
No. 都道府県 市町村名 氏名 シメイ 宿名

1 美深町 柳生 貴子 ﾔｷﾞｭｳ ﾀｶｺ ファームイン トント

2 羅臼町 本間 正子 ﾎﾝﾏ ｾｲｺ 民宿 本間

3 青森県 大鰐町 山内 まつゑ ﾔﾏｳﾁ ﾏﾂｴ ひばのくに迎賓館

4 岩手県 久慈市 谷地 ユワノ ﾔﾁ ﾕﾜﾉ まめぶの家

5 栗原市 千葉 靜子 ﾁﾊﾞ ｼｽﾞｺ 有賀の里 たかまった

6 加美町 澁谷 わかな ｼﾌﾞﾔ ﾜｶﾅ おりざの森

7 鶴岡市 小野寺 美佐子 ｵﾉﾃﾞﾗ ﾐｻｺ 農家の宿 母家

8 飯豊町 五十嵐 あい ｲｶﾞﾗｼ ｱｲ いからし「本家」

9 会津坂下町 藤川 智子 ﾌｼﾞｶﾜ ｻﾄｺ そばの里

10 塙町 吉田 優子 ﾖｼﾀﾞ ﾕｳｺ 四季彩菜工房

11 茨城県 日立市 梶山 明子 ｶｼﾞﾔﾏ ｱｷｺ 農家民宿　なか里

12 日光市 小栗 美智子 ｵｸﾞﾘ ﾐﾁｺ 民宿福富士

13 日光市 大類 祥子 ｵｵﾙｲ ｻﾁｺ 民宿 大野屋

14 群馬県 片品村 入澤 眞理呼 ｲﾘｻﾜ ﾏﾘｺ 弘化の庄 かしや

15 千葉県 南房総市 小滝 和子 ｵﾀﾞｷ ｶｽﾞｺ 民宿せと川

16 東京都 小笠原村 平賀 洋子 ﾋﾗｶﾞ ﾖｳｺ クラフトイン ラ･メーフ

17 神奈川県 三浦市 原 美佐子 ﾊﾗ ﾐｻｺ 民宿 はら

18 南魚沼市 中澤 明子 ﾅｶｻﾞﾜ ｱｷｺ ラ･ファミーユ中角

19 津南町 尾池 三佐子 ｵｲｹ ﾐｻｺ 農家民宿 サンベリー

20 石川県 珠洲市 奥野 文恵 ｵｸﾉ ﾌﾐｴ 農家民宿 しいたけ小屋ひろ吉

21 越前市 笹村 喜美枝 ｻｻﾑﾗ ｷﾐｴ 蔵の伊兵衛さんち

22 越前市 加藤 美智子 ｶﾄｳ ﾐﾁｺ 加藤さんち

23 敦賀市 中井 君枝 ﾅｶｲ ｷﾐｴ 漁師の宿 なかい

24 長野県 天龍村 熊谷 美沙子 ｸﾏｶﾞｲ ﾐｻｺ 山の宿 加満屋

25 高山市 三宅 幸恵 ﾐﾔｹ ﾕｷｴ 民宿 みやけ荘

26 白川村 山越 みさゑ ﾔﾏｺｼ ﾐｻｴ 民宿 山水

27 愛知県 南知多町 新美 保美 ﾆｲﾐ ﾀﾓﾐ 漁師の宿 たから舟

28 大台町 川原 清子 ｶﾜﾊﾗ ｷﾖｺ 体験民泊川原

29 大台町 中江 美春 ﾅｶｴ ﾐﾊﾙ 山里民泊 みくり

30 京都府 綾部市 芝原 キヌ枝 ｼﾊﾞﾊﾗ ｷﾇｴ 農家民泊　素のまんま

31 兵庫県 豊岡市 佐古 明美 ｻｺ ｱｹﾐ 農家民宿 善

32 和歌山県 湯浅町 山際 京子 ﾔﾏｷﾞﾜ ｷｮｳｺ 民宿　ヤマギワ

33 久米南町 園田 壽美惠 ｿﾉﾀﾞ ｽﾐｴ そのだファーム

34 倉敷市 山本 ツヤ子 ﾔﾏﾓﾄ ﾂﾔｺ 民宿 六口荘

35 広島県 北広島町 杉原 佳子 ｽｷﾞﾊﾗ ｹｲｺ あるぺん屋

36 山口県 萩市 川口 みき子 ｶﾜｸﾞﾁ ﾐｷｺ 遊縁(漁家民宿　いかり)

37 香川県 まんのう町 立藤 留子 ﾀﾃﾌｼﾞ ﾄﾒｺ 民宿　美合

38 今治市 野間 征子 ﾉﾏ ｾｲｺ ファーム有津

39 今治市 西部 知香 ﾆｼﾍﾞ ﾄﾓｶ ファームインポーチュラカ

40 内子町 大久保 ヒロミ ｵｵｸﾎﾞ ﾋﾛﾐ やまがら

41 宇和島市 山下 君枝 ﾔﾏｼﾀ ｷﾐｴ 漁家民宿 遊海

42 高知県 黒潮町 明神 多紀子 ﾐｮｳｼﾞﾝ ﾀｷｺ 漁家民宿海生丸

43 佐賀県 佐賀市 藤瀬 みどり ﾌｼﾞｾ ﾐﾄﾞﾘ 農家民宿 具座

44 人吉市 上井 信子 ｳﾜｲ ﾉﾌﾞｺ つばき坂

45 南小国町 佐藤 法子 ｻﾄｳ ﾉﾘｺ 畑暦

46 大分県 杵築市 原 美智子 ﾊﾗ ﾐﾁｺ ｵｰｶﾞﾆｯｸｷｯﾁﾝ 無何有の郷

47 椎葉村 椎葉 喜久子 ｼｲﾊﾞ ｷｸｺ フォレストピア森の民宿 龍神館

48 日南市 井上 悦子 ｲﾉｳｴ ｴﾂｺ 農家民宿 上の丘

49 南九州市 宮崎 トミ枝 ﾐﾔｻﾞｷ ﾄﾐｴ 陽なたぼっこのよしおちゃん家

50 屋久島町 岩川 絹代 ｲﾜｶﾜ ｷﾇﾖ 農家民宿 山ノ瀬

51 宜野座村 仲間 澄子 ﾅｶﾏ ｽﾐｺ 農家民宿 田元

52 本部町 伊豆味 博美 ｲｽﾞﾐ ﾋﾛﾐ 農家民宿 ひろみ園
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