
都道府県 エリア 住所 ホテル名

北海道 ニセコ 北海道虻田郡ニセコ町ニセコ４５５－３ ONE NISEKO RESORT TOWERS

北海道 ニセコ 北海道 虻田郡ニセコ町字ニセコ480-1 ニセコノーザンリゾート・アンヌプリ

北海道 旭岳 北海道上川郡東川町1418 ラビスタ大雪山

北海道 旭川 北海道旭川市1条通7丁目 プレミアホテル-CABIN-旭川

北海道 旭川 北海道旭川市宮下通９－２－１７ ワイズホテル旭川駅前

北海道 旭川 北海道旭川市五条通6丁目964-1 天然温泉 神威の湯 ドーミーイン旭川

北海道 芦別 北海道芦別市旭町油谷1番地 芦別温泉スターライトホテル

北海道 釧路 北海道釧路市阿寒町オクルシュべ3番1 カムイの湯　ラビスタ阿寒川

北海道 釧路 北海道釧路市幸町7-1 釧路プリンスホテル

北海道 札幌 北海道札幌市中央区北1条西11丁目 ロイトン札幌

北海道 札幌 北海道札幌市北区北6条西6丁目1-9 ホテル京阪 札幌

北海道 札幌 北海道札幌市中央区南3条西5-16 ホテルビスタ札幌[大通]

北海道 札幌 北海道札幌市中央区南9条西4-5 ホテルビスタ札幌[中島公園]

北海道 札幌 北海道札幌市中央区南九条西4丁目1番2号 ベッセルイン札幌中島公園

北海道 札幌 北海道札幌市中央区南7条西5丁目 レンブラントスタイル札幌

北海道 札幌 北海道札幌市中央区大通西8丁目 札幌ビューホテル大通公園

北海道 札幌 北海道札幌市中央区北5条西5丁目 センチュリーロイヤルホテル

北海道 札幌 北海道札幌市中央区南2条西8丁目6-1 テンザホテル＆スカイスパ・札幌セントラル

北海道 札幌 北海道札幌市厚別区厚別中央2条5丁目5-25 ホテルエミシア札幌

北海道 札幌 北海道札幌市中央区北五条西6-18-3 三井ガーデンホテル札幌

北海道 札幌 北海道札幌市中央区北五条西6-2-4 三井ガーデンホテル札幌ウエスト

北海道 札幌 北海道札幌市中央区北1条西6丁目 ホテル札幌ガーデンパレス

北海道 札幌 北海道札幌市中央区北2条西3 ホテル法華クラブ札幌

北海道 札幌 北海道札幌市中央区北4条東1丁目3番地 ホテルモントレ札幌

北海道 札幌 北海道札幌市中央区北2条西1丁目1番地 ホテルモントレエーデルホフ札幌

北海道 札幌 北海道札幌市豊平区豊平4条1丁目1番1号 プレミアホテル-TSUBAKI-札幌

北海道 札幌 北海道札幌市中央区南10条西6丁目1-21 プレミアホテル 中島公園 札幌

北海道 札幌 北海道札幌市中央区南５条西７丁目 プレミアホテル-CABIN-札幌

北海道 札幌 北海道札幌市中央区南7条西4丁目2-1 ホテルネッツ札幌

北海道 札幌 北海道札幌市中央区南四条西2丁目2-4 メルキュールホテル札幌

北海道 札幌 北海道札幌市中央区北北2条西2-23 クロスホテル札幌

北海道 札幌 北海道札幌市中央区南二条西5丁目26-5 ラ・ジェント・ステイ札幌大通

北海道 札幌 北海道札幌市中央区南8条西5-420 札幌エクセルホテル東急

北海道 札幌 北海道札幌市中央区北一条西（１～１９丁目 札幌グランドホテル

北海道 札幌 北海道札幌市中央区南10条西3丁目1番1号 札幌パークホテル

北海道 札幌 北海道札幌市中央区南三条西8丁目10-1 札幌グランベルホテル

北海道 札幌 北海道札幌市中央区南5条西2丁目6-2 すすきのグランベルホテル

北海道 札幌 北海道札幌市中央区北４条西4丁目 ホテルグレイスリー札幌

北海道 札幌 北海道札幌市中央区南2条西6丁目4-1 石狩の湯 ドーミーインPREMIUM札幌

北海道 札幌 北海道札幌市中央区南三条西6丁目10-6 狸の湯 ドーミーイン札幌ANNEX

北海道 札幌 北海道札幌市中央区北一条西3-3-10 KOKO HOTEL 札幌駅前

北海道 札幌 北海道札幌市中央区南一条西6丁目8-1 フィーノホテル札幌大通

北海道 札幌 北海道札幌市中央区北１条西４丁目 札幌グランドホテル

北海道 室蘭 北海道室蘭市中央町1丁目4-9 室蘭プリンスホテル

北海道 室蘭 北海道室蘭市海岸町1丁目20-18 第二プリンスホテル室蘭ビュー

北海道 室蘭 北海道室蘭市崎守町293-1 室蘭グランピング

北海道 室蘭 北海道室蘭市中島町2-30-11 天然温泉 幸鐘の湯 ドーミーイン東室蘭

北海道 小樽 北海道小樽市築港11-3 グランドパーク小樽

北海道 小樽 北海道小樽市稲穂1丁目-3-13 グリッズプレミアムホテル小樽

北海道 小樽 北海道小樽市色内1丁目5番7号 ホテル・トリフィート小樽運河

北海道 小樽 北海道小樽市稲穂3-9-1 天然温泉 灯の湯 ドーミーインPREMIUM小樽

北海道 千歳 北海道千歳市幸町5丁目6-1 クイーンズホテル千歳

北海道 千歳 北海道千歳市本町4丁目4 ホテルグランテラス千歳

北海道 千歳 北海道千歳市幸町4丁目25-1 千歳第一ホテル

北海道 千歳 北海道千歳市美々新千歳空港 ポルトムインターナショナル北海道

北海道 千歳 北海道千歳市千代田町3丁目13 ベストウェスタンプラスホテルフィーノ千歳

北海道 層雲峡温泉 北海道上川郡上川町層雲峡温泉 層雲閣MOUNTAIN RESORT 1923

北海道 層雲峡温泉 北海道上川郡 上川町層雲峡温泉 層雲峡温泉 朝陽リゾートホテル

北海道 層雲峡温泉 北海道上川郡上川町層雲峡温泉 層雲峡朝陽亭

北海道 帯広 北海道帯広市西1条南11-2 ホテルグランテラス帯広

北海道 帯広 北海道帯広市西1条南11丁目 プレミアホテル-CABIN-帯広

北海道 帯広 北海道帯広市西二条南9-11－1 天然温泉 白樺の湯 ドーミーイン帯広

北海道 知床 北海道斜里郡斜里町ウトロ香川37番 ホテル知床

北海道 稚内 北海道稚内市開運1丁目2番2号 サフィールホテル稚内

北海道 稚内 北海道稚内市中央2-7-13 天然温泉 天北の湯 ドーミーイン稚内

北海道 定山渓温泉 北海道札幌市南区定山渓温泉東3-239 章月グランドホテル

北海道 定山渓温泉 北海道札幌市南区定山渓温泉東2-111-2 定山渓ビューホテル

北海道 登別温泉 北海道登別市登別温泉町２００－１ 望楼NOGUCHI登別
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北海道 登別温泉 北海道登別市登別温泉町65 ホテルまほろば

