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大島地域
奄美市
ゲストハウス奄美ロングビーチ

奄美市笠利町用146-1

090-8407-8500

https://amami-guesthouse.jp

あーりーばーど

奄美市笠利町宇宿2490-6

0997-63-8989

http://www.amamibird.com

ログハウスMaNya

奄美市笠利町万屋172

0997-52-2939

なし

奄美リゾートホテルティダムーン

奄美市笠利町大字平1260

0997-63-0006

https://www.thidamoon.com/

ウィークリーマンションかりゆし

奄美市名瀬末広町2-10

0997-53-3430

http://www.kariyushiamami.net

perche

奄美市名瀬久里町18-12

0997-57-1031

http://per-che.com/

ゲストハウス涼風

奄美市名瀬朝仁町8-18

0997-53-2417

https://amami-guest-house.com/

奄美大島ホテルリゾートコーラルパームス

奄美市笠利町宇宿2520番地

0997-63-8111

http://amami-coralpalms.com/

奄宿り

奄美市笠利町中金久147-1

070-1503-6023

https://www.amayadori-salt.com/

ホテル ビッグマリン奄美

奄美市名瀬長浜町27-1

0997-53-1321

https://www.bigmarine.co.jp/

花海house

奄美市名瀬長浜町7-17

0997-54-1770

https://kamihause-0908.eyado.net/

ホテルウエストコート奄美

奄美市名瀬入舟町９番１号

0997-52-8080

https://www.ass-provisional.net/

ホテルウエストコート奄美Ⅱ

奄美市名瀬入舟町８番８号

0997-52-8080

https://www.ass-provisional.net/

ホテルニュー奄美

奄美市名瀬入舟町9番2号

0997-52-2000

https://www.newamami.com/

奄美山羊島ホテル

奄美市名瀬大熊字鳩1382-1

0997-54-5111

https://yagijima.com/

奄美ハートマーケットの宿

奄美市名瀬末広町18-10

0997-54-0836

なし

ハートマーケットウィークリー

奄美市名瀬末広町18-10

0997-54-0836

なし

奄美ポートタワーホテル

奄美市名瀬市塩浜町4番12号

0997-54-1111

なし

レスト＆ロッジ翔

奄美市笠利町宇宿2152-1

0997-63-8588

あｓかｍ

奄美つり倶楽部

奄美市笠利町毛花部3323-1

0997-63-2106

www.amami-fc.com

million pointz

奄美市名瀬末広町1-9ソラーレビル203

050-1536-1395

http://millionpointz.com/

奄美カメハウス

奄美市笠利町用安1264-1

0997-69-4958

なし

ブルーライト奄美

奄美市笠利町用安1264-5

0997-69-4958

https://bluelightamami.com/

奄美市名瀬幸町2-7

0997-58-8366

https://www.goldenmilehostel.com/

GOLDEN

MILE

HOSTEL

伝泊

奄美ホテル

奄美市笠利町大字50-2

0997-63-1910

https://den-paku.com

伝泊

The Beachfront MIJORA

奄美市大字外金久亀崎968-1

0997-63-1910

https://den-paku.com

伝泊

奄美古民家

奄美市笠利町大字50-2

0997-63-1910

https://den-paku.com

奄美市笠利町大字用安1318-3

099-251-2225

https://losfee.net

0997-57-2580

なし

ヴィラ

ファニー

大和村
民宿

さんごビーチ

大島郡大和村国直68
天城町

ホテルサンセットリゾート

大島郡天城町与名間610-1

0997-85-2349

http://www.sunsetresort.burari.biz/

民宿平和の森荘

大島郡天城町 岡前88-1民宿平和の森壮

0997-85-4072

http://www2.synapse.ne.jp/heiwanomori/

ハウステル レッドイン

大島郡天城町 平土野5-7

0997-85-5751

https://red-inn.com/

リゾートホテル石

大島郡天城町平土野24-2

080-3981-8991

http://www.tokunoshima-seki.com/

伊仙町
龍郷町
アマミアンスタイルペンショングリーンヒル

大島郡龍郷町赤尾木1728－2

0997-62-5180

https://greenhill-amami.com/

Halemakana

大島郡龍郷町赤尾木1274-6

0997-69-3390

なし

GAMA屋

大島郡龍郷町秋名1787

0997-58-8842

https://yado.e-akina.com

荒波のやどり

大島郡龍郷町幾里423

0997-58-8842

https://yado.e-akina.com/shima-yado/

MI-MAN奄美

大島郡龍郷町赤尾木196-3

0997-58-8001

https://mi-man.jp/

ホテルカレッタ

大島郡龍郷町 芦徳419-2

0997-62-3821

https://www.hotel-caretta.com/

Le Grand Bleu - ル グランブルー

大島郡龍郷町 芦徳71-3

070-8333-5575

