
令和3年12月28日現在

市町村 分類 施設名 住所 ＨＰ 電話番号 営業状況等

1 人吉市 旅館・ホテル 清流山水花あゆの里 人吉市九日町30 https://www.ayunosato.jp/ 0966-22-2171 ○

2 人吉市 旅館・ホテル 翠嵐楼 人吉市温泉町2461-1 http://www.suiranrou.jp/ 0966-23-2361 ×

3 人吉市 旅館・ホテル たから湯 人吉市温泉町2482 0966-23-4951 ×

4 人吉市 旅館・ホテル 鍋屋本館 人吉市九日町22-2 https://www.nabeyahonkan.co.jp/ 0966-22-3131 〇

5 人吉市 旅館・ホテル 人吉旅館 人吉市上青井町160 https://www.hitoyoshiryokan.com/ 0966-22-3141 〇

6 人吉市 旅館・ホテル 丸恵別館 人吉市鍛冶屋町38-1 0966-22-3948 〇

7 人吉市 旅館・ホテル 丸恵本館 人吉市鍛冶屋町18 https://www.maruehonkan.co.jp/ 0966-22-2291 〇

8 人吉市 旅館・ホテル 芳野旅館 人吉市上青井町180 http://www.yosino.jp/ 0966-22-2244 ×

9 人吉市 旅館・ホテル 季の杜　石庭 人吉市矢黒町1970-5 http://www.sekiteinoyakata.com/index.html 0966-22-3637 〇

10 人吉市 旅館・ホテル セントラルホテル 人吉市九日町45-1 https://businesshotelcentral.book.direct/ja-jp 0966-22-2487 〇

11 人吉市 旅館・ホテル 朝陽館 人吉市上青井町126 http://www.choyokan.co.jp/ 0966-22-2217 〇

12 人吉市 旅館・ホテル ビジネスホテル　蔵 人吉市西間下町143－6 0966-24-8385 〇

13 人吉市 旅館・ホテル ビジネスホテル幸楽 人吉市中青井町320 0966-24-4923 ×

14 人吉市 旅館・ホテル ビジネスホテルさ蔵 人吉市西間下町154-1 https://iwaionsen.jp/ 0966-24-8385 〇

15 人吉市 旅館・ホテル ﾋﾞｼﾞﾈｽ龍巳 人吉市駒井田町210 0966-22-2847 ×

16 人吉市 旅館・ホテル ビジネスホテルチヨヅル 人吉市中青井町310-1 https://chiyozuru-hotel.crayonsite.net/ 0966-22-5050 〇

17 人吉市 旅館・ホテル ビジネスホテル天守閣 人吉市中青井町321 http://tenshukaku.com/ 0966-24-4146 〇

18 人吉市 旅館・ホテル ビジネスホテル人吉 人吉市東間上町2821-1 https://bh-hitoyoshi.com/ 0966-22-2131 〇

19 人吉市 旅館・ホテル ビジネスホテルひのき屋 人吉市西間下町136-2 https://iwaionsen.jp/ 0966-24-8385 〇

20 人吉市 旅館・ホテル まちなかホテル丸一 人吉市鍛冶屋町63 http://bh-maruichi.com/ 090－2505－0749 〇

21 人吉市 旅館・ホテル ひとよし森のホールレディースイン 人吉市駒井田町190‐6 http://www.hmh-web.com/ 0966-22-4007 〇

22 人吉市 旅館・ホテル ホテルサン人吉 人吉市上青井町166 https://www.sunhitoyoshi.jp/ 0966-22-7741 〇

23 人吉市 旅館・ホテル ホテル華の荘 人吉市東間下町3316 https://www.hananoshou.com/ 0966-22-1126 〇

24 人吉市 旅館・ホテル 松屋温泉ビジネスホテル 人吉市下青井町62‐4 https://www.facebook.com/matsuyaonsen/ 0966-22-5588 〇

25 人吉市 旅館・ホテル 三浦屋温泉ビジネスホテル 人吉市五日町17 http://www.ntn81.jp/miuraya/ 0966-23-5060 〇

26 人吉市 旅館・ホテル みづほホテル 人吉市駒井田町1071 0966-22-3763 ×

27 人吉市 旅館・ホテル 人吉ゲストハウス堺 人吉市紺屋町67－3 https://dormitory-sakai.eyado.net/ 0966-22-5095 ×

28 人吉市 旅館・ホテル シンプルスリープ 人吉市上林町1218－5 https://www.simple-sleep.jp/ 0966-22-8833 〇

29 人吉市 旅館・ホテル 壱休 人吉市西間下町134－1 https://hitoyoshi19.com/ 080-6904-9746 〇

30 人吉市 旅館・ホテル 人吉温泉おおがの宿 人吉市灰久保町22－3 https://yado.ohga-hitoyoshi.com/ 0966－22－3601 〇

