
令和４年４月１日現在

北海道 101001 休暇村　支笏湖 北海道千歳市支笏湖温泉 0123-25-2201

北海道 102001 グリーンピア　大沼 北海道茅部郡森町赤井川２２９ 049-277-4611

北海道 102002 函館大沼プリンスホテル 北海道亀田郡七飯町西大沼温泉 0120-33-8686

北海道 103001 新富良野プリンスホテル 北海道富良野市中御料 0120-33-8686

北海道 104002 札幌プリンスホテル 北海道札幌市中央区南２条西１１丁目 0120-33-8686

北海道 106001 屈斜路プリンスホテル 北海道川上郡弟子屈町屈斜路温泉 0120-33-8686

北海道 107001 釧路プリンスホテル 北海道釧路市幸町７－１ 0120-33-8686

北海道 108001 湯の川観光ホテル祥苑 北海道函館市湯川町２－４－２０ 0570-030-780

岩手県 301001 休暇村　岩手網張温泉 岩手県岩手郡雫石町網張温泉 019-693-2211

岩手県 301002 雫石プリンスホテル 岩手県岩手郡雫石町高倉温泉 0120-33-8686

岩手県 302001 休暇村　陸中宮古 岩手県宮古市崎鍬ヶ崎１８－２５－３ 0193-62-9911

宮城県 401002 Ａｃｔｉｖｅ　Ｒｅｓｏｒｔｓ　宮城蔵王 宮城県刈田郡蔵王町遠刈田温泉字鬼石原１－１ 0224-34-3121

宮城県 403001 休暇村　気仙沼大島 宮城県気仙沼市外畑１６ 0226-28-2626

宮城県 406001 ホテル松島大観荘 宮城県宮城郡松島町松島字犬田１０－７６ 022-354-5214

秋田県 501001 休暇村　乳頭温泉郷 秋田県仙北市田沢湖駒ヶ岳２－１ 0187-46-2244

山形県 601001 休暇村　庄内羽黒 山形県鶴岡市羽黒町手向羽黒山８ 0235-62-4270

福島県 701001 スパリゾート　ハワイアンズ 福島県いわき市常磐藤原町蕨平５０ 0570-550-550

福島県 701002 ホテル美里 福島県いわき市常磐湯本町吹谷５７－２ 0246-42-2181

福島県 702001 休暇村　裏磐梯 福島県耶麻郡北塩原村桧原 0241-32-2421

福島県 702002 Ａｃｔｉｖｅ Ｒｅｓｏｒｔｓ 裏磐梯 福島県耶麻郡北塩原村大字桧原字剣ヶ峯１０９３－３０９ 0241-32-3121

福島県 702003 裏磐梯レイクリゾート　五色の森 福島県耶麻郡北塩原村大字桧原字湯平山１１７１－１ 03-6685-8400

福島県 703001 ペンション　ワインズ 福島県南会津郡南会津町高杖原５１８ 0241-78-3075

福島県 703005 会津高原ペンションエンドレス 福島県南会津郡南会津町高杖原４５８ 0241-78-5138

福島県 704003 東山パークホテル新風月 福島県会津若松市東山町大字湯本字積り９９ 0570-050-780

福島県 706001 ながめの館 光雲閣 福島県二本松市岳温泉１－８５ 0243-24-2101

福島県 706002 鏡が池　碧山亭 福島県二本松市岳温泉２－１３ 0570-052-780

福島県 707001 季の郷　湯ら里 福島県南会津郡只見町長浜字上平５０ 0241-84-2888

福島県 708004 フォレストリゾート　猪苗代　四季の里 福島県耶麻郡猪苗代町見祢山１ 0242-63-1616

福島県 711003 飯坂ホテルジュラク 福島県福島市飯坂町西滝ノ町２７ 024-541-2501

福島県 711008 福住旅館 福島県福島市飯坂町字若葉町２７ 024-542-4211

福島県 711009 伊東園ホテル飯坂　叶や 福島県福島市飯坂町湯野字上川原２－４ 0570-051-780

福島県 713001 ホテル華の湯 福島県郡山市熱海町熱海５－８－６０ 024-984-2222

福島県 713005 伊東園ホテル磐梯向滝 福島県郡山市熱海町熱海５－２９５ 0570-053-780

福島県 717001 しらかば荘 福島県大沼郡昭和村大字野尻字廻り戸１１７８ 0241-57-2585

茨城県 802001 あんこうの宿　まるみつ 茨城県北茨城市平潟町２３５ 0293-46-0569

茨城県 805001 ホテル奥久慈館 茨城県久慈郡大子町池田２３６９－３ 0570-002-780
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栃木県 901008 光雲荘 栃木県那須塩原市塩原２３４０－１ 0287-32-2414

