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CAFE & BB guri

まるいち

海蔵寺　宿坊　櫻海 潮音

舟音 かもめ
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宿泊施設名
電話番号

(0772)
宿泊施設名

電話番号
(0772)

小天橋 83-0371 民宿　潮里荘 83-0103

みなと悠悠 83-2329 民宿　シーサイド西中 83-0184

浜の路　臨江庵 83-1096 民宿　旬の宿たかうら 83-1234

リゾーピア久美浜 83-1380 民宿　ちどり 83-0428

碧翠御苑 83-0355 民宿　つるや 83-0430

すずらん 83-0464 民宿　とみや 83-0437

みなと荘 83-1115 民宿　浜や 83-0436

瑠景楼 83-1520 民宿　宝来 83-0433

民宿　あさひ 83-0130 民宿　まつかぜ 83-0407

民宿　いこい 83-1213 民宿　時の宿まつだ 83-0033

民宿  越前屋 83-0413 民宿　まとば 83-0341

民宿　おかした 83-1222 民宿　みちこ 83-1225

民宿　かず子 83-0380 民宿　美松 83-1187

民宿　菊水 83-0035 民宿　むらきた彩海 83-0054

民宿　味宿　きぬや 83-0065 民宿　よしのや 83-0450

民宿　くろだ屋 83-0030 民宿　隆進 83-0439

民宿　熊野荘 83-0445 民宿　わだ 83-0018

民宿　砂丘荘 83-0513 民宿　みなと荘 83-1155

民宿　坂本屋 83-0071 旅館　澄海 83-0077

民宿　里美荘 83-0138

海凪

（一社）京都府北部地域連携都市圏振興社　伊根地域本部　TEL (0772)32-0277

宿泊施設名

八木 青海波

小天橋観光協会　　TEL (0772)83-0149

宿泊施設名

奥伊根温泉　油屋 鍵屋

保養等施設一覧表

蔵 ときわ

奥伊根温泉　油屋別館　和亭 しばた荘

吉村屋 裳香庵

大平荘 港屋

雅

風雅

香雅

和光
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宿泊施設名
電話番号

(0772)
宿泊施設名

電話番号
(0772)

梅屋 72-2818 一望館 74-0190

てり吉 72-0308 岬別館　岩城 74-0402

シーサイド佐竹 72-1188 友善 74-1146

五郎兵衛 72-0305 かとう 74-0191

万助楼 72-0145 坂本屋　瑠璃亭 74-0029

弁天館 79-0009 海幸 74-0008

パンプキン 72-4410 茜海旅館 74-1351

山和荘磯ノ香 72-2673 琴海 74-0210

バンガロー八幡荘 72-0810 みのり旅館 74-1166

福田 72-3821 石 74-0046

割烹の宿 こばま荘 72-2659 木津館 74-0021

いながき 72-0197 佳松苑 74-9009

きもと 72-1747 金平楼 74-0019

かにの宿 72-5713 静　花扇 74-0606

レイクサイド　琴引 72-1730 守源 72-0155

水辺のホテル 小さな白い花 72-1009 きた屋 72-0326

矢谷 72-2061 いまい 74-0537

海士館松栄 72-0724 海の華 74-0081

ニュー丸田荘 72-5716 海舟 74-0825

砂の館 72-5072 新海荘 74-0632

まつつる 72-3696 すえひろ 74-0218

羽衣荘 72-0624 浜乃屋 74-1118

尾江 72-0713 浜舟 74-0313

島田荘 72-4110 まつや 74-0120

矢吉 72-4039 夕日ヶ浦 74-1258

サマーハウス丹後 72-2501 和楽 74-1601

海遊 72-5566 夕彩Resort響季 74-0770

海士館　松栄 72-0724 　はなれ櫂 74-9099

里の宿　康ノ家 74-9050 　雨情草庵 74-9199

海山荘 74-0018 　奥ノ庄 74-0377

（一社）京都府北部地域連携都市圏振興社　京丹後地域本部　網野町支部
TEL (0772)72-0900
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宿泊施設名
電話番号

(0772)
宿泊施設名

電話番号
(0772)

旅館　昭恋館　よ志のや 75-2284 民宿　海辺の宿夕凪 75-1553

旅館　間人温泉　炭平 75-0005 民宿　かねみつ 75-0267

旅館　うまし宿 とト屋 75-0553 民宿　とくらの宿 66-3902

旅館　宿居　三養荘 75-1566 民宿　梅田荘 75-1213

旅館　海雲館 75-0111 民宿　くさか 75-1466

丹後温泉　はしうど荘 75-2212 民宿　和み庵 空と海 76-9200

民宿　五光 75-2097 民宿　吉村荘 76-0128

民宿　寿海亭 75-0168 宇川温泉　よし野の里　 76-1000

民泊　城嶋ステイ 60-7192 民宿　まる幸荘 76-0044

旅館　喜久屋 75-0169

ホテル　チロリン村 75-1808

7

8

旅館 松月

仁風荘

天橋立ホテル 松　風

オーベルジュ天橋立 海月楼

ホテル北野屋

文珠荘 坂元家

文珠荘　松露亭 里のやど 川尻

対橋楼 Hotel & Resorts KYOTO-MIYAZU

茶六本館 お多福旅館

玄妙庵 橋立ベイホテル

ワインとお宿　千歳　chitose 神風楼

茶六別館 まるやす

清輝楼 民宿 くらた

旅館 髙島屋 amano-hashidate幽斎

宿泊施設名 宿泊施設名

（一社）京都府北部地域連携都市圏振興社　京丹後地域本部　丹後町支部
TEL (0772)75-1500

宮津市由良民宿組合　　TEL (0772)26-0434

宿泊施設名 宿泊施設名

民宿　わすれなぐさ 民宿　田中荘

（一社）京都府北部地域連携都市圏振興社　天橋立地域本部　TEL (0772)22-8030


