＰ 楽天トラベル

ホテルシャルモント 0735-52-0203 楽天トラベル じゃらん その他リンク その他のリンク

Why Kumano UNWINED 0735-29-6024

かつうら御苑 0735-52-0333 自社ＨＰ

料理旅館　万清楼 0735-52-0033 自社ＨＰ

ホテル浦島 0735-52-1011 自社ＨＰ 楽天トラベル じゃらん Yahooトラベル

小さな宿　Ｎｉｅｃｈｅ 0735-57-0470 自社ＨＰ 楽天トラベル じゃらん Yahooトラベル

休暇村　南紀勝浦 0735-54-0126 自社ＨＰ 楽天トラベル じゃらん Yahooトラベル その他のリンク

碧き島の宿　熊野別邸　中の島 0735-52-1111 自社ＨＰ 楽天トラベル じゃらん Yahooトラベル その他のリンク

いさなの宿　白鯨 0735-59-2323 自社ＨＰ 楽天トラベル じゃらん

ペンション　ゆう 0735-59-6039 自社ＨＰ

花いろどりの宿　花游 0735-59-3060 自社ＨＰ 楽天トラベル じゃらん

南紀月の瀬温泉ぼたん荘 0735-72-0376 自社ＨＰ 楽天トラベル じゃらん Yahooトラベル

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） 0735-67-8500 自社ＨＰ 楽天トラベル じゃらん Yahooトラベル その他のリンク

