上天草市の宿泊施設一覧
大矢野エリア
①

若松屋旅館

松島エリア

わかまつや

Tel:0964-56-0022

上天草市大矢野町登立369-66

② マリーナ Franping Village 天草

フランピングビレッジ
Tel:0800-200-1139 上天草市大矢野町登立11275-19

定員:30人
料理:1泊2食付き8,000円(税別)～

定員:90人
料金:平日2人で宿泊の場合
素泊まり1台15,000円(税別)～
※人数、曜日で変動

㉑ 旅館 なかしま荘
♨ Tel:0969-56-0542 上天草市松島町合津6466

定員:82人
料金:1泊2食付き12,000円(税込)～

㉒
♨

定員:80人
料金:1泊2食付き15,500円(税別)～

ホテル松泉閣 ろまん館
Tel:0969-56-3000

しょうせんかくろまんかん

上天草市松島町合津6215-21

㉓ 天風庵ピープル てんぷうあん
♨ Tel:0969-56-1235 上天草市松島町合津6078-1

定員:60人
料金:1泊2食付き12,000円(税込)～

定員:64人
料金:1泊2食付き11,000円(税別)～

㉔ ホテル竜宮 りゅうぐう
♨ Tel:0969-56-3333 上天草市松島町合津6136

定員:149人
料金:1泊2食付き14,000円(税別)～

定員:6人
料金:1泊2食付き6,500円(税込)～

㉕ 旅館 海の都 うみのみやこ
♨ Tel0969-56-2273 上天草市松島町合津6100-17

定員:26人
料金:素泊まり3,000円(税別)～

定員:180人
料金:1泊2食付き10,000円(税別)～

㉖ ペットリゾートブレインズ天草
♨ Tel:0800-200-8787 上天草市松島町合津6082-4

定員:26人
料金:1泊2食付き15,180円(税込)～
ペット2,200円(税込)

