
JTBダイナミックパッケージMySTYLE おすすめ施設限定クーポン　対象施設一覧

No. 都道府県 施設名

1 北海道 グリーンピア大沼

2 北海道 函館大沼プリンスホテル

3 北海道 函館大沼　鶴雅リゾート　エプイ

4 北海道 ロイヤルホテル　みなみ北海道鹿部

5 北海道 イマジン　ホテル＆リゾート函館

6 北海道 花びしホテル

7 北海道 竹葉新葉亭

8 北海道 湯の川プリンスホテル渚亭

9 北海道 湯の川観光ホテル祥苑

10 北海道 ホテル新松

11 北海道 湯の浜ホテル

12 北海道 割烹旅館若松

13 北海道 ホテル万惣

14 北海道 純和風旅館一乃松

15 北海道 函館湯の川温泉　湯元　啄木亭

16 北海道 平成館しおさい亭

17 北海道 望楼ＮＯＧＵＣＨＩ函館

18 北海道 平成館海羊亭

19 北海道 ホテル河畔亭

20 北海道 ＨＡＫＯＤＡＴＥ　海峡の風

21 北海道 函館元町ホテル

22 北海道 温泉旅館矢野

23 北海道 ｈｏｔｅｌ　ｍｉｕｒａ　ｋａｅｎ

24 北海道 小樽朝里クラッセホテル

25 北海道 小樽朝里川温泉ホテル武蔵亭

26 北海道 おたる　宏楽園

27 北海道 料亭湯宿　銀鱗荘

28 北海道 運河の宿おたるふる川

29 北海道 ホテルノイシュロス小樽

30 北海道 盃温泉潮香荘

31 北海道 いわない高原ホテル

32 北海道 ニセコグランドホテル

33 北海道 ニセコ昆布温泉ホテル甘露の森

34 北海道 ニセコ昆布温泉鶴雅別荘　杢の抄

35 北海道 ザ・グリーンリーフ・ニセコビレッジ

36 北海道 ヒルトンニセコビレッジ

37 北海道 ニセコノーザンリゾート・アンヌプリ

38 北海道 ホテルニセコアルペン

39 北海道 ニセコパークホテル

40 北海道 湯元ニセコプリンスホテルひらふ亭

41 北海道 中村屋旅館

42 北海道 ホテルルートイン札幌駅前北口

43 北海道 札幌北広島クラッセホテル

44 北海道 章月グランドホテル

45 北海道 定山渓グランドホテル瑞苑

46 北海道 ホテル鹿の湯

47 北海道 定山渓ホテル

48 北海道 定山渓第一寶亭留　翠山亭

49 北海道 ぬくもりの宿ふる川

50 北海道 定山渓ビューホテル

51 北海道 定山渓万世閣ホテルミリオーネ

52 北海道 花もみじ

53 北海道 女性のための宿　翠蝶館

54 北海道 翠山亭倶楽部定山渓

55 北海道 定山渓鶴雅リゾートスパ　森の謌

56 北海道 シャレーアイビー定山渓

57 北海道 支笏湖第一寶亭留　翠山亭

58 北海道 しこつ湖鶴雅リゾートスパ　水の謌

59 北海道 しこつ湖　鶴雅別荘　碧の座



60 北海道 丸駒温泉旅館

61 北海道 くつろぎの湯苫小牧ホテル杉田

62 北海道 ホテルマウントレースイ

63 北海道 ゆうばりホテルシューパロ

64 北海道 えりも観光館

65 北海道 うらかわ優駿ビレッジ「ＡＥＲＵ」

66 北海道 心のリゾート海の別邸ふる川

67 北海道 第一滝本館

68 北海道 祝いの宿登別グランドホテル

69 北海道 登別万世閣

70 北海道 登別温泉郷滝乃家

71 北海道 登別石水亭

72 北海道 名湯の宿パークホテル雅亭

73 北海道 ホテルまほろば

74 北海道 御やど清水屋

75 北海道 滝本イン

76 北海道 ホテルゆもと登別

77 北海道 旅亭花ゆら

78 北海道 滝乃家別館玉乃湯

79 北海道 望楼ＮＯＧＵＣＨＩ登別

80 北海道 深山の庵　いわい

81 北海道 緑の風リゾート　きたゆざわ

82 北海道 きたゆざわ　森のソラニワ

83 北海道 湯元ホロホロ山荘

84 北海道 洞爺湖万世閣ホテルレイクサイドテラス

85 北海道 洞爺観光ホテル

86 北海道 ホテルグランドトーヤ

87 北海道 洞爺サンパレス　リゾート＆スパ

88 北海道 ゆとりろ洞爺湖

89 北海道 北海ホテル

90 北海道 絶景の湯宿洞爺湖畔亭

91 北海道 ザ・ウィンザーホテル洞爺リゾート＆スパ

92 北海道 ザ　レイクビュー　ＴＯＹＡ　乃の風リゾート

93 北海道 ザ・レイクスイート湖の栖（洞爺サンパレスリゾート＆スパ別館）

94 北海道 ＷＥ　Ｈｏｔｅｌ　Ｔｏｙａ

95 北海道 シェラトン北海道キロロリゾート

96 北海道 キロロトリビュートポートフォリオホテル北海道

97 北海道 ホテル奥田屋

98 北海道 稚内グランドホテル

99 北海道 ニューチコウホテル

100 北海道 ホテルおかべ汐彩亭

101 北海道 ホテルめぐま

102 北海道 ホテル豊富

103 北海道 浜頓ホテル

104 北海道 アートホテル旭川

105 北海道 ホテルクレッセント旭川

106 北海道 ホテルルートイン旭川駅前一条通

107 北海道 旭川トーヨーホテル

108 北海道 ホテルＷＢＦグランデ旭川

109 北海道 層雲閣グランドホテル

110 北海道 ホテル大雪

111 北海道 層雲峡観光ホテル

112 北海道 層雲峡朝陽亭

113 北海道 層雲峡温泉朝陽リゾートホテル

114 北海道 旭岳温泉ホテルベアモンテ

115 北海道 ラビスタ大雪山

116 北海道 旭岳温泉ホテルディアバレー

117 北海道 大雪山白金観光ホテル

118 北海道 ホテルパークヒルズ

119 北海道 湯元白金温泉ホテル

120 北海道 富良野プリンスホテル

121 北海道 ニュー富良野ホテル



122 北海道 エーデルヴェルメ

123 北海道 新富良野プリンスホテル

124 北海道 ホテルナトゥールヴァルト富良野

125 北海道 ホテルベルヒルズ

126 北海道 フラノ寶亭留

127 北海道 富良野リゾートオリカ

128 北海道 大江本家

129 北海道 温根湯ホテル四季平安の館

130 北海道 紋別セントラルホテル

131 北海道 紋別プリンスホテル

132 北海道 礼文島プチホテルコリンシアン

133 北海道 手造り料理の宿旅館桜井

134 北海道 ホテル礼文

135 北海道 三井観光ホテル

136 北海道 花れぶん

137 北海道 ホテルあや瀬

138 北海道 北国グランドホテル

139 北海道 利尻富士観光ホテル

140 北海道 利尻マリンホテル

141 北海道 ホテル利尻

142 北海道 アイランドインリシリ

143 北海道 布目旅館

144 北海道 ホテル知床

145 北海道 北こぶし知床　ＨＯＴＥＬ＆ＲＥＳＯＲＴ

146 北海道 知床第一ホテル

147 北海道 キキ知床　ＮＡＴＵＲＡＬ　ＲＥＳＯＲＴ

148 北海道 知床ノーブルホテル

149 北海道 ルートイングランティア知床斜里駅前

150 北海道 サロマ湖鶴雅リゾート

151 北海道 北海ホテル

152 北海道 網走セントラルホテル

153 北海道 網走ロイヤルホテル

154 北海道 天都の郷　ホテル本陣網走湖

155 北海道 ホテル網走湖荘

156 北海道 天都の宿　網走観光ホテル

157 北海道 北天の丘あばしり湖鶴雅リゾート

158 北海道 ホテル黒部

159 北海道 ホテルルートイン北見大通西

160 北海道 さんご草の郷能取の荘かがり屋

161 北海道 ホテル清さと

162 北海道 自家源泉かけ流し　お宿　欣喜湯

163 北海道 川湯観光ホテル

164 北海道 温泉浪漫の宿湯の閣池田屋

165 北海道 名湯の森ホテルきたふくろう

166 北海道 ニュー阿寒ホテル

167 北海道 あかん遊久の里鶴雅

168 北海道 ホテル御前水

169 北海道 阿寒の森鶴雅リゾート花ゆう香

170 北海道 ホテル阿寒湖荘

171 北海道 あかん鶴雅別荘鄙の座

172 北海道 あかん湖鶴雅ウイングス

173 北海道 カムイの湯　ラビスタ阿寒川

174 北海道 知床国立公園羅臼温泉郷「陶灯りの宿らうす第一ホテル」

175 北海道 ホテル峰の湯

176 北海道 尾岱沼温泉野付湯元うたせ屋

177 北海道 尾岱沼温泉シーサイドホテル

178 北海道 湯宿だいいち

179 北海道 照月旅館

180 北海道 ホテルねむろ海陽亭

181 北海道 ホテル五味

182 北海道 屈斜路プリンスホテル

183 北海道 糠平舘観光ホテル



184 北海道 然別湖畔温泉ホテル風水

185 北海道 観月苑

186 北海道 笹井ホテル

187 北海道 十勝川温泉第一ホテル

188 北海道 ホテル大平原

189 北海道 三余庵

190 北海道 十勝川国際ホテル筒井

191 北海道 本別温泉グランドホテル

192 北海道 サホロリゾートホテル

193 北海道 十勝幕別温泉グランヴィリオホテル

194 北海道 星野リゾート　トマム　ザ・タワー

195 北海道 星野リゾート　リゾナーレトマム

196 北海道 ノーザンアークリゾートホテル

197 北海道 サフィールホテル稚内

198 北海道 星野リゾート　ＯＭＯ７　旭川

199 北海道 釧路センチュリーキャッスルホテル

200 北海道 ＡＮＡクラウンプラザホテル釧路

201 北海道 釧路プリンスホテル

202 北海道 ホテルルートイン釧路駅前

203 北海道 帯広天然温泉ふく井ホテル

204 北海道 森のスパリゾート　北海道ホテル

205 北海道 ホテルグランテラス帯広

206 北海道 十勝ガーデンズホテル

207 北海道 ホテル日航ノースランド帯広

208 北海道 オーセントホテル小樽

209 北海道 グランドパーク小樽

210 北海道 ホテル・トリフィート小樽運河

211 北海道 札幌グランドホテル

212 北海道 札幌すみれホテル

213 北海道 京王プラザホテル札幌

214 北海道 ニューオータニイン札幌

215 北海道 札幌ビューホテル大通公園

216 北海道 札幌プリンスホテル

217 北海道 札幌パークホテル

218 北海道 センチュリーロイヤルホテル

219 北海道 ホテルグレイスリー札幌

220 北海道 ＡＮＡクラウンプラザホテル札幌

221 北海道 ＡＮＡホリデイ・イン札幌すすきの

222 北海道 札幌東急ＲＥＩホテル

223 北海道 ホテル法華クラブ札幌

224 北海道 ホテルサンルートニュー札幌

225 北海道 プレミアホテル中島公園札幌

226 北海道 ホテルレオパレス札幌

227 北海道 プレミアホテル－ＴＳＵＢＡＫＩ－札幌

228 北海道 ホテルクラビーサッポロ

229 北海道 ネストホテル札幌大通

230 北海道 クインテッサホテル札幌

231 北海道 ホテルリソル札幌中島公園

232 北海道 フェアフィールド・バイ・マリオット札幌

233 北海道 ホテルモントレ札幌

234 北海道 ロイトン札幌

235 北海道 ホテルマイステイズ札幌アスペン

236 北海道 札幌エクセルホテル東急

237 北海道 ホテルエミシア札幌

238 北海道 ホテルパールシティ札幌

239 北海道 ホテルハシモト

240 北海道 ホテルマイステイズプレミア札幌パーク

241 北海道 ホテルモントレエーデルホフ札幌

242 北海道 ＪＲタワーホテル日航札幌

243 北海道 ホテルオークラ札幌

244 北海道 クロスホテル札幌

245 北海道 ホテルマイステイズ札幌駅北口



246 北海道 ホテルリソルトリニティ札幌

247 北海道 メルキュールホテル札幌

248 北海道 ホテルビスタ札幌［大通］

249 北海道 三井ガーデンホテル札幌

250 北海道 ダイワロイネットホテル札幌すすきの

251 北海道 ラ・ジェント・ステイ札幌大通

252 北海道 東急ステイ札幌

253 北海道 ホテルラフィナート札幌

254 北海道 レッドプラネット札幌すすきの南

255 北海道 東急ステイ札幌大通

256 北海道 京王プレリアホテル札幌

257 北海道 レンブラントスタイル札幌

258 北海道 ホテルＪＡＬシティ札幌中島公園

259 北海道 レッドプラネット札幌すすきの中央

260 北海道 三井ガーデンホテル札幌ウエスト

261 北海道 ザ　ノット　札幌

262 北海道 グランドホテルニュー王子

263 北海道 ホテルルートイン苫小牧駅前

264 北海道 ＡＮＡクラウンプラザホテル千歳

265 北海道 室蘭プリンスホテル

266 北海道 ルスツリゾートホテル＆コンベンション

267 北海道 ウェスティン　ルスツリゾート

268 北海道 シャトレーゼガトーキングダムサッポロホテル＆スパリゾート

269 北海道 ホテル・ラ・ジェント・プラザ函館北斗

270 北海道 ホテル函館ロイヤル

271 北海道 函館国際ホテル

272 北海道 ホテル法華クラブ函館

273 北海道 ホテルリソル函館

274 北海道 スマイルホテル函館

275 北海道 ウイニングホテル

276 北海道 ＨＡＫＯＤＡＴＥ男爵倶楽部ＨＯＴＥＬ＆ＲＥＳＯＲＴＳ

277 北海道 ラビスタ函館ベイ

278 北海道 ホテルＷＢＦグランデ函館

279 北海道 ルートイングランティア函館五稜郭

280 北海道 ＨＯＴＥＬ＆ＳＰＡセンチュリーマリーナ函館

281 北海道 ラ・ジェント・ステイ函館駅前

282 青森 下風呂観光ホテル三浦屋

283 青森 むつグランドホテル

284 青森 まかど観光ホテル

285 青森 星野リゾート　青森屋

286 青森 八戸シーガルビューホテル花と月の渚

287 青森 ダイワロイネットホテル八戸

288 青森 龍飛崎温泉ホテル竜飛

289 青森 青森国際ホテル

290 青森 ホテル青森

291 青森 ダイワロイネットホテル青森

292 青森 ホテルサンルート青森

293 青森 ホテルＪＡＬシティ青森

294 青森 アートホテル青森

295 青森 絶景の宿　浅虫さくら観光ホテル

296 青森 椿館

297 青森 ホテル秋田屋

298 青森 宿屋つばき

299 青森 南部屋・海扇閣

300 青森 割烹旅館さつき

301 青森 ＨＯＴＥＬ　Ｊｏｇａｋｕｒａ

302 青森 酸ケ湯温泉旅館

303 青森 八甲田ホテル

304 青森 蔦温泉旅館

305 青森 星野リゾート　奥入瀬渓流ホテル

306 青森 奥入瀬　森のホテル

307 青森 谷地温泉



308 青森 十和田ホテル

309 青森 ホテル十和田荘

310 青森 十和田湖レークサイドホテル

311 青森 十和田湖レークビューホテル

312 青森 とわだこ遊月

313 青森 十和田プリンスホテル

314 青森 山乃御振舞とわだこ賑山亭

315 青森 花禅の庄

316 青森 深浦観光ホテル

317 青森 ウェスパ椿山

318 青森 山のホテル

319 青森 小堀旅館

320 青森 石場旅館

321 青森 ホテルニューキャッスル

322 青森 アートホテル弘前シティ

323 青森 スマイルホテル弘前

324 青森 弘前パークホテル

325 青森 昇泉閣・紅葉館

326 青森 不二やホテル

327 青森 青森ワイナリーホテル

328 青森 星野リゾート　界　津軽

329 青森 鯵ヶ沢温泉水軍の宿

330 青森 ロックウッド・ホテル＆スパ

331 青森 ホテルグランメール山海荘

332 青森 津軽のお宿　南田温泉　ホテルアップルランド

333 青森 稲垣温泉ホテル花月亭

334 青森 八甲田リゾートホテル

335 青森 ランプの宿青荷温泉

336 青森 ブナの里白神館

337 岩手 龍泉洞温泉ホテル

338 岩手 ホテル龍泉洞愛山

339 岩手 グリーンピア三陸みやこ

340 岩手 浄土ヶ浜パークホテル

341 岩手 宮古セントラルホテル熊安

342 岩手 宮古ホテル沢田屋

343 岩手 三陸花ホテルはまぎく

344 岩手 陸中海岸グランドホテル

345 岩手 あえりあ遠野

346 岩手 松川荘

347 岩手 峡雲荘

348 岩手 盛岡シティホテル

349 岩手 ホテルロイヤル盛岡

350 岩手 ホテルメトロポリタン盛岡

351 岩手 アートホテル盛岡

352 岩手 ホテルメトロポリタン盛岡ＮＥＷ　ＷＩＮＧ

353 岩手 ホテル小田島

354 岩手 湯守　ホテル大観

355 岩手 愛真館

356 岩手 四季亭

357 岩手 ホテル紫苑

358 岩手 長栄館

359 岩手 ホテル加賀助

360 岩手 ホテル偕楽苑

361 岩手 ホテル森の風鶯宿

362 岩手 花巻温泉　佳松園

363 岩手 花巻温泉　ホテル花巻

364 岩手 花巻温泉　ホテル紅葉館

365 岩手 花巻温泉　ホテル千秋閣

366 岩手 割烹旅館廣美亭

367 岩手 観光荘

368 岩手 ホテル三右エ門

369 岩手 湯の杜　ホテル志戸平



370 岩手 游泉志だて

371 岩手 大沢温泉山水閣

372 岩手 結びの宿　愛隣館

373 岩手 ホテル対滝閣

374 岩手 プラザイン水沢

375 岩手 平泉ホテル武蔵坊

376 岩手 奥州平泉温泉　そば庵　しづか亭

377 岩手 いつくし園

378 岩手 須川高原温泉

379 岩手 ベリーノホテル一関

380 岩手 蔵ホテル一関

381 岩手 大船渡プラザホテル

382 岩手 やすらぎの宿　廣洋館

383 岩手 キャピタルホテル１０００

384 岩手 ホテル羅賀荘

385 岩手 アクティブリゾーツ　岩手八幡平

386 岩手 八幡平マウンテンホテル

387 岩手 いこいの村岩手

388 岩手 ホテル安比グランド

389 岩手 ラビスタ安比高原

390 岩手 新安比温泉静流閣

391 岩手 美人の湯　山王山温泉　瑞泉郷

392 岩手 雫石プリンスホテル

393 岩手 渡り温泉

394 岩手 悠の湯　風の季

395 岩手 山の神温泉　優香苑

396 岩手 瀬美温泉

397 岩手 藤三旅館・別邸　鉛温泉　心の刻　十三月

398 秋田 龍門亭千葉旅館

399 秋田 縄文のふる里　大湯温泉　ホテル鹿角

400 秋田 四季彩り　秋田づくし　湯瀬ホテル

401 秋田 和心の宿姫の湯

402 秋田 源泉・秘湯の宿　ふけの湯

403 秋田 後生掛温泉旅舘

404 秋田 玉川温泉

405 秋田 新玉川温泉

406 秋田 男鹿観光ホテル

407 秋田 男鹿萬盛閣

408 秋田 男鹿温泉　結いの宿　別邸　つばき

409 秋田 男鹿ホテル

410 秋田 セイコーグランドホテル

411 秋田 元湯雄山閣

412 秋田 海と入り陽の宿　帝水

413 秋田 秋田温泉さとみ

414 秋田 秋田キャッスルホテル

415 秋田 秋田ビューホテル

416 秋田 ホテルメトロポリタン秋田

417 秋田 ダイワロイネットホテル秋田

418 秋田 たつみ寛洋ホテル

419 秋田 山の手ホテル

420 秋田 あきた芸術村温泉ゆぽぽ

421 秋田 ホテル湖心亭

422 秋田 花心亭しらはま

423 秋田 湖畔浪漫の宿かたくりの花

424 秋田 ハイランドホテル山荘

425 秋田 プラザホテル山麓荘

426 秋田 駒ヶ岳グランドホテル

427 秋田 横手温泉　ホテルプラザ迎賓

428 秋田 泥湯温泉　奥山旅館

429 秋田 旅館多郎兵衛

430 秋田 秋の宮温泉郷　湯けむりの宿　稲住温泉

431 秋田 角館温泉花葉館



432 秋田 蟹場温泉

433 秋田 大釜温泉

434 秋田 いちゑ

435 秋田 ホテルゆとりあ藤里

436 秋田 ホテルガーデンかわむら

437 秋田 天然温泉　田沢湖レイクリゾート

438 秋田 ホテルサンルーラル大潟

439 秋田 鳥海猿倉温泉ホテル　フォレスタ鳥海

440 秋田 奥羽山荘

441 山形 鳥海温泉　遊楽里

442 山形 高見屋　最上川別邸　紅

443 山形 つたや肘折ホテル

444 山形 優心の宿観月

445 山形 湯宿　元河原湯

446 山形 ゆめみの宿観松館

447 山形 喜至楼

448 山形 能登屋旅館

449 山形 仙峡の宿銀山荘

450 山形 滝と蕎麦の宿瀧見舘

451 山形 旅館藤屋

452 山形 よし田川別館

453 山形 のゝか本郷館

454 山形 花の湯ホテル

455 山形 ほほえみの宿滝の湯

456 山形 天童ホテル

457 山形 栄屋ホテル

458 山形 桜桃の花湯坊いちらく

459 山形 ホテル王将

460 山形 松伯亭あづま荘

461 山形 ほほえみの空湯舟つるや

462 山形 天童荘

463 山形 花月楼

464 山形 天童グランドホテル舞鶴荘

465 山形 湯の香松の湯

466 山形 ホテルビューくろだ

467 山形 ホテルシンフォニーアネックス

468 山形 黒沢温泉喜三郎

469 山形 山形グランドホテル

470 山形 ホテルメトロポリタン山形

471 山形 山形国際ホテル

472 山形 タカミヤヴィレッジホテル樹林

473 山形 深山荘高見屋

474 山形 旅館吉田屋

475 山形 最上高湯　善七乃湯

476 山形 五感の湯つるや

477 山形 ホテルルーセントタカミヤ

478 山形 蔵王アストリアホテル

479 山形 蔵王国際ホテル

480 山形 ホテルオークヒル

481 山形 ホテル松金屋アネックス

482 山形 堺屋森のホテルヴァルトベルク

483 山形 ホテル喜らく

484 山形 岩清水料理の宿季の里

485 山形 蔵王・和歌の宿わかまつや

486 山形 ル．ベール蔵王

487 山形 蔵王四季のホテル

488 山形 ホテルハモンドたかみや

489 山形 たかみや瑠璃倶楽リゾート

490 山形 ホテル・ラルジャン蔵王

491 山形 名湯舎　創

492 山形 日本の宿古窯

493 山形 仙渓園　月岡ホテル



494 山形 果実の山　あづま屋

495 山形 葉山舘

496 山形 展望露天の湯有馬館

497 山形 はたごの心橋本屋

498 山形 名月荘

499 山形 彩花亭時代屋

500 山形 花明りの宿月の池

501 山形 山形座　瀧波

502 山形 櫻湯山茱萸

503 山形 丹泉ホテル

504 山形 上杉の御湯御殿守

505 山形 森の湯

506 山形 東京第一ホテル米沢

507 山形 湯杜　匠味庵　山川

508 山形 旭屋旅館

509 山形 美湯美食の離れ宿　小野川温泉　河鹿荘

510 山形 鈴の宿登府屋旅館

511 山形 中屋別館不動閣

512 山形 東屋旅館

