
新型コロナ対策取組の宿参加施設（2020年7月28日現在）
No 宿泊施設名 所在地

1101 紀州温泉元気の湯　新和歌ロッジ 和歌山市新和歌浦2-3
1102 湯浅温泉　湯浅城 有田郡湯浅町青木75
1103 一乗院(宿坊） 伊都郡高野町606番地
1104 高野山　宿坊　熊谷寺 伊都郡高野町高野山501
1105 白良荘グランドホテル 西牟婁郡白浜町868
1106 赤松院 伊都郡高野町高野山571
1107 南紀白浜マリオットホテル 西牟婁郡白浜町2428
1108 民宿　美滝山荘 東牟婁郡那智勝浦町那智山545-1
1109 加太淡島温泉大阪屋　ひいなの湯 和歌山市加太142
1110 ガーデンホテル　ハナヨ 田辺市文里二丁目36-40
1111 遍照尊院 伊都郡高野町高野山303番地
1112 株式会社　わたらせ温泉 田辺市本宮町渡瀬45-1
1113 民宿　松林 有田市初島町浜1769-1
1114 ビジネスホテル　パール 田辺市湊989
1115 民宿ヤマギワ・有田オレンジユースホステル 有田郡湯浅町栖原809
1116 田辺ステーションホテル 田辺市湊2番地1号
1117 スマイルホテル和歌山 和歌山市南汀丁18
1118 高野山　宿坊　恵光院 伊都郡高野町高野山497
1119 ビジネスホテルとっぷイン神楽野 有田郡有田川町野田526-1
1120 宗教法人　普賢院 伊都郡高野町高野山605
1121 白浜古賀の井リゾート＆スパ 西牟婁郡白浜町3212-1
1122 ホテルニューパレス 新宮市新宮7683-18
1123 潮風荘 和歌山市雑賀崎613-2
1124 国民宿舎ホテルシラハマ 西牟婁郡白浜町813
1125 紀州・白浜温泉むさし 西牟婁郡白浜町868番地
1126 報恩院 伊都郡高野町高野山283
1127 ホステルイン　橋本 橋本市古佐田2丁目61番4号
1128 旭旅館 田辺市高雄2-31-8
1129 丸浅旅館 紀の川市粉河2071-1
1130 恵比須屋 東牟婁郡那智勝浦町湯川1065
1131 美よし荘 有田郡湯浅町別所166-1
1132 家族とすごす白浜の宿　柳屋 西牟婁郡白浜町1870
1133 ホテル浦島 東牟婁郡那智勝浦町勝浦1165-2
1134 ビジネスホテル紀の国 御坊市湯川町小松原463-1
1135 HOTEL　CITY　INN　WAKAYAMA 和歌山市吉田432
1136 Wakanoura Nature Resort EPICHARIS 和歌山市新和歌浦2-4
1137 寺井旅館ハーバービュー 日高郡戸津井202
1138 別格本山　西南院 伊都郡高野町高野山249
1139 ホテル川久 西牟婁郡白浜町3745番地
1140 観光旅館　美奈都 日高郡由良町衣奈862-2
1141 料理旅館万清楼 東牟婁郡那智勝浦町勝浦448
1142 龍神温泉　上御殿 田辺市龍神村龍神42番地
1143 雲間ゲストハウス 新宮市熊野川町上長井462
1144 グリーンヒル美浜 日高郡美浜町和田550
1145 グリーンヒル御坊駅前 御坊市湯川町小松原366-27
1146 湯治のできる宿しらさぎ 西牟婁郡白浜町椿1056-22
1147 サンシャインホテル 新宮市井の沢9-13
1148 東横インJR和歌山駅東口 和歌山市黒田2丁目1番7号
1149 民宿大村屋 田辺市本宮町川湯温泉1406-4
1150 熊野古道古民家宿HAGI 田辺市中辺路町野中1068
1151 ホテル　なぎさや 東牟婁郡那智勝浦町湯川955-1
1152 ペンション　シロギス 田辺市芳養町299-2
1153 ゲストハウス　すずめのかくれんぼ 伊都郡高野町高野山262
1154 かめや旅館 伊都郡かつらぎ町新田106
1155 紀州温泉ありがとうの湯漁火の宿シーサイド観潮 和歌山市田野82番地
1156 ビジネスホテル　かつや 和歌山市友田町3-12



