
№ 道県名 会員名 宿舎名 代表者名 住所

1 北海道 芦別市 あしべつ 荻原　　貢 北海道芦別市北1条東1丁目3番地

2 北海道 芽室町 新嵐山荘 手島　　旭 北海道河西郡芽室町東2条2-14

3 青　森 弘前市 いわき荘 櫻田　　宏 青森県弘前市大字上白銀町1-1

4 岩　手 普代村 くろさき荘 柾屋　伸夫 岩手県下閉伊郡普代村9-13-2

5 岩　手 野田村 えぼし荘 小田　祐士
岩手県九戸郡野田村大字野田20-
14

6 山　形 山形県 竜山荘 吉村　美栄子 山形県山形市松波2-8-1

7 山　形 小国町 飯豊梅花皮荘 仁科　洋一
山形県西置賜郡小国町小国小坂
町2-70

8 茨　城
公益財団法人茨
城県開発公社

鵜の岬 横山　征成 茨城県水戸市笠原町978-25

9 栃　木 日光市 かじか荘 粉川　昭一 栃木県日光市足尾町通洞8-2

10 群　馬 中之条町 四万ゆずりは荘 伊能　正夫
群馬県吾妻郡中之条町大字中之
条町1091

11 群　馬 みどり市 サンレイク草木 須藤　昭男
群馬県みどり市大間々町大間々
1511

12 群　馬 片品村 尾瀬ロッジ 梅澤　志洋
群馬県利根郡片品村大字鎌田
3967-3

13 埼　玉 小鹿野町 両神荘 森　真太郎 埼玉県秩父郡小鹿野町小鹿野89

14 富　山 富山県 天望立山荘 新田　八朗 富山県富山市新総曲輪1-7

15 富　山 南砺市 五箇山荘 田中　幹夫 富山県南砺市荒木1550

能登うしつ荘

能登やなぎだ荘

17 福　井 大野市 パークホテル九頭竜 石山 志保 福井県大野市天神町1-1

18 福　井 福井市 鷹巣荘 東村　新一 福井県福井市大手3-10-1

19 長　野 上田市 鹿月荘 土屋　陽一 長野県上田市上丸子1612

松代荘

聖山パノラマホテル

鬼無里の湯

21 長　野 安曇野市 有明荘 太田　　寛 長野県安曇野市豊科6000番地

22 長　野 佐久市 もちづき荘 柳田　清二 長野県佐久市中込3056

23 長　野 上松町 ねざめホテル 大屋　　誠 長野県木曽郡上松町駅前通り2-13

24 静　岡 松崎町 伊豆まつざき荘 深澤　準弥 静岡県賀茂郡松崎町宮内301-1

25 静　岡 浜松市 奥浜名湖 鈴木　康友 静岡県浜松市北区細江町気賀305

20 長　野

16 石　川 能登町 大森　凡世
石川県鳳珠郡能登町字宇出津ト字
50番地1

正会員

長野市 荻原　健司 長野県長野市大字鶴賀緑町1613



№ 道県名 会員名 宿舎名 代表者名 住所

26 兵　庫 南あわじ市 慶野松原荘 守本　憲弘
兵庫県南あわじ市市善光寺22番地
１

27 奈　良 御所市 葛城高原ロッジ 東川　　裕 奈良県御所市1-3

28 和歌山
一般財団法人み
なべ町開発公社

紀州路みなべ 三前　雅信 和歌山県日高郡みなべ町埴田1540

29 鳥　取 鳥取市 山紫苑 深澤　義彦 鳥取県鳥取市幸町71番地

30 鳥　取 湯梨浜町 水明荘 宮脇　正道
鳥取県東伯郡湯梨浜町大字久留
19-1

31 島　根 雲南市 清嵐荘 石飛　厚志 島根県雲南市木次町里方521-1

32 島　根 浜田市 千畳苑 久保田　章市 島根県浜田市殿町1番地

33 岡　山 倉敷市 良寛荘 伊東　香織 岡山県倉敷市西中新田640

34 広　島 呉市 野呂高原ロッジ 新原　芳明 広島県呉市中央4-1-6

35 広　島 広島市 湯来ロッジ 松井　一實
広島県広島市中区国泰寺町一丁
目6番34号

36 広　島 廿日市市 みやじま杜の宿 松本　太郎 広島県廿日市市下平良1-11-1

37 山　口 下関市 海峡ビューしものせき 前田　晋太郎 山口県下関市南部町1番1号

38 山　口 山口市 あいお荘 伊藤　和貴 山口県山口市亀山町2-1

39 香　川 さぬき市 クアパーク津田 大山　茂樹 香川県さぬき市志度5385番地8

40 高　知 宿毛市 宿毛リゾート椰子の湯 中平　富宏 高知県宿毛市希望ヶ丘1番地

41 福　岡 芦屋町 マリンテラスあしや 波多野　茂丸 福岡県遠賀郡芦屋町幸町2-20

42 長　崎 壱岐市 壱岐島荘 白川　博一
長崎県壱岐市郷ノ浦町本村触562
番地

43 熊　本 山都町 通潤山荘 梅田　　穰 熊本県上益城郡山都町浜町6番地

ホテル高千穂

ホテルピコラナイえびの
高原

45 鹿児島 肝付町 コスモピア内之浦 永野　和行 鹿児島県肝属郡肝付町新富98

46 鹿児島 鹿児島市 レインボー桜島 下鶴　隆央 鹿児島県鹿児島市山下町11番1号

正会員

宮崎県宮　崎44 河野 俊嗣 宮崎県宮崎市橘通東2-10-1



№ 道県名 会員名 宿舎名 代表者名 住所

1 千　葉
一般財団法人千
葉県観光公社

サンライズ九十九里 牧野　福慶
千葉県千葉市中央区中央港1丁目
（レストハウスパテオ内）

2 静　岡
静岡県スポーツ・文化
観光部観光政策課 － 山田　　司 静岡県静岡市葵区追手町9番6号

3 福　岡
株式会社ＡＪ・コーポレー
ション　筑後広域公園振

興事業団
筑後船小屋公園の宿 日野　泰治 福岡県筑後市津島2108-1

4 福　岡
株式会社YMサー

ビス
池の山荘 末元　寿一 福岡県八女市本町2番地37の4

№ 会員名 代表者名 住所

1 新田　政丸 新田　政丸
広島県広島市佐伯区湯来町伏谷
1170-1

№ 会員名 代表者名 住所

1
アサヒビール株式

会社
白石　行洋 東京都墨田区吾妻橋1-23-1

2
サッポロビール株

式会社
矢野　光宏

東京都渋谷区恵比寿4-20-3　恵比
寿ガーデンプレイスタワー6階

特別会員

名誉会員

賛助会員


