


















































山里めぐり
ゆったり、のんびり。

日帰り温泉可能施設

山里めぐり
ゆったり、のんびり。

日帰り温泉可能施設

4849

池田町松尾松本
池田町白地
池田町ウエノ
池田町サラダ
池田町サラダ
池田町マチ
池田町マチ
池田町マチ
池田町マチ
池田町白地
池田町中西
池田町シマ
池田町シマ
池田町白地
池田町佐野
池田町西山
池田町白地
池田町川崎宮ノ前
池田町川崎
池田町大利
池田町松尾黒川
池田町松尾松本
山城町西宇
山城町西宇
山城町黒川
山城町白川
山城町上名
山城町上名
山城町下名
山城町仏子
山城町大月
山城町信正
山城町大川持
山城町平野
西祖谷山村有瀬
西祖谷山村尾井ノ内
西祖谷山村一字
西祖谷山村善徳
西祖谷山村善徳
西祖谷山村閑定
西祖谷山村善徳
西祖谷山村善徳
西祖谷山村善徳
西祖谷山村閑定
西祖谷山村榎
西祖谷山村榎
西祖谷山村重末
西祖谷山村尾井ノ内
西祖谷山村閑定
東祖谷菅生
東祖谷菅生
東祖谷菅生
東祖谷京上
東祖谷京上
東祖谷京上
東祖谷京上
東祖谷中上
東祖谷久保
東祖谷菅生（見ノ越）
東祖谷菅生（見ノ越）
東祖谷菅生（剣山頂上）
東祖谷菅生（剣山頂上）
東祖谷菅生（見ノ越）
東祖谷落合
東祖谷落合
東祖谷釣井
東祖谷釣井
東祖谷菅生
東祖谷菅生
井川町辻
井川町平山
井川町西井川
三野町芝生
三野町太刀野山

TEL.0883-75-2311
TEL.0120-018-081
TEL.0883-72-1010
TEL.0883-72-0011
TEL.0883-72-8115
TEL.0883-72-0277
TEL.0883-72-0868
TEL.0883-72-7422
TEL.0883-72-0027
TEL.0883-74-0311
TEL.0883-74-0829
TEL.0883-72-0587
TEL.0883-72-1041
TEL.0883-74-0487
TEL.0883-74-1001
TEL.0883-72-5277
TEL.0883-76-4727
TEL.0883-74-0930
TEL.0883-86-1115
TEL.0883-75-2208
TEL.0883-75-2322
TEL.090-9553-3795
TEL.0883-84-2111
TEL.0883-84-1216
TEL.0883-86-2982
TEL.0883-86-3033
TEL.090-1578-1611
TEL.0883-84-1629
TEL.0883-84-1087
TEL.090-7786-1655
TEL.0883-86-2086
TEL.0883-86-2334
TEL.0883-86-1898
TEL.0883-86-3077
TEL.0883-84-1337
TEL.0883-87-2300
TEL.0883-86-2334
TEL.0883-87-2171
TEL.0883-87-2009
TEL.0883-87-2831
TEL.0883-87-2125
TEL.0883-87-2342
TEL.0883-87-2242
TEL.0883-87-2133
TEL.080-6282-3612
TEL.0883-72-5557
TEL.0883-87-2367
TEL.0883-76-8585
TEL.090-1571-5258
TEL.0883-88-2013
TEL.0883-88-2975
TEL.0883-88-2768
TEL.0883-88-2045
TEL.0883-88-2848
TEL.0883-88-2843
TEL.090-5144-9277
TEL.0883-88-2358
TEL.080-6378-8984
TEL.0883-67-5009
TEL.0883-67-5296
TEL.088-622-0633
TEL.088-623-4533
TEL.0883-67-5017
TEL.0883-88-2540
TEL.090-5271-4015
TEL.080-2981-6221
TEL.0883-88-5290
TEL.0883-88-2640
TEL.0883-67-5276
TEL.0883-78-2051
TEL.0883-78-3003
TEL.0883-78-2227
TEL.0883-77-4320
TEL.090-9775-2899
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Stay
お泊まり処

和の宿 ホテル祖谷温泉
大歩危祖谷阿波温泉 あわの抄
ビジネスホテル阿波池田
カフェバー＆ホテルココクロス
阿波池田駅前ホテルイレブン
ビジネスホテルヤマシロ
ふくや旅館
寿司六旅館
丸福旅館
白地温泉小西旅館
素泊まり宿かわかみ
大黒屋旅館
たかおか旅館
民宿 白地荘
民宿 岡田
阿波池田ユースホステル
民宿 旅人宿
三好市百年蔵
角見の旅籠
ハレとケデザインホステル
松尾川温泉／しらさぎ荘
祖谷渓キャンプ村
大歩危温泉 サンリバー大歩危
峡谷の湯宿 大歩危峡まんなか
秘境・旅の宿 賢見温泉
バックパッカーズ
農家民宿 歩危農園
農林家簡易宿泊所「年輪庵」
素猿（スモンキー）
いのもと部屋
ゲストハウス おさかなくん家
モモンガビレッジ
古民家宿YAMAYA
塩塚高原キャンプ場
楽校の宿 あるせ
祖谷渓温泉 ホテル秘境の湯
YOKIゲストハウス
湯元新祖谷温泉 ホテルかずら橋
渓谷の隠れ宿 祖谷美人
祖谷の宿 かずらや
祖谷観光旅館
民宿 みなみ
民宿 いや荘
民宿 お山荘
古民家宿 空音遊（くうねるあそぶ）
旅人の宿 なこね
レンタルハウス FOREST
祖谷ふれあい公園
かずら橋キャンプ村
霧谷山荘
いやしの温泉郷ホテルかわせみ
丸石パークランド
旅の宿 奥祖谷
民宿 平家荘
よしだ旅館
昔暮らし体験宿カジヤ祖谷浪漫亭
農家民宿 祖谷八景
古民家やど紺屋-こうや-
民宿まつうら
民宿 平家の宿
別館  雲海荘
剣山頂上ヒュッテ
民宿 剱神社
桃源郷祖谷の山里 茅葺き民家ステイ
民宿 梅本
龍宮崖コテージ
篪庵（ちいおり）
奥祖谷二重かずら橋キャンプ場
剣山円福寺
勇楼旅館
井川フィンランドコテージ
ゲストハウスUEDA
健康とふれあいの森
梨窪の家

温泉施設 キャンプ場・コテージ
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