513 山形 湯滝の宿　西屋

514 山形 別邸　山の季

515 山形 クアハウス碁点

516 山形 湯の沢温泉時の宿すみれ

517 山形 若葉旅館

518 山形 九兵衛旅館

519 山形 湯どの庵

520 山形 亀や

521 山形 竹屋ホテル

522 山形 ホテル満光園

523 山形 愉海亭みやじま

524 山形 海辺のお宿一久

525 山形 海辺の宿都屋

526 山形 游水亭いさごや

527 山形 ホテル海山

528 山形 海辺の宿　福住

529 山形 華夕美日本海

530 山形 タカミヤ湯の浜テラス西洋茶寮

531 山形 八乙女

532 山形 ホテルサンリゾート庄内

533 山形 萬国屋

534 山形 たちばなや

535 山形 あつみホテル温海荘

536 山形 庄内あつみ温泉　高見屋別邸　久遠

537 宮城 気仙沼プラザホテル

538 宮城 ホテル一景閣

539 宮城 サンマリン気仙沼ホテル観洋

540 宮城 旅館明海荘

541 宮城 亀山荘

542 宮城 名湯秘湯うなぎ湯の宿　旬樹庵　琢ひで

543 宮城 鳴子ホテル

544 宮城 源蔵の湯　鳴子観光ホテル

545 宮城 旅館すがわら

546 宮城 ゆさや旅館

547 宮城 ホテル亀屋

548 宮城 扇屋

549 宮城 湯元　吉祥

550 宮城 リゾートパークホテルオニコウベ

551 宮城 華夕美

552 宮城 ホテルニューさか井

553 宮城 ホテル大観荘

554 宮城 ホテル絶景の館

555 宮城 ホテル壮観



556 宮城 花ごころの湯新富亭

557 宮城 松島センチュリーホテル

558 宮城 松島温泉　松島一の坊

559 宮城 小松館好風亭

560 宮城 ホテル大松荘

561 宮城 松島温泉元湯ホテル海風土

562 宮城 松島佐勘松庵

563 宮城 ホテルセントラル仙台

564 宮城 ホテルＪＡＬシティ仙台

565 宮城 ラドン温泉旅館天龍閣

566 宮城 仙台ロイヤルパークホテル

567 宮城 ホテルメトロポリタン仙台イースト

568 宮城 アルモントホテル仙台

569 宮城 ホテルメトロポリタン仙台

570 宮城 ホテル法華クラブ仙台

571 宮城 仙台国際ホテル

572 宮城 ＡＮＡホリデイ・イン仙台

573 宮城 ホテルモントレ仙台

574 宮城 ホテルグリーンマーク

575 宮城 ウェスティンホテル仙台

576 宮城 仙台ワシントンホテル

577 宮城 ホテルグランバッハ仙台セレクト

578 宮城 東京第一ホテル　岩沼リゾート

579 宮城 ゆづくしＳａｌｏｎ一の坊

580 宮城 鷹泉閣岩松旅館

581 宮城 Ｌａ楽リゾートホテル・グリーングリーン

582 宮城 湯の原ホテル

583 宮城 岩沼屋

584 宮城 篝火の湯　緑水亭

585 宮城 ホテルニュー水戸屋

586 宮城 伝承千年の宿佐勘

587 宮城 茶寮宗園

588 宮城 秋保リゾートホテルクレセント

589 宮城 秋保グランドホテル

590 宮城 ホテル華乃湯

591 宮城 奥州秋保温泉蘭亭

592 宮城 ホテルきよ水

593 宮城 ホテル瑞鳳

594 宮城 峩々温泉

595 宮城 湯元不忘閣

596 宮城 旅館三治郎

597 宮城 蔵王のお宿　旬樹庵　さんさ亭

598 宮城 アクティブリゾーツ　宮城蔵王

599 宮城 バーデン家壮鳳

600 宮城 旅館　源兵衛

601 宮城 温泉山荘だいこんの花

602 宮城 「蔵王の森」がつくる美と健康の温泉宿ゆと森倶楽部

603 宮城 竹泉荘　Ｍｔ．Ｚａｏ　Ｏｎｓｅｎ　Ｒｅｓｏｒｔ＆Ｓｐａ

604 宮城 時音の宿　湯主一條

605 宮城 最上屋旅館

606 宮城 四季の宿みちのく庵

607 宮城 すゞきや旅館

608 宮城 ホテルいづみや

609 宮城 南三陸ホテル観洋

610 宮城 ニュー泊崎荘

611 福島 吉川屋

612 福島 穴原温泉　旬樹庵いづみや

613 福島 山房月之瀬

614 福島 摺上亭　大鳥

615 福島 飯坂ホテルジュラク

616 福島 祭屋湯左衛門

617 福島 福住旅館



618 福島 新松葉旅館

619 福島 松島屋旅舘

620 福島 御宿かわせみ

621 福島 くつろぎの宿華滝

622 福島 旅館玉子湯

623 福島 高湯温泉　花月ハイランドホテル

624 福島 向滝旅館

625 福島 風望天流太子の湯山水荘

626 福島 山根屋旅館

627 福島 土湯別館里の湯

628 福島 ＹＵＭＯＲＩ　ＯＮＳＥＮ　ＨＯＳＴＥＬ　ｂｙ　ＳＡＮＳＵＩＳＯ

629 福島 野地温泉ホテル

630 福島 相模屋旅館

631 福島 森の旅亭マウント磐梯

632 福島 ホテルプルミエール箕輪

633 福島 田村屋旅館

634 福島 花見屋旅館

635 福島 御宿万葉亭

636 福島 磐梯名湯リゾート　ボナリの森

637 福島 裏磐梯高原ホテル

638 福島 磐梯桧原湖畔ホテル

639 福島 アクティブリゾーツ　裏磐梯

640 福島 裏磐梯グランデコ東急ホテル

641 福島 裏磐梯レイクリゾート

642 福島 裏磐梯ライジングサンホテル

643 福島 ヴィラ・イナワシロ

644 福島 猪苗代観光ホテル

645 福島 ホテルリステル猪苗代ウイングタワー

646 福島 熱塩温泉山形屋

647 福島 渋川問屋

648 福島 御宿東鳳

649 福島 東山グランドホテル

650 福島 原瀧

651 福島 くつろぎ宿新滝

652 福島 くつろぎ宿千代滝

653 福島 絶景露天風呂と貸切風呂が自慢の宿　東山温泉　庄助の宿　瀧の湯

654 福島 今昔亭

655 福島 旅館内田屋

656 福島 芦ノ牧グランドホテル

657 福島 大川荘

658 福島 丸峰本館

659 福島 仙峡閣

660 福島 芦ノ牧プリンスホテル

661 福島 藤龍館

662 福島 旅館ひのえまた

663 福島 季の郷　湯ら里

664 福島 四季彩一力

665 福島 紅葉館きらくや

666 福島 萩姫の湯栄楽館

667 福島 離れの宿よもぎ埜

668 福島 金蘭荘花山

669 福島 ホテル華の湯

670 福島 湯のやど楽山

671 福島 陽日の郷あづま館

672 福島 ながめの館光雲閣

673 福島 あだたらの宿扇や

674 福島 櫟平ホテル

675 福島 ホテルハマツ

676 福島 おとぎの宿米屋

677 福島 八幡屋

678 福島 会津アストリアホテル

679 福島 会津高原ホテル



680 福島 ルネサンス棚倉

681 福島 ひめさゆりの宿ゆもとや

682 福島 泉崎カントリーヴィレッジ

683 福島 リゾートイン台鞍

684 福島 ホテル塩屋崎

685 福島 なぎさの奏夕鶴

686 福島 相馬ステーションホテル

687 福島 ホテル飛天

688 福島 ホテルハワイアンズ

689 福島 吹の湯旅館

690 福島 松柏館

691 福島 ホテル美里

692 福島 雨情の宿新つた

693 福島 旅館こいと

694 福島 ホテル浜とく

695 福島 旅亭小瀧

696 新潟 ホテルみかわ

697 新潟 大観荘せなみの湯

698 新潟 椿の宿吉田や

699 新潟 ゆうなみの宿瀬波ビューホテル

700 新潟 瀬波グランドホテルはぎのや

701 新潟 大和屋旅館

702 新潟 旅館静雲荘

703 新潟 ニューハートピア新潟瀬波

704 新潟 鷹の巣館

705 新潟 四季の郷喜久屋

706 新潟 ちょっといい宿　高橋屋観山荘

707 新潟 ホテルひさご荘

708 新潟 割烹の宿いま井　五十嵐邸結

709 新潟 村上館湯伝

710 新潟 月岡温泉　湯あそび宿　曙

711 新潟 ホテル清風苑

712 新潟 白玉の湯泉慶

713 新潟 月岡温泉　摩周

714 新潟 白玉の湯華鳳

715 新潟 月岡温泉　風鈴屋

716 新潟 絵かきの宿福泉

717 新潟 雪つばきの宿古澤屋

718 新潟 ホテル角神

719 新潟 ホテル一水荘

720 新潟 翠玉の湯佐取館

721 新潟 阿賀のめぐみ望川閣

722 新潟 割烹の宿湖畔

723 新潟 ラマダホテル新潟

724 新潟 ＡＮＡクラウンプラザホテル新潟

725 新潟 新潟グランドホテル

726 新潟 万代シルバーホテル

727 新潟 ホテルイタリア軒（ニューオータニアソシエイトホテル）

728 新潟 ホテルオークラ新潟

729 新潟 ホテルサンルート新潟

730 新潟 ホテル日航新潟

731 新潟 佐渡加茂湖温泉お宿花月

732 新潟 夕日と湖の宿あおきや

733 新潟 ホテル志い屋

734 新潟 ホテルニュー桂

735 新潟 佐渡加茂湖温泉湯元湖畔の宿吉田家

736 新潟 「朱鷺伝説と露天風呂の宿」佐渡グリーンホテルきらく

737 新潟 両津やまきホテル

738 新潟 国際佐渡観光ホテル八幡館

739 新潟 旅館入海

740 新潟 大佐渡温泉ホテル大佐渡

741 新潟 伝統と風格の宿ホテル万長



742 新潟 佐渡リゾート　ホテル吾妻

743 新潟 ホテルめおと

744 新潟 ＳＡＤＯ二ツ亀ビューホテル

745 新潟 四季の宿みのや

746 新潟 お宿だいろく

747 新潟 名代家

748 新潟 割烹の宿櫻家

749 新潟 富士屋

750 新潟 高志の宿高島屋

751 新潟 ゆもとや

752 新潟 ほてる大橋館の湯

753 新潟 著莪の里　ゆめや

754 新潟 湯沢ニューオータニ

755 新潟 湯沢グランドホテル

756 新潟 湯沢東映ホテル

757 新潟 雪国の宿高半

758 新潟 一望千里・御湯宿中屋

759 新潟 水が織りなす越後の宿　双葉

760 新潟 音羽屋旅館

761 新潟 ホテルスポーリア湯沢

762 新潟 松泉閣花月

763 新潟 ＮＡＳＰＡニューオータニ

764 新潟 和みのお宿滝乃湯

765 新潟 越後のお宿いなもと

766 新潟 湯元眺望閣　湯居間蔵

767 新潟 越後湯澤ＨＡＴＡＧＯ井仙

768 新潟 越後湯沢温泉　さくら亭

769 新潟 湯けむりの宿　雪の花

770 新潟 真心一途の宿　ほてる木の芽坂

771 新潟 ｒｙｕｇｏｎ

772 新潟 旬彩の庄　坂戸城

773 新潟 むいか温泉ホテル

774 新潟 湯元庄屋和泉屋旅館

775 新潟 源泉湯の宿かいり

776 新潟 松風・海光・潮騒の宿浪花屋

777 新潟 ひなの宿ちとせ

778 新潟 ニュー・グリーンピア津南

779 新潟 湯沢パークホテル

780 新潟 美味探究の宿　住吉屋

781 新潟 海風亭寺泊日本海

782 新潟 シャトーテル一本杉

783 新潟 ホテルグリーンプラザ上越

784 新潟 鵜の浜ニューホテル

785 新潟 美味海食　汐彩の湯みかく

786 新潟 風雅の宿長生館

787 新潟 越後乃お宿わか竹

788 新潟 ホテル小柳

789 新潟 ギンレイホテル

790 新潟 貝掛温泉

791 新潟 嵐渓荘

792 新潟 蓬莱館福引屋

793 新潟 よもぎひら温泉和泉屋

794 新潟 花の宿よもやま舘

795 新潟 あてま高原リゾートベルナティオ

796 新潟 苗場スプリングスホテル

797 新潟 苗場プリンスホテル

798 新潟 妙高・山里の湯宿香風館

799 新潟 ホテルアルペンブリック

800 新潟 赤倉ホテル

801 新潟 香嶽楼

802 新潟 高原ホテル対山

803 新潟 赤倉セントラルホテル



804 新潟 遠間旅館

805 新潟 赤倉観光ホテル

806 新潟 赤倉温泉ホテル太閤

807 新潟 ホテル岩戸屋

808 新潟 朝日屋旅館

809 新潟 ホテルハイマート

810 新潟 ホテルセンチュリーイカヤ

811 新潟 ホテル国富翠泉閣

812 新潟 湯の宿　朝日荘

813 新潟 ホテルゑびや

814 新潟 ホテル国富アネックス

815 新潟 笹倉温泉龍雲荘

816 群馬 奥利根温泉ホテルサンバード

817 群馬 水上高原ホテル２００

818 群馬 丸沼温泉環湖荘

819 群馬 尾瀬岩鞍リゾートホテル

820 群馬 吟松亭あわしま

821 群馬 仙郷

822 群馬 源泉湯の宿　紫翠亭

823 群馬 にごり湯の宿　赤城温泉ホテル

824 群馬 ホテルふせじま

825 群馬 梨木館

826 群馬 ホテル　ラシーネ新前橋

827 群馬 辰巳館

828 群馬 水上館

829 群馬 みなかみホテルジュラク

830 群馬 源泉湯の宿松乃井

831 群馬 蛍雪の宿　尚文

832 群馬 金盛館せゝらぎ

833 群馬 桧の宿水上山荘

834 群馬 宝川温泉汪泉閣

835 群馬 檜香る貸切露天風呂　湯宿温泉　太陽館

836 群馬 法師温泉長寿館

837 群馬 豆富懐石　猿ヶ京ホテル

838 群馬 ホテル湖城閣

839 群馬 湯元長生館

840 群馬 蔵やしき野の花畑

841 群馬 湯豆のやど本伝

842 群馬 源泉湯の宿　千の谷

843 群馬 ホテルメトロポリタン高崎

844 群馬 福一

845 群馬 石坂旅館

846 群馬 ホテル天坊

847 群馬 温泉宿塚越屋七兵衛

848 群馬 横手館

849 群馬 森秋旅館

850 群馬 心に咲く花　古久家

851 群馬 一番湯の宿ホテル木暮

852 群馬 岸権旅館

853 群馬 一冨士ホテル

854 群馬 和心の宿大森

855 群馬 市川別館　晴観荘

856 群馬 千明仁泉亭

857 群馬 いかほ秀水園

858 群馬 お宿玉樹

859 群馬 山陽ホテル

860 群馬 ホテルニュー伊香保

861 群馬 美松館

862 群馬 ホテル松本楼

863 群馬 ホテルきむら

864 群馬 香雲館

865 群馬 旅館さくらい



866 群馬 如心の里ひびき野

867 群馬 よろこびの宿しん喜

868 群馬 奥伊香保旅邸　諧暢楼

869 群馬 四万グランドホテル

870 群馬 鍾寿館

871 群馬 温泉三昧の宿四万たむら

872 群馬 積善館

873 群馬 四万やまぐち館

874 群馬 三木屋旅館

875 群馬 四万温泉　豊島屋

876 群馬 春木亭なかざわ旅館

877 群馬 ホテルヴィレッジ

878 群馬 大阪屋

879 群馬 ホテル一井

880 群馬 ホテル櫻井

881 群馬 草津温泉ホテルリゾート

882 群馬 昔心の宿金みどり

883 群馬 つつじ亭

884 群馬 奈良屋

885 群馬 喜びの宿　高松

886 群馬 草津ホテル

887 群馬 草津ナウリゾートホテル

888 群馬 草津スカイランドホテル

889 群馬 ホテルみゆき

890 群馬 草津温泉望雲

891 群馬 ホテルスパックス草津

892 群馬 湯宿季の庭

893 群馬 お宿木の葉

894 群馬 草津温泉　大東舘

895 群馬 万座プリンスホテル

896 群馬 万座温泉日進舘

897 群馬 万座ホテルジュラク

898 群馬 万座高原ホテル

899 群馬 旅館万座亭

900 群馬 プレジデントリゾートホテル軽井沢

901 群馬 雀のお宿磯部館

902 群馬 舌切雀のお宿ホテル磯部ガーデン

903 群馬 せせらぎの湯　桜や作右衛門

904 群馬 ホテルグリーンプラザ軽井沢

905 群馬 軽井沢倶楽部ホテル軽井沢１１３０

906 群馬 ヴィラ北軽井沢エルウイング

907 群馬 フォレストリゾート　コニファーいわびつ

908 群馬 川場温泉かやぶきの源泉湯宿悠湯里庵

909 群馬 かやぶきの郷薬師温泉旅籠

910 群馬 ヴィラせせらぎ

911 群馬 やまびこ荘

912 栃木 かんすい苑覚楽

913 栃木 松川屋

914 栃木 大丸温泉旅館

915 栃木 グランドホテル愛寿

916 栃木 那須温泉山楽

917 栃木 那須マウントホテル

918 栃木 若喜旅館

919 栃木 那須高原　ホテルビューパレス

920 栃木 ホテルサンバレー那須

921 栃木 ＴＯＷＡピュアコテージ

922 栃木 ロイヤルホテル　那須

923 栃木 ホテルラフォーレ那須

924 栃木 ホテルエピナール那須

925 栃木 ホテル・フロラシオン那須

926 栃木 ウェルネスの森那須

927 栃木 ホテルグリーンパール那須



928 栃木 那須高原の宿　山水閣

929 栃木 ホテル森の風那須

930 栃木 湯ったりの宿松楓楼松屋

931 栃木 ホテルニュー塩原

932 栃木 明賀屋本館

933 栃木 やまの宿下藤屋

934 栃木 せゝらぎの湯宿満寿家

935 栃木 奥塩原高原ホテル

936 栃木 上会津屋

937 栃木 塩原温泉　秘湯の宿元泉館

938 栃木 渓雲閣

939 栃木 光雲荘

940 栃木 源泉遺産　那須塩原別邸

941 栃木 旅館梅川荘

942 栃木 常盤ホテル

943 栃木 乃木温泉ホテル

944 栃木 あさや

945 栃木 鬼怒川温泉ホテル

946 栃木 きぬ川国際ホテル

947 栃木 ほてる白河湯の蔵

948 栃木 静寂とまごころの宿七重八重

949 栃木 鬼怒川プラザホテル

950 栃木 湯けむりまごころの宿一心舘

951 栃木 鬼怒川グランドホテル夢の季

952 栃木 花の宿松や

953 栃木 鬼怒川金谷ホテル

954 栃木 鬼怒川パークホテルズ

955 栃木 きぬ川ホテル三日月

956 栃木 鬼怒川御苑

957 栃木 ホテルサンシャイン鬼怒川

958 栃木 鬼怒川温泉山楽

959 栃木 若竹の庄

960 栃木 鬼怒川観光ホテル

961 栃木 渓流の宿緑水

962 栃木 星野リゾート　界　鬼怒川

963 栃木 湯けむりの里柏屋

964 栃木 祝い宿　寿庵

965 栃木 星野リゾート　界　川治

966 栃木 リブマックスリゾート川治

967 栃木 彩り湯かしき花と華

968 栃木 桓武平氏ゆかりの宿　揚羽～ＡＧＥＨＡ～

969 栃木 本家伴久

970 栃木 湯西川白雲の宿山城屋

971 栃木 上屋敷平の高房

972 栃木 ホテル春茂登

973 栃木 日光金谷ホテル

974 栃木 日光東観荘

975 栃木 梅屋敷旅館

976 栃木 梅屋敷別館ホテル高照

977 栃木 小槌の宿鶴亀大吉

978 栃木 日光ぐりーんほてる懐かし家風和里

979 栃木 ホテル清晃苑

980 栃木 奥の院ほてるとく川

981 栃木 日光千姫物語

982 栃木 ホテルナチュラルガーデン日光

983 栃木 日光星の宿

984 栃木 リゾートイン霧降プラザ

985 栃木 奥日光ホテル四季彩

986 栃木 中禅寺金谷ホテル

987 栃木 日光山水

988 栃木 ホテル湖上苑

989 栃木 星野リゾート　界　日光



990 栃木 日光中禅寺湖温泉ホテル花庵

991 栃木 板屋

992 栃木 ホテル花の季

993 栃木 奥日光小西ホテル

994 栃木 湯守釜屋

995 栃木 ホテル山月

996 栃木 湯の家旅館

997 栃木 奥日光高原ホテル

998 栃木 奥日光ゆの森

999 栃木 奥日光森のホテル

1000 栃木 ほのかな宿樹林

1001 栃木 日光アストリアホテル

1002 栃木 ホテルニューイタヤ

1003 栃木 ホテル丸治

1004 栃木 コンセーレ

1005 栃木 宇都宮東武ホテルグランデ

1006 栃木 宇都宮ステーションホテル

1007 栃木 宇都宮グランドホテル

1008 栃木 東花ホテル

1009 栃木 益子舘里山リゾートホテル

1010 栃木 南平台温泉ホテル

1011 栃木 奥鬼怒温泉ホテル加仁湯

1012 栃木 那須陽光ホテル

1013 茨城 袋田温泉思い出浪漫館

1014 茨城 滝味の宿豊年万作

1015 茨城 五浦観光ホテル

1016 茨城 としまや月浜の湯

1017 茨城 ホテル天地閣

1018 茨城 ひたち湯海の宿　はぎ屋

1019 茨城 三の丸ホテル

1020 茨城 みまつホテル

1021 茨城 水戸京成ホテル

1022 茨城 みなと観光ホテル

1023 茨城 大洗パークホテル

1024 茨城 大洗ホテル

1025 茨城 大洗シーサイドホテル

1026 茨城 割烹旅館城山

1027 茨城 筑波山江戸屋

1028 茨城 つくばグランドホテル

1029 茨城 筑波山ホテル青木屋

1030 茨城 彩香の宿一望

1031 茨城 筑波温泉ホテル

1032 茨城 潮来ホテル

1033 茨城 阿や免旅館

1034 茨城 鹿島セントラルホテル

1035 茨城 アトンパレスホテル

1036 埼玉 和銅鉱泉ゆの宿和どう

1037 埼玉 ホテル美やま

1038 埼玉 ナチュラルファームシティ農園ホテル

1039 埼玉 新木鉱泉

1040 埼玉 谷津川館

1041 埼玉 秩父西谷津温泉里山香ぐはし宮本の湯

1042 埼玉 赤谷温泉小鹿荘

1043 埼玉 養浩亭

1044 埼玉 花のおもてなし長生館

1045 埼玉 キングアンバサダーホテル熊谷

1046 埼玉 旅館いけだ

1047 埼玉 西川口ステーションホテルステイラウンジ

1048 埼玉 名栗温泉大松閣

1049 千葉 大新旅館

1050 千葉 ホテルニュー大新

1051 千葉 犬吠埼温泉ぎょうけい館



1052 千葉 別邸　海と森

1053 千葉 ホテルニューカネイ

1054 千葉 白子ニューシーサイドホテル

1055 千葉 成田山門前　旅館　若松本店

1056 千葉 九十九里ヴィラそとぼう

1057 千葉 勝浦ホテル三日月

1058 千葉 ホテルブルーベリーヒル勝浦

1059 千葉 緑水亭　勝浦別館　翠海（すいか）

1060 千葉 満ちてくる心の宿吉夢

1061 千葉 鴨川ホテル三日月

1062 千葉 魚彩和みの宿三水

1063 千葉 （城崎の源泉の湯）宿　中屋

1064 千葉 鴨川ヒルズリゾートホテル

1065 千葉 蓬莱屋旅館

1066 千葉 旬彩の宿緑水亭

1067 千葉 鴨川グランドホテル

1068 千葉 鴨川シーワールドホテル

1069 千葉 鴨川館

1070 千葉 海辺の名湯ホテル海光苑

1071 千葉 画家ゆかりの宿海上ホテル江澤館

1072 千葉 鴨川ユニバースホテル

1073 千葉 潮騒リゾート鴨川

1074 千葉 鴨川カントリークラブ

1075 千葉 ホテル千倉

1076 千葉 魚拓荘鈴木屋

