
施設名 所在地
1 阿波の国　昴宿よしの 徳島市一番町３丁目18
2 ホテル白水園 徳島市仲之町１丁目40
3 ホテルアストリア 徳島市一番町２丁目26-1
4 徳島ステーションホテル 徳島市寺島本町東３丁目4
5 ともや旅館 徳島市南内町１丁目49-1
6 ホテル千秋閣 徳島市幸町３丁目55
7 ビジネスホテル大崎 徳島市寺島本町西２丁目19
8 ホテルみづほ 徳島市南仲之町１－４６－３
9 ビジネス旅館　さくら荘 徳島市寺島本町東１丁目25-1
10 ホテルキャッスルＣＶ 徳島市中常三島町２丁目11-1
11 タウンホテル千代 徳島市かちどき橋１丁目50
12 ビジネスホテルふじしま 徳島市富田橋２丁目59
13 旅館　はやし別館 徳島市中通町２丁目22
14 旅館ニュー丸新 徳島市富田浜３丁目10
15 JRホテルクレメント徳島 徳島市寺島本町西１－６１
16 ホテルサンシャイン徳島アネックス 徳島市南出来島町２丁目9
17 ホテルフォーシーズン徳島 徳島市寺島本町西１丁目54-1
18 剣山ホテル 徳島市南内町2丁目11番地
19 民宿喜楽 徳島市南常三島町３－７－５
20 阿波観光ホテル 徳島市一番町３－１６－３
21 東横INN　徳島駅眉山口 徳島市東大工町２－７
22 やまうち旅館 徳島市富田橋１丁目40-1
23 ホテルサンルート徳島 徳島市元町１丁目５番地１
24 センチュリープラザホテル 徳島市南昭和町１丁目46-1
25 徳島グランヴィリオホテル 徳島市万代町３丁目5-1
26 ビジネスホテル　コスモス徳島 徳島市中央通２丁目35-4
27 ハイパーインメイアップ徳島 徳島市幸町三丁目108
28 東横INN　徳島駅前 徳島市両国本町１－５
29 セルフイン徳島東船場 徳島市東船場２丁目15
30 ハイパーインホテル越久 徳島市富田浜１丁目22
31 アグネスホテル徳島 徳島市寺島本町西１丁目２８番地
32 ザ・グランドパレス徳島 徳島市寺島本町西１丁目60-1
33 アルファホテル徳島 徳島市東大工町２丁目11
34 アグネスホテル・プラス 徳島市寺島本町西１丁目34
35 アパホテル徳島駅前 徳島市一番町２丁目21番地
36 ダイワロイネットホテル徳島駅前 徳島市寺島本町東３丁目８番地
37 ハイパーイン　徳島両国橋 徳島市富田浜１丁目９番地
38 スマイルホテル徳島 徳島市元町１－２４
39 かどや旅館 徳島市一宮町西丁２６８番地
40 NEXEL relaxation&spa 徳島市大道一丁目８番地
41 ビジネスホテルNEXEL秋田町 徳島市秋田町１丁目７１番地
42 ビジネスホテル　サンパール 徳島市富田橋１丁目86番地
43 セルフイン徳島蔵本駅前 徳島市蔵本町２丁目１３－２
44 ホテルたいよう農園　徳島県庁前 徳島市昭和町１丁目15番地
45 宿屋ひわさ 徳島市西船場１丁目9
46 HOSTEL PAQ tokushima 徳島市中通町２丁目５番
47 ビジネスホテル　パレス２１ 徳島市沖洲町１－２６
48 ゲストハウス017レイナ 徳島市鷹匠町１－２１レイナビル
49 プチホテル017 徳島市大道２－１１
50 アネックスみずほ 徳島市富田橋１丁目１１９－７
51 名西旅館 徳島市一宮町西丁234番地
52 アオアヲ ナルト リゾート 鳴門市鳴門町土佐泊浦字大毛16-45
53 旅館　公園水野 鳴門市鳴門町土佐泊浦字福池65
54 リゾートホテル　モアナコースト 鳴門市鳴門町土佐泊浦字高砂186-16
55 ホテルファーストシーズン 鳴門市撫養町斎田字大堤２２８番地
56 料理　旅館　大鳥居苑 鳴門市大麻町板東字西山田33-4
57 ＨＯＴＥＬ　ＧＡＴＥ　８８ 鳴門市撫養町大桑島字すべり岩浜51-1
58 ベイリゾートホテル鳴門海月 鳴門市鳴門町土佐泊浦字福池65番地7
59 鳴門グランドホテル海月 鳴門市鳴門町土佐泊浦字大毛82-88
60 鯛丸海月 鳴門市鳴門町土佐泊浦字福池15番地33
61 NEXEL鳴門 鳴門市撫養町斎田字大堤55
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62 ＮＥＸＥLα　鳴門 鳴門市撫養町小桑島字前浜６５
