※宿泊代⾦⼜は宿泊を伴う旅⾏商品の代⾦の⽀払いには利⽤できません。
店舗名

TEL

住所

Hotel Wisteria Nara

0742-20-1233

奈良市芝辻町25-5

ホテル天平ならまち

0742-20-1477

奈良市樽井町1-1

変なホテル 奈良

0742-20-6530

奈良市⾼天町46番1

ベーカリーホテル シャトードール

0742-22-0111

奈良市東向北町15

天平旅館

0742-22-0551

奈良市東向中町9

ホテル アジール・奈良

0742-22-2577

奈良市油阪町1-58

奈良町の宿 料理旅館 吉野

0742-22-3727

奈良市今御門町19

AN-GRANDE HOTEL 奈良

0742-27-1221

奈良市登⼤路町36-3

春日ホテル

0742-22-4031

奈良市登⼤路町40番地

椿荘

0742-22-5330

奈良市椿井町35

奈良⽩⿅荘

0742-22-5466

奈良市花芝町4番地

奈良万葉若草の宿 三笠

0742-22-5471

奈良市川上町728-10

四季亭

0742-22-5531

奈良市⾼畑町1163番地

ＫＫＲ奈良みかさ荘

0742-22-5582

奈良市⾼畑⼤道町1224番地

ホテルリガーレ春日野

0742-22-6021

奈良市法蓮町757-2

プチホテル 古っ都ん100％

0742-22-7117

奈良市⾼畑町1122-21

HOTEL PAGODA

0742-23-2012

奈良市⾼畑町1122番地

さるさわ池よしだや

0742-23-2225

奈良市⾼畑町246

ＡＮＤＯＨＯＴＥＬ奈良若草⼭

0742-23-5255

奈良市川上町728

ホテルニューわかさ 和⿅彩 別邸

0742-23-5858

奈良市北半⽥東町1

アパホテル〈近鉄奈良駅前〉

0742-23-6311

奈良市上三条町29-1

日本料理 花菊（奈良ホテル）

0742-24-3044

奈良市⾼畑町1096

ティーラウンジ（奈良ホテル）

0742-24-3044

奈良市⾼畑町1096

The BAR（奈良ホテル）

0742-24-3044

奈良市⾼畑町1096

ビアーテラス（奈良ホテル）

0742-24-3044

奈良市⾼畑町1096

メインダイニングルーム「三笠」（奈良ホテル）

0742-26-3300

奈良市⾼畑町1096

ホテルショップ（奈良ホテル）

0742-26-6109

奈良市⾼畑町1096

スマイルホテル奈良

0742-25-2111

奈良市三条本町4番21号

奈良町宿 紀寺の家

0742-25-5500

奈良市紀寺町779

古都の宿 むさし野

0742-22-2739

奈良市春日野町90番地

観⿅荘

0742-26-1128

奈良市春日野町10

奈良・春日⼭ ⽉日亭

0742-26-2021

奈良市春日野町158

飛鳥荘

0742-26-2538

奈良市⾼畑町1113-3

江⼾三

0742-26-2662

奈良市⾼畑町1167

旅籠 ⻑⾕川

0742-26-7766

奈良市⾼畑町1474

ホテルアジール・奈良アネックス

0742-32-2577

奈良市四条⼤路1-4-45

かんぽの宿 奈良

0742-33-2351

奈良市⼆条町三丁目9番1号

⺠宿 ⼭代屋

0742-33-2983

奈良市⻄ノ京町1-15

ホテルアラマンダ

0742-33-3366

奈良市法華寺町1857-3

ホテル・葉風泰夢

0742-33-5656

奈良市芝辻町2丁目11-6

奈良ロイヤルホテル

0742-34-1131

奈良市法華寺町254-1

店舗名

TEL

住所

ホテル日航奈良

0742-35-8831

奈良市三条本町8-1

ＪＷマリオット・ホテル奈良

0742-36-6000

奈良市三条⼤路1-1-1

Ａzekura（ＪＷマリオット・ホテル奈良）

0742-36-6000

奈良市三条⼤路1-1-1