定員:24人
料金:7,350円(税込)～

㉗ 天草 天空の船
♨ Tel:0969-25-2000

定員:48人
料金:1泊2食付き23,000円(税別)～

⑦ ビジネスホテル天草

定員:60人
料金:素泊まり3,800円(税込)～

㉘ 五橋苑 ごきょうえん
♨ Tel:0969-56-1417 上天草市松島町合津6053-5

定員:50人
料金:１泊2食付き11,500円(税別)～

⑧ 大江戸温泉物語 天草ホテル亀屋 かめや
♨ Tel:0570-03-4268 上天草市大矢野町中4463-2

定員:322人
料金:1泊2食付き7,980円(税別)～

㉙ 旅館 天松 てんしょう
♨ Tel:0969-56-0119 上天草市松島町合津7913-8

定員:60人
料金:1泊2食付き7,000円(税別)～

定員:4人
料金:１泊夕食付き7,200円(税込)～

㉚ 松島観光ホテル 岬亭 みさきてい
♨ Tel:0969-56-1188 上天草市松島町合津4710

定員:290人
料金1泊2食付き12,000円(税別)～

定員:28人
料金:1泊2食付き10,000円(税別)～

㉛

⑪ ＨＯＴＥＬ ＡＺ 熊本 上天草店

定員:116人
料金:1泊朝食付き4,500円(税別)～

㉜ 旅館 すず屋

⑫ ホテル松竜園 海星 しょうりゅうえん かいせい
♨ Tel:0964-56-0348 上天草市大矢野町上6494

定員:120人
料金:1泊2食付き13,000円(税別)～

㉝ 天草 渚亭 なぎさてい
♨ Tel:0969-56-3232 上天草市松島町阿村5650-1

定員:70人
料金:1泊2食付き12,000円(税別)～

㉞

③
④

旅亭 藍の岬

あいのみさき

Tel:0964-59-0010

釣耕苑(民宿)
Tel:0964-58-0830

上天草市大矢野町中5700-1
ちょうこうえん
上天草市大矢野町維和505

⑤ 小松屋渚館 こまつやなぎさかん
♨ Tel:0964-59-0111 上天草市大矢野町中10044-3
⑥

民宿 貴久春

きくはる

Tel:0964-59-0075

Tel:0964-59-0670

⑨
⑩

⑭
⑮

上天草市大矢野町中4302-1

民宿浜崎鮮魚 浜んくら
Tel:0964-59-0777

ホテル 鯨亭

旅館 せと平

上天草市大矢野町中2408-1

上天草市大矢野町上7686

はまのや

Tel:0964-56-1969

民宿 清流荘

上天草市大矢野町中3738-1

せとひら

Tel:0964-56-5616

民宿 浜乃屋

はまんくら

上天草市大矢野町中4416-13

くじらてい

Tel:0964-56-0926

Tel:0964-58-5101

⑬

上天草市大矢野町中4470-4

上天草市大矢野町上7853-2

せいりゅうそう

Tel:0964-56-1004

上天草市大矢野町上7101-1

⑯ 大洞窟の宿 湯楽亭 ゆらくてい
♨ Tel:0964-56-0536 上天草市大矢野町上5190-2
⑰

大公望

たいこうぼう

Tel:0964-56-1496

⑱ きく

Tel:0964-56-4375

⑲
⑳

有明荘

日の出荘

定員:79人
料金:1泊2食付き14,000円(税別)～

SEA CRUISE HOUSE NAVIO
Tel:0969-56-2458

Tel:0969-56-0107

定員:18人
料金:素泊まり5,500円(税込)～

上天草市松島町合津4337-4

定員:12人
料金:1泊2食付き5,000円(税込)～

民宿 光アイランド
Tel:0964-56-5266

ｼｰｸﾙｰｽﾞﾊｳｽ ﾅﾋﾞｵ

上天草市松島町合津4572-9

ひかりあいらんど

上天草市松島町合津6231

定員:70人
料金:1泊2食付き11,000円(税別)～

定員:14人
料金:１BBQプラン7,500円(税別)～

姫戸エリア
㉟

潮の香る宿 甲ら家 こうらや
Tel:0969-58-3111

上天草市姫戸町姫浦3043-12

定員:35人
料金:1泊2食付き11,500円(税込)～

龍ヶ岳エリア
民宿 葵

あおい

定員:44人
料金:1泊2食付き8,000円(税別)～

㊱

上天草市大矢野町湯島9

定員:25人
料金:1泊2食付き8,000円(税別)～

㊲ よしやホテル きらら停

定員:60人
料金:1泊2食付き11,000円(税別)～

定員:20人
料金:1泊2食付き8,000円(税別)～

㊳ 旅館 ひのしま荘

定員:70人
料金:1泊2食付き10,000円(税別)～

定員:50人
料金:1泊2食付き9,000円(税別)～

㊴

上天草市大矢野町湯島643

ひのでそう

Tel:0964-56-4075

定員:30人
料金:1泊2食付き7,000円(税別)～

上天草市松島町合津5984-2

上天草市大矢野町上4453-2

ありあけそう

Tel:0964-56-4101

定員:20人
料金:素泊まり3,500円(税別)～

てんくうのふね

上天草市大矢野町湯島913

Tel:0969-62-0180

Tel:0969-62-1108

Tel:0969-62-0568

和潮旅館

上天草市龍ヶ岳町高戸2355

上天草市龍ヶ岳町樋島565-25

上天草市龍ヶ岳町樋島711

かつしお

Tel:0969-62-1258

上天草市龍ヶ岳町樋島2412

定員:15人
料金:1泊2食付き6,500円(税込)～

定員:18人
料金:1泊2食付き10,000円(税別)～

♨：このマークがついている施設は温泉施設です。
※１人当たりの基本的な料金を掲載しています。曜日、季節、プランなどによって金額は異なりますので、各施設に直接お問
い合わせください。
※掲載情報は令和２年３月現在のもので、「上天草市観光総合パンフレット」へ掲載されている内容です。
※合宿の受入の可否については各施設へ直接お問い合わせください。

