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割烹ホテルいのもと 西之表市 西町7090 0997-22-1100 http://www.aji-inomoto.jp/

種子島あらきホテル 西之表市 西町78番地 0997-22-1555 https://araki-hotel.co.jp

民宿インディゴ 西之表市西之表17550 0997-28-3878 https://minshukuindigo.com/

ホテルレクストン種子島 西之表市西之表16069 0997-22-2000 http://www.nisikawa.net/lex-tane/

異国情緒 西之表市伊関405 090-8215-3565 https://ikokujohcho.com/

港町くつろぎ館カシミア 西之表市西之表9786 0997-22-9760 なし

オーシャンビューLOGHOUSE海の宿 西之表市安城140-3　鉄浜海岸 0997-25-1155 http://reimei-farm.co.jp

はえの民宿 西之表市安納3782 0997-28-0287 なし

遠藤家住宅 西之表市西町7105 090-7387-5037 なし

ゼウスハウス 西之表市現和8724-31 0997-24-0851 https://zeus-house.com/

ホテルニュー種子島 西之表市東町10 0997-23-4567 https://newtanegashima.com/

宿とカフェ一会 西之表市西町28 0997-22-9555 なし

民宿しまさき 熊毛郡南種子町 茎永3355 0997-26-7873 https://minshuku-shimasaki.com/

種子島民宿はぴすま 熊毛郡南種子町 西之6516 0997-26-0333 http://hapisuma-tanegashima.com/

門倉亭南荘 熊毛郡南種子町 中之上2237-2 0997-26-1221 http://www.minamiso.com/

島宿ＨＯＰＥ 熊毛郡南種子町 平山500-130 0997-26-7235 https://shimayado-hope.com/

種ケ島民宿友悠 熊毛郡南種子町中之下1863-49 0997-26-1919 http://tanegashima-yuyu.com  

Hotel Sandalwood 熊毛郡南種子町中之上525 0997-26-0015 https://www.hotel-sandalwood.com/

種子島いわさきホテル 熊毛郡南種子町茎永3367 0997-26-6888 https://tanegashima.iwasakihotels.com/

グリーンホテルさかえ 熊毛郡中種子町 野間6122-3 0997-27-0008 https://www.greenhotel-sakae.com/

サーフヴィラナライ 熊毛郡中種子町野間7607 0997-27-2321 http://surf-narai.com

コスモリゾート種子島ゴルフクラブ 熊毛郡中種子町増田２８１０番地 0997-27-7888 https://tanegashimagolf.iwasakihotels.com/

旅館かもめ荘 熊毛郡屋久島町 安房69 0997-46-2544 なし

素泊りHomie 熊毛郡屋久島町 安房1250-3 070-4016-0353 なし

コンビニロッジ森のきらめき 熊毛郡屋久島町 安房187-54 0997-49-7101 https://www.morinokirameki.com/

素泊り民宿里町 熊毛郡屋久島町 安房３番地 0997-46-3249 http://www.yakushima-satomachi.com/

民宿いわかわ別館 熊毛郡屋久島町 宮之浦276-22 0997-42-0747 http://www.iwakawa-yakushima.jp/index2.html

民宿いわかわ新館 熊毛郡屋久島町 宮之浦253番地 0997-42-0747 http://www.iwakawa-yakushima.jp/index2.html

民宿いわかわ 熊毛郡屋久島町 宮之浦203番地7 0997-42-0747 http://www.iwakawa-yakushima.jp/index2.html

オレンジハウス 熊毛郡屋久島町 小瀬田835-274 080-2444-2001 http://www.orangehouseyakushima.com

民宿鹿鳴庵 熊毛郡屋久島町 小瀬田835－272 0997-49-4225 http://yakushima-rokumeian.jp/facilities.html

屋久島雫ノ杜 熊毛郡屋久島町 楠川656－5 0997-42-0114 https://shizukunomori.jimdo.com/

民宿野の花 熊毛郡屋久島町 楠川580-1 0997-42-0964 https://yakushimanonohana1.jimdo.com/

sankara hotel & spa屋久島 熊毛郡屋久島町 麦生553 0997-47-3488 https://www.sankarahotel-spa.com/