Road Dining（ＪＷマリオット・ホテル奈良） 0742-36-6000

奈良市三条⼤路1-1-1

Silk

Flying Stag（ＪＷマリオット・ホテル奈良）

0742-36-6000

奈良市三条⼤路1-1-1

SPA by JW（ＪＷマリオット・ホテル奈良）

0742-36-6000

奈良市三条⼤路1-1-1

インルームダイニング（ＪＷマリオット・ホテル奈良） 0742-36-6000

奈良市三条⼤路1-1-1

ヒューリックふふ株式会社 ふふ奈良

0742-81-3507

奈良市⾼畑町1184-1

センチュリオンホテルクラシック奈良

0742-93-5066

奈良市油阪町1-51

ホテル 花⼩路

0742-26-2646

奈良市⼩⻄町23番地

⼤和⾼原 ボスコヴィラ

0743-82-5556

奈良市針町3918

KOMAカントリークラブ

0743-92-0001

奈良市⽉ヶ瀬⽯打1456

Dish up ディッシュアップ

0742-93-5832

奈良市⼤安寺1丁目21番5-2号

料理旅館 尾川

0743-52-2162

⼤和郡⼭市雑穀町16

うぶすなの郷 ＴＯＭＩＭＯＴＯ

0743-56-3855

生駒郡安堵町東安堵1442

ビジネス旅館やまべ

0743-63-4730

天理市⽥部町543

生駒のお宿 城⼭旅館

0743-73-4717

生駒市門前町15-12

観光旅館 くろんど荘

0743-78-5151

生駒市⾼⼭町5035番地

古⺠家コテージ ⿅⾳-Kanon-

0743-77-6098

生駒市有⾥町309番地

ume,

0743-89-1875

⼭辺郡⼭添村片平452

カンデオホテルズ奈良橿原

0744-21-8700

橿原市内膳町1-1-50

橿原オークホテル

0744-23-2525

橿原市久米町905番地-2

ビジネス観光ホテル河合

0744-23-7777

橿原市北⼋⽊町１丁目３番11号

⼤和橿原シティホテル

0744-23-5151

橿原市⼋⽊町1丁目8番16号

⼤正楼

0744-42-6003

桜井市三輪459

蔵の宿 櫻林亭

0744-45-1322

桜井市桜井884-3

ゲストハウス 和櫻

080-9007-4718

桜井市桜井885

井⾕屋

0744-47-7012

桜井市初瀬828

ゲストハウスはじまり

0744-48-3645

橿原市⽊原町71-3

多武峰観光ホテル

0744-49-0111

桜井市多武峰432

オーベルジュ・ド・ぷれざんす桜井

0744-49-0880

桜井市⾼家2217

カフェ＆ペンション飛鳥 ひだまりcaféあすか

0744-54-3017

⾼市郡明日香村越17

旅亭 十三屋

0745-32-2231

生駒郡三郷町信貴⼭⻄3-27

柿本家

0745-72-2052

生駒郡三郷町信貴⼭東5-8

かんぽの宿⼤和平群（⻲ノ井ホテル⼤和平群）

0745-45-0351

生駒郡平群町上庄2-16-1

葛城⾼原ロッジ

0745-62-2227

御所市櫛羅2569

古⺠家の宿 勝右衛門

0745-67-0548

御所市今住166

信貴⼭観光ホテル

0745-72-4801

生駒郡三郷町信貴⼭⻄2-40

料亭旅館みよし

0745-73-1177

生駒郡三郷町信貴⼭東5-7

一棟貸の宿 いかるが日和

0745-75-8055

生駒郡斑鳩町法隆寺東1-6-30

たまご肌 美人の湯 美榛苑

0745-82-1126

宇陀市榛原福地255

椿 寿荘

0745-83-1303

宇陀市⼤宇陀本郷267

店舗名

TEL

住所

ゲストハウス奈良カエデの郷ひらら

0745-84-2888

宇陀市菟⽥野古市場135-2

らぴゅた 宇陀

0745-88-9455

宇陀市榛原⼋滝433

薬草茶が味わえる宿「奈の⾳」

050-7117-7558

宇陀市⼤宇陀⻄⼭91

サンビレッジ曽爾オートキャンプ場内売店

0745-94-2619

宇陀郡曾爾村今井911-1

ミンシュク ツーセブン