北海道 登別温泉 北海道登別市登別温泉町100 名湯の宿パークホテル雅亭

北海道 登別温泉 北海道登別市登別温泉町100番地 旅亭花ゆら

北海道 登別温泉 北海道登別市登別温泉町203-1 登別石水亭

北海道 登別温泉 北海道登別市登別温泉町29番地 ホテルゆもと登別

北海道 湯の川温泉 北海道函館市湯川町3丁目1-17 イマジン ホテル＆リゾート函館

北海道 湯の川温泉 北海道函館市湯川町1丁目2-37 平成館しおさい亭別館花月

北海道 湯の川温泉 北海道函館市湯川町1丁目2-37 平成館しおさい亭

北海道 湯の川温泉 北海道函館市大森町16-9 ホテル函館ロイヤル

北海道 湯の川温泉 北海道函館市湯川町1丁目2番30号 湯の浜ホテル

北海道 湯の川温泉 北海道函館市湯川町1丁目18番15号 HAKODATE海峡の風

北海道 湯の川温泉 北海道函館市湯川町１丁目１７－２２ 望楼NOGUCHI函館

北海道 湯の川温泉 北海道函館市湯川町1丁目18番15号 湯元啄木亭

北海道 洞爺湖温泉 北海道虻田郡洞爺湖町清水336 ザ・ウィンザーホテル洞爺リゾート＆スパ

北海道 洞爺湖温泉 北海道虻田郡洞爺湖町洞爺湖温泉1-4 源泉の湯宿洞爺ごきらく亭

北海道 洞爺湖温泉 北海道虻田郡洞爺湖町洞爺湖温泉7-8 絶景の湯宿 洞爺 湖畔亭

北海道 洞爺湖温泉 北海道虻田郡洞爺湖町洞爺湖温泉29-1 ザ　レイクビューTOYA　乃の風リゾート

北海道 苫小牧 北海道苫小牧市表町4-3-1 グランドホテルニュー王子

北海道 苫小牧 北海道苫小牧市双葉町3丁目2-8 新苫小牧プリンスホテル「和～なごみ～」

北海道 苫小牧 北海道苫小牧市錦町2-1-22 天然温泉 樽前の湯 ドーミーイン苫小牧

北海道 函館 北海道函館市大手町22-10 HAKODATE男爵倶楽部ＨＯＴＥＬ＆RESOTS

北海道 函館 北海道函館市豊川町12-6 ラビスタ函館ベイ

北海道 函館 北海道函館市若松町12番8号 ラ・ジェント・ステイ函館駅前

北海道 函館 北海道函館市大手町22番13号 センチュリーマリーナ函館

北海道 函館 北海道函館市本町27-1 ホテル法華クラブ函館

北海道 函館 北海道函館市若松町14-10 フォーポイントバイシェラトン函館

北海道 函館 北海道函館市湯川町２丁目６番２２号 竹葉新葉亭

北海道 函館 北海道北斗市市渡1丁目１番７号 ホテル・ラ・ジェント・プラザ函館北斗

北海道 富良野 北海道富良野市朝日町1-35 富良野ナチュラクスホテル

北海道 富良野 北海道富良野市下御料2002 リゾートイン・ノースカントリー

北海道 富良野 北海道富良野市北の峰町 ワイナリーホテル&コンドミニアム一花

北海道 北見 北海道北見市北四条西2丁目7-1 天然温泉 常呂川の湯 ドーミーイン北見

北海道 北湯沢温泉 北海道伊達市大滝区北湯沢温泉町300-2 緑の風リゾート　きたゆざわ

北海道 北湯沢温泉 北海道伊達市大滝区北湯沢温泉町300-7 きたゆざわ 森のソラニワ

北海道 北湯沢温泉 北海道伊達市大滝区北湯沢温泉町3 湯元ホロホロ山荘

北海道 網走 北海道網走市呼人23番地3 天都の宿　網走観光ホテル

北海道 網走 北海道網走市南2条西3丁目1番地の1 天然温泉 天都の湯 ドーミーイン網走

青森県 弘前 青森県弘前市水木在家字桜井113-2 星と森のロマントピア

青森県 弘前 青森県弘前市本町71-1 天然温泉 岩木桜の湯 ドーミーイン弘前

青森県 西津軽 青森県西津軽郡鯵ヶ沢町鯵ヶ沢高原 ロックウッド・ホテル＆スパ

青森県 浅虫温泉 青森県青森市浅虫蛍谷31 南部屋・海扇閣

青森県 八戸 青森県八戸市城下２丁目２－２２ ホテルパールシティ八戸

青森県 八戸 青森県八戸市朔日町５番1 天然温泉 南部の湯 ドーミーイン本八戸

岩手県 花巻 岩手県花巻市鉛字西鉛23 結びの宿　愛隣館

岩手県 宮古 岩手県宮古市日立浜町 32-4 浄土ヶ浜パークホテル

岩手県 雫石 岩手県岩手郡雫石町高倉温泉 雫石プリンスホテル

岩手県 盛岡 岩手県盛岡市盛岡駅西通2-10-25 ユニゾインエクスプレス盛岡

岩手県 盛岡 岩手県盛岡市大通３丁目７－１９ ホテルパールシティ盛岡

岩手県 盛岡 岩手県盛岡市繋字湯の館137 つなぎ温泉 四季亭

岩手県 盛岡 岩手県盛岡市中央通2丁目8-12 天然温泉 さんさの湯 ドーミーイン盛岡

岩手県 大船渡 岩手県大船渡市大船渡町字茶屋前7-8 大船渡プラザホテル

岩手県 平泉 岩手県西磐井郡平泉町平泉長倉10-5 奥州平泉温泉 そば庵 しづか亭

宮城県 仙台 宮城県仙台市青葉区中央4-10-8 仙台ワシントンホテル

宮城県 仙台 宮城県仙台市青葉区本町1-5-38 天然温泉 萩の湯 ドーミーイン仙台駅前

宮城県 気仙沼 宮城県気仙沼市古町３丁目２－４２ ホテルパールシティ気仙沼

宮城県 気仙沼 宮城県気仙沼市松川299 ラ・ジェント・イン気仙沼

宮城県 気仙沼 宮城県気仙沼市柏崎1番1号 気仙沼プラザホテル

宮城県 気仙沼 宮城県気仙沼市港町４－１９ サンマリン気仙沼ホテル観洋

宮城県 宮城蔵王 宮城県刈田郡蔵王町遠刈田温泉字鬼石原1-1 Active Resorts 宮城蔵王

宮城県 宮城蔵王 宮城県刈田郡蔵王町遠刈田温泉東裏30 蔵王のお宿　旬樹庵　さんさ亭

宮城県 宮城蔵王 宮城県刈田郡蔵王町遠刈田温泉東裏30 一宿一飯湯坊旬樹庵さんさ亭げんぶ館

宮城県 秋保温泉 宮城県仙台市太白区秋保町湯元上原27 篝火の湯　緑水亭

宮城県 秋保温泉 宮城県仙台市太白区秋保町湯元字薬師102 ホテルニュー水戸屋

宮城県 松島海岸 宮城県宮城郡松島町松島仙随３５－２ 小松館好風亭

宮城県 松島海岸 宮城県宮城郡松島町松島犬田1-10 ﾌﾞﾘｰｽﾞﾍﾞｲｼｰｻｲﾄﾞﾘｿﾞｰﾄ松島

宮城県 仙台 宮城県仙台市青葉区一番町四丁目2番12号 変なホテル仙台 国分町

宮城県 仙台 宮城県仙台市青葉区中央3丁目3-5 ホテル京阪 仙台

宮城県 仙台 宮城県仙台市宮城野区榴岡1-7-3 ホテルビスタ仙台

宮城県 仙台 宮城県仙台市青葉区本町2-4-6 三井ガーデンホテル仙台

宮城県 仙台 宮城県 仙台市 青葉区中央2-3-18 ホテルクラウンヒルズ仙台青葉通り

宮城県 仙台 宮城県仙台市青葉区国分町2-2-2 ホテルグランテラス仙台国分町



宮城県 仙台 宮城県仙台市青葉区中央2-6-8 ホテルプレミアムグリーンプラス

宮城県 仙台 宮城県仙台市青葉区中央三丁目4-10 アルモントホテル仙台

宮城県 仙台 宮城県仙台市青葉区立町4-10 ホテルグリーンアーバ

宮城県 仙台 宮城県仙台市青葉区中央4-3-3 ホテルグリーンウエル

宮城県 仙台 宮城県仙台市青葉区本町2-9-14 ホテルグリーンセレク

宮城県 仙台 宮城県仙台市青葉区支倉町 ホテルグリーンライン

宮城県 仙台 宮城県仙台市青葉区通町1-6-23 ホテルグリーンシティ

宮城県 仙台 宮城県仙台市青葉区中央1-7-29 ホテルグリーンパシフィック

宮城県 仙台 宮城県仙台市青葉区中央4-8-10 ホテルグリーンマーク

宮城県 仙台 宮城県仙台市青葉区国分町2-9-22 ホテルプレミアムグリーンソブリン

宮城県 仙台 宮城県仙台市宮城野区小田原2-4-5 ホテルグリーンパレス

宮城県 仙台 宮城県仙台市青葉区国分町2-2-6 ホテルグリーンウィズ

宮城県 仙台 宮城県仙台市青葉区立町27-32 ホテルグリーンパーク

宮城県 仙台 宮城県仙台市青葉区中央4丁目1番8号 ホテルモントレ仙台

宮城県 仙台 宮城県仙台市青葉区花京院1丁目2番15号 ホテル　モンテエルマーナ仙台

宮城県 仙台 仙台市青葉区中央2-8-11 ホテルプレミアムグリーンヒルズ

宮城県 仙台 宮城県仙台市青葉区一番町２丁目８－９ ホテルパールシティ仙台

宮城県 仙台 宮城県仙台市宮城野区榴岡三丁目7番33号 ホテルグランバッハ仙台セレクト

宮城県 仙台 宮城県仙台市宮城野区榴岡4丁目6-28 テンザホテル・仙台ステーション

宮城県 仙台 宮城県仙台市宮城野区中野3-4-9 天然温泉 海神の湯 ドーミーインEXPRESS仙台シーサイド

宮城県 仙台 宮城県仙台市青葉区中央2-10-17 杜の湯 ドーミーイン EXPRESS仙台広瀬通

宮城県 仙台 宮城県仙台市青葉区中央 2-11-26 天然温泉 青葉の湯 ドーミーイン仙台ANNEX

宮城県 多賀城 宮城県多賀城市桜木1-1-60 ホテルキャッスルプラザ多賀城

宮城県 大崎 宮城県大崎市古川駅前大通り3-1-3 ホテルクラウンヒルズ古川

宮城県 鳴子温泉 宮城県大崎市鳴子温泉字湯元58-10 湯元　吉祥

宮城県 鳴子温泉 宮城県大崎市鳴子温泉車湯５４－６ ホテル亀屋

宮城県 鳴子温泉 宮城県大崎市鳴子温泉鬼首字大清水26-29 リゾートパーク　ホテルオニコウベ

秋田県 秋田 秋田県秋田市大町２丁目２－３ ホテルパールシティ秋田竿燈大通り

秋田県 秋田 秋田県秋田市大町３丁目４－１８ ホテルパールシティ秋田川反

秋田県 秋田 秋田県秋田市中通2-3-1 中通温泉 こまちの湯 ドーミーイン秋田

秋田県 十和田湖 秋田県鹿角郡小坂町十和田湖西湖畔 十和田プリンスホテル

秋田県 湯沢 秋田県湯沢市秋ノ宮字山居野11 湯けむりの宿　稲住温泉

山形県 寒河江 山形県寒河江市寒河江久保１１ ホテルシンフォニーアネックス

山形県 寒河江 山形県寒河江市元町1-3-13 ホテルシンフォニー本館

山形県 山形 山形県山形市十日町 4-2-7 ホテルキャッスル山形

山形県 蔵王温泉 山形県山形市蔵王温泉1272 蔵王四季のホテル

山形県 蔵王温泉 山形県山形市蔵王温泉933 蔵王国際ホテル

山形県 蔵王温泉 山形県山形市蔵王温泉46 おおみや旅館

山形県 蔵王温泉 山形県山形市蔵王温泉942 名湯リゾート　ルーセントタカミヤ

山形県 鶴岡 山形県鶴岡市湯野浜1-8-7 游水亭いさごや

山形県 天童 山形県天童市鎌田本町2-5-14 ほほえみの空湯舟つるや

福島県 いわき 福島県いわき市常磐藤原町蕨平50 ｽﾊﾟﾘｿﾞｰﾄﾊﾜｲｱﾝｽﾞ　ﾎﾃﾙﾊﾜｲｱﾝｽﾞ

福島県 いわき 福島県いわき市常磐藤原町蕨平50 スパリゾートハワイアンズ　ウイルポート

福島県 いわき 福島県いわき市常磐藤原町蕨平50 スパリゾートハワイアンズ　モノリスタワー

福島県 いわき 福島県いわき市平字大町3-1 ホテルクラウンヒルズいわき

福島県 いわき 福島県いわき市小名浜蛭川南77-1 ホテルクラウンヒルズ小名浜

福島県 郡山 福島県郡山市大町2-18-1 磐梯の湯 ドーミーインEXPRESS郡山

福島県 会津若松 福島県会津若松市東山湯本 235 原瀧

福島県 喜多方 福島県喜多方市熱塩加納町熱塩字北平田甲 熱塩温泉山形屋

福島県 郡山 福島県郡山市大町1-1-1 ホテルクラウンヒルズ郡山

福島県 猪苗代 福島県耶麻郡猪苗代町大字川桁 ホテルリステル猪苗代ウイングタワー

福島県 猪苗代 福島県耶麻郡猪苗代町若宮 ホテルプルミエール箕輪

福島県 福島 福島県会津若松市東山町湯本247 今昔亭

福島県 福島 福島県福島市舟場町1-24 ホテル福島ヒルズ

福島県 福島 福島県福島市栄町11-25 ホテルクラウンヒルズ福島

福島県 裏磐梯 福島県耶麻郡北塩原村大字桧原字剣ケ峯1093 アクティブリゾーツ 裏磐梯（Active Restorts 裏磐梯）

福島県 裏磐梯 福島県耶麻郡北塩原村大字桧原字湯平山1171 裏磐梯レイクリゾート 本館 五色の森

