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ことひら温泉 琴参閣（香川県・こんぴら温泉郷）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・

3

新祖谷温泉 ホテルかずら橋（徳島県・新祖谷温泉） ・・・・・・・・・・・・・・
別邸朧月夜（愛媛県・道後温泉）

2017 年版

122 118 117 116 115 114 110 109 108 107
141 140 139 138 136 135 134 132 131 130 129 128 126 125
153 152 151 150 149 148 147 146 145 144 143

伊豆・東海
北陸・近畿
中国・四国・九州