31 人吉市 民泊・農泊 永楽荘 人吉市下城本町1521ー2 http://portal.ntn81.jp/lib2/vc.do?id=576 0966-24-0104 〇

32 人吉市 旅館・ホテル しらさぎ荘 人吉市下林町2647－2 http://www.shirasagisou.jp/ 0966-22-3420 ×

33 人吉市 民泊・農泊 紅取山ハウス 人吉市下戸越町三日原234－1 http://benitoriyama-house.com/ 0966-23-1844 〇

34 人吉市 民泊・農泊 つばき坂 人吉市上戸越町430
http://hitoyoshikuma-gt.org/shop/guesthouse-
cat4

0966-23-4687 〇

35 人吉市 民泊・農泊 嵯峨の里　古時香 人吉市下原田町嵯峨里1439－2
http://hitoyoshikuma-gt.org/shop/guesthouse-
cat1

0966-22-6535 〇

36 人吉市 民泊・農泊 涼水戸の宿 人吉市中神町字大柿527 0966-24-6344 ×

37 あさぎり町 旅館・ホテル 志らき旅館 あさぎり町免田東八幡町1840 0966-45-0061 ○

38 あさぎり町 旅館・ホテル あさぎり山荘ひばり あさぎり町深田西2500 http://sansohibari.com/ 0966-43-1055 ○

39 あさぎり町 旅館・ホテル ビジネスホテルかどや あさぎり町免田東1718 0966-45-0049 ○

40 あさぎり町 旅館・ホテル ビジネスホテル肥前屋 あさぎり町免田東1493－3 0966-43-2075 ○

41 あさぎり町 民泊・農泊 ゆっくりサボッテン馬場のてっちゃん家 あさぎり町上南3205 http://hitoyoshikuma-gt.org/ 0966-47-0220 ○

42 あさぎり町 民泊・農泊 華ごよみ あさぎり町深田西727 0966-45-1457 ×

43 あさぎり町 民泊・農泊 リュウキンカの郷 あさぎり町深田西879-1 https://ryukinka.com/ 0966-45-1600 ○

44 あさぎり町 キャンプ場 ビハ公園キャンプ場 あさぎり町上西3511-2 0966-47-0888 オートサイト
フリーサイトのみ

45 錦町 旅館・ホテル 人吉神城の宿 錦町大字西742番地1 https://hpdsp.jp/hitoyoshishinjyou/ 0966-38-2333 電話予約のみ

46 錦町 民泊・農泊 民宿のなかだ 錦町一武2119-5 0966-38-4722 ○

47 錦町 民泊・農泊 ペンションなかくま 錦町西3280 0966-38-0366 ×

48 錦町 民泊・農泊 平岩の和ちゃん家 錦町一武398-1 http://hitoyoshikuma-gt.org/ 0966-38-0169 ×

49 多良木町 民泊・農泊 源ちゃんファーム 多良木町多良木740 0966-42-5443 ×

50 多良木町 旅館・ホテル ブルートレインたらぎ 多良木町大字多良木1534-2 0966-42-1120 ○

51 多良木町 旅館・ホテル 多良木ビジネスホテル 多良木町多良木556 0966-42-2415 ○

52 多良木町 民泊・農泊 くま川遊農乃館 多良木町多良木4901-1 http://hitoyoshikuma-gt.org/ 0966-42-4128 ×

53 多良木町 民泊・農泊 ゆうがの杜 多良木町久米2048－1 0966-42-5223 ○

54 多良木町 民泊・農泊 氏神の館　古多丸 多良木町大字多良木４３５５ http://hitoyoshikuma-gt.org/ 080-3955-4148 〇
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55 多良木町 民泊・農泊 とよのあかり 多良木町久米237-1 http://hitoyoshikuma-gt.org/ 090-5729-2896 ○

56 湯前町 キャンプ場 ゆのまえグリーンパレスキャンプ場 湯前町1588-7 0966-43-4545 ○

57 湯前町 旅館・ホテル 湯楽里 湯前町1588-7
https://www.town.yunomae.lg.jp/kankou/kiji0039
13/index.html