1077 千葉 千倉温泉千倉館

1078 千葉 美味しい温泉　夢みさき＆別邸　夢咲

1079 千葉 味覚と眺望の宿ホテル南海荘

1080 千葉 季粋の宿紋屋

1081 千葉 グランドホテル太陽

1082 千葉 白浜オーシャンリゾート

1083 千葉 房総白浜ウミサトホテル

1084 千葉 館山シーサイドホテル

1085 千葉 ホテル川端

1086 千葉 ホテル洲の崎風の抄

1087 千葉 海の湯宿花しぶき

1088 千葉 ＴＨＥ　ＳＨＩＮＲＡ　森羅

1089 千葉 たてやま温泉千里の風

1090 千葉 ドッグホテル　わん楽

1091 千葉 館山リゾートホテル

1092 千葉 ホテル＆リゾーツ　南房総

1093 千葉 ホテル喜楽館

1094 千葉 ロイヤルヒルズ木更津ビューホテル

1095 千葉 オークラアカデミアパークホテル

1096 千葉 木更津富士屋季眺

1097 千葉 龍宮城スパ・ホテル三日月　龍宮亭

1098 千葉 東京ベイプラザホテル

1099 千葉 秘湯の宿滝見苑

1100 千葉 グランパークホテル　パネックス千葉

1101 千葉 割烹旅館玉川

1102 千葉 ホテル一宮シーサイドオーツカ

1103 千葉 芥川龍之介ゆかりの宿一宮館

1104 東京 ホテルかずさや

1105 東京 パールホテル茅場町

1106 東京 住庄ほてる

1107 東京 ホテル龍名館東京

1108 東京 銀座キャピタルホテル本館

1109 東京 ホテルフクラシア晴海

1110 東京 ソラリア西鉄ホテル銀座

1111 東京 品川東武ホテル

1112 東京 アーヴェストホテル蒲田（東口）

1113 東京 相鉄グランドフレッサ　品川シーサイド



1114 東京 春日旅館

1115 東京 Ｔマークシティホテル東京大森

1116 東京 東京さぬき倶楽部

1117 東京 赤坂陽光ホテル

1118 東京 レム六本木

1119 東京 ホテル　ザ　ノット　東京新宿

1120 東京 渋谷東武ホテル

1121 東京 ホテルサンライト新宿

1122 東京 ホテル白川郷

1123 東京 ホテルニューショーヘイ

1124 東京 かどやホテル

1125 東京 日本青年館ホテル

1126 東京 相鉄フレッサイン東新宿駅前

1127 東京 京王プレッソイン新宿

1128 東京 ホテルユニゾ渋谷

1129 東京 ＯＮＳＥＮ　ＲＹＯＫＡＮ　ＹＵＥＮ　ＳＨＩＮＪＵＫＵ

1130 東京 ラ・ジェント・ホテル新宿歌舞伎町

1131 東京 ホテルグランドシティ

1132 東京 大塚サンファーストホテル

1133 東京 上野ＮＥＷ伊豆ホテル

1134 東京 ホテルニューウエノ

1135 東京 ツーリストホテル

1136 東京 上野ファーストシティホテル

1137 東京 パールホテル両国

1138 東京 ベッセルイン上野入谷駅前

1139 東京 ホテルサンルート浅草

1140 東京 上野東金屋ホテル

1141 東京 ホテル丸谷

1142 東京 助六の宿貞千代

1143 東京 水月ホテル鴎外荘

1144 東京 ツクバホテル

1145 東京 アゴーラ・プレイス浅草

1146 東京 庭のホテル　東京

1147 東京 ダイヤモンドホテル

1148 東京 東京グリーンホテル後楽園

1149 東京 ホテル龍名館お茶の水本店

1150 東京 鳳明館本館・台町別館

1151 東京 鳳明館森川別館

1152 東京 ホテル機山館

1153 東京 お茶の水ホテル昇龍館

1154 東京 旅館　西郊

1155 東京 奥多摩の風　はとのす荘

1156 東京 大島温泉ホテル

1157 東京 ホテル白岩

1158 東京 八丈ビューホテル

1159 東京 リードパークリゾート八丈島

1160 東京 山下旅館別館

1161 東京 ホテル神津館

1162 山梨 ホテルマウント富士

1163 山梨 ホテル撫岳荘

1164 山梨 ホテル山水荘

1165 山梨 山中湖畔荘清渓

1166 山梨 富士山中湖ホテル

1167 山梨 ホテル鐘山苑

1168 山梨 山中湖・ホテルフジヤマ

1169 山梨 富士マリオットホテル山中湖

1170 山梨 富士と湖の宿多賀扇

1171 山梨 河口湖ホテル

1172 山梨 富士レークホテル

1173 山梨 若草の宿丸栄

1174 山梨 山岸旅館

1175 山梨 うぶや



1176 山梨 レイクランドホテルみづのさと

1177 山梨 富士ビューホテル

1178 山梨 富士緑の休暇村

1179 山梨 ホテル美富士園

1180 山梨 風のテラスＫＵＫＵＮＡ（くくな）

1181 山梨 時悠々　楽游

1182 山梨 湖のホテル

1183 山梨 花水庭おおや

1184 山梨 露天風呂の宿　開運の湯　ロイヤルホテル河口湖

1185 山梨 湖南荘

1186 山梨 ホテル湖龍

1187 山梨 富士の宿おおはし

1188 山梨 河口湖レイクサイドホテル

1189 山梨 河口湖パークホテル

1190 山梨 湯けむり富士の宿　大池

1191 山梨 ホテルレジーナ河口湖

1192 山梨 サニーデリゾート＜ホテル＞

1193 山梨 秀峰閣湖月

1194 山梨 湖楽おんやど富士吟景

1195 山梨 フジプレミアムリゾート

1196 山梨 河口湖温泉寺露天風呂の宿　夢殿

1197 山梨 リゾートイン吉野荘

1198 山梨 ホテルニューセンチュリー

1199 山梨 四季の宿富士山

1200 山梨 富ノ湖ホテル

1201 山梨 ラビスタ富士河口湖

1202 山梨 ふふ　河口湖

1203 山梨 光風閣くわるび

1204 山梨 山田屋ホテル

1205 山梨 川浦温泉山県館

1206 山梨 “美と健康と癒しの宿”ホテル八田

1207 山梨 ホテル花いさわ

1208 山梨 ホテル石庭

1209 山梨 ホテルふじ

1210 山梨 富士野屋夕亭

1211 山梨 石和常磐ホテル

1212 山梨 ホテル古柏園

1213 山梨 銘石の宿かげつ

1214 山梨 ホテル石風

1215 山梨 華やぎの章慶山

1216 山梨 華やぎの章甲斐路

1217 山梨 ホテル君佳

1218 山梨 竹林庭瑞穂　旅籠きこり

1219 山梨 石和びゅーほてる

1220 山梨 京水荘

1221 山梨 ホテル千石

1222 山梨 銘庭の宿甲子園

1223 山梨 宵待の里花水晶

1224 山梨 ホテル談露館

1225 山梨 古名屋ホテル

1226 山梨 常磐ホテル

1227 山梨 柳屋

1228 山梨 甲府記念日ホテル

1229 山梨 湯志摩の郷楽水園

1230 山梨 津金楼

1231 山梨 下部ホテル

1232 山梨 湯元ホテル

1233 山梨 健康・旬彩の宿ホテル守田

1234 山梨 田中屋旅館

1235 山梨 笛吹川温泉　坐忘

1236 山梨 ホテルエバーグリーン富士

1237 山梨 ハイランドリゾートホテル＆スパ



1238 山梨 真木温泉旅館

1239 山梨 全館源泉掛け流しの宿　西山温泉慶雲館

1240 山梨 ロイヤルホテル　八ヶ岳

1241 山梨 八ヶ岳わんわんパラダイス

1242 山梨 ホテル神の湯温泉

1243 山梨 ホテル春日居

1244 山梨 囲炉裏焼民芸風旅館大棟苑

1245 山梨 フルーツパーク富士屋ホテル

1246 神奈川 天下茶屋

1247 神奈川 旅館陣谷温泉

1248 神奈川 ホテル精養軒

1249 神奈川 旅館松島

1250 神奈川 ホテル京急油壺観潮荘

1251 神奈川 城ケ島京急ホテル

1252 神奈川 三崎館本店

1253 神奈川 岩本楼本館

1254 神奈川 恵比寿屋

1255 神奈川 紀伊国屋旅館

1256 神奈川 山荘なぎさ

1257 神奈川 七沢荘

1258 神奈川 元湯旅館

1259 神奈川 相鉄フレッサイン藤沢湘南台

1260 神奈川 信玄館

1261 神奈川 魚山亭やまぶき

1262 神奈川 ヒルトン小田原リゾート＆スパ

1263 神奈川 あうら橘

1264 神奈川 箱根湯本温泉　ホテルおかだ

1265 神奈川 箱根湯本ホテル

1266 神奈川 玉庭

1267 神奈川 箱根パークス吉野

1268 神奈川 吉池旅館

1269 神奈川 ホテル河鹿荘

1270 神奈川 ホテル南風荘

1271 神奈川 豊栄荘

1272 神奈川 ホテルマイユクール祥月

1273 神奈川 萬翠楼福住

1274 神奈川 ホテル仙景

1275 神奈川 旅籠　きんとうえん

1276 神奈川 湯本富士屋ホテル

1277 神奈川 ホテルおくゆもと

1278 神奈川 ホテルはつはな

1279 神奈川 箱根湯本温泉　天成園

1280 神奈川 星野リゾート　界　箱根

1281 神奈川 箱根湯本温泉　月の宿　紗ら

1282 神奈川 塔之沢温泉　元湯　環翠楼

1283 神奈川 福住楼

1284 神奈川 鶴井の宿紫雲荘

1285 神奈川 富士屋ホテル

1286 神奈川 箱根吟遊

1287 神奈川 「四季の湯座敷」武蔵野別館

1288 神奈川 アートと音楽のホテル　真奈邸箱根

1289 神奈川 三河屋旅館

1290 神奈川 箱根小涌谷温泉水の音

1291 神奈川 箱根・翠松園

1292 神奈川 箱根小涌園　天悠

1293 神奈川 強羅花壇

1294 神奈川 強羅環翠楼

1295 神奈川 白湯の宿山田家

1296 神奈川 翠光館

1297 神奈川 ～源泉掛け流し～箱根強羅　深山

1298 神奈川 和の宿華ごころ

1299 神奈川 箱根強羅温泉季の湯雪月花



1300 神奈川 強羅　花扇

1301 神奈川 ホテル佳山水

1302 神奈川 強羅花扇　円かの杜

1303 神奈川 箱根強羅　白檀

1304 神奈川 天翠茶寮

1305 神奈川 強羅温泉　雪月花別邸　翠雲

1306 神奈川 仙郷楼

1307 神奈川 箱根ハイランドホテル

1308 神奈川 マウントビュー箱根

1309 神奈川 ホテル箱根パウエル

1310 神奈川 リゾートホテルリ・カーヴ箱根

1311 神奈川 箱根仙石原プリンスホテル

1312 神奈川 ホテルグリーンプラザ箱根

1313 神奈川 ホテル花月園

1314 神奈川 きたの風茶寮

1315 神奈川 箱根リトリート　ｆｏｒｅ

1316 神奈川 星野リゾート　界　仙石原

1317 神奈川 箱根高原ホテル

1318 神奈川 箱根・芦ノ湖はなをり

1319 神奈川 美肌の湯きのくにや

1320 神奈川 箱根湯の花プリンスホテル

1321 神奈川 龍宮殿

1322 神奈川 ザ・プリンス箱根芦ノ湖

1323 神奈川 山のホテル

1324 神奈川 ホテル　むさしや

1325 神奈川 箱根ホテル

1326 神奈川 夕霧荘

1327 神奈川 匠の宿佳松

1328 神奈川 和心亭豊月

1329 神奈川 華の宿ふくや

1330 神奈川 山翠楼ＳＡＮＳＵＩＲＯＵ

1331 神奈川 大滝ホテル

1332 神奈川 青巒荘

1333 神奈川 海石榴つばき

1334 神奈川 おんやど恵

1335 神奈川 湯河原温泉　懐石旅庵　阿しか里

1336 神奈川 ゆがわら大野屋旅館

1337 神奈川 川堰苑いすゞホテル

1338 神奈川 ふきや

1339 神奈川 白雲荘

1340 神奈川 旅館石葉

1341 神奈川 旅館魚判

1342 神奈川 割烹旅館うおしづ

1343 神奈川 フォレストリゾート　ホテル城山

1344 神奈川 湯楽

1345 神奈川 ニューウェルシティ湯河原

1346 神奈川 三桝家

1347 神奈川 宮ヶ瀬Ｒｅｓｏｒｔ旅館みはる

1348 東京 丸ノ内ホテル

1349 東京 ロイヤルパークホテル

1350 東京 ホテルイースト２１東京

1351 東京 ホテルメトロポリタン丸の内

1352 東京 三井ガーデンホテル日本橋プレミア

1353 東京 東京ステーションホテル

1354 東京 パレスホテル東京

1355 東京 帝国ホテル

1356 東京 第一ホテル東京

1357 東京 コートヤード・マリオット銀座東武ホテル

1358 東京 銀座クレストン

1359 東京 ヒルトン東京お台場

1360 東京 グランドニッコー東京　台場

1361 東京 ザ　ロイヤルパークホテル　アイコニック　東京汐留



1362 東京 パークホテル東京

1363 東京 コンラッド東京

1364 東京 ホテルモントレ銀座

1365 東京 相鉄グランドフレッサ東京ベイ有明

1366 東京 グランドプリンスホテル高輪

1367 東京 芝パークホテル

1368 東京 シェラトン都ホテル東京

1369 東京 第一ホテル東京シーフォート

1370 東京 東京マリオットホテル

1371 東京 ストリングスホテル東京インターコンチネンタル

1372 東京 ザ・プリンス　パークタワー東京

1373 東京 品川プリンスホテル

1374 東京 ホテル　ザ　セレスティン東京芝

1375 東京 羽田エクセルホテル東急

1376 東京 ザ　ロイヤルパークホテル　東京羽田

1377 東京 ホテルニューオータニ

1378 東京 ホテルオークラ東京

1379 東京 赤坂エクセルホテル東急

1380 東京 ＡＮＡインターコンチネンタルホテル東京

1381 東京 ザ・プリンスギャラリー　東京紀尾井町　ラグジュアリーコレクションホテル

1382 東京 The　Okura　Tokyo

1383 東京 都市センターホテル　（リーガロイヤルホテルグループ）

1384 東京 ザ・キャピトルホテル東急

1385 東京 京王プラザホテル

1386 東京 新宿プリンスホテル

1387 東京 ハイアットリージェンシー東京

1388 東京 ヒルトン東京

1389 東京 ホテルサンルートプラザ新宿

1390 東京 リーガロイヤルホテル東京

1391 東京 小田急ホテルセンチュリーサザンタワー

1392 東京 渋谷エクセルホテル東急

1393 東京 セルリアンタワー東急ホテル

1394 東京 ホテルグレイスリー新宿

1395 東京 サンシャインシティプリンスホテル

1396 東京 ホテルメトロポリタン

1397 東京 ホテル椿山荘東京

1398 東京 浅草ビューホテル

1399 東京 東武ホテルレバント東京

1400 東京 両国ビューホテル

1401 東京 第一ホテル両国

1402 東京 ＮＯＨＧＡ　ＨＯＴＥＬ　ＵＥＮＯ　ＴＯＫＹＯ

1403 東京 ホテルグランドパレス

1404 東京 ホテルメトロポリタンエドモント

1405 東京 山の上ホテル

1406 東京 東京ドームホテル

1407 東京 パレスホテル立川

1408 埼玉 パレスホテル大宮

1409 埼玉 ロイヤルパインズホテル浦和

1410 千葉 ホテル日航成田

1411 千葉 成田ビューホテル

1412 千葉 成田東武ホテルエアポート

1413 千葉 ラディソン成田

1414 千葉 ＡＮＡクラウンプラザホテル成田

1415 千葉 ヒルトン成田

1416 千葉 マロウドインターナショナルホテル成田

1417 千葉 ホテルマイステイズプレミア成田

1418 神奈川 ホテルニューグランド

1419 神奈川 ホテルモントレ横浜

1420 神奈川 ローズホテル横浜

1421 神奈川 スターホテル横浜

1422 神奈川 ヨコハマ　グランド　インターコンチネンタル　ホテル

1423 神奈川 横浜ロイヤルパークホテル



1424 神奈川 横浜マンダリンホテル

1425 神奈川 横浜ベイホテル東急

1426 神奈川 横浜ベイシェラトンホテル＆タワーズ

1427 神奈川 横浜桜木町ワシントンホテル

1428 神奈川 新横浜プリンスホテル

1429 神奈川 ホテルアソシア新横浜

1430 千葉 東京ベイ舞浜ホテル　ファーストリゾート

1431 千葉 シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテル

1432 千葉 ヒルトン東京ベイ

1433 千葉 ホテルオークラ東京ベイ

1434 千葉 東京ベイ舞浜ホテル　クラブリゾート

1435 千葉 東京ベイ舞浜ホテル

1436 千葉 ＳＰＡ＆ＨＯＴＥＬ舞浜ユーラシア

1437 千葉 ホテルニューオータニ幕張

1438 千葉 浦安ブライトンホテル東京ベイ

1439 千葉 オリエンタルホテル東京ベイ

1440 千葉 ホテルエミオン東京ベイ

1441 千葉 三井ガーデンホテルプラナ東京ベイ

1442 千葉 ラ・ジェント・ホテル東京ベイ

1443 千葉 東京ベイ東急ホテル

1444 千葉 コンフォートスイーツ東京ベイ

1445 長野 つるや旅館

1446 長野 ルグラン軽井沢ホテル＆リゾート

1447 長野 ホテル鹿島ノ森

1448 長野 万平ホテル

1449 長野 軽井沢プリンスホテル

1450 長野 ホテルマロウド軽井沢

1451 長野 ザ・プリンス軽井沢

1452 長野 塩壷温泉ホテル

1453 長野 旅館　いこい山荘

1454 長野 ゆとりろ軽井沢ホテル

1455 長野 星のや軽井沢

1456 長野 軽井沢マリオットホテル

1457 長野 中棚荘

1458 長野 常盤館

1459 長野 高峰高原ホテル

1460 長野 斎藤ホテル

1461 長野 いづみや旅館

1462 長野 旅館花屋

1463 長野 かしわや本店

1464 長野 つるや旅館

1465 長野 玉屋旅館

1466 長野 旅館中松屋

1467 長野 信州別所温泉　旅宿　上松や

1468 長野 南條旅館

1469 長野 かわせみの宿

1470 長野 七草の湯

1471 長野 富士屋

1472 長野 笹屋ホテル

1473 長野 信州の湯　清風園

1474 長野 千曲館

1475 長野 ホテル亀屋本店

1476 長野 荻原館

1477 長野 湯本柏屋

1478 長野 上山田ホテル

1479 長野 ホテル圓山荘

1480 長野 旅亭たかの

1481 長野 梅むら旅館うぐいす亭

1482 長野 ホテル白樺荘

1483 長野 菅平ホテル

1484 長野 菅平高原ホテル柄澤

1485 長野 菅平サンホテル



1486 長野 菅平プリンスホテル

1487 長野 リゾートイン菅平スイスホテル

1488 長野 エーデルホテル

1489 長野 ホテル城山館

1490 長野 山喜荘

1491 長野 ホテルやまびこ

1492 長野 ホテル亀屋

1493 長野 菅平イナリールホテル

1494 長野 ホテルニューダボス

1495 長野 松屋旅館

1496 長野 ＴＨＥ　ＳＡＩＨＯＫＵＫＡＮ　ＨＯＴＥＬ

1497 長野 相鉄フレッサイン長野駅善光寺口

1498 長野 長野第一ホテル

1499 長野 ホテル国際２１長野

1500 長野 ホテルナガノアベニュー

1501 長野 ホテルＪＡＬシティ長野

1502 長野 ロイヤルホテル　長野

1503 長野 ホテルメトロポリタン長野

1504 長野 相鉄フレッサイン長野駅東口

1505 長野 長野東急ＲＥＩホテル

1506 長野 中谷旅館

1507 長野 蕎麦会席の宿　鷹明亭辻旅館

1508 長野 二澤旅館

1509 長野 ホテルノース志賀

1510 長野 ホテルアルパイン

1511 長野 ホワイトイン北志賀

1512 長野 竜王プリンスホテル

1513 長野 ホテル竜王

1514 長野 ホテルタガワ

1515 長野 よろづや

1516 長野 よろづやアネックス湯楽庵

1517 長野 一茶のこみち美湯の宿

1518 長野 あぶらや燈千

1519 長野 和風の宿ますや

1520 長野 ホテル椿野

1521 長野 歴史の宿金具屋

1522 長野 一乃湯果亭

1523 長野 渋ホテル

1524 長野 大陽館ヤマト屋

1525 長野 上林ホテル仙壽閣

1526 長野 上林温泉　塵表閣本店

1527 長野 ホテルニュー志賀

1528 長野 志賀ハイランドホテル

1529 長野 志賀レークホテル

1530 長野 ビワ池ホテル

1531 長野 ホテル志賀サンバレー

1532 長野 志賀の湯ホテル

1533 長野 ホテル白樺荘

1534 長野 木戸池温泉ホテル

1535 長野 熊の湯ホテル

1536 長野 硯川ホテル

1537 長野 志賀パレスホテル

1538 長野 志賀リバーサイドホテル

1539 長野 志賀高原一望閣

1540 長野 ホテルラ・フォーレ志賀

1541 長野 ホテルハイツ

1542 長野 岩菅ホテル

1543 長野 志賀スイスイン

1544 長野 北アルプスを望む露天風呂の宿　ひがしだて

1545 長野 志賀パークホテル

1546 長野 高天ケ原ホテル

1547 長野 ホテルサニー志賀



1548 長野 ホテル一乃瀬

1549 長野 ホテル山楽

1550 長野 ダイヤモンド志賀

1551 長野 志賀一井ホテル

1552 長野 ホテルジャパン志賀

1553 長野 志賀高原オリンピックホテル

1554 長野 ホテルマウント志賀

1555 長野 ホテルホゥルス志賀高原

1556 長野 志賀グランドホテル

1557 長野 志賀ホワイトホテル

1558 長野 ホテルこだま

1559 長野 奥志賀高原ホテル

1560 長野 ホテルグランフェニックス奥志賀

1561 長野 藤井荘

1562 長野 風景館

1563 長野 松川渓谷に佇む宿　信州山田温泉　山田館

1564 長野 野沢グランドホテル

1565 長野 村のホテル住吉屋

1566 長野 旅館さかや

1567 長野 桐屋旅館

1568 長野 桃源の湯さかきや

1569 長野 奈良屋旅館

1570 長野 野沢温泉ホテル

1571 長野 湯宿寿命延

1572 長野 常盤屋旅館

1573 長野 黒姫ライジングサンホテル

1574 長野 湖畔の宿藤屋旅館

1575 長野 斑尾高原ホテル

1576 長野 ホテルシルクイン斑尾

1577 長野 蓼科グランドホテル滝の湯

1578 長野 創業大正十五年　蓼科親湯温泉

1579 長野 リゾートホテル蓼科

1580 長野 蓼科東急ホテル

1581 長野 森の隠れ宿　たてしな薫風

1582 長野 池の平白樺高原ホテル

1583 長野 ホテル　コロシアム・イン・蓼科

1584 長野 ホテルアンビエント蓼科

1585 長野 白樺リゾート池の平ホテル