福島県 裏磐梯 福島県耶麻郡北塩原村大字桧原字湯平山117 裏磐梯レイクリゾート 迎賓館 猫魔離宮

茨城県 つくば 茨城県つくば市筑波1 筑波山京成ホテル

茨城県 ひたちなか 茨城県ひたちなか市共栄町4-1 ホテルクラウンヒルズ勝田2号 元町店

茨城県 ひたちなか 茨城県ひたちなか市表町11-6 ホテルクラウンヒルズ勝田 表町店

茨城県 ひたちなか 茨城県ひたちなか市武田1118-3 ホテルライフイン勝田駅西

茨城県 水戸 茨城県水戸市南町2丁目6-7 天然温泉 香梅の湯 ドーミーイン水戸

茨城県 牛久 茨城県牛久市ひたち野東1-33-5 ホテルライフツリーひたち野うしく

茨城県 鹿嶋 茨城県神栖市平泉東一丁目64番地36 たびのホテル鹿島

茨城県 土浦 茨城県土浦市港町1-5-5 ホテルライフイン土浦駅東

栃木県 宇都宮 栃木県宇都宮市宿郷1-9-3 ユニゾインエクスプレス宇都宮

栃木県 益子 栃木県芳賀郡益子町益子243-3 益子舘里山リゾートホテル

栃木県 塩原 栃木県那須塩原市塩原塩の湯1340-3 塩の湯温泉　蓮月

栃木県 鬼怒川温泉 栃木県日光市鬼怒川温泉滝530 鬼怒川プラザホテル

栃木県 鬼怒川温泉 栃木県日光市鬼怒川温泉大原1437-1 ホテルサンシャイン鬼怒川



栃木県 鬼怒川温泉 栃木県日光市鬼怒川温泉滝540 きぬ川国際ホテル

栃木県 鬼怒川温泉 栃木県日光市鬼怒川温泉大原390-3 鬼怒川温泉　ホテル万葉亭

栃木県 鬼怒川温泉 栃木県日光市鬼怒川温泉大原1060 鬼怒川温泉山楽

栃木県 黒磯 栃木県那須塩原市黒磯402-2 かんすい苑　覚楽

栃木県 那須温泉 栃木県那須郡那須町高久丙4449-2 ロイヤルホテル那須

栃木県 那須温泉 栃木県那須郡那須町高久甲6437 ウェルネスの森　那須

栃木県 那須温泉 栃木県那須郡那須町大字高久丙1796 ホテル・フロラシオン那須

栃木県 那須温泉 栃木県那須郡那須町湯本206 那須温泉山楽

栃木県 日光 栃木県日光市上鉢石町１３００ 日光金谷ホテル

栃木県 日光 栃木県日光市中宮祠2480 日光中禅寺湖温泉　ホテル花庵

栃木県 日光 栃木県日光市中宮祠２４８２ 中禅寺金谷ホテル

群馬県 高崎 群馬県高崎市あら町55-1 榛名の湯 ドーミーイン高崎

群馬県 前橋 群馬県前橋市表町2丁目24-7 天然温泉 妙義の湯 ドーミーイン前橋

群馬県 伊香保温泉 群馬県渋川市伊香保町伊香保164 ホテル松本楼

群馬県 伊香保温泉 群馬県渋川市伊香保町383 洋風旅館ぴのん

群馬県 伊香保温泉 群馬県渋川市伊香保町伊香保396-20 ホテル天坊

群馬県 猿ヶ京温泉 群馬県利根郡みなかみ町相俣248 源泉湯の宿　千の谷

群馬県 向屋温泉 群馬県多野郡上野村勝山684-1 ヴィラせせらぎ

群馬県 四万温泉 群馬県吾妻郡中之条町四万３８７６－１ 四万やまぐち館

群馬県 水上温泉 群馬県利根郡みなかみ町湯原551 源泉湯の宿　松乃井

群馬県 水上温泉 群馬県利根郡みなかみ町湯原665 みなかみホテルジュラク

群馬県 草津温泉 群馬県吾妻郡草津町草津３１２ 喜びの宿　高松

群馬県 草津温泉 群馬県吾妻郡草津町290-14 和える宿　高松

群馬県 草津温泉 群馬県吾妻郡草津町大字草津226番15 ラビスタ草津ヒルズ

群馬県 草津温泉 群馬県吾妻郡草津町大字草津白根464-214 湯宿　季の庭

群馬県 草津温泉 群馬県吾妻郡草津町大字草津白根464-214 お宿　木の葉

群馬県 嬬恋 群馬県吾妻郡嬬恋村　大字干俣 バラギ高原 パルコール嬬恋リゾートホテル

群馬県 北軽井沢 群馬県吾妻郡長野原町北軽井沢2032-16 プレジデントリゾートホテル軽井沢

群馬県 万座温泉 群馬県吾妻郡嬬恋村干俣2401 万座温泉　日進舘

群馬県 老神温泉 群馬県沼田市利根町老神550 源泉湯の宿　紫翠亭

千葉県 千葉 千葉県千葉市中央区南町2-15-4 天然温泉 そが浜の湯 ドーミーイン千葉City Soga

千葉県 浦安 千葉県浦安市富士見５丁目３－２０ 変なホテル舞浜 東京ベイ

千葉県 浦安 千葉県浦安市日の出7-2-3 東京ベイ東急ホテル

千葉県 浦安 千葉県浦安市日の出1-1-1 ホテル エミオン 東京ベイ

千葉県 浦安 千葉県浦安市美浜1-8-2 オリエンタルホテル東京ベイ

千葉県 浦安 千葉県浦安市明海5丁目8-15 コンフォートスイーツ東京ベイ

千葉県 浦安 千葉県浦安市明海5丁目8番23号 ハイアット リージェンシー 東京ベイ

千葉県 浦安 千葉県浦安市北栄１丁目１５－２８ BAY HOTEL浦安駅前

千葉県 浦安 千葉県浦安市明海6-2-1 三井ガーデンホテルプラナ東京ベイ

千葉県 浦安 千葉県浦安市日の出5-7-1 ラ・ジェント・ホテル東京ベイ

千葉県 鴨川 千葉県鴨川市前原69 鴨川ユニバースホテル

千葉県 鴨川 千葉県鴨川市東町 1464-18 鴨川シーワールドホテル

千葉県 館山 千葉県館山市小沼352 館山リゾートホテル

千葉県 九十九里 千葉県長生郡一宮町一宮10000番地 ホテル一宮シーサイドオーツカ

千葉県 君津 千葉県君津市東坂田4-1-11 ホテルクラウンヒルズ君津

千葉県 佐倉 千葉県八街市小谷流624 小谷流の里　ドギーズアイランド

千葉県 佐倉 千葉県八千代市勝田台1-9-1 ベッセルイン八千代勝田台駅前

千葉県 習志野 千葉県習志野市津田沼5丁目12番4号 ベッセルイン京成津田沼駅前

千葉県 成田空港周辺 千葉県成田市小菅456 ヒルトン成田

千葉県 成田空港周辺 千葉県成田市吉倉241-1 インターナショナルガーデンホテル成田

千葉県 千葉 千葉県千葉市中央区富士見1-12-3 ベッセルイン千葉駅前

千葉県 千葉 千葉市中央区中央1-11-1 三井ガーデンホテル千葉

千葉県 南房総 千葉県南房総市富浦町多田良1212 ホテル＆リゾーツ南房総（Hotel&Resorts南房総）

千葉県 南房総 千葉県南房総市白浜町白浜623-13 ホテル南海荘

千葉県 柏 千葉県柏市柏の葉六丁目5番地２ 三井ガーデンホテル柏の葉パークサイド

千葉県 柏 千葉県柏市若柴264-1 ホテル・トリフィート柏の葉

千葉県 柏 千葉県柏市若柴178-4 柏の葉キャンパス148 三井ガーデンホテル柏の葉

千葉県 舞浜 千葉県浦安市東野２丁目２５－８ 日和ホテル舞浜

千葉県 舞浜 千葉県浦安市舞浜1-7 グランドニッコー東京ベイ 舞浜

千葉県 舞浜 千葉県浦安市舞浜1番地34号 東京ベイ舞浜ホテル

千葉県 幕張 千葉市美浜区ひび野1-11 ホテルスプリングス幕張

千葉県 幕張 千葉県千葉市美浜区ひび野2-10-2 ホテル　フランクス

千葉県 流山 千葉県流山市おおたかの森北1-2-2 ホテル ルミエール グランデ 流山おおたか

埼玉県 浦和 埼玉県さいたま市浦和区高砂2-1-19 浦和ワシントンホテル

埼玉県 大宮 埼玉県さいたま市大宮区桜木町1-7-5 パレスホテル大宮

埼玉県 秩父 埼玉県秩父市山田1294 ホテル美やま

東京都 秋葉原 東京都千代田区神田佐久間町1-8-3 秋葉原ワシントンホテル

東京都 田町 東京都港区芝浦3-8-1 ホテルグレイスリー田町

東京都 羽田空港周辺 東京都大田区東糀谷2-11-18 変なホテル東京 羽田

東京都 羽田空港周辺 東京都大田区西蒲田7-24-7 レッドルーフイン蒲田/羽田　東京

東京都 羽田空港周辺 東京都大田区南蒲田１丁目３－１５ ﾎﾃﾙ ｵﾘｴﾝﾀﾙ ｴｸｽﾌﾟﾚｽ 東京蒲田



東京都 永田町 東京都千代田区紀尾井町4-1 ホテルニューオータニ

東京都 永田町 東京都千代田区平河町2-4-1 都市センターホテル

東京都 永田町 東京都千代田区永田町2-14-3 赤坂エクセルホテル東急

東京都 錦糸町 東京都墨田区錦糸4-6-1 ロッテシティホテル錦糸町

東京都 銀座 東京都中央区築地2-2-1 変なホテル東京 銀座

東京都 銀座 東京都中央区築地3丁目5-4 ホテル京阪 築地銀座 グランデ

東京都 銀座 東京都中央区築地4-3-9 ホテルビスタ東京[築地]

東京都 銀座 東京都中央区新富1-2-13 銀座露天の湯　日和ホテル東京銀座EAST

東京都 銀座 東京都中央区八丁堀1-13-7 ホテルサードニクス東京

東京都 銀座 東京都中央区銀座8-13-1 三井ガーデンホテル銀座プレミア

東京都 銀座 東京都中央区銀座5-11-1 ミレニアム三井ガーデンホテル東京

東京都 銀座 東京都中央区京橋1-3-6 三井ガーデンホテル京橋

東京都 銀座 東京都中央区銀座5-13-15 三井ガーデンホテル銀座五丁目

東京都 銀座 東京都中央区銀座8-4-22 ホテルザセレスティン銀座

東京都 銀座 東京都中央区銀座2丁目10番2号 ホテルモントレ銀座

東京都 銀座 東京都中央区銀座1丁目10番18号 ホテルモントレラ･スールギンザ

東京都 銀座 東京都中央区明石町8番（聖路加ガーデン） 銀座クレストン

東京都 銀座 東京都中央区銀座8-6-15 銀座グランドホテル

東京都 銀座 東京都中央区銀座7-10-1 ホテルグレイスリー銀座

東京都 銀座 東京都中央区銀座1-9-5 KOKO HOTEL 銀座一丁目

東京都 銀座 東京都中央区築地6-8-8 KOKO HOTEL 築地 銀座

東京都 江戸川 東京都江戸川区西葛西5-4-7 変なホテル東京 西葛西

東京都 江戸川 東京都江戸川区西葛西6丁目17-9 レンブラントスタイル東京西葛西

東京都 江戸川 東京都江戸川区西葛西6丁目19-18 レンブラントスタイル東京西葛西グランデ

東京都 江戸川 東京都江戸川区西葛西6-20-3 ホテルルミエール西葛西

東京都 江戸川 東京都江戸川区中葛西5-41-20 ホテルルミエール葛西

東京都 江東 東京都江東区潮見2-8-16 東京ベイ潮見プリンスホテル

東京都 江東 東京都江東区豊洲2-2-1 三井ガーデンホテル豊洲プレミア（旧三井ガーデンホテル豊洲ベイサイドクロス）

東京都 江東 東京都江東区白河1丁目6-12 コンフォートホテル東京清澄白河

東京都 江東 東京都江東区有明1-2-43 ファーイーストビレッジホテル東京有明

東京都 江東 東京都江東区豊洲6-4-40 ラビスタ東京ベイ

東京都 汐留 東京都港区浜松町1-24-11 変なホテル東京　浜松町

東京都 汐留 東京都港区東新橋2-14-24 三井ガーデンホテル汐留イタリア街

東京都 汐留 東京都港区芝3-23-1 ホテルザセレスティン東京芝

東京都 汐留・お台場 東京都江東区有明3-7-11 東京ベイ有明ワシントンホテル

東京都 渋谷 東京都渋谷区神宮前６丁目２０－１０ sequence MIYASHITA PARK

東京都 渋谷 東京都渋谷区神山町10-8 渋谷クレストンホテル

東京都 渋谷・恵比寿 東京都渋谷区神宮前6-24-4 ドーミーインPREMIUM渋谷神宮前

東京都 渋谷・恵比寿 東京都目黒区青葉台3-21-8 ドーミーインEXPRESS目黒青葉台

東京都 上野 東京都台東区入谷1丁目25番6号 ベッセルイン上野入谷駅前

東京都 上野 東京都台東区東上野3-19-7 三井ガーデンホテル上野

東京都 上野 東京都台東区東上野2-16-1 ﾎﾃﾙｸﾗｳﾝﾋﾙｽﾞ上野ﾌﾟﾚﾐｱ（旧ﾗｲﾌﾂﾘｰ上野）

東京都 上野 東京都荒川区東日暮里5-47-1 アルモントホテル日暮里

東京都 上野 東京都台東区東上野2丁目18-4 ﾎﾃﾙｳｨﾝｸﾞｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙｾﾚｸﾄ上野御徒町