栃木県 901021 明賀屋本館 栃木県那須塩原市塩原３５３ 0287-32-2833

栃木県 901023 乃木温泉ホテル 栃木県那須塩原市下永田１－９９３－１１ 0287-37-4126

栃木県 901024 伊東園ホテル塩原 栃木県那須塩原市塩原２１９６－４ 0570-067-780

栃木県 901025 ホテルニューもみぢ 栃木県那須塩原市塩原１０７４ 0570-068-780

栃木県 902003 鬼怒川プラザホテル 栃木県日光市鬼怒川温泉滝５３０ 0288-76-1031

栃木県 902007 日光きぬ川ホテル三日月 栃木県日光市鬼怒川温泉大原１４００ 0288-77-2611

栃木県 902008 湯けむりまごころの宿　一心舘 栃木県日光市鬼怒川温泉滝５４２－３ 0288-77-0008

栃木県 902009 鬼怒川観光ホテル 栃木県日光市鬼怒川温泉滝３５９－２ 0288-77-1101

栃木県 902012 静寂とまごころの宿　七重八重 栃木県日光市鬼怒川温泉大原１０６０ 0288-77-2222

栃木県 902014 花の宿　松や 栃木県日光市鬼怒川温泉藤原１９ 0288-77-1221

栃木県 902020 渓流の宿　緑水 栃木県日光市鬼怒川温泉滝８６１－３ 0288-77-4001

栃木県 902021 ほてる白河　湯の蔵 栃木県日光市鬼怒川温泉滝４８３ 0288-76-0020

栃木県 902023 鬼怒川ロイヤルホテル 栃木県日光市鬼怒川温泉大原１４２６－２ 0570-003-780

栃木県 902024 伊東園ホテルニューさくら 栃木県日光市鬼怒川温泉大原１０６０ 0570-004-780

栃木県 903005 湯けむりの里　柏屋 栃木県日光市川治温泉高原６２ 0288-78-0002

栃木県 903006 一柳閣本館 栃木県日光市川治温泉高原４６ 0570-005-780

栃木県 904005 彩り湯かしき　花と華 栃木県日光市湯西川６０１ 0288-98-0321

栃木県 904008 ホテル湯西川 栃木県日光市湯西川５９７ 0570-009-780

栃木県 905001 休暇村　那須 栃木県那須郡那須町湯本 0287-76-2467

栃木県 905004 旅館　石川荘 栃木県那須郡那須町湯本２０３ 0287-76-2214

栃木県 905007 グランドホテル愛寿 栃木県那須郡那須町湯本２０６ 0287-76-3060

栃木県 905009 芦野温泉ホテル 栃木県那須郡那須町芦野１４６１ 0287-74-0211

栃木県 905016 Ｒｏｙａｌ　Ｈｏｔｅｌ　那須 栃木県那須郡那須町高久丙４４４９－２ 0287-76-1155

栃木県 905017 ホテル美玉の湯 栃木県那須郡那珂川町小砂３１０２ 0287-93-0811

栃木県 905018 ホテルサンバレー那須 栃木県那須郡那須町湯本２０３ 0287-76-3800

栃木県 905020 大金温泉グランドホテル 栃木県那須烏山市岩子８６－２ 0287-88-2211

栃木県 906001 休暇村　日光湯元 栃木県日光市湯元温泉 0288-62-2421

栃木県 906006 大江戸温泉物語　日光霧降 栃木県日光市所野１５３５－１ 0288-50-1212

栃木県 906007 日光東照宮晃陽苑 栃木県日光市瀬尾１６４０－１４ 0288-53-1150

栃木県 908001 益子舘里山リゾートホテル 栃木県芳賀郡益子町大字益子２４３－３ 0285-72-7777

群馬県 1001001 ホテルニュー伊香保 群馬県渋川市伊香保町伊香保３７２－１ 0120-41-3737

群馬県 1001003 金太夫 群馬県渋川市伊香保町伊香保１９ 0570-062-780

群馬県 1001005 福一 群馬県渋川市伊香保町伊香保甲８ 0279-20-3000

群馬県 1001006 古久家旅館 群馬県渋川市伊香保町伊香保５２ 0279-72-3322

群馬県 1001009 一冨士ホテル 群馬県渋川市伊香保町伊香保５５７－１２ 0279-72-2622

群馬県 1001012 よろこびの宿　しん喜 群馬県渋川市伊香保町伊香保５５７ー３４ 0279-20-3255
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群馬県 1001014 ホテル木暮 群馬県渋川市伊香保町伊香保１３５ 0279-72-2701