1586 長野 亀屋ホテル

1587 長野 ホテル晴明荘

1588 長野 八子ヶ峰ホテル

1589 長野 白樺湖ロイヤルホテル

1590 長野 ホテルやまぶき

1591 長野 和みの湯宿なかやま

1592 長野 山野草の宿二人静

1593 長野 布半ぬのはん

1594 長野 諏訪シティホテル成田屋

1595 長野 ホテル鷺乃湯

1596 長野 浜の湯

1597 長野 渋の湯

1598 長野 双泉の宿　朱白

1599 長野 諏訪レイクサイドホテル

1600 長野 すわ湖苑

1601 長野 ホテル紅や

1602 長野 ラコ華乃井ホテル

1603 長野 上諏訪温泉　しんゆ（親湯）

1604 長野 萃ｓｕｉ－諏訪湖

1605 長野 聴泉閣かめや

1606 長野 ホテルこわしみず

1607 長野 車山ハイランドホテル

1608 長野 スカイパークホテル

1609 長野 帰郷亭ゆもとや



1610 長野 錦の湯地本屋

1611 長野 ホテルおもと

1612 長野 梅の湯

1613 長野 ホテル玉之湯

1614 長野 和泉荘

1615 長野 菊之湯

1616 長野 星野リゾート　界　松本

1617 長野 みやま荘

1618 長野 松本ホテル花月

1619 長野 ホテル末広

1620 長野 アルピコプラザホテル

1621 長野 ホテルブエナビスタ

1622 長野 ホテルモルシャン

1623 長野 ホテル飯田屋

1624 長野 松本丸の内ホテル

1625 長野 美ヶ原温泉　翔峰

1626 長野 旅館すぎもと

1627 長野 ホテルニューことぶき

1628 長野 旬彩　月の静香

1629 長野 王ヶ頭ホテル

1630 長野 扉温泉　明神館

1631 長野 山水館信濃

1632 長野 乗鞍ホテル山百合

1633 長野 湯元齋藤旅館

1634 長野 白船荘新宅旅館

1635 長野 白船グランドホテル

1636 長野 泡の湯旅館

1637 長野 中の湯温泉旅館

1638 長野 上高地　ホテル白樺荘

1639 長野 上高地ルミエスタホテル

1640 長野 上高地温泉ホテル

1641 長野 上高地西糸屋山荘

1642 長野 五千尺ホテル上高地

1643 長野 大正池ホテル

1644 長野 上高地アルペンホテル

1645 長野 ＴＨＥ　ＰＡＲＫＬＯＤＧＥ上高地

1646 長野 ホテル・ラ・モンターニュ・フルハタ

1647 長野 黒部観光ホテル

1648 長野 ＡＮＡホリデイ・インリゾート信濃大町くろよん

1649 長野 ホテルからまつ荘

1650 長野 立山プリンスホテル

1651 長野 緑翠亭景水

1652 長野 ときしらずの宿織花

1653 長野 黒部ビューホテル

1654 長野 星野リゾート　界　アルプス

1655 長野 白馬パークホテル

1656 長野 仙人閣

1657 長野 白馬東急ホテル

1658 長野 ホテル五龍館

1659 長野 ホテル対岳館

1660 長野 大根館

1661 長野 細野館

1662 長野 ベルクトール丸北

1663 長野 丸金旅館

1664 長野 リゾートホテルローゼンハイム白馬

1665 長野 山の郷ホテル白馬ひふみ

1666 長野 白馬樅の木ホテル

1667 長野 白馬リゾートホテルラネージュ東館

1668 長野 白馬ホテル扇屋

1669 長野 ホテル白馬

1670 長野 白馬ロイヤルホテル

1671 長野 栂池高原ホテル



1672 長野 栂池丘の上ホテル宮川

1673 長野 ホテルシェラリゾート白馬

1674 長野 ホテルちの

1675 長野 白馬ハイランドホテル

1676 長野 白馬アルプスホテル

1677 長野 八ヶ岳高原ロッジ

1678 長野 リゾートイン黒岩荘

1679 長野 帝産ロッヂ

1680 長野 ホテルアンビエント安曇野

1681 長野 安曇野穂高ビューホテル

1682 長野 横谷温泉旅館

1683 長野 いろりの宿　蓼科パークホテル

1684 長野 たてしな藍

1685 長野 北志賀グランドホテルウエスト

1686 長野 北志賀グランドホテル

1687 長野 岩屋館

1688 長野 花仙庵仙仁温泉岩の湯

1689 長野 佐久一萬里温泉ホテルゴールデンセンチュリー

1690 長野 ホテルタングラム

1691 長野 ホテルセラン

1692 長野 ホテルグリーンプラザ白馬

1693 長野 湯の丸高原ホテル

1694 長野 あずまや高原ホテル

1695 長野 天空の城　三宜亭本館

1696 長野 天竜水神温泉　花薫る宿　よし乃亭

1697 長野 奥天竜不動温泉佐和屋

1698 長野 つたや季の宿風里

1699 長野 街道浪漫おん宿蔦屋

1700 長野 木曽路の宿いわや

1701 長野 ぬくもりの宿駒の湯

1702 長野 木曽駒高原　森のホテル

1703 長野 木曽駒高原ホテル

1704 長野 昼神グランドホテル天心

1705 長野 湯元ホテル阿智川

1706 長野 石苔亭いしだ

1707 長野 お宿山翠

1708 長野 湯多利の里伊那華

1709 長野 日長庵桂月

1710 長野 ユルイの宿恵山

1711 長野 懐石と炉ばたの宿吉弥

1712 長野 おとぎ亭　光風

1713 長野 癒楽の宿清風苑

1714 長野 昼神温泉　ひるがみの森

1715 長野 昼神の棲　玄竹

1716 長野 大江戸温泉物語　ホテル木曽路

1717 長野 不動温泉華菱

1718 静岡 ホテルニューさがみや

1719 静岡 ラビスタ伊豆山

1720 静岡 ハートピア熱海

1721 静岡 ホテルグランバッハ熱海クレッシェンド

1722 静岡 熱海ニューフジヤホテル

1723 静岡 熱海金城館

1724 静岡 熱海後楽園ホテル

1725 静岡 ホテルニューアカオ

1726 静岡 古屋旅館

1727 静岡 ホテル大野屋

1728 静岡 横山大観ゆかりの宿　熱海　大観荘

1729 静岡 あたみ石亭

1730 静岡 熱海聚楽ホテル

1731 静岡 三平荘

1732 静岡 新かどや

1733 静岡 さくらや旅館



1734 静岡 熱海温泉　湯宿一番地

1735 静岡 熱海温泉　山木旅館

1736 静岡 旅館立花

1737 静岡 ホテル貫一

1738 静岡 迎賓館熱海小嵐亭

1739 静岡 秀花園湯の花膳

1740 静岡 ホテルサンミ倶楽部

1741 静岡 大月ホテル和風館

1742 静岡 ＨＯＴＥＬ　ＭＩＣＵＲＡＳ（ホテルミクラス）

1743 静岡 湯宿みかんの木

1744 静岡 熱海ふふ

1745 静岡 昭和倶楽部

1746 静岡 源泉湯宿　大成館

1747 静岡 旅館長濱苑

1748 静岡 網代観光ホテル

1749 静岡 伊豆網代温泉　松風苑

1750 静岡 陽気館

1751 静岡 ハトヤホテル

1752 静岡 伊東小涌園

1753 静岡 星野リゾート　界　伊東

1754 静岡 伊東ホテルジュラク

1755 静岡 ホテル暖香園

1756 静岡 ホテルラヴィエ川良

1757 静岡 サザンクロスリゾート

1758 静岡 かめや楽寛

1759 静岡 山岸園

1760 静岡 伊東園ホテル松川館

1761 静岡 游心楼山へい

1762 静岡 ホテルサンハトヤ

1763 静岡 ホテル伊東ガーデン

1764 静岡 淘心庵米屋

1765 静岡 青山やまと

1766 静岡 ウェルネスの森　伊東

1767 静岡 ラフォーレ倶楽部伊東温泉湯の庭

1768 静岡 伊東遊季亭

1769 静岡 ホテルハーヴェスト伊東

1770 静岡 風の薫

1771 静岡 ホテルよしの

1772 静岡 星野リゾート　界　アンジン

1773 静岡 月のうさぎ

1774 静岡 伊東遊季亭川奈別邸

1775 静岡 ホテルハーヴェスト天城高原

1776 静岡 ＡＢＢＡ　ＲＥＳＯＲＴＳ　ＩＺＵ－坐漁荘

1777 静岡 八幡野温泉郷　杜の湯　きらの里

1778 静岡 ウブドの森　伊豆高原

1779 静岡 ヴィラージュ伊豆高原

1780 静岡 伊豆高原ホテル　五つ星

1781 静岡 大室の杜　玉翠

1782 静岡 ホテルワイナリーヒル

1783 静岡 北川温泉ホテル

1784 静岡 つるや吉祥亭

1785 静岡 望水

1786 静岡 吉祥ＣＡＲＥＮ

1787 静岡 ホテルカターラリゾート＆スパ

1788 静岡 熱川プリンスホテル

1789 静岡 熱川館

1790 静岡 熱川大和館

1791 静岡 熱川温泉粋光

1792 静岡 ふたりの湯宿　湯花満開

1793 静岡 玉翠館

1794 静岡 奈良偲の里　玉翠

1795 静岡 片瀬館ひいな



1796 静岡 お宿しらなみ

1797 静岡 稲取東海ホテル湯苑

1798 静岡 海一望絶景の宿　いなとり荘

1799 静岡 稲取銀水荘

1800 静岡 石花海　ｓｅｎｏｕｍｉ

1801 静岡 味の宿喜久多

1802 静岡 伊豆に創癒の隠れ郷水生の庄

1803 静岡 貸切風呂の宿稲取赤尾ホテル海諷廊

1804 静岡 石花海　別邸　海うさぎ

1805 静岡 心湯の宿～ＳＡＺＡＮＡ～

1806 静岡 今井荘

1807 静岡 伊豆今井浜東急ホテル

1808 静岡 河津温泉郷　海遊亭

1809 静岡 ホテル伊豆急

1810 静岡 下田プリンスホテル

1811 静岡 ホテル山田屋

1812 静岡 下田東急ホテル

1813 静岡 下田ベイクロシオ

1814 静岡 浜辺の宿　濤亭・ＴＯＵＴＥＩ

1815 静岡 下田大和館

1816 静岡 下田ビューホテル

1817 静岡 下田聚楽ホテル

1818 静岡 野の花亭こむらさき

1819 静岡 季一遊

1820 静岡 壷中の天宿○文

1821 静岡 ホテル河内屋

1822 静岡 花のおもてなし南楽

1823 静岡 石花海別邸かぎや

1824 静岡 大地の彩花月亭

1825 静岡 里山の別邸　下田セントラルホテル

1826 静岡 玉峰館

1827 静岡 七滝温泉ホテル

1828 静岡 離れ家石田屋

1829 静岡 白壁荘

1830 静岡 湯本館

1831 静岡 湯ケ島たつた

1832 静岡 おちあいろう

1833 静岡 あせび野

1834 静岡 湯ヶ島ゴルフ倶楽部＆ホテル董苑

1835 静岡 嵯峨沢館

1836 静岡 御宿さか屋

1837 静岡 東府やＲｅｓｏｒｔ＆Ｓｐａ－Ｉｚｕ

1838 静岡 宙　・　ＳＯＲＡ　渡月荘金龍

1839 静岡 瑞の里○久旅館

1840 静岡 ねの湯対山荘

1841 静岡 柳生の庄

1842 静岡 あさば

1843 静岡 ブリーズベイ修善寺ホテル

1844 静岡 新井旅館

1845 静岡 湯回廊菊屋

1846 静岡 修善寺温泉ホテル滝亭

1847 静岡 湯めぐりの宿　修善寺温泉桂川

1848 静岡 ホテルラフォーレ修善寺

1849 静岡 湯めぐりの宿吉春

1850 静岡 水庭の旅籠すみよし館

1851 静岡 中伊豆　料理宿　正平荘

1852 静岡 伊豆長岡温泉　三養荘　プリンスホテルズ＆リゾーツ

1853 静岡 小松家八の坊

1854 静岡 香湯楼井川

1855 静岡 伊豆長岡温泉京急ホテル

1856 静岡 実篤の宿いづみ荘

1857 静岡 ホテルサンバレー伊豆長岡



1858 静岡 かめや惠庵

1859 静岡 伊豆長岡ホテル天坊

1860 静岡 ニュー八景園

1861 静岡 ホテルサンバレー富士見

1862 静岡 伊豆長岡温泉　Ｖｉｌｌａ　Ｇａｒｄｅｎ　石のや

1863 静岡 伊豆畑毛温泉大仙家

1864 静岡 富士山三島東急ホテル

1865 静岡 堂ヶ島温泉ホテル

1866 静岡 堂ヶ島ニュー銀水

1867 静岡 堂ヶ島アクーユ三四郎

1868 静岡 堂ヶ島ホテル天遊

1869 静岡 海辺のかくれ湯清流

1870 静岡 世界ジオパーク伊豆　繭二梁

1871 静岡 坂聖・玉樟園

1872 静岡 碧き凪ぎの宿明治館

1873 静岡 土肥温泉ホテルみなみ荘

1874 静岡 牧水荘土肥館

1875 静岡 たたみの宿湯の花亭

1876 静岡 粋松亭

1877 静岡 土肥ふじやホテル

1878 静岡 森の入り江の離れ宿無雙庵枇杷

1879 静岡 茜色の海　あるじ栖

1880 静岡 ふたりとわに　縁

1881 静岡 ときわや

1882 静岡 磯割烹の宿山市

1883 静岡 海のほてるいさば

1884 静岡 西伊豆今宵

1885 静岡 安田屋旅館

1886 静岡 松濤館

1887 静岡 沼津リバーサイドホテル

1888 静岡 レンブラントプレミアム富士御殿場

1889 静岡 三保園ホテル

1890 静岡 天女の館羽衣ホテル

1891 静岡 旅館潮騒

1892 静岡 日本平ホテル

1893 静岡 中島屋グランドホテル

1894 静岡 ホテルアソシア静岡

1895 静岡 ホテルアーバント静岡

1896 静岡 静岡カントリー浜岡ホテル

1897 静岡 翠紅苑

1898 静岡 湯屋飛龍の宿

1899 静岡 大西屋旅館

1900 静岡 焼津グランドホテル

1901 静岡 ホテルアンビア松風閣

1902 静岡 湊のやど汀家

1903 静岡 つま恋リゾート　彩の郷

1904 静岡 飲泉、自家源泉かけ流しの秘湯観音温泉

1905 静岡 ホテルコンコルド浜松

1906 静岡 ホテル・ヴィラくれたけ

1907 静岡 グランドホテル浜松

1908 静岡 ホテル明治屋

1909 静岡 ホテルクラウンパレス浜松

1910 静岡 オークラアクトシティホテル浜松

1911 静岡 ホテルウェルシーズン浜名湖

1912 静岡 舘山寺サゴーロイヤルホテル

1913 静岡 星野リゾート　界　遠州

1914 静岡 ホテル九重

1915 静岡 山水館欣龍

1916 静岡 時わすれ開華亭

1917 静岡 浜名湖グランドホテルさざなみ館

1918 静岡 ホテルリステル浜名湖

1919 静岡 浜名湖レークサイドプラザ



1920 静岡 ホテルグリーンプラザ浜名湖

1921 静岡 ＴＨＥ　ＨＡＭＡＮＡＫＯ（ザ　浜名湖）

1922 静岡 葛城北の丸

1923 愛知 湯谷観光ホテル泉山閣

1924 愛知 はづ別館

1925 愛知 新城観光ホテル

1926 愛知 ロワジールホテル豊橋

1927 愛知 シーパレスリゾート

1928 愛知 ホテルアソシア豊橋

1929 愛知 松風園

1930 愛知 平野屋

1931 愛知 三谷温泉ひがきホテル

1932 愛知 ホテル明山荘

1933 愛知 ホテル竹島

1934 愛知 蒲郡ホテル

1935 愛知 天の丸

1936 愛知 風の谷の庵

1937 愛知 鈴岡

1938 愛知 三河湾ヒルズ・ホテル

1939 愛知 旬景浪漫　銀波荘

1940 愛知 ホテルたつき

1941 愛知 ホテル東海園

1942 愛知 天空海遊の宿　末広

1943 愛知 和のリゾートはづ

1944 愛知 西浦グランドホテル吉慶

1945 愛知 姫宿　花かざし

1946 愛知 吉良観光ホテル

1947 愛知 伊良湖ビューホテル

1948 愛知 伊良湖シーパーク＆スパ

1949 愛知 月の渚

1950 愛知 篠島観光ホテル大角

1951 愛知 香翠荘

1952 愛知 ホテル日間賀荘

1953 愛知 日間賀観光ホテル

1954 愛知 サンホテル大陽荘

1955 愛知 日間賀島いすず館

1956 愛知 すず屋海游亭

1957 愛知 活魚の美舟

1958 愛知 浜辺のホテル松濤

1959 愛知 豆千待月

1960 愛知 海のしょうげつ

1961 愛知 ＴＨＥ　ＢＥＡＣＨ　ＫＵＲＯＴＡＫＥ

1962 愛知 ホテルナゴヤキャッスル

1963 愛知 名古屋国際ホテル

1964 愛知 キャッスルプラザ

1965 愛知 名古屋観光ホテル

1966 愛知 ホテルサンルートプラザ名古屋

1967 愛知 名鉄グランドホテル

1968 愛知 名古屋リッチホテル錦

1969 愛知 名古屋東急ホテル

1970 愛知 ヒルトン名古屋

1971 愛知 ＡＮＡクラウンプラザホテルグランコート名古屋

1972 愛知 名古屋マリオットアソシアホテル

1973 愛知 ザ　サイプレス　メルキュールホテル　名古屋

1974 愛知 ホテルセントメイン名古屋

1975 愛知 名古屋栄グリーンホテル

1976 愛知 ストリングスホテル　名古屋

1977 愛知 名古屋プリンスホテル　スカイタワー

1978 愛知 レッドプラネット　名古屋錦

1979 愛知 料理旅館なごや花亭美よし

1980 愛知 熱田の杜　ホテル深翠苑

1981 愛知 臨江館



1982 愛知 ホテルトヨタキャッスル

1983 愛知 猿投温泉ホテル金泉閣

1984 愛知 名鉄トヨタホテル

1985 愛知 旬樹庵紫翠閣とうふや

1986 愛知 グランドホテル山海館

1987 愛知 海栄館鯱亭

1988 愛知 粛海風

1989 愛知 源氏香

1990 愛知 いいね！ホテルレシーア南知多

1991 愛知 花乃丸

1992 三重 ホテルナガシマ

1993 三重 ガーデンホテルオリーブ

1994 三重 ホテル花水木

1995 三重 都ホテル　四日市

1996 三重 鈴鹿サーキットホテル

1997 三重 ホテルグリーンパーク鈴鹿

1998 三重 寿亭

1999 三重 鹿の湯ホテル

2000 三重 ホテル湯の本

2001 三重 グリーンホテル

2002 三重 彩向陽

2003 三重 赤目温泉隠れの湯対泉閣

2004 三重 赤目温泉山の湯湯元赤目山水園

2005 三重 湯元榊原舘

2006 三重 旅館清少納言

2007 三重 都シティ　津

2008 三重 山田館

2009 三重 日の出旅館

2010 三重 料亭旅館京平荘

2011 三重 千の杜

2012 三重 斎王の宮

2013 三重 いにしえの宿　伊久

2014 三重 伊勢外宮参道　伊勢神泉

2015 三重 月夜見の座

2016 三重 和亭　朝日館

2017 三重 浜千代館

2018 三重 松阪屋吸霞園

2019 三重 潮香苑

2020 三重 大石屋

2021 三重 麻野館

2022 三重 海洋楼

2023 三重 旅館まつしん

2024 三重 二見温泉ホテル清海

2025 三重 日章館

2026 三重 潮美館

2027 三重 リゾートヒルズ豊浜　蒼空の風

2028 三重 相差パシフィックホテル

2029 三重 志摩ビーチホテル

2030 三重 浜の雅亭一井

2031 三重 みち潮

2032 三重 星海幽月　夢遊華

2033 三重 花の小宿重兵衛

2034 三重 鳥羽国際ホテル

2035 三重 吉田屋和光

2036 三重 鳥羽国際ホテル潮路亭

2037 三重 戸田家

2038 三重 鳥羽シーサイドホテル

2039 三重 胡蝶蘭

2040 三重 ホテル浜離宮

2041 三重 鳥羽小浜荘

2042 三重 扇芳閣

2043 三重 旅館海月



2044 三重 ホテルメ湯楽々

2045 三重 石鏡第一ホテル神倶良

2046 三重 サン浦島悠季の里

2047 三重 心に宿る芭新萃

2048 三重 鳥羽グランドホテル

2049 三重 鳥羽わんわんパラダイスホテル

2050 三重 鳥羽ビューホテル花真珠

2051 三重 新八屋

2052 三重 ホテルリゾート彩花亭

2053 三重 ホテルいじか荘

2054 三重 ホテルマリテーム海幸園

2055 三重 浜辺の温泉宿かめや

2056 三重 寿々波別館錦浦館

2057 三重 旅荘海の蝶

2058 三重 ホテルアルティア鳥羽

2059 三重 御宿　Ｔｈｅ　Ｅａｒｔｈ

2060 三重 あじ蔵ＣａｒｏＣａｒｏ

2061 三重 大江戸温泉物語　ＴＡＯＹＡ志摩

2062 三重 波音の宿中村屋

2063 三重 寿々波

2064 三重 ホテル志摩スペイン村

2065 三重 風待ちの湯福寿荘

2066 三重 はいふう

2067 三重 海辺のホテル　はな

2068 三重 新和具荘

2069 三重 志摩観光ホテル　ザ　クラシック

2070 三重 賢島宝生苑

2071 三重 ＮＥＭＵ　ＲＥＳＯＲＴ　ＨＯＴＥＬ　ＮＥＭＵ

2072 三重 伊勢志摩国立公園　賢島の宿　みち潮

2073 三重 賢島グランドホテル

2074 三重 都リゾート　志摩　ベイサイドテラス

2075 三重 クインテッサホテル伊勢志摩

2076 三重 志摩観光ホテル　ザ　ベイスイート

2077 三重 汀渚　ばさら邸

2078 三重 美食の隠れ家プロヴァンス

2079 三重 心湯あそび　ねぼ～や

2080 三重 シーサイドホテル鯨望荘

2081 三重 プレミアリゾート　夕雅　伊勢志摩

2082 三重 旅館二葉

2083 三重 都リゾート　奥志摩　アクアフォレスト

2084 三重 青蓮寺レークホテル

2085 三重 ホテル季の座

2086 三重 メナード青山リゾート

2087 三重 青山ガーデンリゾートホテル　ローザブランカ

2088 三重 ホテル＆リゾーツ　伊勢志摩

2089 三重 世界遺産リゾート熊野倶楽部

2090 三重 美杉リゾートホテルＡＮＮＥＸ

2091 岐阜 旬樹庵八勝閣みづのを

2092 岐阜 ホテル花更紗

2093 岐阜 恵那峡グランドホテル

2094 岐阜 穂高荘山月

2095 岐阜 ホテル穂高

2096 岐阜 穂高荘山のホテル

2097 岐阜 長作の宿なかだ屋

2098 岐阜 ひなの湯宿　松乃井

2099 岐阜 奥飛騨ガーデンホテル焼岳

2100 岐阜 穂高荘山がの湯

2101 岐阜 岡田旅館

2102 岐阜 平田館

2103 岐阜 中村館

2104 岐阜 平湯温泉　愛宝館

2105 岐阜 匠の宿深山桜庵



2106 岐阜 もずも

2107 岐阜 ホテルひらゆの森

2108 岐阜 湯めぐりの宿　奥飛騨温泉平湯館

2109 岐阜 シャレー中西

2110 岐阜 高山わんわんパラダイスホテル

2111 岐阜 おやど　古都の夢

2112 岐阜 高山観光ホテル（四季彩の宿　萩高山）

2113 岐阜 旅館田邊

2114 岐阜 高山グリーンホテル

2115 岐阜 ひだホテルプラザ

2116 岐阜 本陣平野屋花兆庵

2117 岐阜 緑風苑きよはる

2118 岐阜 ＨＯＴＥＬ　ＡＣＴＹ

2119 岐阜 本陣平野屋別館

2120 岐阜 飛騨高山二人静白雲