東京都 上野 東京都台東区上野6丁目7番22号 徒士の湯 ドーミーイン上野・御徒町

東京都 新宿 東京都新宿区四谷１丁目２４ ホテル京阪 東京四谷

東京都 新宿 東京都新宿区百人町1-4-15 レンブラントキャビン新宿新大久保

東京都 新宿 東京都新宿区霞ヶ丘町11-3 三井ガーデンホテル神宮外苑の杜プレミア

東京都 新宿 東京都新宿区歌舞伎町2-40-3 プレミアホテル-CABIN-新宿

東京都 新宿 東京都新宿区歌舞伎町2 丁目40-5 ラ・ジェント・ホテル新宿歌舞伎町

東京都 新宿 東京都新宿区西新宿2-2-1 京王プラザホテル

東京都 新宿 東京都新宿区戸塚町1-104-19 リーガロイヤルホテル東京

東京都 新宿 東京都新宿区歌舞伎町1-19-1 ホテルグレイスリー新宿

東京都 水道橋・御茶ノ水 東京都文京区本郷4-23-14 春日の湯 ドーミーイン後楽園

東京都 水道橋・御茶ノ水 東京都千代田区外神田4-12-5 すえひろの湯 ドーミーイン秋葉原

東京都 赤坂 東京都港区赤坂2-6-14 変なホテル東京 赤坂

東京都 赤坂 東京都港区白金台1-1-50 シェラトン都ホテル東京

東京都 赤坂 東京都港区赤坂4丁目9番24号 ホテルモントレ赤坂

東京都 赤坂 東京都千代田区一番町23番1号 ホテルモントレ半蔵門

東京都 赤坂 東京都港区赤坂3丁目7-12 ベストウェスタンホテルフィーノ東京赤坂

東京都 浅草 東京都台東区浅草橋１丁目10－5 変なホテル東京 浅草橋

東京都 浅草 東京都台東区寿3丁目19-8 変なホテル東京 浅草田原町

東京都 浅草 東京都台東区浅草2丁目12-4 ホテル京阪 浅草

東京都 浅草 東京都台東区雷門2-10-2 ホテルグレイスリー浅草

東京都 浅草 東京都台東区花川戸1-3-4 展望大浴場 あさひ湯 ドーミーイン・global cabin浅草 

東京都 浅草  東京都台東区寿2-8-12 KOKO HOTEL Residence 浅草田原町

東京都 浅草 東京都台東区西浅草3-24-2 KOKO HOTEL Residence 浅草かっぱ橋

東京都 池袋・赤羽 東京都豊島区東池袋3-11-11 天然温泉 豊穣の湯 ドーミーイン池袋

東京都 町田 東京都町田市原町田3-2-9 レンブラントホテル東京町田

東京都 調布 東京都府中市府中町 1-1-1 ホテル ケヤキゲート 東京府中

東京都 東京駅周辺 東京都千代田区内神田2-1-2 三井ガーデンホテル大手町



東京都 東京駅周辺 東京都千代田区神田三崎町 sequence SUIDOBASHI

東京都 東京駅周辺 東京都千代田区東神田1丁目9-10 コンフォートホテル東京東神田

東京都 東京駅周辺 東京都中央区京橋3丁目7番8号 ホテルインターゲート東京京橋

東京都 東京駅周辺・銀座・日本橋東京都千代田区神田須田町1-16 明神の湯 ドーミーインPREMIUM神田

東京都 東京駅周辺・銀座・日本橋東京都中央区新川2-20-4 亀島川温泉 新川の湯 ドーミーイン東京八丁堀

東京都 東京駅周辺・銀座・日本橋東京都中央区日本橋小伝馬町2番3号 伝馬の湯 ドーミーインPREMIUM東京小伝馬町

東京都 日本橋 東京都中央区日本橋人形町３丁目３－１６ ホテル日本橋サイボー

東京都 日本橋 東京都中央区日本橋室町3-4-4 三井ガーデンホテル日本橋プレミア

東京都 日本橋 東京都中央区日本橋馬喰町1丁目10-11 コンフォートホテル東京東日本橋

東京都 日本橋 東京都中央区日本橋小網町4-6 アルモントイン東京日本橋

東京都 日本橋 東京都中央区日本橋浜町2-30-4 KOKO HOTEL Premier 日本橋浜町

東京都 品川 東京都港区高輪３丁目１９－１７ 都シティ 東京高輪

東京都 品川 東京都品川区東五反田2-2-6 三井ガーデンホテル五反田

東京都 品川 東京都品川区東五反田1-12-2 東急ステイ五反田

東京都 品川 東京都品川区大崎1-6-2 ニューオータニイン東京

東京都 六本木 東京都港区六本木3-15-17 三井ガーデンホテル六本木プレミア

神奈川県 横須賀 神奈川県横須賀市本町3－27 メルキュールホテル横須賀

神奈川県 横浜 神奈川県横浜市中区桜木町 1-1-7 ニューオータニイン横浜プレミアム

神奈川県 横浜 神奈川県横浜市中区 山下町77 ローズホテル横浜

神奈川県 横浜 神奈川県横浜市中区花咲町3-95 ホテルテラス横浜

神奈川県 横浜 神奈川県横浜市中区花咲町1-22-2 ブリーズベイホテルリゾート＆スパ

神奈川県 横浜 神奈川県横浜市中区住吉町3丁目33 コンフォートホテル横浜関内

神奈川県 横浜 神奈川県横浜市西区南幸2-17-6 ホテルユニゾ横浜駅西

神奈川県 横浜 神奈川県横浜市中区不老町1-2 レンブラントスタイル横浜関内

神奈川県 横浜 神奈川県横浜市中区山下町280-2 ハイアットリージェンシー横浜

神奈川県 横浜 神奈川県横浜市西区みなとみらい2-3-7 横浜ベイホテル東急

神奈川県 横浜 神奈川県横浜市中区桜木町1-101-1 横浜桜木町ワシントンホテル

神奈川県 横浜 神奈川県横浜市港北区新横浜2丁目2-11 ベストウェスタンホテルフィーノ新横浜

神奈川県 海老名 神奈川県海老名市中央3-1-3 ホテルビスタ海老名

神奈川県 海老名 神奈川県海老名市中央 2-9-50 レンブラントホテル海老名

神奈川県 鎌倉 神奈川県鎌倉市七里ガ浜東1-2-18 鎌倉プリンスホテル

神奈川県 厚木 神奈川県厚木市中町3-12-5 ホテルビスタ厚木

神奈川県 厚木 神奈川県厚木市中町二丁目13番1号 レンブラントホテル厚木

神奈川県 厚木 神奈川県厚木市中町二丁目1番6号 レンブラントスタイル本厚木

神奈川県 厚木 神奈川県厚木市中町3-14-14 厚木アーバンホテル

神奈川県 湘南 神奈川県藤沢市藤沢110-4 アルモントイン湘南藤沢

神奈川県 湘南 神奈川県藤沢市鵠沼石上1-6-1 ホテル法華クラブ湘南藤沢

神奈川県 川崎 神奈川県川崎市川崎区東田町9-3 天然温泉 扇浜の湯 ドーミーイン川崎

神奈川県 相模原 神奈川県相模原市中央区相模原4-1-2 ホテルクラウンヒルズ相模原

神奈川県 湯河原温泉 神奈川県足柄下郡 湯河原町宮上 637 源泉のお宿　湯河原千代田荘

神奈川県 湯河原温泉 神奈川県足柄下郡湯河原町宮上734番地 懐石旅庵　阿しか里

神奈川県 湯河原温泉 神奈川県足柄下郡湯河原町宮上776 海石榴　つばき

神奈川県 湯河原温泉 神奈川県秦野市河原町2-54 はだの・湯河原温泉　万葉の湯

神奈川県 湯河原温泉 神奈川県足柄下郡湯河原町宮上673 ゆば懐石山翠楼

神奈川県 箱根 神奈川県足柄下郡箱根町湯本256-1 湯本富士屋ホテル

神奈川県 箱根 神奈川県足柄下郡箱根町小涌谷492-23 箱根小涌谷温泉　水の音

神奈川県 箱根 神奈川県足柄下郡箱根町強羅1300-34 季の湯　雪月花

神奈川県 箱根 神奈川県足柄下郡箱根町湯本588-1 月の宿　紗ら

神奈川県 箱根 神奈川県足柄下郡箱根町強羅1300-61 強羅温泉　雪月花別邸　翠雲

神奈川県 箱根 神奈川県足柄下郡箱根町二ノ平1297番5 箱根強羅　白檀

神奈川県 箱根 神奈川県足柄下郡箱根町強羅1300-238 玄　箱根強羅

神奈川県 箱根 神奈川県足柄下郡箱根町仙石原817-211 箱根温泉　湯宿山の省

神奈川県 箱根 神奈川県足柄下郡箱根町仙石原934-29 きたの風茶寮

神奈川県 箱根 神奈川県足柄下郡箱根町仙石原934-25 リ・カーヴ箱根

神奈川県 箱根 神奈川県足柄下郡箱根町芦之湯93? 箱根湯の花プリンスホテル

新潟県 越後湯沢温泉 新潟県南魚沼郡湯沢町大字湯沢317-1 湯けむりの宿　雪の花

新潟県 越後湯沢温泉 新潟県南魚沼郡湯沢町湯沢2117-9 NASPAニューオータニ

新潟県 越後湯沢温泉 新潟県南魚沼郡湯沢町湯沢330 湯沢ニューオータニ

新潟県 佐渡 新潟県佐渡市千種113番12 たびのホテル佐渡

新潟県 佐渡 新潟県佐渡市相川大浦548-1 佐渡リゾート　ホテル吾妻

新潟県 佐渡 新潟県佐渡市両津夷261-1 佐渡加茂湖温泉 湖畔の宿 吉田家

新潟県 咲花温泉 新潟県五泉市佐取 3008 翠玉の湯　佐取館

新潟県 新潟 新潟県新潟市中央区西堀通１５７４ ホテルイタリア軒

新潟県 新潟 新潟県新潟市西蒲区岩室温泉91-1 ゆもとや

新潟県 新潟 新潟県新潟市中央区川端町6-53 ホテルオークラ新潟

新潟県 新潟 新潟県新潟市中央区古町通8番町1430番地 新潟シティホテル

新潟県 新潟 新潟県新潟市中央区東堀通り8-1429 ホテルクラウンヒルズ新潟

新潟県 新潟 新潟県新潟市中央区南笹口1-8-10 新潟パークホテル

新潟県 新潟 新潟県新潟市中央区明石1-7-14 天然温泉 多宝の湯 ドーミーイン新潟

新潟県 胎内 新潟県胎内市夏井1191番地3 ロイヤル胎内パークホテル

新潟県 長岡 新潟県長岡市東坂之上町1-2-1 長岡グランドホテル



新潟県 長岡 新潟県長岡市城内町1-3-2 ホテル法華クラブ新潟・長岡

新潟県 津南 新潟県中魚沼郡津南町外丸丁２２７４ 花とほたる　湯のさと　雪国

新潟県 苗場 新潟県南魚沼郡湯沢町三国202 苗場プリンスホテル

新潟県 妙高 新潟県妙高市赤倉温泉402 ホテル太閤

富山県 砺波 富山県砺波市安川字天皇330番地 Royal Hotel 富山砺波

富山県 氷見 富山県氷見市宇波（灘浦海岸） 氷見温泉郷　くつろぎの宿うみあかり

富山県 氷見 富山県氷見市阿尾3257 永芳閣

富山県 富山 富山県富山市桜橋通り2-28 ホテルグランテラス富山

富山県 富山 富山県富山市明輪町1番231号 ホテルヴィスキオ富山

富山県 富山 富山県富山市大手町4-8 天然温泉 剱の湯 ドーミーイン富山

石川県 山代温泉 石川県加賀市山代温泉19-58-1 瑠璃光

石川県 山代温泉 石川県加賀市山代温泉温泉通り17 葉渡莉

石川県 加賀 石川県加賀市山代温泉桔梗丘4-34-1 湯の宿 白山菖蒲亭

石川県 加賀 石川県加賀市山代温泉13-1 吉田屋山王閣

石川県 加賀 石川県加賀市山代温泉東山町3番地 みどりの宿　萬松閣

石川県 加賀 石川県加賀市山代温泉桔梗丘3丁目41番地 彩華の宿多々見

石川県 加賀 石川県加賀市山代温泉東山町16-1 山代温泉 雄山閣

石川県 金沢 石川県金沢市香林坊1丁目2番32号 変なホテル金沢 香林坊

石川県 金沢 石川県金沢市広岡2-13-27 ホテルビスタ金沢

石川県 金沢 石川県金沢市上堤町1-22 三井ガーデンホテル金沢

石川県 金沢 石川県金沢市片町1-2-44 ホテルクラウンヒルズ金沢

石川県 金沢 石川県金沢市尾山町3-30 ユニゾイン金沢百万石通り

石川県 金沢 石川県金沢市丸の内６－３ 金沢白鳥路ホテル山楽

石川県 金沢 石川県金沢市南町4番1号 金沢ニューグランドホテルプレミア

石川県 金沢 石川県金沢市南町4番1号 金沢ニューグランドホテルプレステージ

石川県 金沢 石川県金沢市本町2-12-1 ホテル・トリフィート金沢

石川県 金沢 石川県金沢市高岡町2番5号 ホテルインターゲート金沢

石川県 金沢 石川県金沢市堀川新町2-25 天然温泉 加賀の湧泉 ドーミーイン金沢