1157 辻井旅館 日高郡印南町島田2171-2
1158 HOTEL＆RESORTS　WAKAYAMA　KUSHIMOTO 東牟婁郡串本町サンゴ台1184-10
1159 ホテルグランヴィア和歌山 和歌山市友田町5丁目18番地
1160 光臺院 伊都郡高野町高野山649
1161 宿坊　本覚院 伊都郡高野町高野山618
1162 和歌の浦　木村屋 和歌山市新和歌浦2番2号
1163 ホテルハーヴェスト南紀田辺 田辺市新庄町2901番地の1
1164 HOTEL花屋 田辺市高雄一丁目2番53号
1165 金剛三昧院 伊都郡高野町高野山425
1166 花山温泉　薬師の湯 和歌山市鳴神574
1167 上池院 伊都郡高野町高野山476
1168 ビジネスホテル　フォレストイン御坊 御坊市岩内529番地
1169 たまゆらの里 海草郡紀美野町長谷宮705
1170 Hotel＆RESORTS　和歌山みなべ 日高郡みなべ町山内大目津泊り348
1171 ホテルいとう 岩出市宮83
1172 旅館黒島 日高郡由良町衣奈973-2
1173 橘家 有田市宮原町新町17
1174 碧き島の宿　熊野別邸　中の島 東牟婁郡那智勝浦町勝浦1179-9
1175 ホテルアバローム紀の国 和歌山市湊通丁北2丁目1番地の2
1176 きくや旅館 伊都郡かつらぎ町妙寺440
1177 ビジネスホテル岩出　 岩出市大町163-1
1178 ビジネスホテル粉河 紀の川市粉河781-2
1179 ホテル白浜館 西牟婁郡白浜町1379
1180 民宿はまよし 日高郡日高町志賀3960-1
1181 不動院 伊都郡高野町高野山456
1182 和歌山加太温泉　加太海月 和歌山市加太1905
1183 温泉旅館にしかわ 日高郡みなべ町植田1540-12
1184 紀三井寺温泉ガーデンホテルはやし 和歌山市紀三井寺673
1185 ホテル天山閣海ゆう庭 西牟婁郡白浜町2020
1186 ホテル天山閣湯楽庵 西牟婁郡白浜町2927-553
1187 持明院 伊都郡高野町高野山455
1188 普門院 伊都郡高野町高野山608
1189 和歌山グリーンホテル 和歌山市新雑賀町38
1190 北室院 伊都郡高野町高野山470
1191 民宿アイス 西牟婁郡白浜町890-87
1192 中川旅館 伊都郡九度山町九度山1421
1193 有田川温泉　鮎茶屋　ホテルサンシャイン 有田市星尾37
1194 花いろどりの宿　花游 東牟婁郡太地町大字太地2906
1195 和歌の浦温泉　萬波 和歌山市新和歌浦2-10
1196 清浄心院 伊都郡高野町高野山566
1197 やどり温泉いやしの湯 橋本市北宿5
1198 山水館川湯みどりや 田辺市本宮町川湯13
1199 山水館川湯まつや 田辺市本宮町川湯29
1200 かつうら御苑 東牟婁郡那智勝浦町勝浦216-19
1201 とれとれヴィレッジ 西牟婁郡白浜町堅田2498-1
1202 パンダヴィレッジ 西牟婁郡白浜町堅田2498-1
1203 Hackberry　Heim　EⅡRA 西牟婁郡白浜町107-10
1204 新宮セントラルホテル 新宮市橋本1-12-19
1205 民宿市松 田辺市新万23-5
1206 ホテル花飾璃 西牟婁郡白浜町1243
1207 パートナーズハウスゆあさ 有田郡湯浅町大字山田1638-1
1208 SHIRAHAMA KEY TERRACE　ホテルシーモア西牟婁郡白浜町1821
1209 高野山温泉　福智院 伊都郡高野町高野山657番地
1210 民宿ちかつゆ 田辺市中辺路町近露401-12

 