2121 岐阜 花扇別邸いいやま

2122 岐阜 宝生閣

2123 岐阜 飛騨亭花扇

2124 岐阜 ホテルアソシア高山リゾート

2125 岐阜 ベストウェスタンホテル高山

2126 岐阜 ルートイングランティア飛騨高山

2127 岐阜 飛騨花里の湯　高山桜庵

2128 岐阜 スパホテルアルピナ飛騨高山

2129 岐阜 東急ステイ飛騨高山　結の湯

2130 岐阜 炭酸泉の宿　泉岳舘

2131 岐阜 水明館

2132 岐阜 小川屋

2133 岐阜 下呂温泉山形屋

2134 岐阜 湯之島館

2135 岐阜 望川館

2136 岐阜 下呂観光ホテル

2137 岐阜 紗々羅

2138 岐阜 下呂温泉木曽屋

2139 岐阜 観光ホテル湯本館

2140 岐阜 川上屋花水亭

2141 岐阜 今宵天空に遊ぶしょうげつ

2142 岐阜 大江戸温泉物語　下呂新館

2143 岐阜 十八楼

2144 岐阜 鵜匠の家すぎ山

2145 岐阜 ホテルパーク

2146 岐阜 岐阜グランドホテル

2147 岐阜 ホテルリソル岐阜

2148 岐阜 都ホテル　岐阜長良川

2149 岐阜 ホテル長良川の郷

2150 岐阜 滝元館遊季の里

2151 岐阜 郡上八幡ホテル積翠園

2152 岐阜 ホテル郡上八幡

2153 岐阜 御宿　結の庄

2154 岐阜 郡上ヴァカンス村ホテル

2155 岐阜 湯元長座

2156 岐阜 旅館山水

2157 岐阜 元湯孫九郎

2158 岐阜 源泉１００％かけ流し温泉　龍リゾート＆スパ

2159 岐阜 大垣フォーラムホテル

2160 岐阜 日本の宿ひだ高山倭乃里

2161 岐阜 八ッ三館

2162 岐阜 メダリオン・ベルグラビアリゾート

2163 富山 ホテルおがわ

2164 富山 延楽

2165 富山 黒部・宇奈月温泉　やまのは

2166 富山 ホテル黒部

2167 富山 延対寺荘



2168 富山 お酒のお宿　喜泉

2169 富山 黒部・宇奈月温泉　桃源

2170 富山 サン柳亭

2171 富山 宇奈月国際ホテル

2172 富山 金太郎温泉

2173 富山 ホテルグランミラージュ

2174 富山 ホテル立山

2175 富山 弥陀ケ原ホテル

2176 富山 立山国際ホテル

2177 富山 ホテル森の風立山

2178 富山 富山エクセルホテル東急

2179 富山 ホテルよし原

2180 富山 ホテル祥園

2181 富山 富山第一ホテル

2182 富山 アパホテル＜富山＞

2183 富山 ＡＮＡクラウンプラザホテル富山

2184 富山 オークスカナルパークホテル富山

2185 富山 山田温泉　玄猿楼

2186 富山 氷見温泉郷　魚巡りの宿　永芳閣（ＢＢＨホテルグループ）

2187 富山 氷見温泉郷くつろぎの宿うみあかり

2188 富山 ホテルニューオータニ高岡

2189 富山 大牧温泉観光旅館

2190 富山 人肌の宿川金

2191 富山 庄川温泉風流味道座敷ゆめつづり

2192 富山 ロイヤルホテル　富山砺波

2193 富山 つるぎ恋月

2194 富山 大岩湯神子温泉

2195 富山 リバーリトリート雅樂倶

2196 富山 生地温泉たなかや

2197 石川 輪島温泉八汐

2198 石川 ホテルこうしゅうえん

2199 石川 海游能登の庄

2200 石川 能登観光ホテル

2201 石川 ホテル海楽荘

2202 石川 百楽荘

2203 石川 加賀屋

2204 石川 ホテル海望

2205 石川 ゆけむりの宿美湾荘

2206 石川 あえの風

2207 石川 天空の宿大観荘

2208 石川 虹と海

2209 石川 多田屋

2210 石川 旅亭はまなす

2211 石川 日本の宿のと楽

2212 石川 宿守屋寿苑

2213 石川 加賀屋別邸　松乃碧

2214 石川 ロイヤルホテル　能登

2215 石川 元湯石屋

2216 石川 金沢ニューグランドホテルプレステージ

2217 石川 ＡＮＡホリデイ・イン金沢スカイ

2218 石川 料理旅館　金沢茶屋

2219 石川 浅田屋

2220 石川 鹿島屋旅館

2221 石川 ホテル金沢

2222 石川 金沢国際ホテル

2223 石川 金沢東急ホテル

2224 石川 金沢セントラルホテル

2225 石川 ＡＮＡクラウンプラザホテル金沢

2226 石川 金沢犀川温泉川端の湯宿滝亭

2227 石川 金城樓

2228 石川 金沢白鳥路　ホテル山楽

2229 石川 ホテル日航金沢



2230 石川 ガーデンホテル金沢

2231 石川 アパホテル＜金沢駅前＞

2232 石川 ホテルリソルトリニティ金沢

2233 石川 ザ・スクエアホテル金沢

2234 石川 ダイワロイヤルホテル　Ｄ－ＰＲＥＭＩＵＭ　金沢

2235 石川 東急ステイ金沢

2236 石川 かなや

2237 石川 まつさき

2238 石川 たがわ龍泉閣

2239 石川 旅亭萬葉

2240 石川 加賀片山津温泉佳水郷（アパホテルズ＆リゾーツ）

2241 石川 ホテル北陸古賀乃井

2242 石川 加賀観光ホテル

2243 石川 かのや光楽苑

2244 石川 湖畔の宿　森本

2245 石川 癒しのリゾート・加賀の幸　ホテルアローレ

2246 石川 季がさね

2247 石川 大江戸温泉物語　片山津温泉ながやま

2248 石川 法師

2249 石川 辻のや花乃庄

2250 石川 旅亭懐石のとや

2251 石川 吉田屋山王閣

2252 石川 みどりの宿萬松閣

2253 石川 瑠璃光

2254 石川 雄山閣

2255 石川 あらや滔々庵

2256 石川 ゆのくに天祥

2257 石川 温泉めい想倶楽部富士屋

2258 石川 べにや無何有

2259 石川 森の栖リゾート＆スパ

2260 石川 葉渡莉

2261 石川 彩華の宿多々見

2262 石川 ゆ湯の宿白山菖蒲亭

2263 石川 たちばな四季亭

2264 石川 ホテル大のや

2265 石川 星野リゾート　界　加賀

2266 石川 山代温泉　みやびの宿　加賀百万石

2267 石川 大江戸温泉物語　山代温泉山下家

2268 石川 翠明

2269 石川 白鷺湯たわらや

2270 石川 かよう亭

2271 石川 胡蝶

2272 石川 お花見久兵衛

2273 石川 花紫

2274 石川 すゞや今日楼

2275 石川 ロイヤルホテル　山中温泉河鹿荘

2276 石川 厨八十八

2277 石川 吉祥やまなか

2278 石川 かがり吉祥亭

2279 石川 よしのや依緑園

2280 石川 セレクトグランド加賀山中

2281 石川 湯畑の宿　花つばき

2282 石川 一里野高原ホテルろあん

2283 石川 珠洲ビーチホテル

2284 福井 清風荘

2285 福井 つるや

2286 福井 グランディア芳泉

2287 福井 みのや泰平閣

2288 福井 べにや

2289 福井 まつや千千

2290 福井 北陸あわら温泉美松

2291 福井 長谷川



2292 福井 花の宿福寿

2293 福井 伝統旅館のぬくもり灰屋

2294 福井 大江戸温泉物語　あわら

2295 福井 東尋坊温泉三国観光ホテル

2296 福井 センチュリオンホテルリゾート＆スパテクノポート福井

2297 福井 ホテルリバージュアケボノ

2298 福井 福井パレスホテル

2299 福井 ユアーズホテルフクイ

2300 福井 ホテルフジタ福井

2301 福井 ホテル京福　福井駅前

2302 福井 永平寺　親禅の宿　柏樹關

2303 福井 ふるさとの宿こばせ

2304 福井 料理旅館平成

2305 福井 旅館　はまゆう　松石庵

2306 福井 北国グランドホテル

2307 福井 海のホテルひろせ

2308 福井 若狭三方磯料理　清風荘

2309 福井 若狭の宿　若狭ふぐとカニのホテルせくみ屋

2310 福井 サンホテルやまね

2311 福井 若狭小浜　四季彩の宿　花椿

2312 福井 若狭マリンプラザ

2313 びわ湖 浜湖月

2314 びわ湖 ホテル＆リゾーツ　長浜

2315 びわ湖 ホテルＹｅｓ長浜　駅前館

2316 びわ湖 北ビワコホテルグラツィエ

2317 びわ湖 須賀谷温泉

2318 びわ湖 びわ湖畔　味覚の宿　双葉荘

2319 びわ湖 ホテルサンルート彦根

2320 びわ湖 料亭旅館やす井

2321 びわ湖 グランドデュークホテル

2322 びわ湖 彦根びわこホテル

2323 びわ湖 彦根キャッスル　リゾート＆スパ

2324 びわ湖 ホテルニューオウミ

2325 びわ湖 グリーンホテルＹｅｓ近江八幡

2326 びわ湖 永源寺温泉　八風の湯

2327 びわ湖 ホテル琵琶湖プラザ

2328 びわ湖 琵琶湖マリオットホテル

2329 びわ湖 ロイヤルオークホテル　スパ＆ガーデンズ

2330 びわ湖 松乃荘

2331 びわ湖 石山温泉　ぼだい樹

2332 びわ湖 琵琶湖ホテル

2333 びわ湖 アヤハレークサイドホテル

2334 びわ湖 びわ湖大津プリンスホテル

2335 びわ湖 ホテルブルーレーク大津

2336 びわ湖 びわ湖花街道

2337 びわ湖 里湯昔話　雄山荘

2338 びわ湖 湯元舘

2339 びわ湖 暖灯館きくのや

2340 びわ湖 雄琴荘

2341 びわ湖 琵琶湖グランドホテル

2342 びわ湖 京近江

2343 びわ湖 びわこ緑水亭

2344 びわ湖 天然源泉の宿「ことゆう」

2345 びわ湖 湖畔の宿琵琶レイクオーツカ

2346 びわ湖 奥琵琶湖マキノグランドパークホテル

2347 びわ湖 延暦寺会館

2348 びわ湖 南郷温泉二葉屋

2349 びわ湖 尾上温泉旅館紅鮎

2350 びわ湖 今津サンブリッジホテル

2351 びわ湖 クサツエストピアホテル

2352 びわ湖 アーバンホテル草津

2353 びわ湖 ホテルボストンプラザ草津びわ湖



2354 びわ湖 アーバンホテル南草津

2355 びわ湖 びわこの千松

2356 びわ湖 白浜荘

2357 びわ湖 グリーンパーク想い出の森

2358 京都 ウェスティン都ホテル京都

2359 京都 都ホテル　京都八条

2360 京都 京都ホテルオークラ

2361 京都 リーガロイヤルホテル京都

2362 京都 京都タワーホテル

2363 京都 ホテルギンモンド京都

2364 京都 京都タワーホテルアネックス

2365 京都 京都センチュリーホテル

2366 京都 京都新阪急ホテル

2367 京都 京都リッチホテル

2368 京都 京都東急ホテル

2369 京都 からすま京都ホテル

2370 京都 ホテル京阪京都グランデ

2371 京都 京都セントラルイン

2372 京都 ＡＮＡクラウンプラザホテル京都

2373 京都 グランドプリンスホテル京都

2374 京都 京都ブライトンホテル

2375 京都 三井ガーデンホテル京都三条

2376 京都 アークホテル京都

2377 京都 リノホテル京都

2378 京都 ホテル日航プリンセス京都

2379 京都 ハートンホテル京都

2380 京都 ホテルセントノーム京都

2381 京都 三井ガーデンホテル京都四条

2382 京都 ホテルグランヴィア京都

2383 京都 アランヴェールホテル京都

2384 京都 ホテル京都エミナース

2385 京都 ハイアットリージェンシー京都

2386 京都 ホテルモントレ京都

2387 京都 ホテルマイステイズ京都四条

2388 京都 イビススタイルズ京都ステーション

2389 京都 ダイワロイネットホテル京都八条口

2390 京都 ホテル　カンラ　京都

2391 京都 ホテルビスタプレミオ京都［河原町通］

2392 京都 ホテル　アンテルーム　京都

2393 京都 ザ　ロイヤルパークホテル　京都三条

2394 京都 都シティ　近鉄京都駅

2395 京都 ダイワロイネットホテル京都四条烏丸

2396 京都 アルモントホテル京都

2397 京都 京都第一ホテル

2398 京都 三井ガーデンホテル京都新町　別邸

2399 京都 ザ・リッツ・カールトン京都

2400 京都 ホテルユニゾ京都四条烏丸

2401 京都 アーバンホテル京都二条プレミアム

2402 京都 ベッセルホテルカンパーナ京都五条

2403 京都 ホテルルビノ京都堀川

2404 京都 ホテルグレイスリー京都三条

2405 京都 ダイワロイネットホテル京都駅前

2406 京都 ソラリア西鉄ホテル京都プレミア三条鴨川

2407 京都 ホテル　ザ　セレスティン京都祇園

2408 京都 東急ステイ京都両替町通（三条烏丸）

2409 京都 ホテルインターゲート京都　四条新町

2410 京都 ザ　ロイヤルパークホテル　京都四条

2411 京都 ホテルリソル京都　河原町三条

2412 京都 ホテルリソル京都　四条室町

2413 京都 ホテルリソルトリニティ京都

2414 京都 ダイワロイヤルホテルグランデ京都

2415 京都 ホテルビスタプレミオ京都　和邸



2416 京都 京王プレリアホテル京都烏丸五条

2417 京都 東急ステイ京都新京極通

2418 京都 ホテルサンルート京都木屋町

2419 京都 ザ・ビー京都四条

2420 京都 クロスホテル京都

2421 京都 ＴＨＥ　ＧＥＮＥＲＡＬ　ＫＹＯＴＯ　高辻富小路

2422 京都 ＴＨＥ　ＴＨＯＵＳＡＮＤ　ＫＹＯＴＯ

2423 京都 京都ユウベルホテル

2424 京都 三井ガーデンホテル京都駅前

2425 京都 シタディーン京都烏丸五条

2426 京都 アーバンホテル京都四条プレミアム

2427 京都 ヴィアイン京都駅八条口

2428 京都 エスペリアホテル京都

2429 京都 ダイワロイネットホテル京都テラス八条東口

2430 京都 オリエンタルホテル京都　六条

2431 京都 オリエンタルホテル京都ギャラリー

2432 京都 リッチモンドホテルプレミア京都駅前

2433 京都 アーバンホテル京都五条プレミアム

2434 京都 ホテル　エミオン　京都

2435 京都 京都堀川イン

2436 京都 Ｒｉｎｎ　五条烏丸

2437 京都 レフ京都八条口ｂｙベッセルホテルズ

2438 京都 緑風荘

2439 京都 京湯元　ハトヤ瑞鳳閣

2440 京都 松本旅館

2441 京都 旅館銀閣

2442 京都 ひふみ旅館

2443 京都 ホテル飯田

2444 京都 京の宿北海館お花坊

2445 京都 和泉屋旅館

2446 京都 ホテル法華クラブ京都

2447 京都 料理旅宿　井筒安

2448 京都 さと茂旅館

2449 京都 新潟屋旅館

2450 京都 旅館あづまや

2451 京都 たき川旅館本館

2452 京都 ホテル佐野家

2453 京都 東寺洛南会館

2454 京都 ホテル近江屋

2455 京都 なごみ宿都和

2456 京都 魚岩旅館

2457 京都 柊家旅館

2458 京都 日昇館尚心亭

2459 京都 石長松菊園

2460 京都 日昇別荘

2461 京都 加茂川館

2462 京都 松井本館

2463 京都 松井別館　花かんざし

2464 京都 柊家別館

2465 京都 晴鴨樓

2466 京都 南禅寺　八千代

2467 京都 祇園吉今

2468 京都 要庵西富家

2469 京都 炭屋旅館

2470 京都 春夏秋雪　京の宿　ギオン福住

2471 京都 京乃宿加ぎ平

2472 京都 玉半

2473 京都 三賀

2474 京都 俵屋旅館

2475 京都 坂の上

2476 京都 お宿いしちょう

2477 京都 旅館平新



2478 京都 綿善旅館

2479 京都 三木半旅館

2480 京都 旅館こうろ

2481 京都 吉田山荘

2482 京都 山茂登旅館

2483 京都 田鶴

2484 京都 旅庵花月

2485 京都 ますや旅館

2486 京都 純和風料理旅館き乃ゑ

2487 京都 ホテル本能寺

2488 京都 ぎおん畑中

2489 京都 元奈古

2490 京都 聖護院御殿荘

2491 京都 旅館さわや本店

2492 京都 幾松

2493 京都 南禅寺参道　菊水

2494 京都 湯の宿松栄

2495 京都 ＮＩＳＨＩＹＡＭＡ　ＲＹＯＫＡＮ

2496 京都 京の宿祇園佐の

2497 京都 料理旅館吉川

2498 京都 花楽

2499 京都 祇をん新門荘

2500 京都 ホテル杉長

2501 京都 ホテル平安の森京都

2502 京都 ホテル秀峰閣

2503 京都 花園会館

2504 京都 清水小路　坂のホテル京都

2505 京都 Ｌｕｘｕｒｙ　ｈｏｔｅｌ　ＳＯＷＡＫＡ

2506 京都 京・貴船・ひろや

2507 京都 ロテルド比叡

2508 京都 四季育む宿　然林房

2509 京都 渡月亭

2510 京都 嵐山温泉彩四季の宿花筏

2511 京都 嵐山辨慶

2512 京都 嵯峨グレースホテル

2513 京都 京都・嵐山ご清遊の宿らんざん

2514 京都 旅亭嵐月

2515 京都 星のや京都

2516 京都 京都嵐山温泉　花伝抄

2517 京都 ホテルビナリオ嵯峨嵐山（コミュニティ嵯峨野）

2518 京都 もみぢ家本館高雄山荘

2519 京都 もみぢ家別館川の庵

2520 京都 すみや亀峰菴

2521 京都 松園荘保津川亭

2522 京都 おもてなしの宿渓山閣

2523 京都 京　ＹＵＮＯＨＡＮＡ　ＲＥＳＯＲＴ　翠泉

2524 京都 桃山温泉月見館

2525 京都 パルセスイン京都

2526 京都 アーバンホテル京都

2527 京都 花やしき浮舟園

2528 京都 光流園静山荘

2529 京都 錦水亭

2530 京都 けいはんなプラザホテル

2531 京都 料理旅館　霞月

2532 京都 清輝楼

2533 京都 茶六別館

2534 京都 茶六本館

2535 京都 ホテル＆リゾーツ　京都　宮津

2536 京都 玄妙庵

2537 京都 ホテル北野屋

2538 京都 天橋立ホテル

2539 京都 文珠荘



2540 京都 文珠荘松露亭

2541 京都 対橋楼

2542 京都 天橋立荘

2543 京都 丹後の湯宿ゑびすや

2544 京都 碧翠御苑

2545 京都 小天橋

2546 京都 みなと悠悠

2547 京都 昭恋館よ志のや

2548 京都 間人温泉　炭平

2549 京都 うまし宿とト屋

2550 京都 一望館

2551 京都 佳松苑

2552 京都 雨情草庵

2553 京都 佳松苑はなれ風香

2554 京都 セントラーレ・ホテル京丹後

2555 京都 橋立ベイホテル

2556 京都 京都るり渓温泉　ｆｏｒ　ＲＥＳＴ　ＲＥＳＯＲＴ

2557 大阪 ホテル・アゴーラ大阪守口

2558 大阪 大阪ベイプラザホテル

2559 大阪 ホテル・アゴーラ　リージェンシー大阪堺

2560 大阪 大江戸温泉物語　箕面観光ホテル

2561 大阪 不死王閣

2562 大阪 南天苑

2563 大阪 ホテルアイボリー

2564 大阪 不動口館

2565 大阪 ホテルグランヴィア大阪

2566 大阪 大阪新阪急ホテル

2567 大阪 ホテル阪神大阪

2568 大阪 ＡＮＡクラウンプラザホテル大阪

2569 大阪 ヒルトン大阪

2570 大阪 ウェスティンホテル大阪

2571 大阪 ホテル阪急インターナショナル

2572 大阪 帝国ホテル大阪

2573 大阪 ホテルモントレ大阪

2574 大阪 コンラッド大阪

2575 大阪 ホテルモントレ　ル・フレール大阪

2576 大阪 ホテル阪急レスパイア大阪

2577 大阪 大阪東急ＲＥＩホテル

2578 大阪 ホテルプラザオーサカ

2579 大阪 ホテル法華クラブ大阪

2580 大阪 ホテルナチュレ大阪梅田　紀州鉄道グループ

2581 大阪 ホテル関西

2582 大阪 ダイワロイアルホテルシティD-PREMIUM　大阪新梅田

2583 大阪 ｎｏｋｕ　ＯＳＡＫＡ

2584 大阪 ホテルニューオータニ大阪

2585 大阪 大阪キャッスルホテル

2586 大阪 ホテルモントレ　ラ・スール大阪

2587 大阪 ホテル・ザ・ルーテル

2588 大阪 ホテルサンホワイト

2589 大阪 湯～モアリゾートニューオリエンタルホテル

2590 大阪 シティルートホテル

2591 大阪 ｈｏｔｅｌ　ｉｔ．ｏｓａｋａｓｈｉｎｍａｃｈｉ

2592 大阪 大阪エクセルホテル東急

2593 大阪 ザ　ロイヤルパークホテル　アイコニック大阪御堂筋

2594 大阪 東急ステイ大阪本町

2595 大阪 都シティ　大阪本町

2596 大阪 ホテルリソルトリニティ大阪

2597 大阪 クロスホテル大阪

2598 大阪 シェラトン都ホテル大阪

2599 大阪 ホテル大阪ＫＥＩＫＯ

2600 大阪 大和屋本店

2601 大阪 かねよし旅館



2602 大阪 旅館くら本

2603 大阪 ホテル一栄

2604 大阪 ホテルモントレグラスミア大阪

2605 大阪 フレイザーレジデンス南海大阪

2606 大阪 ホテルソビアル大阪ドーム前

2607 大阪 ＩＰ　ＣＩＴＹ　ＨＯＴＥＬ　Ｏｓａｋａ

2608 大阪 ホテルソビアルなんば大国町

2609 大阪 シタディーンなんば大阪

2610 大阪 ホテルロイヤルクラシック大阪

2611 大阪 ベッセルインなんば

2612 大阪 都シティ　大阪天王寺

2613 大阪 大阪マリオット都ホテル

2614 大阪 千里阪急ホテル

2615 大阪 新大阪江坂東急ＲＥＩホテル

2616 大阪 ニューオーサカホテル

2617 大阪 ホテルクライトン江坂

2618 大阪 アートホテル大阪ベイタワー

2619 大阪 ホテルセイリュウ

2620 大阪 ホテル近鉄ユニバーサル・シティ

2621 大阪 ホテル京阪ユニバーサル・シティ

2622 大阪 ホテル京阪ユニバーサル・タワー

2623 大阪 ホテルユニバーサルポート

2624 大阪 ザ　パーク　フロント　ホテル　アット　ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

2625 大阪 ザ　シンギュラリ　ホテル＆スカイスパ　アット　ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