石川県 金沢 石川県金沢市香林坊1-2-16 KOKO HOTEL Premier 金沢香林坊

石川県 小松 石川県小松市日の出町一丁目180番地 変なホテル　小松駅前

石川県 小松 石川県小松市湯上町い18 満天ノ　辻のや

石川県 小松 石川県小松市日の出町4-93 ホテルビナリオKOMATSUセントレ

石川県 小松 石川県小松市土居原町10-10 ホテルグランビナリオKOMATSU

石川県 辰口温泉 石川県能美市辰口町3-1 まつさき

石川県 能登 石川県羽咋郡志賀町矢蔵谷ラ-1 Royal Hotel 能登（ロイヤルホテル能登）

石川県 白山 石川県白山市西新町152番地7 グランドホテル白山

石川県 輪島 石川県輪島市塚田町2-31-6 ホテルこうしゅうえん

石川県 和倉温泉 石川県七尾市和倉町和歌崎3の1 ゆけむりの宿　美湾荘

石川県 和倉温泉 石川県七尾市和倉町ヨ部80番地 加賀屋

石川県 和倉温泉 石川県七尾市和倉町ヨ部96番地 虹と海

石川県 和倉温泉 石川県七尾市和倉町和歌崎８の１ あえの風

石川県 和倉温泉 石川県七尾市和倉町ワ部34番地 加賀屋別邸 松乃碧

石川県 和倉温泉 石川県七尾市和倉町ワ部31番地 白鷺の湯　能登　海舟

福井県 あわら 福井県あわら市温泉3丁目 803 清風荘

福井県 あわら 福井県あわら市舟津26-10 北陸　福井　あわら温泉美松

福井県 あわら 福井県あわら市田中々8-1 あわら温泉 ぐらばあ亭　お月見露天の宿

福井県 三国 福井県坂井市三国町緑ヶ丘4丁目4-8 三国観光ホテル

福井県 小浜 福井県小浜市小浜白鬚113 ホテルせくみ屋

福井県 福井 福井県福井市大手3-12-20 ホテルフジタ福井

福井県 福井 福井県福井市中央1丁目18-1 天然温泉 羽二重の湯 ドーミーイン福井

山梨県 河口湖 山梨県南都留郡富士河口湖町船津 1 番地 富士レークホテル

山梨県 河口湖 山梨県南都留郡富士河口湖町船津5239-1 ホテルレジーナ河口湖

山梨県 河口湖 山梨県南都留郡富士河口湖町船津4902-2 富士河口湖リゾートホテル

山梨県 河口湖 山梨県南都留郡富士河口湖町浅川207 ホテル美富士園

山梨県 河口湖 山梨県南都留郡富士河口湖町河口2395番地 ラビスタ富士河口湖

山梨県 甲府 山梨県甲府市湯村2-5-21 常磐ホテル

山梨県 甲府・湯村・昇仙峡 山梨県甲府市丸の内3-1-3 天然温泉 勝運の湯 ドーミーイン甲府丸の内

山梨県 甲府・湯村・昇仙峡 山梨県甲府市中央1-14-3 天然温泉 甲斐路の湯 ドーミーイン甲府

山梨県 身延 山梨県南巨摩郡身延町上之平1900 下部ホテル

山梨県 石和温泉 山梨県笛吹市春日居町鎮目178 春日居びゅーほてる

山梨県 石和温泉 山梨県笛吹市春日居町小松855 ホテル春日居

山梨県 石和温泉 山梨県笛吹市石和町川中島1607 石和びゅーほてる

山梨県 石和温泉 山梨県笛吹市石和町松本1409 ホテル花いさわ

山梨県 大泉 山梨県北杜市大泉町西井出8240-1039 ロイヤルホテル　八ヶ岳（Royal Hotel 八ヶ岳）

長野県 軽井沢 長野県北佐久郡軽井沢町大字軽井沢1323-111 ルシアン旧軽井沢

長野県 軽井沢 長野県北佐久郡軽井沢町大字軽井沢1016-87 軽井沢プリンスホテル ウエスト

長野県 軽井沢 長野県北佐久郡軽井沢町大字軽井沢1049-1 ザ・プリンス軽井沢

長野県 軽井沢 長野県北佐久郡軽井沢町発地864-4 ルグラン軽井沢ホテル＆リゾート

長野県 軽井沢 長野県北佐久郡軽井沢町大字軽井沢469-4 ルグラン旧軽井沢

長野県 佐久 長野県佐久市中込3150-1 佐久一萬里温泉 ﾎﾃﾙｺﾞｰﾙﾃﾞﾝｾﾝﾁｭﾘｰ（佐久一萬里温泉ホテル）

長野県 志賀高原 長野県下高井郡山ノ内町志賀高原蓮池 ホテル白樺荘＜志賀高原＞



長野県 志賀高原 長野県下高井郡山ノ内町大字平穏7148 志賀パレスホテル

長野県 松本 長野県松本市深志1-4-5 たびのホテルlit松本

長野県 松本 長野県松本市大字里山辺527 美ヶ原温泉　翔峰

長野県 松本 長野県松本市深志1丁目2-31 プレミアホテル-CABIN-松本

長野県 松本 長野県松本市里山辺484-1 美ケ原温泉　ホテルニューことぶき

長野県 松本 長野県松本市深志2-2-1 天然温泉 梓の湯 ドーミーイン松本

長野県 上高地 長野県松本市安曇上高地 上高地ホテル白樺荘

長野県 大町 長野県大町市平大町温泉郷２８９１－２ 黒部ビューホテル

長野県 大町 長野県大町市平2822 黒部観光ホテル

長野県 昼神温泉 長野県下伊那郡阿智村智里331-5 昼神グランドホテル天心

長野県 昼神温泉 長野県下伊那郡阿智村智里567番地-10 昼神温泉　ひるがみの森

長野県 長野 長野県長野市松代町西寺尾1372-1 ロイヤルホテル長野

長野県 長野 長野県長野市南長野北石堂町1373-1 天然温泉 善光の湯 ドーミーイン長野

長野県 湯田中温泉 長野県下高井郡山ノ内町平穏2951-1 一茶のこみち美湯の宿

長野県 湯田中温泉 長野県下高井郡山ノ内町大字平穏2941-50 せせらぎの宿 ホテル星川館

長野県 白馬 長野県北安曇郡白馬村神城22257-5 HOPETREE HAKUBA

長野県 蓼科 長野県茅野市北山 4035 リゾートホテル蓼科

岐阜県 岐阜 岐阜県岐阜市長良福光2695-2（長良川河畔） 都ホテル　岐阜長良川

岐阜県 岐阜 岐阜県岐阜市吉野町6丁目31番 天然温泉 金華の湯 ドーミーイン岐阜駅前

岐阜県 郡上 岐阜県郡上市高鷲町ひるがの4670-362 サンメンバーズひるがの

岐阜県 高山 岐阜県高山市本母町411-1 飛騨亭花扇

岐阜県 高山 岐阜県高山市本母町262-2 花扇別邸いいやま

岐阜県 高山 岐阜県高山市松之木町13-1 たびのホテル飛騨高山

岐阜県 高山 岐阜県高山市花里町4-313 飛騨花里の湯　高山桜庵

岐阜県 高山 岐阜県高山市花里町6-11 おやど　古都の夢

岐阜県 新平湯温泉 岐阜県高山市奥飛騨温泉郷一重ケ根2498-1 奥飛騨ガーデンホテル焼岳

岐阜県 多治見 岐阜県多治見市白山町4-14-1 オースタット国際ホテル多治見

岐阜県 白川郷 岐阜県大野郡白川村飯島908-2 御宿　結の庄

岐阜県 平湯温泉 岐阜県高山市奥飛騨温泉郷平湯229 匠の宿　深山桜庵

岐阜県 平湯温泉 岐阜県高山市奥飛騨温泉郷平湯726 湯めぐりの宿　奥飛騨温泉郷平湯館

静岡県 伊東 静岡県伊東市岡1348-3 ウェルネスの森　伊東

静岡県 伊東 静岡県伊東市鎌田280 淘心庵　米屋

静岡県 伊東 静岡県伊東市八幡野1326-5 杜の湯　きらの里

静岡県 伊東 静岡県伊東市竹の内1-1-3 ホテルラヴィエ川良

静岡県 伊豆高原 静岡県伊東市赤沢字浮山163-1 赤沢温泉ホテル

静岡県 伊豆長岡温泉 静岡県伊豆の国市長岡211 ニュー八景園

静岡県 伊豆堂ヶ島 静岡県賀茂郡西伊豆町仁科 2977-1 堂ケ島ニュー銀水

静岡県 下田 静岡県下田市相玉133-1 里山の別邸　下田セントラルホテル

静岡県 下田 静岡県下田市柿崎40番61号 ホテル山田屋

静岡県 下田 静岡県下田市白浜1547-1? 下田プリンスホテル

静岡県 河津 静岡県賀茂郡河津町峰1169-13 ホテル四季の蔵

静岡県 河津 静岡県賀茂郡河津町見高今井35-1 伊豆今井浜東急ホテル

静岡県 掛川 静岡県掛川市満水2000 つま恋リゾート 彩の郷

静岡県 御殿場 静岡県御殿場市神山1925-170 レンブラントスタイル御殿場駒門

静岡県 御殿場 静岡県御殿場市深沢2571 レンブラントプレミアム富士御殿場

静岡県 御殿場 静岡県御殿場市東田中1505-3 富士桜の湯 ﾄﾞｰﾐｰｲﾝEXPRESS富士山御殿場

静岡県 修善寺温泉 静岡県伊豆市修善寺874-1 湯回廊　菊屋

静岡県 修善寺温泉 静岡県伊豆市修善寺860 湯めぐりの宿　修善寺温泉桂川

静岡県 修善寺温泉 静岡県伊豆市修善寺3431 ブリーズベイ修善寺ホテル

静岡県 沼津 静岡県沼津市戸田3878-72 西伊豆リゾート　雲と風と

静岡県 沼津 静岡県沼津市上土町100-1 沼津リバーサイドホテル

静岡県 沼津 静岡県沼津市高島町11番2号 静鉄ホテルプレジオ沼津

静岡県 沼津・三島 静岡県三島市大宮町3-18-33 天然温泉 富嶽の湯 ドーミーイン三島

静岡県 西伊豆 静岡県沼津市戸田３８７８－８６ 西伊豆今宵

静岡県 静岡 静岡県静岡市駿河区南町18-1 ホテルグランヒルズ静岡

静岡県 中伊豆 静岡県伊豆市月ケ瀬425-1 UFUFU VILLAGE

静岡県 中伊豆 静岡県伊豆の国市奈古谷655 伊豆畑毛温泉大仙家

静岡県 東伊豆 静岡県賀茂郡東伊豆町北川温泉 つるや吉祥亭

静岡県 東伊豆 静岡県賀茂郡東伊豆町北川温泉 吉祥CAREN

静岡県 東伊豆 静岡県賀茂郡東伊豆町奈良本992-1 ホテルカターラRESORT＆SPA

静岡県 東伊豆 静岡県賀茂郡東伊豆町奈良本980 ホテル セタスロイヤル

静岡県 東伊豆 静岡県賀茂郡東伊豆町 稲取1624-1 稲取銀水荘

静岡県 熱海 静岡県熱海市春日町1-2 熱海温泉　湯宿一番地

静岡県 熱海 静岡県熱海市東海岸町13-93 リゾーピア熱海

静岡県 熱海 静岡県熱海市泉１０７ ニューウェルシティ湯河原

静岡県 熱海 静岡県熱海市熱海1739-35 ISHINOYA熱海

静岡県 熱海 静岡県熱海市伊豆山1048-4 ホテルグランバッハ熱海クレッシェンド

静岡県 熱海 静岡県熱海市和田浜南町5-8 ホテルサンミ倶楽部

静岡県 熱海 静岡県熱海市伊豆山601 ホテルニューさがみや

静岡県 磐田・袋井・掛川 静岡県掛川市仁藤町3-12 天然温泉 茶月の湯 ドーミーインEXPRESS掛川

静岡県 浜松 静岡県浜松市西区雄踏町山崎4396-1 THE HAMANAKO



静岡県 浜松 静岡県浜松市西区舘山寺町３３０２ 舘山寺サゴーロイヤルホテル

静岡県 浜松 静岡県浜松市中区東伊場1-3-1 グランドホテル浜松

静岡県 浜松 静岡県浜松市中区板屋町110-17 ホテルクラウンパレス浜松

静岡県 浜松 静岡県浜松市中区砂山町324-15 EN HOTEL Hamamatsu

愛知県 安城 愛知県知立市中町中128番地 ホテルクラウンパレス知立

愛知県 安城 愛知県安城市三河安城本町1-1-3 天然温泉 三州の湯 ドーミーインEXPRESS三河安城

愛知県 蒲郡 愛知県蒲郡市竹島町1番6号 ホテル竹島

愛知県 蒲郡 愛知県蒲郡市三谷町鳶欠14-1 ホテル明山荘

愛知県 蒲郡 愛知県蒲郡市西浦町塩柄3番地 西浦グランドホテル吉慶

愛知県 蒲郡 愛知県西尾市東幡豆町入会山1-287 三河湾ヒルズ・ホテル

愛知県 知多 愛知県常滑市新開町3-174-1 スプリングサニーホテル名古屋常滑駅前

愛知県 豊川 愛知県豊川市豊川町仁保通り79-1 ホテルクラウンヒルズ豊川

愛知県 豊田 愛知県豊田市喜多町1-140 名鉄トヨタホテル

愛知県 名古屋 愛知県名古屋市中区錦3丁目2-1 ホテル京阪 名古屋

愛知県 名古屋 愛知県名古屋市中区錦 3-3-15 ホテルビスタ名古屋[錦]

