
徳島市内ホテル

名称 住所 電話 URL

ビジネスホテル笹田 徳島市富田浜１丁目9-1、2、3、4 088-625-1288 -

ホテルニュー東洋 徳島市⻄船場１丁目9 088-625-8181 -

ビジネスホテルオリエント 徳島市南二軒屋町１丁目1-30 088-625-2827 -

ホテル四国 徳島市中通町２丁目5 088-623-7735 -

ビジネスホテル白糸 徳島市秋田町１丁目71 088-652-2527 -

ビジネスホテルふじしま 徳島市富田橋２丁目59 088-622-8502 -

ビジネスホテルＮＡＫＡＺＵ 徳島市中洲町３丁目２６ 088-623-2180 http://h-nakazu.netdesign-web.com/

ビジネスホテルＮＥＸＥＬ秋田町 徳島市秋田町1-71 088-622-1151 http://nexel-akitamachi.com/

徳島市内(和室メイン）

名称 住所 電話 URL

旅館ニュー丸新 徳島市富田浜３丁目10 088-652-4752 -

喜楽 徳島市南常三島町３丁目７－５、７－６ 088-625-4275 http://ki-raku.info/

ふじ旅館 徳島市秋田町１丁目69 088-622-4504 -

さくら荘 徳島市寺島本町東１丁目25-1 088-652-9575 -

⺠宿志のみや 徳島市福島１丁目３－１９ 088-623-7274 -

やまうち旅館 徳島市富田橋１丁目４０－１ 088-625-1237 -

ともや旅館 徳島市南内町１丁目４９－１ 088-652-6051 https://itp.ne.jp/info/362177165400000899/

大鶴旅館 徳島市南仲之町１丁目４１ 088-653-0768 -

ビジネスホテル清風荘 徳島市通町３丁目８ 088-625-5708 -

松風荘 徳島市大原町浜１０－５ 088-662-1083 -

常磐旅館 徳島市蔵本町１丁目１５ 088-632-5011 -

ビジネスホテル桂 徳島市新浜本町２丁目２－２４ 088-662-3515 -

あたけ旅館 徳島市昭和町８丁目１２３ 088-625-3688 -

ホテル大崎 徳島市寺島本町⻄２丁目１９ 088-623-5451 https://travel.dmkt-sp.jp/hotel/7420A46/detail/

板野郡(松茂町）

名称 住所 電話番号 URL
ホテル ＳＯＬＡＥ 板野郡松茂町広島字宮ノ前26-1 088-699-7137 http://hotel-solae.com/

ビジネスホテルポケット 板野郡松茂町笹木野 088-699-2222 -

ホテル太平洋 板野郡松茂町中喜来 088-699-2967 http://hotel-taiheiyo.com/

⺠宿多津美 板野郡松茂町笹木野 088-699-4688 http://www7a.biglobe.ne.jp/~tatumi/

鳴門市

名称 住所 電話番号 URL
ビジネスホテル第一 鳴門市撫養町小桑島字前浜263 088-685-2222 -
鳴門パークヒルズ ホテルリッジ 鳴門市瀬⼾町大島田中⼭1-1 088-688-1212 http://hotel-ridge.co.jp/ridge/

旅館水の 鳴門市撫養町岡崎101 088-685-4131 http://www.ryokan-mizuno.co.jp/

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186-16 088-687-2255 http://www.moana.co.jp/

ホテル ロータス 徳島県鳴門市鳴門町土佐泊浦大毛２３４－１６ 088-687-0078 http://naruto-lotus.com/

国⺠宿舎 大⾕荘 徳島県鳴門市⾥浦町⾥浦字坂田４３２－８７ 088-685-4121 http://www.ohtaniso.com/

ビジネスホテルＢＭ 鳴門市撫養町大桑島前浜168-1 088-686-0211 -

公園水野 鳴門市鳴門町土佐泊浦福池65 088-687-0411 https://www.koen-mizuno.com/

さぬきや旅館 鳴門市撫養町弁財天字三ツ井丁39 088-686-3301 http://www.sanukiya-ryokan.jp/company.html

松家旅館 鳴門市撫養町岡崎字二等道路東87-2 088-686-4573 -
うちの海 鳴門市鳴門町土佐泊浦字⿊⼭ 088-687-0043 -
⺠宿 観梅苑 鳴門市大麻町板東字広塚9 088-689-0697 http://www.ca.pikara.ne.jp/kanbaien/