https://www.legrandbleu-amami.com/

ヴィラゆりむん

大島郡龍郷町 芦徳508－1

0997-62-5504

http://yurimunya.chu.jp

ネイティブシー奄美アダンオンザビーチ

大島郡龍郷町 芦徳910-1

0997-69-3601

https://www.native-sea.com/adan/

プチリゾートネイティブシー奄美

大島郡龍郷町 芦徳835

0997-62-2385

https://www.native-sea.com/

民宿波音

大島郡龍郷町 芦徳629

070-4171-0540

https://hotel-17696.business.site/

民宿なべき屋

大島郡龍郷町 安木屋場2403

0997-62-4427

http://nabekiya.sakura.ne.jp/

ペンションマリンテラス

大島郡龍郷町 赤尾木628-1

0997-62-3785

http://marinteracce.travel.coocan.jp/

パイナップルバレーイン

大島郡龍郷町 龍郷123-3

090-4116-8555

https://pineapplevalleyinn.mystrikingly.com/#_7

宇検村
開運の郷やけうちの宿

大島郡宇検村湯湾大潟浜2937-86

0997-56-5656

http://yakeuchinoyado.jp/

ヤドカリの里

大島郡宇検村屋鈍59

0997-67-6067

なし

大島郡宇検村湯湾2937-86

0997-56-5656

なし

開運の郷

シーサイドハウス

やけうちの宿
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瀬戸内町
ダイビングペンションリキ

大島郡瀬戸内町諸数527-1

0997-76-0069

http://www.rikikakeroma.net/

お宿ねぷす

大島郡瀬戸内町嘉鉄352

0997-72-2393

http://nepusu.com

来々夏ハウス

大島郡瀬戸内町渡連225

0997-76-0077

http://mytown.s500.jp/kokonatu

リゾネッチャヴィライン嘉鉄

大島郡瀬戸内町嘉鉄472-1

0997-76-3431

https://www.resonecchavilla.com

あまみユースホテル

大島郡瀬戸内町諸数(すり)浜587

0997-76-0385

なし

奄美ゲストハウスHUB a nice INN

大島郡瀬戸内町 阿木名482

090-9488-4365

https://tottoitto.wixsite.com/amami-guesthouse

海人スタイル奄美

大島郡瀬戸内町 嘉鉄240

0997-76-3010

http://amami-uminchu.com/

ライベストイン奄美

大島郡瀬戸内町 古仁屋松江13-1ライベストイン奄美

0997-72-0815

http://libest-amami.com/

ゼログラビティ

大島郡瀬戸内町 清水122

0997-76-3901

https://zerogravity.jp

THE SCENE

大島郡瀬戸内町蘇刈970

0997-72-0111

https://hotelthescene.com/

サンフラワーシティホテル

大島郡瀬戸内町古仁屋松江5-9

0997-72-0350

http://www.sunflower-cityhotel.com/

素泊まり＆海遊びwith Dio

大島郡瀬戸内町古仁屋1283-270

090-3050-6968

なし

簡易民宿たんぽぽやぁ

大島郡瀬戸内町古仁屋船津18-6

0997-76-3302

https://tanpopoyaa.amamin.jp/

0997-65-3211

https://budget-hotel-1145.business.site/

喜界町
ウィークリーハウスベラウン

大島郡喜界町 湾446-17ウィークリーハウスベラウン
徳之島町

ホテルグランドオーシャンリゾート

大島郡徳之島町亀津7510

0997-83-3333

https://hpdsp.jp/oceanresort/

ホテルレクストン徳之島

大島郡徳之島町亀津7459

0997-83-1411

http://nisikawa.net/lexton-t

ホテルニューにしだ

大島郡徳之島町亀津7380

0997-83-2400

https://new-nishida.com/

島宿母間

大島郡徳之島町母間8928

0997-84-0086

https://boma.eyado.net/

徳之島リゾート＆オフィス

鹿児島県大島郡徳之島町諸田1410-1

0997-83-3501

http://www.tokunoshima-ro.jp/

和泊町
ka

大島郡和泊町和泊147-6

0997-85-1239

なし

コチンダホテル

大島郡和泊町和泊568

0997-92-1283

https://azumahotels.com

ホテルシーワールド

大島郡和泊町手々知名512-128

0997-92-1234

http://www.hotel-seaworld.com/

海の宿スリーハピネス

大島郡和泊町和泊4-12

0997-92-3177

https://shuuto8.ti-da.net/

知名町
おきえらぶフローラルホテル

大島郡知名町知名520

0997-93-2111

http://floral-hotel.jp/

コテージビーバー海

大島郡知名町屋子母171-4

0997-93-0475

なし

与論町
カ－ム

大島郡与論町 茶花249-1田畑美軒

0997-97-3941

なし

Shima Hotel

大島郡与論町 那間2523-1

080-3839-9696

https://www.shimahotel.com/

星砂荘

大島郡与論町 麦屋616番地3

0997-97-3710

https://www.hoshizunasou.com/

