
上天草市宿泊施設⼀覧
NO 名称 住所 連絡先 ホームページ 特徴等 備考

1 若松屋旅館 熊本県上天草市⼤⽮野町登⽴３６９－６６ 0964-56-0022 https://wakamatsuya-amakusa.com/

4つの海に囲まれ、上天草市⼤⽮野
の⽞関⼝に位置しており、2階客室
からは船が⾒える。若旦那が真剣勝
負で仕⼊れてくる旬の⿂介類を楽し
みに、季節ごとに訪れるリピーター
が多い宿泊施設。

2 HOTEL AZ 熊本上天草店 熊本県上天草市⼤⽮野町中字汐垂２４０８－１ 0964-58-5101 https://www.az-hotel.com/kamiamakusa/

3 ホテル松⻯園 海星 熊本県上天草市⼤⽮野町上6494 0964-56-0348 http://www.kaisei.tv/

⾼台に位置し雄⼤な景観が望める全
室オーシャンビューのホテル。抜け
るような⻘空と海原に点在する島々
のパノラマと天草地の旬をふんだん
に使った⾃慢の海鮮料理が特徴。

4 Marina Franping Village 天草 熊本県上天草市⼤⽮野町登⽴11275-19 0800-200-1139 http://www.franping.com/
5 ⼤洞窟の宿 湯楽亭 熊本県上天草市⼤⽮野町上5190-2 0964-56-0536 http://yurakutei.jp/

6 ビジネスホテル天草 熊本県上天草市⼤⽮野町中4302-1 0964-59-0670 http://hotel-amakusa.com/
お部屋は全室ユニットバス付、ビジ
ネスの⽅はもちろん⼀⼈旅の⽅でも
広い空間でゆっくり寛げる。

7 天草活⿂と真⼼の宿 旅館せと平 熊本県上天草市⼤⽮野町上7686番地 0964-56-5616 http://www.setohira.jp/

本館の部屋は全室オーシャン
ビュー。天草の海の幸を存分に味わ
える、元祖タコステーキとその時々
の旬の天草鮮⿂を盛り沢⼭に使った
料理も楽しめる。

8 ⼤江⼾温泉物語 天草ホテル⻲屋 熊本県上天草市⼤⽮野町中4463-2 0570-034268

https://amakusa-
kameya.ooedoonsen.jp/?gclid=CjwKCAiAlfqO
BhAeEiwAYi43F4ajXCR5ke4i3deEosX_jgJd6h
oTUEaNLe2i4Y4p05HSNw-
OkxA2BhoC1GcQAvD_BwE

歴史ロマンを感じる熊本天草。天草
ならではの絶品海の幸を楽しむ温泉
宿。⽇本の⼣陽１００選に選ばれた
⾵情ある景観を眺めながら⼊る温泉
は時間の流れを忘れさせてくれるひ
と時が過ごせる。

9 ⼩松屋渚館 熊本県上天草市⼤⽮野町中10044-3 0964-59-0111 https://komatuya-nagisakan.jp/
新鮮な海の幸とやすらぎの温泉、マ
リンスポーツも楽しめるホテル。

10 なかしま荘 熊本県上天草市松島町合津6466 0969-56-0542 http://nakashimasou.com/
有明海を望む部屋で、天草の新鮮な
海の幸と⼣陽を堪能できる。

11 ホテル松泉閣 ろまん館 熊本県上天草市松島町合津6215-21 0969-56-3000 https://www.romankan-s.com/
天草の島々と⼣陽を全室から望め、
海の幸を楽しむことができる宿。

12 天草渚亭 熊本県上天草市松島町阿村5650-1 0969-56-3232 http://amakusanagisatei.jp/

13 海のやすらぎ ホテル⻯宮 熊本県上天草市合津6136-20
0120-380-490
0969-56-3333

https://www.ryugu.net/

展望⾵呂と５つの「貸切露天」から
望める天草の眺め。特に展望⾵呂か
らは海と空とが織りなす息を呑む⾵
景が広がる。天草の⾷材を可能な限
り使い、⾷材が持つ旨味を引き出す
料理もオススメ。

14 ペットリゾート ブレインズ 天草 熊本県上天草市松島町合津6082-4 0800-200-8787 https://www.brains-amakusa.com/