2626 大阪 ホテルユニバーサルポート　ヴィータ

2627 大阪 リーベルホテル　アット　ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

2628 奈良 景勝の宿・芳雲館

2629 奈良 竹林院群芳園

2630 奈良 湯元宝の家

2631 奈良 吉野館

2632 奈良 吉野荘　湯川屋

2633 奈良 戎舘

2634 奈良 光緑園西清

2635 奈良 角甚

2636 奈良 宿　花屋徳兵衛

2637 奈良 旅館久保治

2638 奈良 観峯荘にしぎ

2639 奈良 井谷屋

2640 奈良 多武峰観光ホテル

2641 奈良 門前宿　和空法隆寺

2642 奈良 信貴山観光ホテル

2643 奈良 柿本家

2644 奈良 奈良プラザホテル

2645 奈良 春日ホテル

2646 奈良 ＡＮＤＯＨＯＴＥＬ奈良若草山

2647 奈良 飛鳥荘

2648 奈良 大仏館

2649 奈良 奈良パークホテル

2650 奈良 奈良万葉若草の宿三笠

2651 奈良 四季亭

2652 奈良 奈良白鹿荘

2653 奈良 吉田屋旅館

2654 奈良 奈良ホテル

2655 奈良 松乃家旅館

2656 奈良 江戸三

2657 奈良 観鹿荘

2658 奈良 青葉茶屋

2659 奈良 古都の宿むさし野

2660 奈良 ホテル尾花

2661 奈良 ホテルフジタ奈良

2662 奈良 奈良ロイヤルホテル

2663 奈良 旅館江泉



2664 奈良 ホテルニューわかさ

2665 奈良 天平旅館

2666 奈良 ホテル日航奈良

2667 奈良 ホテル美松

2668 奈良 観光ホテルタマル

2669 奈良 ホテルアジール・奈良

2670 奈良 ホテル花小路

2671 奈良 ホテルアジール奈良アネックス

2672 奈良 ホテルウェルネス飛鳥路

2673 奈良 ピアッツァホテル奈良

2674 奈良 センチュリオンホテルクラシック奈良

2675 奈良 スマイルホテル奈良

2676 奈良 ダイワロイヤルホテル　Ｄ－ＰＲＥＭＩＵＭ　奈良

2677 奈良 かんぽの宿奈良

2678 奈良 湖泉閣吉乃屋

2679 奈良 一乃湯ホテル

2680 奈良 十津川温泉ホテル昴

2681 奈良 ＴＨＥ　ＫＡＳＨＩＨＡＲＡ（ザ　橿原）

2682 奈良 ホテルウェルネス大和路

2683 奈良 大和高原ボスコヴィラ

2684 奈良 料理旅館まえひら

2685 和歌山 西南院

2686 和歌山 天徳院

2687 和歌山 総持院

2688 和歌山 宿坊蓮花院

2689 和歌山 一乗院

2690 和歌山 高野山温泉福智院

2691 和歌山 本覺院

2692 和歌山 一般社団法人　高野山宿坊協会

2693 和歌山 遍照尊院

2694 和歌山 常喜院

2695 和歌山 正智院

2696 和歌山 持明院

2697 和歌山 遍照光院

2698 和歌山 赤松院

2699 和歌山 西門院

2700 和歌山 大円院

2701 和歌山 不動院

2702 和歌山 和歌の浦温泉　萬波　ＭＡＮＰＡ　ＲＥＳＯＲＴ

2703 和歌山 漁火の宿シーサイド観潮

2704 和歌山 双子島荘

2705 和歌山 木村屋

2706 和歌山 Ｗａｋａｎｏｕｒａ　Ｎａｔｕｒｅ　Ｒｅｓｏｒｔ　エピカリス

2707 和歌山 ホテルグランヴィア和歌山

2708 和歌山 和歌山マリーナシティホテル

2709 和歌山 ダイワロイネットホテル和歌山

2710 和歌山 紀三井寺温泉花の湯ガーデンホテルはやし

2711 和歌山 和歌山　加太温泉　加太海月

2712 和歌山 加太淡嶋温泉大阪屋ひいなの湯

2713 和歌山 活魚料理旅館あたらし屋

2714 和歌山 かつらぎ温泉　八風の湯

2715 和歌山 ホテル＆リゾーツ　和歌山　みなべ

2716 和歌山 ホテルハーヴェスト南紀田辺

2717 和歌山 下御殿

2718 和歌山 ホテル川久

2719 和歌山 白浜館

2720 和歌山 ＩＮＦＩＮＩＴＯ　ＨＯＴＥＬ＆ＳＰＡ　南紀白浜

2721 和歌山 白良荘グランドホテル

2722 和歌山 ＳＨＩＲＡＨＡＭＡ　ＫＥＹ　ＴＥＲＲＡＣＥ　ホテルシーモア

2723 和歌山 ホテル三楽荘

2724 和歌山 紀州・白浜温泉むさし

2725 和歌山 癒しの宿クアハウス白浜



2726 和歌山 家族とすごす白浜の宿柳屋

2727 和歌山 白浜古賀の井リゾート＆スパ

2728 和歌山 南紀白浜リゾートホテル

2729 和歌山 ホテル天山閣海ゆぅ庭

2730 和歌山 浜千鳥の湯　海舟

2731 和歌山 南紀白浜マリオットホテル

2732 和歌山 ＳＨＩＲＡＨＡＭＡ　ＫＥＹ　ＴＥＲＲＡＣＥ　ＳＥＡＭＯＲＥ　ＲＥＳＩＤＥＮＣＥ

2733 和歌山 湯治のできる宿　しらさぎ

2734 和歌山 ホテルベルヴェデーレ

2735 和歌山 ホテル＆リゾーツ　和歌山　串本

2736 和歌山 碧き島の宿　熊野別邸　中の島（旧名称：中の島）

2737 和歌山 ホテル浦島

2738 和歌山 かつうら御苑

2739 和歌山 ホテルなぎさや

2740 和歌山 陽いずる紅の宿勝浦観光ホテル

2741 和歌山 万清楼

2742 和歌山 花いろどりの宿　花游

2743 和歌山 冨士屋

2744 和歌山 山水館　川湯みどりや

2745 和歌山 あづまや

2746 和歌山 湯の峯荘

2747 和歌山 わたらせ温泉ホテルささゆり

2748 兵庫 ホテル金波楼

2749 兵庫 西村屋ホテル招月庭

2750 兵庫 西村屋本館

2751 兵庫 三木屋

2752 兵庫 泉都

2753 兵庫 但馬屋

2754 兵庫 ゆとうや旅館

2755 兵庫 ときわ別館

2756 兵庫 つたや旅館

2757 兵庫 千年の湯古まん

2758 兵庫 小林屋

2759 兵庫 千年の湯権左衛門

2760 兵庫 新かめや

2761 兵庫 赤石屋

2762 兵庫 ぎゃらりーの宿つばきの旅館

2763 兵庫 しののめ荘

2764 兵庫 富士見屋

2765 兵庫 旅館まつや

2766 兵庫 心の宿三國屋

2767 兵庫 山本屋

2768 兵庫 城崎温泉　東山荘

2769 兵庫 川口屋城崎リバーサイドホテル

2770 兵庫 深山楽亭

2771 兵庫 大西屋水翔苑

2772 兵庫 きのさきの宿緑風閣

2773 兵庫 喧噪の隠れ家月のしずく

2774 兵庫 お宿　芹

2775 兵庫 奥城崎シーサイドホテル

2776 兵庫 丸世井

2777 兵庫 三吉・かに楽座甲羅戯

2778 兵庫 にしたにや海華

2779 兵庫 佳泉郷井づつや

2780 兵庫 朝野家

2781 兵庫 とみや

2782 兵庫 湧泉の宿　ゆあむ

2783 兵庫 湯村温泉　寿荘

2784 兵庫 ブルーリッジホテル

2785 兵庫 峰山高原ホテルリラクシア

2786 兵庫 ホテル若水

2787 兵庫 宝塚ワシントンホテル



2788 兵庫 宝塚ホテル

2789 兵庫 武田尾温泉紅葉舘別庭あざれ

2790 兵庫 さんだサンライズホテル

2791 兵庫 ザ・セレクトンプレミア神戸三田ホテル

2792 兵庫 ホテルグリーンプラザ東条湖

2793 兵庫 神戸ベイシェラトンホテル＆タワーズ

2794 兵庫 サンサイドホテル

2795 兵庫 神戸ポートピアホテル

2796 兵庫 ほてるＩＳＡＧＯ神戸

2797 兵庫 神戸プラザホテル

2798 兵庫 神戸三宮東急ＲＥＩホテル

2799 兵庫 ＡＮＡクラウンプラザホテル神戸

2800 兵庫 ホテルオークラ神戸

2801 兵庫 ホテルパールシティ神戸

2802 兵庫 神戸メリケンパークオリエンタルホテル

2803 兵庫 ホテルピエナ神戸

2804 兵庫 ホテルプラザ神戸

2805 兵庫 神戸ホテルフルーツ・フラワー

2806 兵庫 ホテル　ラ・スイート神戸ハーバーランド

2807 兵庫 ホテルクラウンパレス神戸

2808 兵庫 神戸みなと温泉　蓮

2809 兵庫 神戸ルミナスホテル三宮

2810 兵庫 ホテルモントレ神戸

2811 兵庫 兵衛向陽閣

2812 兵庫 月光園游月山荘

2813 兵庫 有馬グランドホテル

2814 兵庫 ねぎや陵楓閣

2815 兵庫 有馬御苑

2816 兵庫 銀水荘兆楽

2817 兵庫 欽山

2818 兵庫 池之坊満月城

2819 兵庫 古泉閣

2820 兵庫 橋乃家別館嵐翠

2821 兵庫 有馬ロイヤルホテル

2822 兵庫 中の坊瑞苑

2823 兵庫 角の坊

2824 兵庫 陶泉　御所坊

2825 兵庫 元湯龍泉閣

2826 兵庫 御幸荘花結び

2827 兵庫 高山荘華野

2828 兵庫 月光園鴻朧館

2829 兵庫 有馬きらり

2830 兵庫 有馬山叢　御所別墅

2831 兵庫 寿楼

2832 兵庫 料亭旅館人丸花壇

2833 兵庫 明石家旅館別館

2834 兵庫 姫路キヤッスルグランヴィリオホテル

2835 兵庫 ホテル日航姫路

2836 兵庫 ホテルクレール日笠

2837 兵庫 ホテルモントレ姫路

2838 兵庫 夢乃井

2839 兵庫 上山旅館

2840 兵庫 夢乃井庵夕やけこやけ

2841 兵庫 片しぼ竹の宿梅玉

2842 兵庫 割烹旅館志みず

2843 兵庫 絶景露天風呂の宿　銀波荘

2844 兵庫 対鴎舘

2845 兵庫 潮彩きらら祥吉

2846 兵庫 赤穂温泉　赤穂パークホテル

2847 兵庫 赤穂ロイヤルホテル

2848 兵庫 ホテル山長

2849 兵庫 ホテルニューアワジ別邸あわじ浜離宮



2850 兵庫 淡海荘

2851 兵庫 海月館

2852 兵庫 ホテルニューアワジ

2853 兵庫 淡路島観光ホテル

2854 兵庫 ホテルニューアワジ別亭「淡路夢泉景」

2855 兵庫 夢海游淡路島

2856 兵庫 渚の荘　花季

2857 兵庫 淡路インターナショナルホテル・ザ・サンプラザ

2858 兵庫 海のホテル島花

2859 兵庫 やぶ萬旅館

2860 兵庫 淡路島海上ホテル

2861 兵庫 ホテル＆リゾーツ　南淡路

2862 兵庫 ホテルニューアワジプラザ淡路島

2863 兵庫 都ホテル　尼崎

2864 兵庫 旅館若潮

2865 兵庫 ホテルアナガ

2866 兵庫 淡路島うずしお温泉　うめ丸

2867 兵庫 銀花

2868 兵庫 ひだまり

2869 兵庫 シーサイドホテル舞子ビラ神戸

2870 兵庫 ウェスティンホテル淡路

2871 鳥取 明石家

2872 鳥取 岩井屋

2873 鳥取 観水庭こぜにや

2874 鳥取 ホテルニューオータニ鳥取

2875 鳥取 ホテルモナーク鳥取

2876 鳥取 しいたけ会館対翠閣

2877 鳥取 貝殻節の里　旅風庵

2878 鳥取 湖泉閣　養生館

2879 鳥取 望湖楼

2880 鳥取 ゆの宿彩香

2881 鳥取 千年亭

2882 鳥取 斉木別館

2883 鳥取 三朝館

2884 鳥取 依山楼岩崎

2885 鳥取 三朝ロイヤルホテル

2886 鳥取 三朝薬師の湯万翆楼

2887 鳥取 古き良き湯の宿　木屋旅館

2888 鳥取 三朝温泉後楽

2889 鳥取 旅館大橋

2890 鳥取 清流荘

2891 鳥取 もみの木の宿明治荘

2892 鳥取 ホテル大山本館

2893 鳥取 雪花荘

2894 鳥取 とやま旅館

2895 鳥取 ロイヤルホテル　大山

2896 鳥取 ホテルハーベストイン米子

2897 鳥取 ＡＮＡクラウンプラザホテル米子

2898 鳥取 皆生菊乃家

2899 鳥取 湯喜望白扇

2900 鳥取 皆生グランドホテル天水

2901 鳥取 海潮園

2902 鳥取 皆生つるや

2903 鳥取 海色・湯の宿松月

2904 鳥取 皆生シーサイドホテル　海の四季

2905 鳥取 華水亭

2906 鳥取 いこい亭菊萬

2907 鳥取 三井別館

2908 鳥取 芙蓉別館

2909 鳥取 松涛園

2910 鳥取 皆生　游月

2911 島根 津和野温泉宿わた屋



2912 島根 のれん宿明月

2913 島根 国登録有形文化財　旅館　美保館

2914 島根 福間館

2915 島根 さぎの湯荘

2916 島根 海潮温泉　秘湯の宿　海潮荘

2917 島根 ホテル一畑

2918 島根 なにわ一水

2919 島根 松平閣

2920 島根 皆美館

2921 島根 夕景湖畔すいてんかく

2922 島根 てんてん手毬

2923 島根 大橋館

2924 島根 野津旅館

2925 島根 松江エクセルホテル東急

2926 島根 松江ニューアーバンホテル別館

2927 島根 湯之助の宿長楽園

2928 島根 保性館

2929 島根 佳翠苑皆美

2930 島根 星野リゾート　界　出雲

2931 島根 玉井別館

2932 島根 玉造グランドホテル長生閣

2933 島根 松乃湯

2934 島根 出雲・玉造温泉　白石家

2935 島根 出雲神々　縁結びの宿　紺家

2936 島根 曲水の庭　ホテル玉泉

2937 島根 玉造国際ホテル

2938 島根 旅亭山の井

2939 島根 湯元玉井館

2940 島根 源泉かけ流しの宿　湯陣千代の湯

2941 島根 清風荘

2942 島根 湯元湯の川

2943 島根 ホテル武志山荘

2944 島根 出雲ロイヤルホテル

2945 島根 絶景の宿御所覧場

2946 島根 竹野屋旅館

2947 島根 日の出館

2948 島根 出雲大社　御師の宿　ますや旅館

2949 島根 すたに旅館

2950 島根 天然温泉大社の湯　お宿　月夜のうさぎ

2951 島根 天然温泉大社の湯　いにしえの宿　佳雲

2952 島根 銀海

2953 島根 出雲ひのみさきの宿ふじ

2954 島根 のがわや旅館

2955 島根 旅の宿輝雲荘

2956 島根 旅館ますや

2957 島根 旅館ぬしや

2958 島根 ホテル松尾

2959 島根 隠岐シーサイドホテル鶴丸

2960 島根 ホテル隠岐

2961 島根 マリンポートホテル海士

2962 島根 リゾ隠岐ロザージュ

2963 島根 隠岐プラザホテル

2964 島根 隠岐ビューポートホテル

2965 島根 隠岐の島リゾート　あいらんどパークホテル

2966 島根 羽衣荘

2967 岡山 Ｔｈｅ　Ｈｏｔｅｌ　Ｌｉｍａｎｉ　＆Ｓｐａ

2968 岡山 シティホテル池田

2969 岡山 岡山プラザホテル

2970 岡山 岡山国際ホテル

2971 岡山 岡山ロイヤルホテル

2972 岡山 ホテルグランヴィア岡山

2973 岡山 ＡＮＡクラウンプラザホテル岡山



2974 岡山 湯迫温泉白雲閣

2975 岡山 苫田温泉いやしの宿泉水

2976 岡山 ダイヤモンド瀬戸内マリンホテル

2977 岡山 鷲羽山下電ホテル

2978 岡山 ＷＡＳＨＵ　ＢＬＵＥ　ＲＥＳＯＲＴ　風籠

2979 岡山 倉敷せとうち児島ホテル

2980 岡山 鷲羽グランドホテル備前屋甲子

2981 岡山 旅館くらしき

2982 岡山 吉井旅館

2983 岡山 倉敷アイビースクエア

2984 岡山 やさしさの宿竹亭

2985 岡山 ポピースプリングスリゾートアンドスパ

2986 岡山 湯郷グランドホテル

2987 岡山 清次郎の湯　ゆのごう館

2988 岡山 季譜の里

2989 岡山 ゆのごう美春閣

2990 岡山 ふくます亭

2991 岡山 津山鶴山ホテル

2992 岡山 ザ・シロヤマテラス津山別邸

2993 岡山 八景

2994 岡山 湯の蔵つるや

2995 岡山 湯原温泉森のホテルロシュフォール

2996 岡山 湯原国際観光ホテル菊之湯

2997 岡山 ゆばらの宿米屋

2998 岡山 わんこと泊まれる宿　わんこあん

2999 岡山 魚美味倶楽部美晴

3000 岡山 倉敷シーサイドホテル

3001 岡山 由加温泉ホテル山桃花

3002 岡山 和味の宿ラ・フォーレ吹屋

3003 香川 ニュー観海本館天空ホテル海廬

3004 香川 小豆島グランドホテル水明

3005 香川 小豆島国際ホテル

3006 香川 鹿島荘

3007 香川 小豆島シーサイドホテル松風

3008 香川 湯元小豆島温泉塩の湯オーキドホテル

3009 香川 リゾートホテルオリビアン小豆島

3010 香川 ホテルグリーンプラザ小豆島

3011 香川 ベイリゾートホテル小豆島

3012 香川 ホテル川六エルステージ高松

3013 香川 高松センチュリーホテル

3014 香川 四国高松温泉ニューグランデみまつ

3015 香川 夕凪の湯　ＨＯＴＥＬ花樹海

3016 香川 高松国際ホテル

3017 香川 ザ・セレクトン高松

3018 香川 高松東急ＲＥＩホテル

3019 香川 ＪＲホテルクレメント高松

3020 香川 ダイワロイネットホテル高松

3021 香川 屋島の宿桃太郎

3022 香川 あじ温泉庵治観光ホテル海のやどり

3023 香川 坂出グランドホテル

3024 香川 丸亀プラザホテル

3025 香川 オークラホテル丸亀

3026 香川 琴平花壇

3027 香川 こんぴら温泉湯元八千代

3028 香川 虎丸旅館

3029 香川 つるや旅館

3030 香川 琴平グランドホテル桜の抄

3031 香川 湯元こんぴら温泉華の湯紅梅亭

3032 香川 ことひら温泉琴参閣

3033 香川 琴平リバーサイドホテル

3034 香川 ことひら温泉　御宿　敷島館

3035 香川 新樺川観光ホテル



3036 香川 トレスタ白山

3037 香川 大江戸温泉物語　ホテルレオマの森