群馬県 1001015 岸権旅館 群馬県渋川市伊香保町伊香保甲４８ 0279-72-3105

群馬県 1001016 森秋旅館 群馬県渋川市伊香保町伊香保６０ 0279-72-2601

群馬県 1001017 市川別館　晴観荘 群馬県渋川市伊香保町伊香保５５７ 0279-72-2717

群馬県 1001018 千明仁泉亭 群馬県渋川市伊香保町伊香保４５ 0279-72-3355

群馬県 1001019 日本美術の宿　美松館 群馬県渋川市伊香保町伊香保１３１ 0279-72-2655

群馬県 1001020 旅館　ふくぜん 群馬県渋川市伊香保町伊香保３９６－１ 0279-72-2123

群馬県 1001021 お宿　玉樹 群馬県渋川市伊香保町伊香保８７－２ 0120-41-8054

群馬県 1001022 ホテルきむら 群馬県渋川市伊香保町伊香保５５７－３２ 0279-72-3333

群馬県 1001024 景風流の宿　かのうや 群馬県渋川市伊香保町伊香保５９１ 0279-72-2662

群馬県 1001028 如心の里　ひびき野 群馬県渋川市伊香保町伊香保４０３－１２５ 0279-72-7022

群馬県 1001029 お宿　かつほ 群馬県渋川市伊香保町伊香保３６１－９ 0279-72-2059

群馬県 1001031 ヘルシーパル赤城 群馬県渋川市赤城町敷島４４ 0279-56-3030

群馬県 1001032 伊香保グランドホテル 群馬県渋川市伊香保町伊香保５５０ 0570-061-780

群馬県 1001033 伊香保温泉とどろき 群馬県渋川市伊香保町伊香保１０６ 0570-063-780

群馬県 1002001 ホテル磯部ガーデン 群馬県安中市磯部１－１２－５ 027-385-0085

群馬県 1002002 雀のお宿　磯部館 群馬県安中市磯部１－５－５ 027-385-6411

群馬県 1003001 源泉湯の宿  千の谷 群馬県利根郡みなかみ町相俣２４８ 0278-66-1151

群馬県 1003003 猿ヶ京ホテル 群馬県利根郡みなかみ町猿ヶ京温泉１１７１ 0278-66-1101

群馬県 1003005 ホテル生京園 群馬県利根郡みなかみ町猿ヶ京温泉１１２１ 0278-66-0311

群馬県 1004001 四万グランドホテル 群馬県吾妻郡中之条町四万４２２８ 0279-64-2211

群馬県 1004002 柏屋旅館 群馬県吾妻郡中之条町四万３８２９ 0279-64-2255

群馬県 1004003 四萬舘 群馬県吾妻郡中之条町四万３８３８ 0279-64-2001

群馬県 1004004 国民宿舎　四万ゆずりは荘 群馬県吾妻郡中之条町大字四万４３４５ 0279-64-2340

群馬県 1004005 伊東園ホテル四万 群馬県吾妻郡中之条町四万４３５８－１ 0570-057-780

群馬県 1004006 沢渡温泉　宮田屋旅館 群馬県吾妻郡中之条町大字上沢渡２１６３－３ 0279-66-2231

群馬県 1005001 休暇村　嬬恋鹿沢 群馬県吾妻郡嬬恋村鹿沢温泉 0279-98-0511

群馬県 1005003 万座プリンスホテル 群馬県吾妻郡嬬恋村大字干俣２４０１ 0120-33-8686

群馬県 1005004 嬬恋プリンスホテル 群馬県吾妻郡嬬恋村嬬恋高原 0120-33-8686

群馬県 1005005 万座高原ホテル 群馬県吾妻郡嬬恋村大字干俣２４０１ 0120-33-8686

群馬県 1006001 みなかみホテルジュラク 群馬県利根郡みなかみ町湯原６６５ 0278-72-2521

群馬県 1006002 旅館　たにがわ 群馬県利根郡みなかみ町谷川５２４－１ 0278-72-2468

群馬県 1006006 源泉湯の宿　松乃井 群馬県利根郡みなかみ町湯原５５１ 0278-72-3200

群馬県 1006010 奥利根温泉　ホテルサンバード 群馬県利根郡みなかみ町藤原４９５７－１ 0278-75-2321

群馬県 1006011 ホテル湯の陣 群馬県利根郡みなかみ町湯檜曽２０８ 0570-059-780

群馬県 1007001 アルペンローゼ 群馬県吾妻郡草津町草津５１２－２ 048-822-3304

群馬県 1007002 草津温泉　望雲 群馬県吾妻郡草津町草津４３３－１ 0279-88-3251
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群馬県 1007005 ホテル一井 群馬県吾妻郡草津町草津４１１ 0279-88-0011