お宿　えびす 0735-67-0215 自社ＨＰ 楽天トラベル

みさきロッジニシダ 0735-62-1474 自社ＨＰ 楽天トラベル じゃらん

大江戸温泉物語　南紀串本 0570-080268 自社HP 

南紀串本　リゾート大島 0735-65-0840 自社ＨＰ その他のリンク

Hotel & Resorts WAKAYAMA-KUSHIMOTO 0735-62-7771 自社ＨＰ 楽天トラベル じゃらん

あきば何求庵 0739-55-3257 自社ＨＰ その他のリンク

南紀すさみ温泉　ホテルベルヴェデーレ 0739-55-3630 自社ＨＰ 楽天トラベル じゃらん Yahooトラベル

一棟貸し宿　田舎家 0739-55-2234 自社ＨＰ

温泉民宿　かわべ 0739-55-3356 じゃらん

SUSAMI LIFE HAUS 090-8143-7210 自社ＨＰ

サンセットすさみ 0739-85-2277 自社ＨＰ

フェアフィールド・バイ・マリオット・和歌山串本 0735-67-7365 自社ＨＰ

フェアフィールド・バイ・マリオット・和歌山すさみ 0739-34-2105 自社ＨＰ
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http://kosakaya.jp/
http://travel.rakuten.co.jp/HOTEL/13461/13461.html
http://www.jalan.net/yad312958/
http://www.mitaki-sanso.com/
http://travel.rakuten.co.jp/HOTEL/13918/13918.html
https://www.jalan.net/yad370170/
https://www.nagisaya.com/
https://travel.rakuten.co.jp/HOTEL/6002/6002.html
https://yukai-r.jp/koshinoyu/
https://travel.rakuten.co.jp/HOTEL/107899/107899.html
https://www.jalan.net/yad325428
https://travel.yahoo.co.jp/dhotel/shisetsu/HT10014394/
https://www.rurubu.travel/hotel/japan/nachikatsuura/yukai-resort-koshinoyu
http://kamenoi.jp/koide.htm
https://travel.rakuten.co.jp/HOTEL/18482/18482.html
https://www.jalan.net/yad326838/?screenId=UWW1402&distCd=01&rootCd=04&stayYear=&stayMonth=&stayDay=&stayCount=1&roomCount=1&dateUndecided=1&adultNum=2&roomCrack=200000&pageListNumArea=1_3&pageListNumYad=50_1_3&yadNo=326838&callbackHistFlg=1
https://www.rurubu.travel/hotel/japan/nachikatsuura/minshuku-koide?checkIn=2020-06-23&los=1&adults=2&rooms=1&cid=1839182&searchrequestid=95da9183-124a-4172-9567-baa977de2939&travellerType=2
https://travel.rakuten.co.jp/HOTEL/163154/163154.html
https://www.jalan.net/uw/uwp2011/uww2011init.do?keyword=%83T%83%93%83%89%83C%83Y%8F%9F%25
https://www.jhpds.net/kamenoi/uw/uwp3100/uww3101.do?yadNo=310790
https://travel.rakuten.co.jp/HOTEL/18483/18483.html
https://www.jalan.net/yad310790/?screenId=UWW1402&distCd=01&rootCd=04&stayYear=&stayMonth=&stayDay=&stayCount=1&roomCount=1&dateUndecided=1&adultNum=2&roomCrack=200000&smlCd=301105&pageListNumArea=1_12&pageListNumYad=31_1_12&yadNo=310790&callbackHistFlg=1
https://www.rurubu.travel/hotel/japan/nachikatsuura/maguro-no-yado-minshuku-kamenoi?checkIn=2020-06-23&los=1&adults=2&rooms=1&cid=1835690&searchrequestid=f8f43bca-8a33-47be-8c87-7e1ecb716580&travellerType=2
https://hotel.travel.rakuten.co.jp/hinfo/145078/
https://www.jalan.net/yad383662/?contHideFlg=1&PopupMode=window
http://わかたけ.com/
https://travel.rakuten.co.jp/HOTEL/7968/7968.html
https://www.jalan.net/yad377112/
https://travel.yahoo.co.jp/dhotel/shisetsu/HT10041735/information/
https://travel.rakuten.co.jp/HOTEL/130117/130117.html
https://www.jalan.net/yad314837/
https://travel.yahoo.co.jp/dhotel/shisetsu/HT10011969/information/
https://www.whykumano.com/
https://travel.rakuten.co.jp/HOTEL/177932/177932.html
https://travel.rakuten.co.jp/HOTEL/7875/7875.html
https://www.jalan.net/yad308492/?dateUndecided=1&yadNo=308492&screenId=UWW3704&smlCd=301105&yadoDetailMode=1&distCd=01
https://www.expedia.co.jp/Nachikatsuura-Hotels-Hotel-Charmant.h16791930.Hotel-Information
https://www.booking.com/hotel/jp/charmant.ja.html
http://www.katuuragyoen.co.jp/
http://www.urashimachain.co.jp/manseiro/
http://www.hotelurashima.co.jp/
https://travel.rakuten.co.jp/HOTEL/54556/54556.html