愛知県 名古屋 愛知県名古屋市中村区名駅2-30-7 ベッセルホテルカンパーナ名古屋

愛知県 名古屋 愛知県名古屋市中区錦3-14-13 ベッセルイン栄駅前

愛知県 名古屋 愛知県名古屋市中区錦3-15-21 KOKO HOTEL 名古屋栄

大阪府 北浜 大阪府大阪市中央区高麗橋1丁目6番7号 天然温泉 水都の湯 ドーミーインPREMIUM大阪北浜

大阪府 なんば 大阪府大阪市浪速区日本橋5丁目8-25 KOKO HOTEL 大阪なんば

大阪府 阿倍野 大阪府大阪市阿倍野区松崎町１丁目１－７ HOPETREE 天王寺

大阪府 関西空港周辺 大阪府泉佐野市りんくう往来北1番地 スターゲイトホテル関西エアポート

大阪府 関西空港周辺 大阪府泉南郡田尻町りんくうポート北3-5 HOTEL BAY GULLS　(ホテルベイガルズ）

大阪府 関西空港周辺 大阪府泉大津市なぎさ町5-1 ホテルきららリゾート関空（現在名：関空泉大津ワシントンホテル）

大阪府 京橋 大阪府大阪市都島区東野田町2丁目1-38 ホテル京阪 京橋 グランデ

大阪府 京橋 大阪府大阪市中央区谷町1丁目2-10 ホテル京阪 天満橋

大阪府 京橋 大阪府大阪市中央区城見2丁目2番22号 ホテルモントレ　ラ・スール大阪

大阪府 京橋 大阪府大阪市中央区天満橋京町2-13 ホテル京阪　天満橋駅前

大阪府 堺 大阪府堺市堺区少林寺町西1丁目1番1号 大阪ベイプラザホテル

大阪府 心斎橋 大阪府大阪市中央区南船場３丁目５－２ 変なホテル大阪 心斎橋

大阪府 心斎橋 大阪府大阪市中央区南船場2丁目12番 ベッセルイン心斎橋

大阪府 心斎橋 大阪府大阪市中央区西心斎橋1-10-10 ホテルユニゾ大阪心斎橋

大阪府 心斎橋 大阪府大阪市中央区南船場3-3-17 KOKO HOTEL 大阪心斎橋

大阪府 新大阪 大阪府大阪市淀川区西中島7-5-15 ユニゾイン新大阪

大阪府 新大阪 大阪府大阪市淀川区西中島７丁目１２－２ ワイズホテル新大阪

大阪府 泉佐野 大阪府泉佐野市りんくう往来北1番23 変なホテル　関西空港

大阪府 泉佐野 大阪府泉佐野市りんくう往来北1 ｵﾘｴﾝﾀﾙｽｲｰﾂ ｴｱﾎﾟｰﾄ 大阪りんくう

大阪府 大阪/梅田駅周辺 大阪府大阪市淀川区塚本2丁目21-9 ベストウェスタン大阪塚本

大阪府 大阪/梅田駅周辺 大阪府大阪市北区兎我野町9－15 ホテル関西

大阪府 大阪/梅田駅周辺 大阪府大阪市北区豊崎3-9-1 ホテルビナリオ梅田

大阪府 大阪/梅田駅周辺 大阪府大阪市北区芝田1-10-3 ホテルユニゾ大阪梅田

大阪府 大阪/梅田駅周辺 大阪府大阪市北区兎我野町12-19 ホテル法華クラブ大阪

大阪府 大阪/梅田駅周辺 大阪府大阪市北区曽根崎新地1丁目12番8号 ホテルモントレ　ル・フレール大阪

大阪府 大阪/梅田駅周辺 大阪府大阪市北区梅田3丁目3番45号 ホテルモントレ大阪

大阪府 大阪/梅田駅周辺 大阪府大阪市北区梅田3丁目1番1号 ホテルグランヴィア大阪

大阪府 大阪/梅田駅周辺 大阪市北区芝田2丁目4番10号 ホテルヴィスキオ大阪byGRANVIA（ホテルヴィスキオ大阪）

大阪府 大阪/梅田駅周辺 大阪府大阪市北区曽根崎1-2-7 ホテル エルシエント大阪

大阪府 大阪/梅田駅周辺 大阪府大阪市北区大深町1-1 ホテル阪急レスパイア大阪

大阪府 大阪/梅田駅周辺 大阪府大阪市北区芝田1丁目1番35号 大阪新阪急ホテル

大阪府 大阪/梅田駅周辺 大阪府大阪市北区芝田1丁目8番1号 新阪急ホテルアネックス

大阪府 大阪/梅田駅周辺 大阪府大阪市福島区福島5-6-16 ホテル阪神大阪

大阪府 大阪/梅田駅周辺 大阪府大阪市福島区福島5-18-25 ホテル阪神アネックス大阪

大阪府 大阪/梅田駅周辺 大阪府大阪市北区南森町１丁目３－１９ プレミアホテル-CABIN-大阪

大阪府 天王寺 大阪府大阪市天王寺区上本町6-1-55 シェラトン都ホテル大阪

大阪府 天王寺 大阪府大阪市天王寺区大道４丁目１－１ HOPETREE OSAKA GRAND

大阪府 梅田 大阪府大阪市北区梅田2丁目5番2号 ホテルインターゲート大阪 梅田

大阪府 本町 大阪府大阪市中央区久太郎町4-1-15 大阪エクセルホテル東急

大阪府 本町 大阪府大阪市中央区伏見町1-1 ホテルブライトンシティ大阪北浜

大阪府 箕面 大阪府箕面市箕面2-14-71 みのお山荘　風の杜

大阪府 淀屋橋 大阪府大阪市中央区北浜２丁目４番6号 ホテル京阪 淀屋橋

大阪府 淀屋橋 大阪府大阪市北区中之島3-4-15 三井ガーデンホテル大阪プレミア

大阪府 淀屋橋 大阪府大阪市中央区高麗橋2-5-7 三井ガーデンホテル大阪淀屋橋

大阪府 淀屋橋 大阪府大阪市中央区今橋1-7-20 ユニゾイン大阪北浜

大阪府 淀屋橋 大阪府大阪市西区江戸堀1丁目13-10 リーガプレイス肥後橋

大阪府 淀屋橋 大阪府大阪市北区中之島 5-3-68 リーガロイヤルホテル（大阪）

大阪府 淀屋橋 大阪府大阪市中央区南本町2-3-7 コートヤードバイマリオット大阪本町

大阪府 淀屋橋 大阪府大阪市中央区今橋1丁目7-17 ﾍﾞｽﾄｳｪｽﾀﾝﾌﾟﾗｽﾎﾃﾙﾌｨｰﾉ大阪北浜

大阪府 淀屋橋 大阪府大阪市中央区今橋1丁目7-17 ｼｪｱｽﾃｲ ﾌﾟﾗｽﾎﾃﾙ ﾊﾞｲ ﾍﾞｽﾄｳｪｽﾀﾝ新大阪

兵庫県 三木 兵庫県三木市細川町垂穂894-60 ネスタリゾート神戸　ロイヤルスイート

兵庫県 三木 兵庫県三木市細川町垂穂894-60 NESTA RESORT KOBE

兵庫県 神戸 兵庫県神戸市中央区御幸通2-1-10 神戸三宮ユニオンホテル



兵庫県 神戸 兵庫県神戸市中央区波止場町5-6 神戸メリケンパークオリエンタルホテル

兵庫県 神戸 兵庫県神戸市中央区布引町2-1-9 ユニゾイン神戸三宮

兵庫県 神戸 兵庫県神戸市中央区下山手通2丁目11-13 ホテルモントレ神戸

兵庫県 神戸 兵庫県神戸市中央区中山手通2丁目2番28号 ホテル　モンテ　エルマーナ神戸　アマリー

兵庫県 神戸 兵庫県神戸市中央区港島中町7－５－１ ホテルパールシティ神戸

兵庫県 神戸 兵庫県神戸市中央区東川崎町１丁目３－５ ホテルクラウンパレス神戸

兵庫県 神戸 兵庫県 神戸市中央区港島中町6丁目10-1 神戸ポートピアホテル

兵庫県 神戸 兵庫県神戸市中央区中山手通３丁目１－１９ 神戸トアロードホテル山楽

兵庫県 神戸 兵庫県神戸市中央区栄町通二丁目5番1号 天然温泉 浪漫湯 ドーミーイン神戸元町

兵庫県 神戸  兵庫県神戸市中央区浪花町63 KOKO HOTEL 神戸三宮

兵庫県 西宮 兵庫県西宮市甲子園高潮町3-30 ホテルヒューイット甲子園

兵庫県 淡路島 兵庫県南あわじ市福良丙317番地 ホテル＆リゾーツ南淡路

兵庫県 淡路島 兵庫県南あわじ市阿那賀1109 ホテルアナガ

兵庫県 湯村温泉 兵庫県美方郡新温泉町湯1610 山陰湯村温泉　湧泉の宿　ゆあむ

兵庫県 尼崎 兵庫県尼崎市潮江1丁目4番1号 ホテルヴィスキオ尼崎

兵庫県 尼崎 兵庫県尼崎市昭和通2-7-1 都ホテル 尼崎

兵庫県 尼崎 兵庫県尼崎市神田北通１丁目３番 ワイズホテル阪神尼崎駅前

兵庫県 姫路 兵庫県姫路市東延末3丁目56番地 ホテルクラウンヒルズ姫路

兵庫県 姫路 兵庫県姫路市駅前町60 ホテルモントレ姫路

兵庫県 姫路 兵庫県姫路市豊沢町160-2 天然温泉 白鷺の湯 ドーミーイン姫路

兵庫県 峰山高原 兵庫県神崎郡 神河町上小田８８１－１４６ 峰山高原ホテル　リラクシア

兵庫県 豊岡 兵庫県豊岡市小島1177 城崎円山川温泉　銀花

兵庫県 豊岡 兵庫県豊岡市城崎町湯島221 心の宿　三國屋

兵庫県 明石 兵庫県神戸市垂水区東舞子町18-11 シーサイドホテル舞子ビラ神戸

兵庫県 有馬温泉 兵庫県神戸市北区有馬町1904 兵衛向陽閣

兵庫県 有馬温泉 兵庫県神戸市北区有馬町1296 有馬御苑