四季の宿尾之間 熊毛郡屋久島町 尾之間642-15 0997-47-3377 www.shikinoyado.com

屋久島いわさきホテル 熊毛郡屋久島町 尾之間1306 0997-47-3888 https://yakushima.iwasakihotels.com/

屋久島ペンションルアナハウス 熊毛郡屋久島町 尾之間808-38 0997-47-3020 https://luana-house.com/

民宿一期一会　、民宿あわほ 熊毛郡屋久島町安房120‐4 0997-46-3550 なし

RAKUSAホテル 熊毛郡屋久島町小瀬田324－25 0997-43-5551 https://www.rakusa-hoteland.com/

ペンションスカイビュー 熊毛郡屋久島町宮之浦2485－15 0997-42-3938 なし

癒しの宿つわんこ 熊毛郡屋久島町安房2364－24 0997-46-2766 http://yakushima-tsuwanko.com

ホテル屋久島山荘 熊毛郡屋久島町安房2364－35 0997-46-2011 なし

田代別館 熊毛郡屋久島町宮之浦2330－1 0997-42-0018 https://www.tashirobekkan.co.jp/

旅荘美山 熊毛郡屋久島町宮之浦2485-27 0997-42-0857 http://www.miyama.show-buy.jp/

ペンションシーフォレスト 熊毛郡屋久島町宮之浦2450-61 0997-42-0809 www.seaforest.info

天豆 熊毛郡屋久島町小島198-2 090-7948-0130 なし

ゲストハウス屋久島 熊毛郡屋久島町麦生922 0997-47-3866 www.guesthouse-yakushima.com/
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コテージHANAMANA 熊毛郡屋久島町麦生900-14 0997-47-3398 https://www.hanamana.org/

JRホテル屋久島 熊毛郡屋久島町尾之間136-2 0997-47-2011 https://www.jrk-hotels.co.jp/Yakushima/

ヒュッテフォーマサンヒロ 熊毛郡屋久島町麦生313-202 0997-47-3389 www.formasanhiro.com

屋久島ペンションブルードロップ 熊毛郡屋久島町平内428-10 0997-47-3686 http://bluedrop.in/

コテージ森のこかげ 熊毛郡屋久島町船行町292-9 0997-46-2789 https://www.morinokokage.net/

旅の宿紫水館 熊毛郡屋久島町安房36 0997-46-2018 なし

民宿晴耕雨読 熊毛郡屋久島町宮之浦1567 0997-42-2070 なし

屋久島海の胡汀路（てぃーだ） 熊毛郡屋久島町湯泊211-52 0997-49-8750 https://www.yakushima-tida.com/ja/

コテージ屋久杉の家 熊毛郡屋久島町宮之浦2478-74 090-8910-8940 https://yakusugihouse.com/

ＴＨＥ HOTEL　YAKUSHIMA　OCEAN＆FOREST 熊毛郡屋久島町宮之浦1208-9 0997-42-0175 https://www.ssh-yakushima.co.jp/

民宿前岳荘 熊毛郡屋久島町安房2517-27 099-746-3886 http://yakushima-maetakesou.com/

いやしの民宿とんとん 熊毛郡屋久島町原916-21 0997-49-3560 なし

ロッジ八重岳山荘 熊毛郡屋久島町宮之浦2191 0997-42-1551 なし

ビジネスイン八重岳 熊毛郡屋久島町宮之浦212 0997-42-0043 なし

民宿八重岳 熊毛郡屋久島町宮之浦208-1 0997-42-2552 なし

民宿海星 熊毛郡屋久島町宮之浦378-3 0997-42-2145 https://www.yakushima-kaisei.jp/

民宿宮之浦荘 熊毛郡屋久島町宮之浦32 0997-42-1352 なし

民宿海星Ⅱ 熊毛郡屋久島町宮之浦378-3 0997-42-2145 https://yakushima-kaisei.jp/

屋久島民宿すぎのこ 熊毛郡屋久島町安房825-23 0997-46-3633 http://www.yakushima-suginoko.com/

屋久島ガイド協会 熊毛郡屋久島町小瀬田1436-56 0997-49-4191 http://www.yakushima-guide.com/

民宿やくしま家 熊毛郡屋久島町宮之浦1261-115 099-42-2139 http://www.yakushimaya-yado.com

ライダーハウスとまり木 熊毛郡屋久島町小瀬田815-19 0997-43-5069 https://www.yakushima-tomarigi.jp/

民宿nicoichi 熊毛郡屋久島町町原570-37 090-1218-7663 https://nicoichi-online.com/
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