ホテル⽬の前に広がる、穏やかで美
しい内海と広い空をペットと⼀緒に
過ごせる。「⾞エビ」をはじめ、天
草の海の恵を季節ごとに楽しめる⾷
事。



15 天草・天空の船 熊本県上天草市松島町合津5984 0969-25-2000 https://www.tenku-f.jp/

⾵光明媚な天草に、天空に浮かぶテ
ラス・露天⾵呂の宿。天草の⿂介類
はもちろん、天草⼤王や梅⾁ポーク
など地元の素材をふんだんに使った
本格イタリアンが堪能できる。

16 旅館五橋苑 熊本県上天草市松島町合津6035-5 0969-56-1417 http://www.k.acn-tv.ne.jp/gokyoen/
⼣⾷は地物を部屋でゆっくりと楽し
める、海に囲まれた⼩さな宿。

17 松島温泉 旅館天松 熊本県上天草市松島町合津7913-8 0969-56-0119 http://tensyou.ftw.jp/gaiyo.html

美⼈湯として評判の⾼い「松島温
泉」と天草ならではの海の幸で⼼と
⾝体をリフレッシュ。天草の⾃然が
⽣んだ新鮮な海の幸を楽しめる。

18 甲ら家 熊本県上天草市姫⼾町姫浦3043-12 0969-58-3111 https://www.kouraya.com/

⼀望に⾒える不知⽕の海。渡り蟹と
海鮮料理が⾃慢。どこか懐かしい、
故郷へ帰ってきたかのようなぬくも
りの宿。

19 松島観光ホテル 岬亭 熊本県上天草市松島町合津4710 0969-56-1188 http://www.misakitei.co.jp/
琥珀⾊に染まる有明海と浮かぶ
島々。庭園露天⾵呂と新鮮な海の幸
が⾃慢のホテル。

20 旅亭 藍の岬 熊本県上天草市⼤⽮野町中5700-1 0964-59-0010 https://ainomisaki.jp/
奥まった地の落ち着いた佇まいの中
で⾵光明媚な天草の四季と⾃慢の旬
膳料理が楽しめる。

21 別荘SHIRATO 熊本県上天草市⼤⽮野町登⽴５８９８６ 096-344-4445 予約サイトより https://owners-inn.com/?p=666

22 旅館⼤公望 熊本県上天草市⼤⽮野町上４４５３２ 0964-56-1496 http://taikoubou.org/

穏やかな海が⽬の前に広がる、新鮮
な海の幸が⾃慢の宿。宿の⽬の前に
桟橋が有り、直接釣りに出かけられ
ることから、釣り⼈に⼈気の宿。

23 和潮旅館 熊本県上天草市⿓ヶ岳町樋島２４１２ 0969-62-1258 https://katusio.com/

上天草市の漁師が営む活⿂旅館。姿
造り、ワタリガニ、⾞の踊りに鯛
しゃぶと、天草の活⿂料理を堪能で
きる旅館。

24 よしやホテルきらら停 熊本県上天草市⿓ヶ岳町樋島５６５２５ 0969-62-1108 https://kirara-tei.com/

熊本県上天草市の静かな漁師の島
「樋島」にあるホテル。オーナー⾃
らが腕を振るう料理は、旬の地⿂や
⾞エビなどの豪華⾷材を堪能でき
る。

25 旅館 ⽇の出荘 熊本県上天草市⼤⽮野町湯島９１３ 0964-56-4075 http://hinodeso.com/

上天草市の⼩さな島、湯島にある旅
館。湯島周辺の新鮮な海の幸、畑の
産物を提供し、温かいおもてなしを
受けられる宿。

26 シークルーズハウスナビオ 熊本県上天草市松島町合津4572番地9 0969-56-2458 https://seacruise-house.com/
ホテルやゲストハウスとは違った⾃
宅感覚で泊まれる２組限定のアパー
トメント。

27 天使の梯⼦ 熊本県上天草市松島町合津６１３６２０ 0969-56-3333 https://www.tenshinohashigo.jp/

ホテル⻯宮の中にある、上質なサー
ビスとおもてなしに特化した隠れ家
ホテル。天草の海と⼣⽇を眺めなが
ら⼊る、露天⾵呂付きの開放感あふ
れるお部屋で、⼼から語り合えるプ
ライベートな時間が過ごせる。



28 清流荘 熊本県上天草市⼤⽮野町上７１０１１ 0964-56-1004
https://amakusa-
seiryuso.business.site/?utm_source=gmb&ut
m_medium=referral