和歌山県 白浜温泉 和歌山県西牟婁郡白浜町2018 INFINITO HOTEL&SPA 南紀白浜

和歌山県 すさみ温泉 和歌山県西牟婁郡すさみ町周参見4857-3 南紀すさみ温泉　ホテルベルヴェデーレ

和歌山県 串本 和歌山県東牟婁郡串本町サンゴ台1184-10 ホテル＆リゾーツ和歌山串本（Hotel & Resorts WAKAYAMA-KUSHIMOTO）

和歌山県 高野山 和歌山県伊都郡高野町高野山143 別格本山　総持院

和歌山県 高野山 和歌山県伊都郡高野町高野山447 西門院

和歌山県 新宮 和歌山県新宮市井の沢３－１２ 新宮ユーアイホテル

和歌山県 日高 和歌山県日高郡みなべ町山内字大目津泊り34 Hotel & Resorts WAKAYAMA-MINABE

和歌山県 白浜温泉 和歌山県西牟婁郡白浜町1698-1 浜千鳥の湯　海舟

和歌山県 白浜温泉 和歌山県西牟婁郡白浜町868 白良荘グランドホテル

和歌山県 和歌山 和歌山県和歌山市友田町5丁目18番地 ホテルグランヴィア和歌山

和歌山県 和歌山 和歌山県和歌山市美園町3-36 天然温泉 紀州の湯 ドーミーインPREMIUM和歌山

鳥取県 はわい温泉 鳥取県東伯郡湯梨浜町はわい温泉 千年亭

鳥取県 皆生 鳥取県米子市皆生温泉1丁目18-1 おーゆ・ホテル

鳥取県 大山 鳥取県西伯郡伯耆町丸山中祖1647-13 ロイヤルホテル大山（Royal Hotel 大山）

鳥取県 鳥取 鳥取県東伯郡三朝町大瀬1210 三朝ロイヤルホテル

鳥取県 米子 鳥取県米子市弥生町８－２７ ホテルハーベストイン米子

鳥取県 米子 鳥取県米子市久米町53番2号 ANAクラウンプラザホテル米子

島根県 松江 島根県松江市朝日町498-1 ドーミーインEXPRESS松江 

島根県 玉造温泉 島根県松江市玉湯町玉造1215 松乃湯

島根県 玉造温泉 島根県松江市玉湯町玉造1191-1 保性館

島根県 玉造温泉 島根県松江市玉湯町玉造1042 旅亭　山の井

島根県 出雲 島根県出雲市大社町修理免字本郷1443-1 いにしえの宿　佳雲

島根県 出雲 島根県出雲市大社町修理免字本郷1443-1 お宿　月夜のうさぎ

島根県 出雲 島根県出雲市駅南町1-3-3 天然温泉 八雲の湯 ドーミーイン出雲

岡山県 岡山 岡山県岡山市北区駅元町1-7 三井ガーデンホテル岡山

岡山県 岡山 岡山県岡山市北区駅元町1番5 ホテルグランヴィア岡山

岡山県 岡山 岡山県岡山市北区錦町8-1 天然温泉 吉備の湯 ドーミーイン岡山

岡山県 倉敷 岡山県倉敷市水島西常盤町4番25 たびのホテル倉敷水島

岡山県 倉敷 岡山県倉敷市阿知3-21-11 天然温泉 阿智の湯 ドーミーイン倉敷

岡山県 湯郷温泉 岡山県美作市湯郷５８１－２ 湯郷グランドホテル

岡山県 湯郷温泉 岡山県美作市湯郷180 季譜の里

岡山県 湯原温泉 岡山県真庭市湯原温泉320-1 湯めぐりの宿　松の家　花泉

広島県 広島 広島県広島市中区新天地2-7 広島ワシントンホテル

広島県 宮島口 広島県廿日市市宮島口1-9-8 宮島コーラルホテル

広島県 広島 広島県広島市中区鉄砲町6-15 ホテルビスタ広島

広島県 広島 広島市南区西蟹屋一丁目1番1号 ベッセルイン広島駅前

広島県 広島 広島県東広島市三永二丁目6-36 ベッセルホテル東広島

広島県 広島 広島市中区基町6-78 リーガロイヤルホテル広島

広島県 広島 広島県広島市中区中町9-12 三井ガーデンホテル広島

広島県 広島 広島県広島市中区中町7-7 ホテル法華クラブ広島

広島県 広島 広島県広島市中区鉄砲町5番16号 ホテルインターゲート広島

広島県 広島 広島県広島市中区田中町6-10 オリエンタルホテル広島

広島県 広島 広島県広島市南区松原町1-5 ホテルグランヴィア広島

広島県 広島 広島県広島市中区小町3-28 安芸の湯 ドーミーイン広島

広島県 広島 広島県広島市中区田中町5番9号 天然温泉 芸州の湯 ドーミーイン広島ANNEX



広島県 広島 広島県広島市南区京橋町10-3 KOKO HOTEL 広島駅前

広島県 尾道 広島県尾道市新浜1丁目13番6号 尾道国際ホテル

広島県 尾道 広島県尾道市土堂2-9-27 尾道ロイヤルホテル

広島県 福山 広島県福山市丸之内一丁目2番1号 ベッセルイン福山駅北口

広島県 福山 広島県福山市南本庄3丁目4番37号 ベッセルホテル福山

広島県 福山 広島県福山市三之丸町8-16 福山ニューキャッスルホテル

山口県 宇部 山口県宇部市島1-7-1 国際ホテル宇部

山口県 下関 山口県下関市細江新町3番40号 天然温泉 関門の湯 ドーミーインPREMIUM下関

山口県 山口 山口県山口市中河原町 1-1 国際ホテル山口

山口県 周南 山口県周南市本町2-30 ホテルクラウンヒルズ徳山

山口県 長門 山口県長門市深川湯本1051 湯本観光ホテル西京

山口県 長門 山口県長門市深川湯本1234番地 玉仙閣

山口県 湯田温泉 山口県山口市湯田温泉4丁目6-4 西の雅 常盤

山口県 萩 山口県萩市堀内４８５ 海が奏でる癒しの宿　リゾートホテル美萩

徳島県 鳴門 徳島県鳴門市鳴門町土佐泊浦字大毛16-45 アオアヲナルトリゾート

徳島県 鳴門 徳島県鳴門市撫養町斎田字大堤208番地 ホテル　カクイン鳴門

香川県 琴平 香川県仲多度郡琴平町685-11 ことひら温泉　琴参閣

香川県 琴平 香川県仲多度郡琴平町川西713-1 ことひら温泉　御宿　敷島館

香川県 琴平 香川県仲多度郡琴平町556-1 湯元こんぴら温泉華の湯紅梅亭

香川県 琴平 香川県仲多度郡琴平町977-1 琴平グランドホテル桜の抄

香川県 琴平 香川県仲多度郡琴平町６８５－２１ こんぴら温泉　貸切湯の宿ことね

香川県 高松・塩江 香川県高松市瓦町1-10-10 さぬきの湯 ドーミーイン高松

香川県 高松・塩江 香川県高松市天神前1番3号 天然温泉 玉藻の湯 ドーミーイン高松中央公園前

愛媛県 松山 愛媛県松山市一番町3丁目3番地5 ホテルビスタ松山

愛媛県 松山 愛媛県松山市湊町５丁目２－２ レフ松山市駅byベッセルホテルズ

愛媛県 松山 愛媛県松山市一番町3-3-1 松山東急REIホテル

愛媛県 松山 愛媛県松山市大街道2-6-5 天然温泉 石手の湯 ドーミーイン松山

愛媛県 新居浜 愛媛県新居浜市前田町6番9号 リーガロイヤルホテル新居浜

愛媛県 道後 愛媛県松山市道後姫塚100 道後プリンスホテル

愛媛県 道後 愛媛県松山市道後湯之町1-33 ふなや

愛媛県 道後 愛媛県松山市道後鷺谷町1の1 ホテル古湧園

高知県 安芸 高知県安芸郡芸西村西分甲2995 ロイヤルホテル 土佐（RoyalHotel土佐）

高知県 高知 高知県高知市升形5-37 オリエントホテル高知

高知県 高知 高知県高知市上町2-5-34 城西館

高知県 高知 高知県高知市大川筋１丁目4-8 土佐御苑

高知県 高知 高知県高知市本町4-2-50 ザ クラウンパレス新阪急高知

高知県 高知 高知県高知市帯屋町1-9-12 天然温泉 紺碧の湯 ドーミーイン高知

高知県 四万十 高知県四万十市中村小姓町26 新ロイヤルホテル四万十

福岡県 天神 福岡県福岡市中央区今泉1-22-14 KOKO HOTEL 福岡天神

福岡県 天神 福岡県福岡市中央区春吉3丁目13-19 ベストウェスタンプラス福岡天神南

福岡県 原鶴温泉 福岡県朝倉市杷木久喜宮1820-1 原鶴グランドスカイホテル

福岡県 宗像 福岡県宗像市田野1303 ロイヤルホテル 宗像（ROYAL HOTEL 宗像）

福岡県 小倉 福岡県北九州市小倉北区紺屋町8-5 ホテルクラウンヒルズ小倉

福岡県 小倉 福岡県北九州市小倉北区浅野2-14-2 リーガロイヤルホテル小倉

福岡県 中洲 福岡県福岡市博多区上川端町14番28号 ホテルビスタ福岡[中洲川端]