国⺠⺠宿 くすみ 鳴門市瀬⼾町堂浦地廻り2-439 088-688-0071 http://www.tk2.nmt.ne.jp/~turijoho/

⺠宿鳴門 鳴門市鳴門町大毛234-52 088-687-0443 http://naruto-m.sakura.ne.jp/

⺠宿灯台 鳴門市撫養町岡崎字二等道路東94-1 088-686-0433 -
⺠宿やまひろ 鳴門市瀬⼾町堂浦字地廻り281-2 088-688-0536 -
ファミリーロッジ旅籠屋・鳴門駅前店 鳴門市撫養町小桑島前浜277-2 088-686-8857 http://www.hatagoya.co.jp/043_Narutoekimae/index.shtml



阿南市

名 称 住所 電話番号 URL
ホテルサンオーシャン 阿南市富岡町滝の下24-8 0884-23-2222 http://www.hotelsunocean.co.jp/

ビジネス・イン一楽 阿南市津乃峰町東分115-1 0884-27-3011 http://www.b-ichiraku.jp/index.html

阿南プラザイン 阿南市富岡町滝の下17-1 0884-28-6600 http://www.anan-plaza.com/

ホテル石松 阿南市富岡町トノ町113-3 0884-22-0126 http://www.i-taste.yad.jp/

阿南第一ホテル 徳島県阿南市富岡町⻄池田⼝14-1 0884-22-6622 http://www.anan1.co.jp/

阿南第一ホテルアネックス 徳島県阿南市富岡町王塚28-2 0884-28-7600 http://www.anan1.co.jp/annex/

あなんステーションホテル 阿南市富岡町今福寺43-5 0884-28-7711 http://www.anan1.co.jp/station/

ロイヤルガーデンホテル 阿南市富岡町あ王⾕52-2 0884-23-3838 http://www.a-rgh.co.jp/

ベイサイドホテル龍宮 阿南市橘町幸田92番地2 0884-27-2027 https://hotel-ryugu.jimdo.com/

⺠宿 あたらしや 徳島県阿南市椿町蒲生田154 090-6880-7643 -

伊勢エビ⺠宿 北の脇 徳島県阿南市中林町大切102-7 0884-23-6136 http://www.iseebi-kitanowaki.com/

伊丹荘 徳島県阿南市津乃峰町東分52-3 0884-27-1410 http://wwwc.pikara.ne.jp/mitsuko/

旅館・⺠宿 かさぎ 徳島県阿南市福村町南筋1236-1 0884-22-1283 -

寿殿 えもと 徳島県阿南市桑野町井ノ⼝原56-6 0884-26-0052 -

お宿 なみおと 徳島県阿南市中林町大切79-1 0884-28-7355 -

司荘 徳島県阿南市中林町堤の内6-4 0884-22-5045 -

浜銀荘 徳島県阿南市中林町堤の内5 0884-22-3235 -

⺠宿 平和荘 徳島県阿南市畭町⻲崎82-30 0884-22-5309 -

ゆきや荘 徳島県阿南市椿泊町東55 0884-33-0070 -

⺠宿 ようき荘 徳島県阿南市中林町堤の内1-4 0884-23-3005 -

その他

名 称 住所 電話番号 URL
旅館 朝日屋 小松島市赤石町9-2 0885-37-1107 -

ビジネスホテル アクセス鴨島 吉野川市鴨島町鴨島224-1 0883-24-5050 -

セントラルホテル鴨島 吉野川市鴨島町鴨島471-2 0883-24-8989 http://www.central-kamojima.jp/