0745-96-2727

宇陀郡曽爾村今井1341-1

隠宿御杖 sachi庵

宇陀郡御杖村神末5761-637

吉野荘湯川屋

0746-32-3004

吉野郡吉野町吉野⼭440番地

戎館

0746-32-3031

吉野郡吉野町吉野⼭945

吉野館

0746-32-3039

吉野郡吉野町吉野⼭942

坂本屋

0746-32-3051

吉野郡吉野町吉野⼭952

宝⼭荘 太鼓判

0746-32-3071

吉野郡吉野町吉野⼭1278

太鼓判 花夢花夢

0746-32-3071

吉野郡吉野町吉野⼭2041

⽵林院群芳園

0746-32-8081

吉野郡吉野町吉野⼭2142

四季 天然料理の宿 杉ヶ瀬

0746-42-0012

吉野郡東吉野村⼩川423

ゲストヴィラ逢桜

0746-42-1248

吉野郡東吉野村⼩川876番地

あまご池 ⾼⾒⼭荘

0746-44-0006

吉野郡東吉野村杉⾕45

ホテル杉の湯

0746-52-0006

吉野郡川上村迫695

朝日館

0746-54-0020

吉野郡川上村柏⽊154

ゑびす荘

0746-64-0019

吉野郡十津川村⼤字平⾕425-1

十津川温泉ホテル 昴

0746-64-1111

吉野郡十津川村平⾕909-4

⺠宿 杉の原

0746-68-0301

吉野郡十津川村⾕瀬288-1

フォレストかみきた

07468-3-0001

吉野郡上北⼭村河合552-2

下北⼭スポーツ公園 ロッジくすのき・宿舎やすらぎ 07468-5-2711

吉野郡下北⼭村上池原1026

リバーサイドホテル

0747-25-1555

五條市新町2丁目1-33

HOTEL賀名生旧皇居

0747-32-0130

五條市⻄吉野町賀名生1番

⼤塔コスミックパーク 星のくに

0747-35-0321

五條市⼤塔町阪本249

ホテルのせ川

0747-38-0011

吉野郡野迫川村北今⻄426

⺠宿かわらび荘

0747-38-0157

吉野郡野迫川村⼤字北今⻄174

きららの森・赤岩

0747-62-2577

吉野郡⿊滝村中⼾526

森の交流館

0747-62-2770

吉野郡⿊滝村粟飯⾕1

料理旅館まえひら

0747-63-0010

吉野郡天川村川合291

せせらぎの宿 弥⼭館

0747-63-0018

吉野郡天川村川合267

⼤峯ホテル丸文

0747-64-0013

吉野郡天川村洞川209

旅館 久保治

0747-64-0018

吉野郡天川村洞川221

あたらしや旅館

0747-64-0045

吉野郡天川村洞川215

光緑園 ⻄清

0747-64-0306

吉野郡天川村洞川257

旅館 紀の国屋甚⼋

0747-64-0309

吉野郡天川村洞川222-1

旅館 奥村宗助

0747-64-0311

吉野郡天川村洞川198

桝源旅館

0747-64-0316

吉野郡天川村洞川189

角甚

0747-64-0336

吉野郡天川村洞川240

いろは旅館

0747-64-0038

吉野郡天川村洞川248

観峯荘にしぎ

0747-64-0339

吉野郡天川村洞川251

店舗名

TEL

住所

宿花屋徳兵衛

0747-64-0878

吉野郡天川村洞川217

どろがわ⼭上川キャンプ場 ⻄浦

070-8396-5708

吉野郡天川村洞川784-45

坂屋 半治郎

090-3282-2542

吉野郡天川村南日裏413-1

ゲストハウスつわいらいと

―

吉野郡下市町広橋614-1

ＮＩＰＰＯＮＩＡ ⽥原本マルト醤油

0744-32-2064

磯城郡⽥原本町伊与⼾170

古⺠家の宿 ⽊治屋

0745-94-2551

宇陀郡曾爾村伊賀⾒2126-2

TAWA CAMP

080-1503-5401

宇陀郡曽爾村⼤字太良路664番地

のせがわ村雲海の⾥の宿

090-7961-8242

吉野郡野迫川村柞原223

Cafe, ⺠泊 ⺟屋森本

090-6609-7518

御所市⻄佐味994