福岡県 中洲 福岡県福岡市博多区中洲3丁目6-19 The BREAKFAST HOTEL 福岡中洲

福岡県 中洲 福岡県福岡市博多区中洲5-1-12 ベッセルイン博多中洲

福岡県 中洲 福岡県福岡市博多区中洲4-4-10 ホテルリソルトリニティ博多

福岡県 中洲 福岡県福岡市博多区中洲5-5-1 三井ガーデンホテル福岡中洲

福岡県 中洲 福岡県福岡市博多区店屋町6-26 ホテルオリエンタルエクスプレス福岡中洲

福岡県 中洲 福岡県福岡市博多区中洲5丁目4番19号 変なホテル福岡　博多

福岡県 天神 福岡県福岡市中央区春吉3丁目23-32 The BREAKFAST HOTEL 福岡天神

福岡県 天神 福岡県福岡市中央区大名2丁目8番27号 ホテルモントレラスール福岡

福岡県 天神 福岡県福岡市中央区渡辺通3丁目4番13号 ホテルモントレ福岡

福岡県 天神 福岡県福岡市中央区天神3-3-14 ホテルオリエンタルエクスプレス福岡天神

福岡県 博多 福岡市博多区住吉3丁目12番1号 ホテルトラッド博多

福岡県 博多 福岡県福岡市博多区博多駅前2-8-15 三井ガーデンホテル福岡祇園

福岡県 博多 福岡県福岡市博多区博多駅中央街4-23 オリエンタルホテル福岡　博多ステーション

福岡県 博多 福岡県福岡市博多区博多駅前3-6-7 ホテルユニゾ博多駅博多口

福岡県 博多 福岡県福岡市博多区住吉3-1-90 ホテル法華クラブ福岡

福岡県 博多 福岡県福岡市博多区博多駅前4丁目17番6号 静鉄ホテルプレジオ博多駅前

福岡県 博多 福岡県福岡市博多区博多駅南 A.T.HOTEL HAKATA

福岡県 博多 福岡県福岡市博多区博多駅前2-18-25 ホテル日航福岡

福岡県 博多 福岡県福岡市博多区冷泉町8-24 ホテル・トリフィート博多祇園

福岡県 博多 福岡県福岡市博多区博多駅前3-30-25 EN HOTEL Hakata

福岡県 博多駅周辺・キャナルシティ福岡県福岡市博多区住吉1-2-20 キャナルシティ・福岡ワシントンホテル

福岡県 博多駅周辺・キャナルシティ福岡県福岡市博多区冷泉町1-12 天然温泉 御笠の湯 ドーミーイン博多祇園

福岡県 博多駅周辺・キャナルシティ福岡県福岡市博多区祇園町9-1 天然温泉 袖湊の湯 ドーミーインPREMIUM博多・キャナルシティ前

福岡県 福岡 福岡県福岡市博多区大井2-10-6 ホテルグランビュー福岡空港

福岡県 福岡 福岡県福岡市中央区渡辺通3丁目4番24号 ホテル　モンテ　エルマーナ福岡

福岡県 福岡 福岡県福岡市博多区中洲5-1-12 ベッセルホテル福岡貝塚



福岡県 福岡 福岡県福岡市中央区輝国1-1-33 アゴーラ福岡山の上ホテル&スパ

福岡県 北九州 福岡県北九州市八幡西区東曲里町3-1 ホテルクラウンパレス北九州

福岡県 北九州空港周辺 福岡県京都郡苅田町磯浜町1-5-9 ベッセルホテル苅田北九州空港

福岡県 門司 福岡県北九州市門司区港町 9番11号 プレミアホテル門司港

佐賀県 古湯 佐賀県佐賀市富士町古湯556 古湯温泉ONCRI/おんくり

佐賀県 唐津 佐賀県唐津市東唐津4-9-20 ホテル＆リゾーツ佐賀唐津

佐賀県 唐津 佐賀県唐津市浜玉町浜崎1613 唐津　網元の宿　汐湯凪の音

長崎県 ハウステンボス 長崎県佐世保市ハウステンボス町7-7 ホテルヨーロッパ

長崎県 ハウステンボス 長崎県佐世保市ハウステンボス町1-1 ホテルアムステルダム

長崎県 ハウステンボス 長崎県佐世保市ハウステンボス町7-7 フォレストヴィラ

長崎県 ハウステンボス 長崎県佐世保市ハウステンボス町6-5 変なホテル　ハウステンボス

長崎県 小浜温泉 長崎県雲仙市小浜町雲仙380 有明ホテル

長崎県 長崎 長崎県長崎市伊王島町1丁目3277-7 i+Land nagasaki

長崎県 長崎 長崎県長崎市籠町9-24 長崎ホテルマリンワールド

長崎県 長崎 長崎県長崎市大浦町1番22号 ホテルモントレ長崎

長崎県 長崎 長崎県長崎市西坂町20-1 長崎 にっしょうかん

長崎県 長崎 長崎県長崎市立山5丁目13-65 にっしょうかん別邸 紅葉亭

長崎県 長崎 長崎県長崎市浜平2丁目14-1 にっしょうかん新館 梅松鶴

長崎県 長崎 長崎県長崎市五島町2-29 天然温泉 鶴港の湯 ドーミーインPREMIUM長崎駅前

長崎県 長崎 長崎県長崎市銅座町7-24 出島の湯 ドーミーイン長崎新地中華街

長崎県 平戸 長崎県平戸市大久保町2231－3 平戸海上ホテル

熊本県 阿蘇 熊本県阿蘇市内牧1095-1 ホテル角萬

熊本県 阿蘇 熊本県阿蘇郡南阿蘇村久石4411-9 ホテルグリーンピア南阿蘇

熊本県 菊池 熊本県菊池郡大津町室943-1 ホテルビスタ熊本空港

熊本県 菊池 熊本県菊池市隈府1124-3 菊池温泉　菊池観光ホテル

熊本県 熊本 熊本県熊本市中央区新市街7番2号 レフ熊本ｂｙベッセルホテルズ

熊本県 熊本 熊本県熊本市中央区紺屋今町1-20 三井ガーデンホテル熊本

熊本県 熊本 熊本県熊本市中央区通町20-1 ホテル法華クラブ熊本

熊本県 熊本 熊本県熊本市中央区辛島町3-1 天然温泉 六花の湯 ドーミーイン熊本

熊本県 熊本 熊本県熊本市中央区桜町3-20 KOKO HOTEL Premier 熊本

大分県 大分 大分県大分市田室町9-20 レンブラントホテル大分

大分県 大分 大分県大分市高砂町2-48 ホテル日航大分 オアシスタワー

大分県 大分 大分県大分市皆春下の土井1638 天然温泉 鶴崎ホテル

大分県 大分 大分県大分市都町2-1-1 ホテル法華クラブ大分

大分県 大分 大分県大分市末広町1丁目2-1 天然温泉 白糸の湯 ドーミーイン大分 

大分県 鉄輪温泉 大分県別府市鉄輪345番地 山荘　神和苑

大分県 鉄輪温泉 大分県別府市火売6組-2 灯りの宿　燈月

大分県 湯布院温泉 大分県由布市湯布院町川上1556番地の2 旅亭　田乃倉

大分県 湯布院温泉 大分県由布市湯布院町川上1551番地の8 由布院寛ぎの宿　なな川

大分県 日田 大分県日田市隈1-3-10 亀山亭ホテル

大分県 別府 大分県速見郡日出町平道入江1825 ホテル＆リゾーツ 別府湾

大分県 別府 大分県別府市堀田7組-1 リゾーピア別府

大分県 別府 大分県別府市大字鶴見字照湯1413-13 杜の湯リゾート

宮崎県 宮崎 宮崎県宮崎市下原町２４７－１８ ガーデンテラス宮崎ホテル＆リゾート

宮崎県 宮崎 宮崎県宮崎市橘通西二丁目5-32 天然温泉 日向の湯 ドーミーイン宮崎

宮崎県 高千穂 宮崎県西臼杵郡高千穂町三田井1261-1 ソレスト高千穂ホテル

宮崎県 都城 宮崎県都城市都北町5819番地3 ベッセルホテル都城

鹿児島県 鹿児島 鹿児島市東千石町1-31 変なホテル鹿児島 天文館

鹿児島県 奄美 鹿児島県奄美市名瀬大字大熊字鳩１３８２－ 奄美山羊島ホテル

鹿児島県 奄美 鹿児島県大島郡龍郷町芦徳835 プチリゾートネイティブシー奄美

鹿児島県 奄美 鹿児島県大島郡龍郷町芦徳910-1 ネイティブシー奄美アダンオンザビーチ

鹿児島県 屋久島 鹿児島県熊毛郡屋久島町安房788-110 屋久島グリーンホテル

鹿児島県 屋久島 鹿児島県熊毛郡屋久島町麦生５５３ sankara hotel & spa屋久島

鹿児島県 指宿 鹿児島県指宿市十二町４２３２－１ 指宿ロイヤルホテル

鹿児島県 指宿 鹿児島県指宿市湯の浜5丁目27-27 いぶすき秀水園

鹿児島県 鹿児島 鹿児島県鹿児島市堀江町１９－１４ サンフレックス鹿児島

鹿児島県 鹿児島 鹿児島県鹿児島市加治屋町13-6 ホテル法華クラブ鹿児島

鹿児島県 鹿児島 鹿児島県鹿児島市西千石町17番30号 天然温泉 霧桜の湯 ドーミーイン鹿児島

鹿児島県 鹿児島 鹿児島県鹿児島市東千石町4丁目24 KOKO HOTEL 鹿児島天文館

鹿児島県 川内 鹿児島県薩摩川内市樋脇町市比野250 ホテルグリーンヒル

鹿児島県 霧島 鹿児島県霧島市牧園町高千穂3812-6 ラビスタ霧島ヒルズ

鹿児島県 霧島 鹿児島県霧島市霧島田口2703-5 Active Resorts 霧島

鹿児島県 霧島 鹿児島県霧島市隼人町見次1409-1 ホテル京セラ

鹿児島県 霧島 鹿児島県霧島市牧園町妙見温泉 妙見田中会館

鹿児島県 霧島 鹿児島県霧島市牧園町高千穂3948 霧島ホテル

沖縄県 うるま市 沖縄県うるま市与那城伊計１２８６ 伊計島温泉　AJリゾートアイランド伊計島

沖縄県 うるま市 沖縄県うるま市石川伊波501 ココガーデンリゾートオキナワ

沖縄県 宮古島 沖縄県宮古島市伊良部宇佐和田前原1725 ｳｵｰﾀｰﾏｰｸﾎﾃﾙ&ﾘｿﾞｰﾂ沖縄 宮古島

沖縄県 恩納村 沖縄県国頭郡恩納村字前兼久1203 ホテルムーンビーチ

沖縄県 恩納村 沖縄県国頭郡恩納村仲泊1055-1 HIYORIオーシャンリゾート沖縄

沖縄県 恩納村 沖縄県国頭郡恩納村瀬良垣１１０８ ﾊｲｱｯﾄ ﾘｰｼﾞｪﾝｼｰ 瀬良垣ｱｲﾗﾝﾄﾞ 沖縄

沖縄県 恩納村 沖縄県国頭郡恩納村山田3425-2 ルネッサンスリゾートオキナワ

沖縄県 恩納村 沖縄県国頭郡恩納村字冨着 1550番地1 ホテルモントレ沖縄スパ＆リゾート

沖縄県 恩納村 沖縄県国頭郡恩納村字谷茶1496 リザンシーパークホテル谷茶ベイ

沖縄県 宜野湾 沖縄県宜野湾市宇地泊558-8 ﾑｰﾝｵｰｼｬﾝ宜野湾ﾎﾃﾙ＆ﾚｼﾞﾃﾞﾝｽ

沖縄県 宜野湾 沖縄県中頭郡北中城村喜舎場1478 EMｳｪﾙﾈｽ 暮らしの発酵ﾗｲﾌｽﾀｲﾙﾘｿﾞｰﾄ

沖縄県 宜野湾 沖縄県宜野湾市真志喜4-1-1 ラグナガーデンホテル

沖縄県 久米島 沖縄県島尻郡久米島町字真我里411 リゾートホテル久米アイランド

沖縄県 久米島 沖縄県島尻郡久米島町謝名堂548 久米島イーフビーチホテル



沖縄県 宮古島 沖縄県宮古島市上野字宮国784-1 ホテルブリーズベイマリーナ

沖縄県 宮古島 沖縄県宮古島市上野宮国974－3 ホットクロスポイント サンタモニカ

沖縄県 宮古島 沖縄県宮古島市上野字宮国872－4 ホテルロベルトソンハーバー

沖縄県 宮古島 沖縄県宮古島市上野宮国７４６－２０ ウェルネスヴィラブリッサ

沖縄県 宮古島 沖縄県宮古島市上野新里926-25 シギラベイサイドスイートアラマンダ

沖縄県 宮古島 沖縄県宮古島市上野字新里1405-201 ホテル シギラミラージュ

沖縄県 宮古島 沖縄県宮古島市城辺友利542 ｱﾗﾏﾝﾀﾞ ｲﾝｷﾞｬｰｺｰﾗﾙｳﾞィﾚｯｼﾞ

沖縄県 宮古島 沖縄県宮古島市上野宮国974-1 ホテル シーブリーズコーラル

沖縄県 宮古島 沖縄県宮古島市平良下里２４２２－１ ホテル・トリフィート宮古島リゾート

沖縄県 宮古島 沖縄県宮古島市平良西里303-3 ホテルニュー丸勝

沖縄県 宮古島 沖縄県宮古島市城辺保良940-1 Ocean's Resort Villa Vorla

沖縄県 宮古島 沖縄県宮古島市平良西里596 たびのホテルlit宮古島

沖縄県 国頭 沖縄県国頭郡国頭村字奥間９１３ オクマ プライベートビーチ＆リゾート

沖縄県 国頭 沖縄県国頭郡今帰仁村古宇利480-2 アウェイ沖縄古宇利島リゾート

沖縄県 糸満 沖縄県糸満市西崎町1-6-1 サザンビーチホテル&リゾート沖縄

沖縄県 糸満・豊見城・南城 沖縄県糸満市名城963 琉球ホテル&リゾート 名城ビーチ

沖縄県 石垣島 沖縄県石垣市川平１５４－１２ 石垣シーサイドホテル

沖縄県 石垣島 沖縄県石垣市浜崎町一丁目2-7 ベッセルホテル石垣島

沖縄県 石垣島 沖縄県石垣市登野城86 ホテルWBFPORTO石垣島

沖縄県 石垣島 沖縄県石垣市大川217 ホテルWBＦマルシェ石垣島

沖縄県 石垣島 沖縄県石垣市真栄里491-2 ホテルWBＦリゾートイン石垣

沖縄県 石垣島 沖縄県石垣市美崎町2-8 ホテルイーストチャイナシー

沖縄県 読谷村 沖縄県中頭郡読谷村字宇座1575 ロイヤルホテル 沖縄残波岬

沖縄県 読谷村 沖縄県中頭群読谷村字儀間600 ホテル日航アリビラ

沖縄県 那覇 沖縄県那覇市松川４０ ノボテル沖縄那覇

沖縄県 那覇 沖縄県那覇市泉崎2-46 沖縄ハーバービューホテル

沖縄県 那覇 沖縄県那覇市前島3丁目2-20 ホテルアクアチッタナハ ｂｙＷＢＦ

沖縄県 那覇 沖縄県那覇市牧志1-3-4 ホテルWBFアートステイ那覇 12/26

沖縄県 那覇 沖縄県那覇市松山1-29-7 ホテルカクテルステイナハ

沖縄県 那覇 沖縄県那覇市おもろまち4-3-8 アルモントホテル那覇おもろまち

沖縄県 那覇 沖縄県那覇市久米2-1-5 沖縄ナハナ・ホテル＆スパ

沖縄県 那覇 沖縄県那覇市久茂地1-3-5 アルモントホテル那覇県庁前

沖縄県 那覇 沖縄県那覇市牧志３丁目６－２０ ハイアットリージェンシー那覇沖縄

沖縄県 那覇 沖縄県那覇市旭町１－９ リーガロイヤルグラン沖縄

沖縄県 那覇 沖縄県那覇市安里1-2-25 ホテル沖縄withサンリオキャラクターズ

沖縄県 那覇 沖縄県那覇市牧志３丁目１３番地２３号 南西観光ホテル

沖縄県 那覇 沖縄県那覇市西1-16-7 那覇ウエスト・イン

沖縄県 那覇 沖縄県那覇市おもろまち1-2-25 ＮＡＨＡ新都心ＨＯＴＥＬ

沖縄県 那覇 沖縄県那覇市西1丁目11-19 ホテル・トリフィート那覇旭橋

沖縄県 那覇 沖縄県那覇市安里2-4-2-1 ホテル サン・クイーン

沖縄県 那覇 沖縄県那覇市西３丁目６番１号 パシフィックホテル沖縄

沖縄県 那覇 沖縄県那覇市辻2丁目25-1 HOTEL SANSUI NAHA 琉球温泉 波之上の湯

沖縄県 那覇 沖縄県那覇市松尾1-3-6 ホテルグレイスリー那覇

沖縄県 南城 沖縄県南城市玉城字百名山下原 1299-1 百名伽藍

沖縄県 豊見城 沖縄県豊見城市瀬長174-5 琉球温泉瀬長島ホテル

沖縄県 豊見城 沖縄県豊見城市豊崎3-82 ホテルグランビューガーデン沖縄

沖縄県 北谷 沖縄県北谷町美浜38-1 MBｷﾞｬﾗﾘｰﾁｬﾀﾝbyｻﾞ・ﾃﾗｽﾎﾃﾙｽﾞ

沖縄県 北谷 沖縄県中頭郡北谷町字美浜9番地22 ベッセルホテルカンパーナ沖縄

沖縄県 北谷 沖縄県中頭郡北谷町字美浜34番地2 レクー沖縄北谷スパ＆リゾート

沖縄県 北谷 沖縄県中頭郡北谷町美浜8-6 ザ・ビーチタワー沖縄

沖縄県 北谷 沖縄県中頭郡北谷町美浜25-3 ラ・ジェント・ホテル沖縄北谷

沖縄県 本部 沖縄県国頭郡本部町字古島404 本部グリーンパークホテル

沖縄県 名護 沖縄県名護市字安部156-2 カヌチャベイホテル＆ヴィラズ

沖縄県 名護 沖縄県名護市字山入端247-1 ホテルリゾネックス名護

沖縄県 名護 沖縄県名護市喜瀬1490-1 オリエンタルホテル 沖縄リゾート&スパ