https://www.jalan.net/yad324016/?screenId=UWW1402&distCd=01&rootCd=04&stayYear=&stayMonth=&stayDay=&stayCount=1&roomCount=1&dateUndecided=1&adultNum=2&roomCrack=200000&pageListNumArea=1_1&pageListNumYad=48_1_1&yadNo=324016&callbackHistFlg=1
https://travel.yahoo.co.jp/dhotel/shisetsu/HT10014389/?
https://tiisanayado.com/
https://travel.rakuten.co.jp/HOTEL/76936/76936.html
https://www.jalan.net/yad382004/?yadNo=382004&convertedFlg=1
https://travel.yahoo.co.jp/amp/dhotel/shisetsu/HT10060170/information
https://www.qkamura.or.jp/katsuura/
https://travel.rakuten.co.jp/HOTEL/75227/75227.html
https://www.jalan.net/yad338356/?contHideFlg=1&stayDay=18&processId=&maxPrice=999999&dateUndecided=1&rootCd=7701&stayMonth=06&screenId=UWW2011&ntaLinkFlg=1&jalLinkFlg=1&callbackHistFlg=1&anaLinkFlg=1&stayYear=2020&encodedKeyword=%8B%78%89%C9%91%BA%93%EC%8B%49%8F%9F%89%59&showSpFooterFlg=0&sumPntRate=2&kekakuStatus=0&keyword=???????????&loginChk=&pointIconDisplayFlg=1&hitOverFlg=0&dayNum=1&pageListNumYadFw=1_1_1&taxType=1&minPrice=0
https://travel.yahoo.co.jp/dhotel/shisetsu/HT10021210/information?ci=20200629&co=20200630&adlt=2&rm=1&facet_flg=1&dcbpt=0
https://www.rurubu.travel/hotel/japan/nachikatsuura/kyukamura-nanki-katsuura?checkIn=2020-06-30&los=1&adults=2&rooms=1&cid=1835690&searchrequestid=441559a0-4774-494f-9472-7b9c804d6dd2&travellerType=-1&tspTypes=2
https://kb-nakanoshima.jp/
https://travel.rakuten.co.jp/HOTEL/5335/5335.html
https://www.jalan.net/yad313265/
https://travel.yahoo.co.jp/dhotel/shisetsu/HT10008916/information/
https://www.ikyu.com/00002710/
http://www.hakugei-taiji.com/
http://travel.rakuten.co.jp/HOTEL/149201/149201.html
https://www.jalan.net/yad390404/?screenId=UWW3101&yadNo=390404&maxPrice=999999&rootCd=7701&smlCd=301105&distCd=01&contHideFlg=1&minPrice=0&yadoDetailMode=1&stayYear=&stayMonth=&stayDay=&dateUndecided=1&callbackHistFlg=1&roomCount=1&roomCrack=000000
http://www.p-you.sakura.ne.jp/
http://www.hana-kayuu.com/
https://travel.rakuten.co.jp/HOTEL/4942/4942.html
https://www.jalan.net/yad319830/
https://www.botansou.jp/
https://hotel.travel.rakuten.co.jp/hinfo/141125/
https://www.jalan.net/yad399608/
https://travel.yahoo.co.jp/dhotel/shisetsu/HT10022050/
https://www.bluemermaid.website/
https://hotel.travel.rakuten.co.jp/hinfo/128393/
https://www.jalan.net/yad362016/
https://travel.yahoo.co.jp/dhotel/shisetsu/HT10024406/
https://www.rakudaclub.com/hotels/81576/
http://www.oyadoebisu.com/
https://travel.rakuten.co.jp/HOTEL/128258/128258.html
https://www.yadoken.jp/plans?hotel_id=yk104444
https://hotel.travel.rakuten.co.jp/hinfo/7683/
https://www.jalan.net/yad355407/?contHideFlg=1&PopupMode=window
https://kushimoto.ooedoonsen.jp/
https://resortohshima.com/
https://www.nap-camp.com/wakayama/13449
https://www.daiwaresort.jp/kushimoto
https://travel.rakuten.co.jp/HOTEL/1537/1537.html
https://www.jalan.net/yad322847
http://akiba-nanguan.com/
https://www.ikyu.com/00001757/
http://www.ikoi-w.com/
https://hotel.travel.rakuten.co.jp/hinfo/28253/
https://www.jalan.net/yad360728/
https://travel.yahoo.co.jp/dhotel/shisetsu/HT10017330/?ci=20200702&co=20200703&rm=1&adlt=1
https://gyominka-kenken.jimdofree.com/
https://lacoma.co.jp/
https://www.jalan.net/yad306934/
https://www.hafh.com/properties/535
https://hotel-susami.com/
https://www.marriott.co.jp/hotels/travel/osafk-fairfield-wakayama-kushimoto/
https://www.marriott.co.jp/hotels/travel/osafw-fairfield-wakayama-susami/


