
県名県名県名県名 地域地域地域地域 施設名施設名施設名施設名 県名県名県名県名 地域地域地域地域 施設名施設名施設名施設名

県名県名県名県名 地域地域地域地域 施設名施設名施設名施設名 香川 琴平 琴平グランドホテル　桜の抄 愛　媛 伊予 開　 花　 亭

三　重 鳥羽 戸　　田　　家 琴平 ことひら温泉　琴　参　閣 大三島 せとうち茶屋　大　三　島

滋　賀 雄琴 びわこ　緑水亭 愛　媛 道後 道　　後　　舘 今治 imabari　㈱しまなみ

京　都 亀岡 松園荘　保　津　川　亭 御荘 ホテル　サ　ン　パ　ー　ル 高　知 高知 ドライブイン　かつお船

丹後 佳　　松　　苑 高　知 高知 三　　翠　　園 土佐山田 公益財団法人龍河洞保存会

兵　庫 姫路 夢　　乃　　井 高知 城　　西　　館 福　岡 博多 アサヒビール園　博多店

城崎 西村屋ホテル　招月庭 足摺岬 足摺国際ホテル 小倉 丸  ふ  じ

温泉町 佳泉郷　井づつや 福　岡 福岡 博多サンライトホテル檜乃扇 熊　本 水前寺 水前寺観光センター

洲本

淡路インターナショナルホテルザ・

サンプラザ

長　崎 長崎 矢　　太　　樓 大　分 別府 インターヴィレッジ　さくら

和歌山 白浜 株式会社　ホテル　三楽荘 熊　本 玉名 司ロイヤルホテル 湯布院 湯布院　勢吉茶屋

勝浦 ホテル　浦　島 熊本 リバーサイドホテル熊本 耶馬渓 レストハウス洞門

高野山 持　　明　　院 大　分 別府 株式会社ホテル　三　泉　閣 宮　崎 高千穂 千 穂 の 家

鳥　取 皆生 皆生グランドホテル　天水 別府 悠彩の宿　　望　海 鹿児島 七ツ島 かごしま旅の駅　魔猿城

皆生 皆生　つ　る　や 別府 美湯の宿　両築別邸 吉野 仙巌園・尚古集成館

皆生 皆　生　菊　乃　家 湯布院 由布のお宿　ほたる

皆生 いこい亭　菊　萬 日田

夢の国・星の国　みるき～すぱ

サンビレッジ

広　島 福山 三世代テーマパークみろくの里

皆生 芙　蓉　別　館 鹿児島 鹿児島 鹿児島サンロイヤルホテル

皆生 依　山　楼　岩　崎 指宿 指宿フェニックスホテル 広　島 広島 鯉城タクシー株式会社

三朝 斉　木　別　館 指宿 指宿シーサイドホテル 広島 有限会社　カープタクシー

三朝 三朝薬師の湯　万翆楼 呉 富士交通株式会社

三朝 三　　朝　　館 北海道 北海道 北の漁場　札幌場外市場店 廿日市 有限会社　津　田　交　通

羽合 望　　湖　　楼 京　都 橋立 橋立やまいち 廿日市 廿日市交通株式会社

島　根 松江 夕景湖畔　すいてんかく 兵　庫 赤穂 巴　屋　本　舗 戸河内 三段峡交通株式会社

玉造 出雲神々　縁結びの宿　紺家 姫路 まねき食品　株式会社 福山 有限会社　福山観光バス

玉造 松　　の　　湯 和歌山 道成寺 レストラン　あ　ん　ち　ん 鹿児島 鹿児島 株式会社　あづま交通

玉造 佳翠苑　皆　美 高野山 株式会社　珠数屋佳兵衛

玉造 曲水の庭　ホテル玉泉 鳥　取 砂丘 砂 丘 セ ン タ ー

玉造 保　　性　　館 砂丘 砂　丘　会　館

温泉津 のがわや旅館 境港 御食事処　弓ケ浜

旭 有限会社　ホテル　川隅 岩美 山陰松島遊覧株式会社

隠岐 隠岐シーサイドホテル鶴丸 島　根 安来 松　 琴　 館

岡　山 湯郷 ゆのごう　美春閣 大根島 日本庭園　由　志　園

湯郷 湯郷グランドホテル 玉湯 いずもまがたまの里　伝承館

湯郷 季　譜　の　里 松江 松江フォーゲルパーク

広　島 広島 ホテルセンチュリー21広島 岡　山 蒜山 ヒルゼン高原センター

広島 広島市文化交流会館 赤磐 岡山桃茂実苑

宮島口 おもてなしホテル宮島 岡　山 岡山 三 好 野 本 店

呉 呉森沢ホテル　株式会社 広　島 三次 株式会社　広島三次ワイナリー

因島 ナティーク城山 倉橋 くらはし　桂浜温泉

大崎上島 ホテル　清　風　館 三次 奥田元宋・小由女美術館

山　口 湯田 西　の　雅　常　盤 三次 有限会社　平田観光農園

萩 萩　　本　　陣 廿日市

中国醸造蔵元直営店

やすらぎ醗酵房

湯本 玉　　仙　　閣 広島 東洋観光（㈱デリカ事業部

湯本 宝珠　湯の宿　枕　水 広島 広島駅弁当　株式会社

湯本 湯本観光ホテル　西　京 山　口 長門 海鮮村　北長門

附野 ホテル　西長門リゾート 下関 ふくの関　長府観光会館店

一の俣 一の俣温泉グランドホテル 徳　島 鳴門 有限会社　若　山　商　店

大島 周防大島温泉ホテル　大観荘 鳴門 う　づ　乃　家

徳　島 徳島 阿波の国・昴宿よしの 板野郡 ハレルヤスイーツキッチン

祖谷 新祖谷温泉ホテル　かずら橋 香　川 琴平 ナ　カ　ノ　ヤ　琴　平

香　川 高松 喜代美山荘　花樹海 丸亀 中津万象園・丸亀美術館

食事・弁当・土産食事・弁当・土産食事・弁当・土産食事・弁当・土産

運　輸運　輸運　輸運　輸

協同組合広島県旅行業協会協定会員一覧協同組合広島県旅行業協会協定会員一覧協同組合広島県旅行業協会協定会員一覧協同組合広島県旅行業協会協定会員一覧

宿　　泊宿　　泊宿　　泊宿　　泊

観光施設観光施設観光施設観光施設
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