3038 香川 湯山荘　阿讃琴南

3039 愛媛 ホテル菊水今治

3040 愛媛 今治国際ホテル

3041 愛媛 ホテルアジュール　汐の丸

3042 愛媛 鈍川温泉ホテル

3043 愛媛 カドヤ別荘

3044 愛媛 美賀登

3045 愛媛 ホテル勝山

3046 愛媛 ＡＮＡクラウンプラザホテル松山

3047 愛媛 松山東急ＲＥＩホテル

3048 愛媛 国際ホテル松山

3049 愛媛 松山シティホテル

3050 愛媛 道後御湯

3051 愛媛 大和屋本店

3052 愛媛 ホテル古湧園　遥

3053 愛媛 ふなや

3054 愛媛 道後温泉　八千代

3055 愛媛 道後舘

3056 愛媛 あったらいいな、が湧く湯宿　道後プリンスホテル

3057 愛媛 ホテル葛城

3058 愛媛 道後グランドホテル

3059 愛媛 オールドイングランド道後山の手ホテル

3060 愛媛 茶玻瑠

3061 愛媛 大和屋別荘

3062 愛媛 花ゆづき

3063 愛媛 ホテル椿館

3064 愛媛 ホテル　パティオ・ドウゴ

3065 愛媛 道後ｈａｋｕｒｏ

3066 愛媛 別邸朧月夜

3067 愛媛 奥道後　壱湯の守

3068 愛媛 八幡浜センチュリーホテルイトー

3069 愛媛 宇和島グランドホテル

3070 愛媛 ホテルサンパール

3071 徳島 ベイリゾートホテル鳴門海月

3072 徳島 アオアヲナルトリゾート

3073 徳島 リゾートホテルモアナコースト

3074 徳島 鳴門グランドホテル

3075 徳島 徳島グランドホテル偕楽園

3076 徳島 ホテル白水園

3077 徳島 阿波の国昴宿よしの

3078 徳島 阿波観光ホテル

3079 徳島 ＪＲホテルクレメント徳島

3080 徳島 徳島グランヴィリオホテル

3081 徳島 ホテルサンルート徳島

3082 徳島 ホテルサンシャイン徳島

3083 徳島 ホテル白い燈台

3084 徳島 和の宿ホテル祖谷温泉

3085 徳島 新祖谷温泉ホテルかずら橋

3086 徳島 ホテル秘境の湯

3087 徳島 峡谷の湯宿大歩危峡まんなか

3088 徳島 大歩危温泉サンリバー大歩危

3089 徳島 白地温泉小西旅館

3090 徳島 ＨＯＴＥＬ　ＲＩＶＩＥＲＡししくい

3091 徳島 ふれあいの宿遊遊ＮＡＳＡ

3092 徳島 旅殿　御所　社乃森

3093 徳島 いやしの温泉郷

3094 徳島 油屋美馬館

3095 高知 松栄第二別館

3096 高知 城西館

3097 高知 ブライトパークホテル



3098 高知 高知城下の天然温泉三翠園

3099 高知 高知サンライズホテル

3100 高知 ホテル高砂

3101 高知 土佐御苑

3102 高知 ホテルおおりや

3103 高知 龍馬の宿　南水

3104 高知 リバーサイドホテル松栄

3105 高知 高知プリンスホテル

3106 高知 ザ　クラウンパレス新阪急高知

3107 高知 オリエントホテル高知

3108 高知 オリエントホテル高知和風別館吉萬

3109 高知 ホテル日航高知旭ロイヤル

3110 高知 西鉄イン高知はりまや橋

3111 高知 ウェルカムホテル高知

3112 高知 リゾートホテル海辺の果樹園

3113 高知 ロイヤルホテル　土佐

3114 高知 ホテル明星

3115 高知 中村プリンスホテル

3116 高知 ホテルクラウンヒルズ中村

3117 高知 新ロイヤルホテル四万十

3118 高知 四万十の宿

3119 高知 ホテル星羅四万十

3120 高知 足摺サニーサイドホテル

3121 高知 足摺国際ホテル

3122 高知 ホテル足摺園

3123 高知 ホテル椿荘

3124 高知 足摺パシフィックホテル花椿

3125 高知 ホテル海上館

3126 高知 秋沢ホテル

3127 高知 土佐龍温泉　三陽荘

3128 高知 雲の上のホテル

3129 高知 雲の上のホテル別館・マルシェユスハラ

3130 高知 オーベルジュ土佐山

3131 広島 景勝館漣亭

3132 広島 ホテル鴎風亭

3133 広島 汀邸遠音近音

3134 広島 大吉旅館

3135 広島 角屋旅館

3136 広島 帝釈峡観光ホテル錦彩館

3137 広島 西山別館

3138 広島 登録有形文化財の宿　西山本館

3139 広島 千光寺山荘

3140 広島 尾道国際ホテル

3141 広島 つつ井

3142 広島 住之江旅館

3143 広島 賀茂川荘

3144 広島 ベラビスタ　スパ＆マリーナ　尾道

3145 広島 神石高原ホテル

3146 広島 クレイトンベイホテル

3147 広島 呉森沢ホテル

3148 広島 世羅別館

3149 広島 ホテルフレックス

3150 広島 ＡＮＡクラウンプラザホテル広島

3151 広島 広島の宿相生

3152 広島 ホテルニューヒロデン

3153 広島 広島東急ＲＥＩホテル

3154 広島 ホテル法華クラブ広島

3155 広島 ひろしま国際ホテル

3156 広島 ニューまつお

3157 広島 旅館たなだ

3158 広島 パークサイドホテル広島平和公園前

3159 広島 大昌旅館



3160 広島 広島パシフィックホテル

3161 広島 ホテルセンチュリー２１広島

3162 広島 ホテルグランヴィア広島

3163 広島 ホテル川島　広島駅直結

3164 広島 リーガロイヤルホテル広島

3165 広島 オリエンタルホテル広島

3166 広島 相鉄グランドフレッサ広島

3167 広島 グランドプリンスホテル広島

3168 広島 アーバイン広島エグゼクティブ

3169 広島 シェラトングランドホテル広島

3170 広島 広島ワシントンホテル

3171 広島 ホテル広島サンプラザ

3172 広島 河鹿荘

3173 広島 安芸グランドホテル

3174 広島 安芸の御宿みやじま庵廣島

3175 広島 湯の宿宮浜グランドホテル

3176 広島 庭園の宿石亭

3177 広島 宮島グランドホテル有もと

3178 広島 岩惣

3179 広島 錦水館

3180 広島 ホテル宮島別荘

3181 広島 宮島シーサイドホテル

3182 広島 宮島ホテルニュー寿

3183 広島 宮島ホテルまこと

3184 広島 ホテルみや離宮

3185 広島 蔵宿いろは

3186 広島 ホテル菊乃家

3187 広島 国民宿舎みやじま杜の宿

3188 広島 ツネイシしまなみビレッジ

3189 広島 きのえ温泉ホテル清風館

3190 山口 錦帯橋温泉岩国国際観光ホテル

3191 山口 元祖岩国寿司の宿三原家

3192 山口 油政旅館

3193 山口 白為旅館

3194 山口 岩国国際観光ホテル別館開花亭

3195 山口 周防大島温泉ホテル大観荘

3196 山口 ホテル＆リゾートサンシャインサザンセト

3197 山口 柳井クルーズホテル

3198 山口 ホテルサンルート徳山

3199 山口 紫水園

3200 山口 新山口ターミナルホテル

3201 山口 国際ホテル山口

3202 山口 松田屋ホテル

3203 山口 湯の宿・味の宿梅乃屋

3204 山口 湯田温泉ユウベルホテル松政

3205 山口 西の雅常盤

3206 山口 ホテルかめ福

3207 山口 山水園

3208 山口 ホテルニュータナカ

3209 山口 ホテル喜良久

3210 山口 やまぐち・湯田温泉　古稀庵

3211 山口 秋芳ロイヤルホテル秋芳館

3212 山口 萩グランドホテル天空

3213 山口 萩城三の丸　北門屋敷

3214 山口 萩観光ホテル

3215 山口 萩焼の宿千春楽

3216 山口 萩本陣

3217 山口 萩の御厨（みくりや）・高大

3218 山口 萩の宿常茂恵

3219 山口 宵待ちの宿萩一輪

3220 山口 和のオーベルジュ　萩八景雁嶋別荘

3221 山口 夕景の宿海のゆりかご萩小町



3222 山口 海が奏でる癒しの宿　リゾートホテル美萩

3223 山口 ホテル西長門リゾート

3224 山口 湯本観光ホテル西京

3225 山口 大谷山荘

3226 山口 山村別館

3227 山口 玉仙閣

3228 山口 ホテル長門はらだ

3229 山口 宝珠・湯の宿　枕水

3230 山口 湯本ハイランドホテルふじ

3231 山口 星野リゾート　界　長門

3232 山口 山口屋別館

3233 山口 俵山温泉　泉屋旅館

3234 山口 小天狗

3235 山口 川棚グランドホテル

3236 山口 春帆楼

3237 山口 割烹旅館　寿美礼

3238 山口 下関グランドホテル

3239 山口 みもすそ川別館

3240 山口 関門の宿　源平荘

3241 山口 下関温泉　風の海

3242 山口 ＣＯＣＯＬＡＮＤ山口・宇部

3243 山口 宇部７２アジススパホテル

3244 山口 湯免観光ホテル　名湯ゆめの郷

3245 山口 一の俣温泉グランドホテル

3246 山口 一の俣温泉観光ホテル

3247 福岡 プレミアホテル　門司港

3248 福岡 ホテルルートイン門司港

3249 福岡 ＪＲ九州ステーションホテル小倉

3250 福岡 西鉄イン小倉

3251 福岡 リーガロイヤルホテル小倉

3252 福岡 千草ホテル

3253 福岡 アクティブリゾーツ　福岡八幡

3254 福岡 湯めぐりの宿　楠水閣

3255 福岡 ＡＮＡクラウンプラザホテル福岡

3256 福岡 ホテルニューオータニ博多

3257 福岡 西鉄グランドホテル

3258 福岡 ホテル法華クラブ福岡

3259 福岡 タカクラホテル福岡

3260 福岡 冷泉閣ホテル駅前

3261 福岡 冷泉閣ホテル川端

3262 福岡 博多グリーンホテル２号館

3263 福岡 サンライフホテル２・３

3264 福岡 ソラリア西鉄ホテル福岡

3265 福岡 ホテル日航福岡

3266 福岡 博多エクセルホテル東急

3267 福岡 ヒルトン福岡シーホーク

3268 福岡 プレジデントホテル博多

3269 福岡 キャナルシティ・福岡ワシントンホテル

3270 福岡 グランド　ハイアット　福岡

3271 福岡 ホテルオークラ福岡

3272 福岡 マースガーデンホテル博多

3273 福岡 西鉄イン天神

3274 福岡 ホテルエクレール博多

3275 福岡 ザ・レジデンシャルスイート・福岡

3276 福岡 ホテルモントレラ・スール福岡

3277 福岡 ホテルクリオコート博多

3278 福岡 博多東急ＲＥＩホテル

3279 福岡 ザ　ロイヤルパークホテル　福岡

3280 福岡 ホテルリソルトリニティ博多

3281 福岡 サットンホテル博多シティ

3282 福岡 ＪＲ九州ホテル　ブラッサム博多中央

3283 福岡 ベニキア　カルトンホテル福岡天神



3284 福岡 アゴーラ福岡山の上ホテル＆スパ

3285 福岡 平和台ホテル５

3286 福岡 ホテルグランビュー福岡空港

3287 福岡 都ホテル博多

3288 福岡 ホテルモントレ福岡

3289 福岡 岩井ホテル

3290 福岡 大丸別荘

3291 福岡 大観荘

3292 福岡 泰泉閣

3293 福岡 ホテルパーレンス小野屋

3294 福岡 六峰舘

3295 福岡 虹の宿ホテル花景色

3296 福岡 白柳荘

3297 福岡 柳川藩主立花邸　御花

3298 福岡 グランドホテル清風荘

3299 福岡 ロイヤルホテル　宗像

3300 佐賀 旅館魚半

3301 佐賀 唐津シーサイドホテル

3302 佐賀 洋々閣

3303 佐賀 旅館綿屋

3304 佐賀 ホテル＆リゾーツ　佐賀　唐津

3305 佐賀 旅館金丸

3306 佐賀 旅館大和屋

3307 佐賀 ＯＮＣＲＩ古湯温泉おんくり

3308 佐賀 ホテル龍登園

3309 佐賀 四季彩ホテル　千代田館

3310 佐賀 ホテルニューオータニ佐賀

3311 佐賀 旅館あけぼの

3312 佐賀 ガーデンテラス佐賀　ホテル＆マリトピア

3313 佐賀 武雄温泉　大正浪漫の宿　京都屋

3314 佐賀 なかます旅館

3315 佐賀 湯元荘東洋館

3316 佐賀 ホテル春慶屋

3317 佐賀 懐石宿扇屋

3318 佐賀 和多屋別荘

3319 佐賀 嬉野観光ホテル大正屋

3320 佐賀 茶心の宿和楽園

3321 佐賀 旅館大村屋

3322 佐賀 萬象閣・敷島

3323 佐賀 ホテル桜

3324 佐賀 ホテル華翠苑

3325 佐賀 うれしの元湯

3326 佐賀 夜灯見荘

3327 佐賀 太良観光ホテル

3328 佐賀 鶴荘

3329 佐賀 蟹御殿

3330 佐賀 天山多久温泉　ＴＡＱＵＡ

3331 長崎 弁天荘

3332 長崎 ビューホテル壱岐

3333 長崎 かねや別館

3334 長崎 壱岐ステラコート太安閣

3335 長崎 奥壱岐の千年湯平山旅館

3336 長崎 丸屋ホテル

3337 長崎 対馬グランドホテル

3338 長崎 国際観光ホテル旗松亭

3339 長崎 平戸海上ホテル

3340 長崎 ホテル彩陽　ＷＡＫＩＧＡＷＡ

3341 長崎 旅亭平戸彩月庵

3342 長崎 ホテル　フラッグス　九十九島

3343 長崎 ホテルリソル佐世保

3344 長崎 弓張の丘ホテル

3345 長崎 カンパーナホテル



3346 長崎 ＧＯＴＯ　ＴＳＵＢＡＫＩ　ＨＯＴＥＬ

3347 長崎 矢太樓

3348 長崎 矢太樓・南館

3349 長崎 坂本屋

3350 長崎 稲佐山観光ホテル

3351 長崎 ホテル長崎

3352 長崎 ＡＮＡクラウンプラザホテル長崎グラバーヒル

3353 長崎 ホテルニュータンダ

3354 長崎 長崎バスターミナルホテル

3355 長崎 にっしょうかん別邸紅葉亭

3356 長崎 ホテルニュー長崎

3357 長崎 ザ・ホテル長崎ＢＷプレミアコレクション

3358 長崎 長崎スカイホテル

3359 長崎 長崎ホテル異邦館

3360 長崎 にっしょうかん新館梅松鶴

3361 長崎 長崎ブルースカイホテル

3362 長崎 ルークプラザホテル

3363 長崎 ホテルＪＡＬシティ長崎

3364 長崎 ホテルモントレ長崎

3365 長崎 長崎にっしょうかん

3366 長崎 ガーデンテラス長崎ホテル＆リゾート

3367 長崎 長崎ロイヤルチェスターホテル

3368 長崎 春陽館

3369 長崎 うぐいすや旅館

3370 長崎 雲仙宮崎旅館

3371 長崎 湯元ホテル

3372 長崎 雲仙観光ホテル

3373 長崎 雲仙スカイホテル

3374 長崎 有明ホテル

3375 長崎 ゆやど雲仙新湯

3376 長崎 名湯の宿　雲仙いわき旅館

3377 長崎 民芸モダンの宿　雲仙福田屋

3378 長崎 東園

3379 長崎 旅亭半水盧

3380 長崎 ホテル南風楼

3381 長崎 東洋九十九ベィホテル

3382 長崎 旅館海望荘

3383 長崎 長崎インターナショナルホテル

3384 長崎 オリーブベイホテル

3385 長崎 ｉ＋Ｌａｎｄ　ｎａｇａｓａｋｉ

3386 長崎 ホテルヨーロッパ

3387 長崎 ホテルオークラＪＲハウステンボス

3388 長崎 ホテル日航ハウステンボス

3389 長崎 ホテルローレライ

3390 長崎 ウォーターマークホテル長崎・ハウステンボス

3391 長崎 大江戸温泉物語　西海橋コラソンホテル

3392 長崎 オーシャンパレスリゾート

3393 長崎 ホテルパサージュ琴海

3394 熊本 つえたて温泉ひぜんや

3395 熊本 ふくみ山荘

3396 熊本 杖立渓流の宿大自然

3397 熊本 ホテルブランカ

3398 熊本 ホテルヴェルデ

3399 熊本 さつき別荘

3400 熊本 司ロイヤルホテル

3401 熊本 ホテルしらさぎ

3402 熊本 山鹿温泉清流荘

3403 熊本 富士ホテル

3404 熊本 菊池グランドホテル

3405 熊本 望月旅館

3406 熊本 菊池観光ホテル

3407 熊本 国際ホテル菊池笹乃家



3408 熊本 ＡＮＡクラウンプラザホテル熊本ニュースカイ

3409 熊本 丸小ホテル

3410 熊本 熊本和数奇司館

3411 熊本 熊本ホテルキャッスル

3412 熊本 ホテル法華クラブ熊本

3413 熊本 熊本東急ＲＥＩホテル

3414 熊本 ザ・ニューホテル熊本

3415 熊本 リバーサイドホテル熊本

3416 熊本 ホテル日航熊本

3417 熊本 エアポートホテル熊本

3418 熊本 松島観光ホテル岬亭

3419 熊本 天草渚亭

3420 熊本 ホテルアレグリアガーデンズ天草

3421 熊本 天草プリンスホテル

3422 熊本 望洋閣

3423 熊本 金波楼

3424 熊本 湯の児　海と夕やけ

3425 熊本 清流山水花あゆの里

3426 熊本 鍋屋本館

3427 熊本 翠嵐楼

3428 熊本 人吉旅館

3429 熊本 芳野旅館

3430 熊本 和風旅館華もみじ

3431 熊本 ホテルグリーンピア南阿蘇

3432 熊本 ホテル角萬

3433 熊本 阿蘇プラザホテル

3434 熊本 阿蘇の司ビラパークホテル＆スパリゾート

3435 熊本 蘇山郷

3436 熊本 阿蘇ホテル一番館

3437 熊本 瀬の本高原ホテル

3438 熊本 湯峡の響き優彩

3439 熊本 黒川荘

3440 熊本 夢龍胆

3441 熊本 山みず木

3442 熊本 やまびこ旅館

3443 熊本 山の宿新明館

3444 熊本 いやしの里　樹やしき

3445 熊本 旅館奥の湯