宿泊施設　一覧

施設名 電話 自社ＨＰ 楽天 じゃらん Yahooトラベル その他

ビジネスホテル串本 0735-62-5792 自社ＨＰ

ビジネスホテル串本駅前店 0735-62-6850 自社ＨＰ

HOLISTIC SPACE JAPAN medical&resort 073-559-6300 自社ＨＰ

パノラマ 0739-58-0053 自社ＨＰ

陽いずる紅の宿　勝浦観光ホテル 0735-52-0750 自社ＨＰ

ラコマリトリート施設 090-8143-7210

ロッジラプレ串本 0735-65-0155 自社HP

恵比須屋旅館 0735-52-0318 楽天トラベル じゃらん

TEMPLE HOTEL 大泰寺 0735-57-0234 自社HP

Guest house Branchee 0735-67-7250 自社HP

国民宿舎あらふねリゾート 0735-74-0124 自社HP じゃらん

シーサイドホテルパルスイン勝浦 0735-52-6588 自社HP 楽天トラベル じゃらん その他

松吟亭 070-5500-6556 自社HP じゃらん

いちやのじっか 050-5444-6620 自社HP 楽天トラベル
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み

https://bh-kushimoto.com/
https://business-e.eyado.net/
https://www.holistic-space.jp/
https://r.goope.jp/app167jum
https://www.katuurakankohotel.co.jp/
https://rapure-kushimoto.jimdofree.com/
https://search.travel.rakuten.co.jp/ds/yado/wakayama/Katsuura-p2
https://www.jalan.net/300000/LRG_301100/
https://oterastay.com/daitaiji/
https://guesthousebranchee.business.site/
https://arafune.net/
https://www.jalan.net/yad396532/
http://www.pals-inn.com/
https://travel.rakuten.co.jp/HOTEL/7832/7832.html
https://www.jalan.net/yad302681/
https://www.rurubu.travel/hotel/japan/nachikatsuura/pal-s-inn-katsuura?cid=1839115
https://www.yadonavi.xyz/%E5%92%8C%E6%AD%8C%E5%B1%B1%E7%9C%8C/%E5%8B%9D%E6%B5%A6%E3%83%BB%E4%B8%B2%E6%9C%AC%E3%83%BB%E3%81%99%E3%81%95%E3%81%BF/%E9%82%A3%E6%99%BA%E5%8B%9D%E6%B5%A6%E3%83%BB%E5%A4%AA%E5%9C%B0/387949/amp/
https://www.jalan.net/yad387949/
https://hotel-25837.business.site/
https://travel.rakuten.co.jp/HOTEL/169121/169121.html