0966-43-4126 ○

58 湯前町 民泊・農泊 和みの宿　かっちゃん家 湯前町植木661 http://hitoyoshikuma-gt.org/ 0966-43-4176 ×

59 湯前町 民泊・農泊 語らいの宿　ねこの家 湯前町2102-1 http://hitoyoshikuma-gt.org/ 0966-43-3362 ×

60 水上村 民泊・農泊 稲荷さんの宿　遊庵 水上村岩野1935-2 http://www.mizukami-yuan.com/ 0966-44-0229 ×

61 水上村 旅館・ホテル 市房観光　ホテル 水上村大字湯山357 http://www.ichifusa.main.jp/ 0966-46-0234 ○

62 水上村 民泊・農泊 水上荘 水上村大字湯山1619 0966-46-0835 ○

63 水上村 民泊・農泊 桜 民 宿 水上村湯山282-2 http://www.ichifusa.jp/y-kawhara/ 0966-46-0108 ○

64 水上村 民泊・農泊 民宿 川原 水上村湯山259 http://sakura-kawahara.com/ 0966-46-0063 ○

65 水上村 民泊・農泊 民宿 小川 水上村湯山226 http://minshukuogawa.web.fc2.com/ 0966-46-0129 ○

66 水上村 民泊・農泊 民宿 白水 水上村湯山1286 0966-46-1105 〇

67 水上村 民泊・農泊 民宿 旅宿 美野里 水上村湯山1405-1 https://www.ichifusa.jp/yamame/greet/ 0966-46-0671 ○

68 水上村 民泊・農泊 民宿 山水 水上村湯山286 http://www.ichifusa.jp/ki5nuko/ 0966-46-0027 ○

69 水上村 民泊・農泊 民宿おのや 水上村湯山1409-4 http://www.onoya.tank.jp/ 0966-46-0522 ○

70 水上村 民泊・農泊 茶乃実 水上村湯山1818 http://hitoyoshikuma-gt.org/ 0966-46-0054 ○

71 水上村 民泊・農泊 瓢鰻亭 水上村湯山1866 http://hitoyoshikuma-gt.org/ 0966-46-0122 ○

72 水上村 キャンプ場 市房山キャンプ場 水上村湯山1122-264 http://mizukami-ichifusa.com/?page_id=5 0966-46-0768 ×

73 水上村 旅館・ホテル 市房庵なるお 水上村大字湯山773-2 http://www.ichifusaan.com/ 0966-46-0221 〇

74 山江村 旅館・ホテル 山江温泉ほたる 山江村万江甲423 http://www.hotarunomura.com/ 0966-23-3112（役場） ○

75 山江村 民泊・農泊 時代の駅むらやくば 山江村山田甲1415 0966-35-7000 ×

76 山江村 キャンプ場 尾寄崎キャンプ場 山江村山田戊1116 0966-23-3112 ×

77 球磨村 キャンプ場 球磨川リバーサイドキャンプ場 球磨村大字三ケ浦乙1534 https://kumacamp.com/camp_page.html 0966-33-0002 ×

78 球磨村 旅館・ホテル 一勝地温泉かわせみ 球磨村一勝地39-2 http://kawasemi-onsen.kbz.jp/ 0120-561-120 ×

79 球磨村 民泊・農泊 さんがうら 球磨村大字三ケ浦乙629-3 http://sangaura.com/ 0966-32-0443 ×

80 球磨村 民泊・農泊 鶯鳴山荘 三ケ浦寺尾 0966-32-1114（役場） ×

81 五木村 民泊・農泊 民泊　蛍の里 0966-37-2748 ×

82 五木村 民泊・農泊 民宿　山里 五木村乙665-26 0966-37-2636 ○

83 五木村 民泊・農泊 民宿　いちょう 五木村甲2672-37 0966-37-2821 ○

84 五木村 民泊・農泊 ロッジ山小屋 五木村竹の川4944-5 0966-37-2836 ○

85 五木村 民泊・農泊 ペンションクロキ 五木村甲6550 0966-37-2168 ○

86 五木村 民泊・農泊 奥山体験の家　もみの木 五木村小鶴 0966-37-7416 ×

87 五木村 民泊・農泊 ふるさと五木の宿 五木村甲3043−7 0966-37-2253 ○

88 五木村 民泊・農泊 宮園交流館　百千鳥 五木村甲字宮園5670番地 0966-37-2266（役場） ○

89 五木村 民泊・農泊 宮園のお宿 五木村甲5434 0966-37-2477 ○

90 五木村 キャンプ場 端海野キャンプ場 五木村端海野 0966-37-2633 ×

91 五木村 旅館・ホテル 森と渓流　ITSUKIステイ 五木村甲2859-7 https://keiryuvilla.com/ 0966-29-8055 ○

92 相良村 旅館・ホテル 茶湯里 相良村深水2136番地 https://hpdsp.jp/sayuri-yu/ 0966-25-8111
0966-35-0211（役場）

○
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