3446 熊本 お宿野の花

3447 熊本 四季の里はなむら

3448 熊本 おた里の湯彩の庄

3449 熊本 静寂な森の宿　山しのぶ

3450 熊本 菊南温泉ユウベルホテル

3451 熊本 小松屋渚館

3452 熊本 ホテル松竜園　海星

3453 熊本 ホテルセキア

3454 大分 日田の宿よろづや

3455 大分 亀山亭ホテル

3456 大分 小京都の湯みくまホテル

3457 大分 リバーサイドホテル山水館

3458 大分 旅籠かやうさぎ

3459 大分 ｃａｆｆｅｌ　ひなのさと

3460 大分 奥日田温泉　うめひびき

3461 大分 天ケ瀬観光ホテル成天閣

3462 大分 瀬音・湯音の宿浮羽

3463 大分 夢の国・星の国みるきーすぱサンビレッヂ

3464 大分 山荘天水

3465 大分 浮羽別館新紫陽

3466 大分 楓乃木

3467 大分 杉乃井ホテル

3468 大分 ホテルニューツルタ

3469 大分 おにやまホテル



3470 大分 別府亀の井ホテル

3471 大分 べっぷ好楽

3472 大分 天空湯房清海荘

3473 大分 海薫る宿ホテルニュー松実

3474 大分 悠彩の宿望海

3475 大分 ホテル白菊

3476 大分 ホテル三泉閣

3477 大分 べっぷ昭和園

3478 大分 ゆわいの宿竹乃井

3479 大分 ホテル風月ＨＡＭＭＯＮＤ

3480 大分 旅館筑新

3481 大分 岡本屋旅館

3482 大分 割烹旅館もみや

3483 大分 ホテルサンバリー

3484 大分 ホテル＆リゾーツ　別府湾

3485 大分 シーサイドホテル美松大江亭

3486 大分 ホテル別府パストラル

3487 大分 ＡＭＡＮＥＲＥＳＯＲＴ　ＳＥＩＫＡＩ

3488 大分 ホテル山水館

3489 大分 ホテルアーサー

3490 大分 ホテルサンバリーアネックス

3491 大分 ホテルリゾーピア別府

3492 大分 眺望の宿しおり

3493 大分 もと湯の宿　黒田や

3494 大分 割烹旅館かんな和別邸

3495 大分 旅亭　松葉屋

3496 大分 別府温泉　Ｈｏｔｅｌ芙蓉倶楽部

3497 大分 美湯の宿両築別邸

3498 大分 別府温泉　竹と椿のお宿　花べっぷ

3499 大分 ホテル芳泉鶴

3500 大分 ＡＭＡＮＥＲＥＳＯＲＴ　ＧＡＨＡＭＡ

3501 大分 杜の湯リゾート

3502 大分 ＲＥＸ　ＨＯＴＥＬ別府

3503 大分 灯りの宿　燈月

3504 大分 城島高原ホテル

3505 大分 ゆふいん山水館

3506 大分 山のホテル夢想園

3507 大分 亀の井別荘

3508 大分 由布院玉の湯

3509 大分 由布院ことぶき花の庄

3510 大分 湯布院かほりの郷はな村

3511 大分 湯布院山灯館

3512 大分 山荘無量塔

3513 大分 旅館冨季の舎

3514 大分 ゆふいんホテル秀峰館

3515 大分 和風旅館　津江の庄

3516 大分 湯布院ほてい屋

3517 大分 御宿　由府両築

3518 大分 旅亭田乃倉

3519 大分 柚富の郷彩岳館

3520 大分 旅館めばえ荘

3521 大分 ゆふいん泰葉

3522 大分 日の春旅館

3523 大分 ゆふいん月燈庵

3524 大分 旅籠Ｈａｔａｇｏ　香乃蔵

3525 大分 草庵秋桜

3526 大分 山荘わらび野

3527 大分 名苑と名水の宿梅園

3528 大分 ゆふいん七色の風

3529 大分 由布院　美肌のお宿　風の森

3530 大分 御宿　八遇來

3531 大分 朝霧のみえる宿　ゆふいん花由



3532 大分 由布の御宿　山もみじ

3533 大分 ゆふいん旅庵　和山豊

3534 大分 志美津旅館

3535 大分 九重観光ホテル

3536 大分 九重星生ホテル

3537 大分 九重悠々亭

3538 大分 名水の宿宝珠屋

3539 大分 九重いやしの里ホテル大高原

3540 大分 宝泉寺観光ホテル湯本屋

3541 大分 季の郷山の湯

3542 大分 ホテル法華クラブ大分

3543 大分 レンブラントホテル大分

3544 大分 ホテル日航大分　オアシスタワー

3545 大分 大分センチュリーホテル

3546 大分 ダイワロイネットホテル大分

3547 大分 ホテル岩城屋

3548 大分 スパ＆リゾートホテルソラージュ大分・日出

3549 大分 宿房翡翠之庄　Ｔｈｅ　ｋｉｎｇｆｉｓｈｅｒ　ｒｅｓｏｒｔ

3550 大分 丸長旅館

3551 大分 御宿友喜美荘

3552 大分 大丸旅館

3553 大分 ホテルますの井

3554 大分 レゾネイトクラブくじゅう

3555 大分 フリューゲル久住

3556 大分 星野リゾート　界　阿蘇

3557 鹿児島 霧島ホテル

3558 鹿児島 霧島観光ホテル

3559 鹿児島 夫婦露天風呂の宿　天テラス

3560 鹿児島 霧島国際ホテル

3561 鹿児島 旅行人山荘

3562 鹿児島 ホテル霧島キャッスル

3563 鹿児島 ホテル静流荘

3564 鹿児島 いやしの里松苑

3565 鹿児島 アクティブリゾーツ　霧島

3566 鹿児島 さくらさくら温泉

3567 鹿児島 摘み草の宿こまつ

3568 鹿児島 きりしま悠久の宿一心

3569 鹿児島 料亭旅館竹千代霧島別邸

3570 鹿児島 ラビスタ霧島ヒルズ

3571 鹿児島 数寄の宿野鶴亭

3572 鹿児島 かごしま空港ホテル

3573 鹿児島 ＳＨＩＲＯＹＡＭＡ　ＨＯＴＥＬ　ｋａｇｏｓｈｉｍａ（城山ホテル鹿児島）

3574 鹿児島 温泉ホテル中原別荘（客室禁煙・耐震改修済）

3575 鹿児島 鹿児島サンロイヤルホテル

3576 鹿児島 ホテル吹上荘

3577 鹿児島 ホテルニューニシノ

3578 鹿児島 アートホテル鹿児島

3579 鹿児島 鹿児島東急ＲＥＩホテル

3580 鹿児島 ホテルタイセイアネックス

3581 鹿児島 ホテル・レクストン鹿児島

3582 鹿児島 ＪＲ九州ホテル鹿児島

3583 鹿児島 ホテル法華クラブ鹿児島

3584 鹿児島 レム鹿児島

3585 鹿児島 ソラリア西鉄ホテル鹿児島

3586 鹿児島 旅館薩摩の里

3587 鹿児島 指宿いわさきホテル

3588 鹿児島 指宿白水館

3589 鹿児島 指宿海上ホテル

3590 鹿児島 指宿シーサイドホテル

3591 鹿児島 指宿フェニックスホテル

3592 鹿児島 いぶすき秀水園

3593 鹿児島 指宿ロイヤルホテル



3594 鹿児島 指宿コーラルビーチホテル

3595 鹿児島 花の温泉ホテル　吟松

3596 鹿児島 夫婦プール＆露天風呂の離れ宿　悠離庵

3597 鹿児島 指宿ベイヒルズ　ＨＯＴＥＬ＆ＳＰＡ

3598 鹿児島 指宿温泉こらんの湯錦江楼

3599 鹿児島 種子島あらきホテル

3600 鹿児島 ホテルニュー種子島

3601 鹿児島 コスモリゾート種子島ゴルフリゾート

3602 鹿児島 ホテル・レクストン種子島

3603 鹿児島 種子島いわさきホテル

3604 鹿児島 田代別館

3605 鹿児島 シーサイドホテル屋久島

3606 鹿児島 屋久島グリーンホテル

3607 鹿児島 屋久島いわさきホテル

3608 鹿児島 ＪＲホテル屋久島

3609 鹿児島 ｓａｎｋａｒａ　ｈｏｔｅｌ＆ｓｐａ屋久島

3610 鹿児島 ホテルニュー奄美

3611 鹿児島 プリシアリゾートヨロン

3612 鹿児島 ヨロン島ビレッジ

3613 鹿児島 ホテルさつき苑

3614 鹿児島 喜界第一ホテル

3615 鹿児島 ホテル華耀亭

3616 鹿児島 ホテル京セラ

3617 鹿児島 妙見石原荘

3618 鹿児島 フォンタナの丘かもう

3619 宮崎 今国旅館

3620 宮崎 旅館神仙

3621 宮崎 ホテル四季見

3622 宮崎 花旅館岩戸屋

3623 宮崎 旅館千木

3624 宮崎 宮崎観光ホテル

3625 宮崎 エアラインホテル

3626 宮崎 ホテルセンチュリー宮崎

3627 宮崎 シェラトン・グランデ・オーシャンリゾート

3628 宮崎 ホテルマリックスラグーン

3629 宮崎 ホテル金住

3630 宮崎 ホテルＪＡＬシティ宮崎

3631 宮崎 ホテルマリックス

3632 宮崎 ホテルメリージュ

3633 宮崎 ＪＲ九州ホテル宮崎

3634 宮崎 ガーデンテラス宮崎ホテル＆リゾート

3635 宮崎 ＡＯＳＨＩＭＡ　ＳＵＩＫＯＥＮ

3636 宮崎 青島グランドホテル

3637 宮崎 「子宝・安産の宿」地蔵庵

3638 宮崎 青島サンクマール

3639 宮崎 ルートイングランティアあおしま太陽閣

3640 宮崎 ＡＮＡ　ホリデイ・イン　リゾート　宮崎

3641 宮崎 日南海岸南郷プリンスホテル

3642 宮崎 酒泉の杜綾陽亭

3643 宮崎 ホテルジェイズ日南リゾート

3644 宮崎 北郷　音色香の季　合歓のはな

3645 沖縄 アダ・ガーデンホテル沖縄

3646 沖縄 リゾートホテルベルパライソ

3647 沖縄 センチュリオンホテルアンドリゾートヴィンテージ沖縄美ら海

3648 沖縄 本部グリーンパークホテル

3649 沖縄 ホテルマハイナウェルネスリゾートオキナワ

3650 沖縄 ゆがふいんＢＩＳＥ

3651 沖縄 ホテルオリオンモトブリゾート＆スパ

3652 沖縄 アラマハイナ　コンドホテル

3653 沖縄 マリンピアザオキナ

3654 沖縄 ホテルみゆきビーチ

3655 沖縄 ムーンビーチパレスホテル



3656 沖縄 ホテルムーンビーチ

3657 沖縄 ＡＮＡインターコンチネンタル万座ビーチリゾート

3658 沖縄 シェラトン沖縄サンマリーナリゾート

3659 沖縄 沖縄かりゆしビーチリゾート・オーシャンスパ

3660 沖縄 ルネッサンスリゾート　オキナワ

3661 沖縄 かねひで恩納マリンビューパレス

3662 沖縄 リザンシーパークホテル谷茶ベイ

3663 沖縄 みゆきハマバルリゾート

3664 沖縄 ジ・アッタテラスクラブタワーズ

3665 沖縄 Ｏｋｉｎａｗａ　Ｓｐａ　Ｒｅｓｏｒｔ　ＥＸＥＳ

3666 沖縄 カフーリゾートフチャク　コンド・ホテル

3667 沖縄 ベストウェスタン沖縄恩納ビーチ

3668 沖縄 ホテルモントレ沖縄スパ＆リゾート

3669 沖縄 海の旅亭おきなわ名嘉真荘

3670 沖縄 ハイアットリージェンシー瀬良垣アイランド沖縄

3671 沖縄 ホテルサンセットヒル

3672 沖縄 ハレクラニ沖縄

3673 沖縄 Ｕ－ＭＵＩ　Ｆｏｒｅｓｔ　Ｖｉｌｌａ　Ｏｋｉｎａｗａ　ＹＡＭＡＤＡ　ＧＵＳＵＫＵ

3674 沖縄 ロワジール　リビングスイーツ　瀬良垣

3675 沖縄 沖縄サンコーストホテル

3676 沖縄 かねひで喜瀬ビーチパレス

3677 沖縄 ホテルリゾネックス名護

3678 沖縄 カヌチャベイホテル＆ヴィラズ

3679 沖縄 ザ・ブセナテラス

3680 沖縄 ホテルゆがふいんおきなわ

3681 沖縄 オキナワマリオットリゾート＆スパ

3682 沖縄 ホテルルートイン名護

3683 沖縄 ベストウェスタン沖縄幸喜ビーチ

3684 沖縄 ザ・テラスクラブアットブセナ

3685 沖縄 ザ・リッツ・カールトン沖縄

3686 沖縄 センチュリオンホテルリゾート沖縄名護シティ

3687 沖縄 コンドミニアムホテル　名護リゾート　リエッタ中山

3688 沖縄 オキナワ　グランメールリゾート

3689 沖縄 ＥＭウェルネスリゾートコスタビスタ沖縄ホテル＆スパ

3690 沖縄 ザ・ビーチタワー沖縄

3691 沖縄 ベッセルホテルカンパーナ沖縄

3692 沖縄 ヒルトン沖縄北谷リゾート

3693 沖縄 ラ・ジェント・ホテル沖縄北谷

3694 沖縄 ダブルツリーｂｙヒルトン沖縄北谷リゾート

3695 沖縄 沖縄ハーバービューホテル

3696 沖縄 沖縄ホテル

3697 沖縄 ホテルサンパレス球陽館

3698 沖縄 ダブルツリーｂｙヒルトン那覇首里城

3699 沖縄 ホテルサン沖縄

3700 沖縄 ネストホテル那覇

3701 沖縄 ホテルロイヤルオリオン

3702 沖縄 パシフィックホテル沖縄

3703 沖縄 ＣＯＭＭＵＮＩＴＹ＆ＳＰＡ那覇セントラルホテル

3704 沖縄 南西観光ホテル

3705 沖縄 サンプラザホテル

3706 沖縄 ホテルタイラ

3707 沖縄 ザ・ナハテラス

3708 沖縄 琉球サンロイヤルホテル

3709 沖縄 スマイルホテル那覇シティリゾート

3710 沖縄 ロワジールホテル　那覇

3711 沖縄 沖縄かりゆしアーバンリゾート・ナハ

3712 沖縄 ホテルチュラ琉球

3713 沖縄 ルートイングランティア那覇

3714 沖縄 ホテルグランビュー沖縄

3715 沖縄 ホテルパームロイヤルＮＡＨＡ国際通り

3716 沖縄 ホテルオーシャン（国際通り）

3717 沖縄 アルモントホテル那覇おもろまち



3718 沖縄 ホテルＪＡＬシティ那覇

3719 沖縄 ホテルサン・クイーン

3720 沖縄 沖縄ナハナ・ホテル＆スパ

3721 沖縄 スマイルホテル沖縄那覇

3722 沖縄 ＨＯＴＥＬ　ＡＺＡＴ（ホテル　アザット）

3723 沖縄 ホテルロコアナハ

3724 沖縄 ロワジールスパタワー那覇

3725 沖縄 那覇東急ＲＥＩホテル

3726 沖縄 ダブルツリーｂｙヒルトン那覇

3727 沖縄 ソルヴィータホテル那覇

3728 沖縄 ダイワロイネットホテル沖縄県庁前

3729 沖縄 ダイワロイネットホテル那覇国際通り

3730 沖縄 ダイワロイネットホテル那覇おもろまち

3731 沖縄 リーガロイヤルグラン沖縄

3732 沖縄 メルキュールホテル沖縄那覇

3733 沖縄 ホテルリゾネックス那覇

3734 沖縄 ハイアット　リージェンシー　那覇　沖縄

3735 沖縄 アルモントホテル那覇県庁前

3736 沖縄 ホテルグレイスリー那覇

3737 沖縄 ＪＲ九州ホテル　ブラッサム那覇

3738 沖縄 ノボテル沖縄那覇

3739 沖縄 Ｏｋｉｎａｗａ　ＥＸＥＳ　Ｎａｈａ

3740 沖縄 ホテルコレクティブ

3741 沖縄 東急ステイ沖縄那覇

3742 沖縄 ホテルアンテルーム那覇

3743 沖縄 ホテルストレータ那覇

3744 沖縄 ホテルグランビューガーデン沖縄

3745 沖縄 サザンビーチホテル＆リゾート沖縄

3746 沖縄 ユインチホテル南城

3747 沖縄 百名伽藍

3748 沖縄 イーフビーチホテル

3749 沖縄 リゾートホテル久米アイランド

3750 沖縄 サイプレスリゾート久米島

3751 沖縄 ホテルニュー丸勝

3752 沖縄 宮古島東急ホテル＆リゾーツ

3753 沖縄 ホテルブリーズベイマリーナ

3754 沖縄 ホテルアトールエメラルド宮古島

3755 沖縄 宮古第一ホテル

3756 沖縄 シギラベイサイドスイートアラマンダ

3757 沖縄 ホテル共和

3758 沖縄 ホテルピースアイランド宮古島

3759 沖縄 アラマンダ　インギャーコーラルヴィレッジ

3760 沖縄 ブリーズベイ　オーシャン

3761 沖縄 ホテルシギラミラージュ

3762 沖縄 ホテルピースアイランド宮古島市役所通り

3763 沖縄 ＨＯＴＥＬ　ＬＯＣＵＳ（ホテル　ローカス）

3764 沖縄 ｔｈｅ　ｒｅｓｃａｐｅ

3765 沖縄 南の美ら花ホテルミヤヒラ

3766 沖縄 ホテルグランビュー石垣

3767 沖縄 ＡＮＡインターコンチネンタル石垣リゾート

3768 沖縄 石垣島ビーチホテルサンシャイン

3769 沖縄 フサキビーチリゾート　ホテル＆ヴィラズ

3770 沖縄 アートホテル石垣島

3771 沖縄 石垣シーサイドホテル

3772 沖縄 Ｏｋｉｎａｗａ　ＥＸＥＳ　Ｉｓｈｉｇａｋｉｊｉｍａ

3773 沖縄 ルートイングランティア石垣

3774 沖縄 ホテルロイヤルマリンパレス石垣島

3775 沖縄 ホテルイーストチャイナシー

3776 沖縄 ベッセルホテル石垣島

3777 沖縄 グランヴィリオリゾート石垣島　オーシャンズウイング

3778 沖縄 コンフォートホテル石垣島

3779 沖縄 ホテル　花と緑のみずほ石垣島



3780 沖縄 ホテルピースアイランド石垣イン八島

3781 沖縄 グランヴィリオ　リゾート石垣島　ヴィラガーデン

3782 沖縄 星のや竹富島

3783 沖縄 ホテルピースアイランド竹富島

3784 沖縄 西表アイランドホテル

3785 沖縄 西表島ジャングルホテルパイヌマヤ

3786 沖縄 ラ・ティーダ西表リゾート

3787 沖縄 星野リゾート　西表島ホテル

3788 沖縄 アイランドホテル与那国

3789 沖縄 はいむるぶし

3790 沖縄 星野リゾート　リゾナーレ小浜島

3791 沖縄 オクマプライベートビーチ＆リゾート

3792 沖縄 ココ　ガーデンリゾート　オキナワ

3793 沖縄 ケラマビーチホテル

3794 沖縄 ラグナガーデンホテル

3795 沖縄 ムーンオーシャン宜野湾ホテル＆レジデンス

3796 沖縄 ロイヤルホテル　沖縄残波岬

3797 沖縄 ザ・サザンリンクスリゾートホテル

3798 沖縄 ＡＪリゾートアイランド伊計島

3799 沖縄 ホテル日航アリビラ

3800 沖縄 ホテルむら咲むら

3801 沖縄 ジ・ウザテラスビーチクラブヴィラズ

3802 沖縄 グランディスタイル　沖縄　読谷　ホテル＆リゾート

3803 沖縄 星のや沖縄

3804 沖縄 ホテル浜比嘉島リゾート

3805 沖縄 琉球温泉瀬長島ホテル