63 ビジネスホテル鳴門 鳴門市撫養町斉田大堤104-105
64 ホテルカクイン鳴門 鳴門市撫養町斉田大堤208
65 ホテルリッジ 鳴門市瀬戸町大島田字中山１－１
66 ビジネス旅館あかいし 小松島市赤石町５番１０８
67 朝日屋旅館 小松島市赤石町９番２号
68 みどり旅館 小松島市小松島町字外開７－５
69 民宿ちば 小松島市田野町恩山寺谷２１
70 HOTEL AZ 徳島小松島店 小松島市金磯町字土手町93-1
71 スーパーホテル徳島・小松島天然温泉 小松島市小松島町字若井崎10番地6
72 リゾート旅館・ニューみはらし 小松島市小松島町字外開７－１
73 宿坊安楽寺 板野郡上板町引野寺の西北８－８
74 民宿寿 板野郡上板町七條字大道ノ上13番地1
75 HOTEL　ＳＯＬＡＥ 板野郡松茂町広島字宮ノ前２６－１
76 おくむら旅館 板野郡藍住町奥野字前川74
77 神山温泉ホテル四季の里 名西郡神山町神領字本上角80-2
78 月ケ谷温泉　月の宿 勝浦郡上勝町大字福原字平間７１－１
79 土柱ランド新温泉 阿波市阿波町字桜ノ岡165
80 セントラルホテル鴨島 吉野川市鴨島町鴨島471-2
81 ビジネスホテル　ロードサイド 吉野川市鴨島町内原字北松尾160-3
82 ビジネスホテル　アクセス鴨島 吉野川市鴨島町鴨島224-1
83 ビジネスホテル　アクセス阿波 阿波市土成町土成字寒方51-4
84 カネマン米谷旅館 吉野川市川島町大字川島420-3
85 旅館八幡 阿波市市場町大野島字新ノ池8-1
86 ロイヤルガーデンホテル阿南 阿南市富岡町あ王谷52-2
87 ビジネスイン一楽 阿南市津乃峰町東分115-1
88 ホテルサンオーシャン 阿南市富岡町滝の下42-4
89 じょう旅館 阿南市橘町西浜169
90 ビジネスイン魚井 阿南市橘町西浜62
91 ベイサイドホテル龍宮 阿南市橘町幸田92-2
92 阿南第一ホテル 阿南市富岡町西池田口14-1
93 料理の宿　椿活珍亭 阿南市椿町加茂前66
94 椿自然園 阿南市椿町瀬井45
95 ホテルルートイン阿南 阿南市領家町火屋ケ原142
96 阿南プラザイン 阿南市富岡町滝の下17-1
97 スーパーホテル阿南・富岡 阿南市学原町深田９番１
98 スーパーホテル阿南・市役所前 阿南市富岡町トノ町51-9
99 体験民宿とまこ 阿南市新野町片山142-1
100 民宿パンダ屋 阿南市新野町宮ノ北36
101 あなんステーションホテル 阿南市富岡町今福寺４３－５
102 生本旅館 海部郡海陽町奥浦171-1
103 ホテル白い燈台 海部郡美波町日和佐浦455
104 国民の宿　うみがめ荘 海部郡美波町日和佐浦370-4
105 HOTEL RIVIERA ししくい 海部郡海陽町宍喰浦字松原226-1
106 ふれあいの宿　遊々NASA 海部郡海陽町奥浦字鹿ヶ谷58-3
107 砂美　かたやま 海部郡牟岐町大字灘字下浜辺6-1
108 HOTEL MATSUKA 美馬市脇町大字猪尻字建神社下南153-1
109 清流の郷　ブルーヴィラあなぶき 美馬市穴吹町口山字丸山１番地
110 白地温泉　小西旅館 三好市池田町白地本名76-2
111 ホテル祖谷温泉 三好市池田町松尾松本367番地28
112 ビジネスホテル阿波池田 三好市池田町ウエノ3159-2
113 ビジネスホテル　ヤマシロ 三好市池田町マチ2180-1
114 大歩危祖谷阿波温泉　あわの抄 三好市池田町白地本名165-6
115 COCO-CROSS 三好市池田町サラダ1649-3
116 大歩危温泉　サンリバー大歩危 三好市山城町西宇1259-1
117 峡谷の湯　大歩危峡まんなか 三好市山城町西宇1644-1
118 祖谷の宿　かずらや 三好市西祖谷山村閑定78
119 ホテルかずら橋 三好市西祖谷山村善徳33-1
120 渓谷の隠れ宿　祖谷美人 三好市西祖谷山村善徳9-3
121 ホテル秘境の湯 三好市西祖谷山村尾井ノ内401番地

※対象施設一覧は更新等により変更になる可能性があります。