宿泊施設　一覧

施設名 電話 自社ＨＰ 楽天 じゃらん Yahooトラベル その他

グランホテル 0735-22-8588 自社ＨＰ

ホテルニューパレス 0735-28-1500 自社ＨＰ 楽天トラベル じゃらん Yahooトラベル その他

ビジネスホテル　美郷 0735-21-2211

Guesthouse　ikkyu 080-3661-1209 自社ＨＰ

Sushi House 090-5130-8954 自社ＨＰ

新宮セントラルホテル 0735-22-2185 自社ＨＰ

新宮ユーアイホテル 0735-22-6611 自社ＨＰ 楽天トラベル じゃらん Yahooトラベル その他のリンク

長谷旅館 0735-23-2000 自社ＨＰ

高田グリーンランド・雲取温泉 0735-29-0321 自社ＨＰ 楽天トラベル じゃらん Yahooトラベル

ゲストハウス　マタオイナ 080-3661-1209 自社ＨＰ

ゲストハウス　結 090-2598-1284 自社ＨＰ

旅人の宿　蒼空げすとはうす 0735-42-0800 自社ＨＰ じゃらん

民宿あづまや荘 0735-42-0238 自社ＨＰ 楽天トラベル じゃらん

ジェイホッパーズ熊野湯峰ゲストハウス 0735-29-7666 自社ＨＰ 楽天トラベル じゃらん

旅館あづまや 0735-42-0012 自社ＨＰ 楽天トラベル じゃらん その他のリンク

民宿　瀧よし 0735-42-1515 自社ＨＰ

大露天の宿　わたらせ温泉　ホテルやまゆり 0735-42-1185 自社ＨＰ 楽天トラベル じゃらん その他のリンク

大露天の宿　わたらせ温泉　ホテルささゆり 0735-42-1185 自社ＨＰ 楽天トラベル じゃらん その他のリンク

山水館　川湯まつや 0735-42-1004 自社ＨＰ

冨士屋 0735-42-0007 自社ＨＰ

ペンションあしたの森 0735-42-1525 自社ＨＰ 楽天トラベル じゃらん

川湯温泉　旅の宿しば 080-5365-1190 自社ＨＰ

温泉民宿　大村屋 0735-42-1066 自社ＨＰ 楽天トラベル じゃらん

山水館　川湯みどりや 0735-42-1011 自社ＨＰ 楽天トラベル じゃらん Yahooトラベル

湯の峯荘 0735-42-1111 自社ＨＰ

おくとろ温泉　やまのやど 0735-49-2575 自社ＨＰ 楽天トラベル

民宿あいす 0735-49-2488 自社ＨＰ その他

民宿すみ家 0735-42-0097 自社HP 楽天トラベル その他

おとなしの郷-WATAZE OUTDOOR- 090-3628-3265 自社ＨＰ

ゲストハウスはてなし 0735-30-4351 自社ＨＰ

ステーションホテル新宮 0735-21-2200 自社ＨＰ

ゲストハウス禮 080-3591-6857 自社HP

民宿　やまね 0735-42-0113 自社HP 楽天トラベル じゃらん

湯の峰温泉伊せや 0735-42-1126 自社HP

Cozy　House　in　Kumano 090-8885-5041

よしのや旅館 0735-42-0101 自社HP 楽天トラベル じゃらん

新

宮

・

本

宮

https://gran-hotel2017.com/
http://www.hotel-newpalace.com/
https://hotel.travel.rakuten.co.jp/hotelinfo/plan/145482
https://www.jalan.net/yad337265/
https://travel.yahoo.co.jp/dhotel/shisetsu/HT10027139
https://www.expedia.co.jp/Shingu-Hotels-HOTEL-NEW-PALACE.h33795276.Hotel-Information
http://offgrid.fun/ikkyu/#.YMB-_Pn7SUk
http://sushihouse.jp/
http://www.sgcentral.jp/hase/
https://www.ui-hotel.co.jp/
https://travel.rakuten.co.jp/HOTEL/7991/7991.html
https://www.jalan.net/yad311366/
https://travel.yahoo.co.jp/dhotel/shisetsu/HT10008725
https://www.rurubu.travel/hotel/japan/shingu/shingu-ui-hotel
http://www.sgcentral.jp/hase/
http://www.kumotori.yad.jp/
https://travel.rakuten.co.jp/HOTEL/41441/41441.html
https://www.jalan.net/yad348768/
https://travel.yahoo.co.jp/dhotel/shisetsu/HT10035643/information/
https://guesthouse-mataoina.business.site/
http://yuihouse.net/
https://www.kumano-guesthouse.com/
https://www.jalan.net/yad383553/
https://www.adumaya.co.jp/freepage_24_1.html
https://travel.rakuten.co.jp/HOTEL/106244/106244.html
https://www.jalan.net/yad363564/
https://yunomine.j-hoppers.com/index-jp.php
https://travel.rakuten.co.jp/HOTEL/164972/164972.html
https://www.jalan.net/yad387334/
https://www.adumaya.co.jp/
https://travel.rakuten.co.jp/HOTEL/129554/129554.html
https://www.jalan.net/yad397532/
https://www.rurubu.travel/hotel/japan/tanabe/adumaya-yunomine-onsen?cid=1839115
https://takiyoshi.com/
https://www.watarase-onsen.jp/
https://hotel.travel.rakuten.co.jp/hotelinfo/plan/18769
https://www.jalan.net/yad317091/
https://www.ikyu.com/caz/00030120/
https://www.watarase-onsen.jp/
https://hotel.travel.rakuten.co.jp/hotelinfo/plan/18768
https://www.jalan.net/yad351112/
https://www.ikyu.com/caz/00030122/
http://www.kawayu-matsuya.jp/
https://www.fuziya.co.jp/
http://www.ashitanomori.jp/
https://travel.rakuten.co.jp/HOTEL/18480/18480.html
https://www.jalan.net/yad353272/?yadNo=353272&convertedFlg=1
https://www.tabinoyado-shiba.com/
http://www.oomuraya.net/
http://travel.rakuten.co.jp/HOTEL/14567/
http://www.jalan.net/yad314041/
http://www.kawayu-midoriya.jp/
https://travel.rakuten.co.jp/HOTEL/38558/38558.html
https://www.jalan.net/yad388227/
https://travel.yahoo.co.jp/dhotel/shisetsu/HT10016566/
http://www.yunominesou.com/
https://www.vill.kitayama.wakayama.jp/kanko/onsen/
https://travel.rakuten.co.jp/HOTEL/107817/107817.html
http://m-aisu.com/
http://oc-iceman.com/
https://kawayu-sumiya.com/
https://travel.rakuten.co.jp/HOTEL/177628/177628.html
https://www.booking.com/hotel/jp/minshuku-sumiya.ja.html
http://hongu-otonashi.com/
http://hatenashi.jp/
http://www.stationhotel-s.jp/
http://yuihouse.net/
https://minsyuku-yamane.com/
https://travel.rakuten.co.jp/HOTEL/179207/179207.html
https://www.jalan.net/yad396366/?yadNo=396366&convertedFlg=1&ccnt=link-yad-396366-%E6%B0%91%E5%AE%BF%E3%82%84%E3%81%BE%E3%81%AD-0
https://www.yunomine-iseya.com/pc/
https://travel.rakuten.co.jp/HOTEL/106190/106190.html
https://www.jalan.net/yad384295/