合宿やビジネスなど、気軽に利⽤で
きる宿。⽬の前に広がる海を眺めな
がらリラックスできます。

29 光アイランド 熊本県上天草市松島町合津6231 0964-56-5266 https://hikaluisland-30918.com/

天草の絶景と美しいカームビーチが
⽬の前に広がる宿。貸別荘感覚で静
かなひと時を過ごすことができる、
季節、⽼若男⼥問わず⼈気な宿。

30 コテージ野釜 Cottage NOGAMA 熊本県上天草市⼤⽮野町上７７７９２ 096-344-4445 https://www.nogama.jp/

上天草市の釣りスポット野釜の漁協
に⾯している海を⼀望できるお部屋
が⾃慢の貸別荘。お部屋で寝転びな
がら、朝⽇・⼣焼け・潮の匂いを味
わえる。

31 ambit 熊本県上天草市⼤⽮野町中１０１１８５ 096-344-4011 予約サイトより https://owners-inn.com/?p=5600
32 OCEANSTAY⽩涛 熊本県上天草市⼤⽮野町登⽴５８９８５ 096-344-4011

33 ⺠宿浜崎鮮⿂ 浜んくら 熊本県上天草市⼤⽮野町中4416-13 0964-59-0777 http://hamankura.com/
ビジネスやレジャーに最適な宿。⾷
事では、天草近海でとれた新鮮な海
の幸が堪能できる。

34 ⺠宿 喜久春 熊本県上天草市⼤⽮野町中4470-4 0964-59-0075
ラーメン屋と寿司屋さんが営む⼿料
理が評判の宿。

天草四郎観光協会 https://kami-amakusa.jp/archives/stay/699

35 泊まれる宿 湯島・⼄姫邸 熊本県上天草市⼤⽮野町湯島585番地 080-5604-4929
http://www7a.biglobe.ne.jp/~turibune-
otohime/otohimetei.html

⼀⽇１組限定、海岸沿いの湯島の⼀
軒家。

36 Tres.03 熊本県上天草市⼤⽮野町上7473-151 0964-27-5878 https://tres03.com/
ゲストハウスは１⽇１組限定で、
ペットと⼀緒に癒やしのひとときを
楽しめる。

37 釣耕苑 熊本県上天草市⼤⽮野町維和505 0964-58-0830 天草四郎観光協会 http://kami-amakusa.jp/archives/stay/506
38 ⺠宿⼋福 熊本県上天草市⼤⽮野町上7854 0964-56-3883 http://kaizaki.com/hachifuku/minshuku.shtml

39 シークルーズグランピング熊本天草 熊本県上天草市松島町合津6176-2 0969-56-0542 https://www.kumamoto-glamping.com/

⼤⼩の島が点在する熊本県熊本市、
その島の⼀つ「前島」に多種多様な
アクティビティが体験可能な宿泊施
設。

40 天草 旅館 海の都 熊本県上天草市松島町合津6100-17 0969-56-2273 https://www.uminomiyako.com/
41 ゲストハウス グラシアス天草 熊本県上天草市松島町合津6716-8 0969-56-2434 インスタグラム https://www.instagram.com/gracias_amakusa/

42 旅館 ひのしま荘 熊本県上天草市⿓ヶ岳町樋島711 0969-62-0568 http://www.hinosimasou.jp/

熊本県上天草市にある地磯料理とく
つろぎの宿。のんびりとした漁師町
の宿で、新鮮な旬の⾷材を堪能でき
る。

43 ⺠宿 葵 熊本県上天草市⿓ヶ岳町⾼⼾2355-2 0969-62-0180
温かいおもてなしと美味しい料理に
定評のある宿。リーズナブルな料⾦
で、釣り客にも⼈気がある。

天草四郎観光協会 http://kami-amakusa.jp/archives/stay/616

44 コテージ・マリンハウス 熊本県上天草市⼤⽮野町中2996 096-344-4445

予約サイトより
https://www.airbnb.jp/rooms/37467269?location=%E6%97%A
5%E6%9C%AC%E3%80%81%E7%86%8A%E6%9C%AC%E7%
9C%8C%E4%B8%8A%E5%A4%A9%E8%8D%89%E5%B8%82
&toddlers=0&adults=2&check_in=2019-08-
21&check_out=2019-08-
23&source_impression_id=p3_1642055046_%2BhWInJmvnpM
pJHPx&guests=1

45 有明荘 熊本県上天草市⼤⽮野町湯島643番地 0964-56-4101
https://www.city.kamiamakusa.kumamoto.jp/
q/aview/154/11025.html