群馬県 1007011 ホテル櫻井 群馬県吾妻郡草津町草津４６５－４ 0279-88-1111

群馬県 1007020 草津グリーンパークパレス 群馬県吾妻郡草津町草津白根４６４－５２３ 0279-88-3960

群馬県 1007022 草津温泉　ホテルヴィレッジ 群馬県吾妻郡草津町草津６１８ 0279-88-3232

群馬県 1007023 伊東園ホテル草津 群馬県吾妻郡草津町草津４６４－１０５１ 0570-058-780

群馬県 1014002 源泉かけ流しの天然温泉宿　金龍園 群馬県沼田市利根町老神５９２ 0278-56-3021

群馬県 1014003 吟松亭　あわしま 群馬県沼田市利根町老神６０３ 0278-56-2311

群馬県 1014005 東秀館 群馬県沼田市利根町穴原１１５１ 0278-56-3024

群馬県 1014008 伍楼閣 群馬県沼田市利根町老神６０２ 0278-56-2555

群馬県 1014010 伊東園ホテル尾瀬老神山楽荘 群馬県沼田市利根町老神５８３ 0570-060-780

群馬県 1017003 湯元　千代田館 群馬県利根郡片品村大字土出２１ 0278-58-7041

群馬県 1017006 尾瀬岩鞍リゾートホテル 群馬県利根郡片品村土出２６０９ 0278-58-7131

群馬県 1017007 尾瀬高原ホテル 群馬県利根郡片品村戸倉３２９ 0278-58-7511

群馬県 1018004 ＳＵＮおのがみ 群馬県渋川市村上３９６－１ 0279-20-8111

群馬県 1019001 フォレストリゾート コニファーいわびつ 群馬県吾妻郡東吾妻町大字原町４３９９ 0279-68-5338

群馬県 1020001 妙義グリーンホテル＆テラス 群馬県富岡市妙義町菅原２６７８ 0274-73-4111

群馬県 1022001 千年の森　Ｊ－ｗｉｎｇｓスポーツセンター 群馬県利根郡昭和村大字川額３７１６－５９５ 0278-21-2377

群馬県 1023001 国民宿舎サンレイク草木 群馬県みどり市東町草木１６５４－１ 0277-95-6309

群馬県 1024001 榛名湖温泉　ゆうすげ元湯 群馬県高崎市榛名湖町８４６－３ 027-374-9211

埼玉県 1101003 秩父小鹿野温泉旅館　梁山泊 埼玉県秩父郡小鹿野町般若２６０ 0494-75-2654

埼玉県 1101004 宮本の湯 埼玉県秩父郡小鹿野町長留４９５－１ 0494-75-2272

埼玉県 1101006 越後屋旅館 埼玉県秩父郡小鹿野町小鹿野１８５３ 0494-75-0048

埼玉県 1101007 小鹿野温泉　須﨑旅館 埼玉県秩父郡小鹿野町小鹿野１８１５ 0494-75-0024

埼玉県 1101008 小鹿野町営　国民宿舎　両神荘 埼玉県秩父郡小鹿野町両神小森７０７ 0494-79-1221

埼玉県 1104002 ホテル美やま 埼玉県秩父市山田１２９４－１ 0494-24-6311

埼玉県 1104006 和銅鉱泉　ゆの宿　和どう 埼玉県秩父市黒谷８１３ 0494-23-3611

埼玉県 1104008 いこいの村　ヘリテイジ美の山 埼玉県秩父郡皆野町大字皆野字花の木３４１５ 0494-62-4355

埼玉県 1104009 ナチュラルファームシティ　農園ホテル別館 埼玉県秩父市大宮５９１１－１ 0494-22-2000

埼玉県 1107004 休暇村　奥武蔵 埼玉県飯能市吾野７２ 042-978-2888

埼玉県 1108001 川越プリンスホテル 埼玉県川越市新富町１－２２ 0120-33-8686

埼玉県 1109002 ニューサンピア埼玉おごせ 埼玉県入間郡越生町古池７００ 049-292-6111

千葉県 1201001 ホテル海光苑 千葉県鴨川市太海１１０ 04-7092-2131

千葉県 1201002 鴨川ユニバースホテル 千葉県鴨川市前原６９ 04-7092-1361

千葉県 1201005 鴨川ヒルズリゾートホテル 千葉県鴨川市天津３１６４－７ 04-7094-2535

千葉県 1203001 絶景の宿　犬吠埼ホテル 千葉県銚子市犬吠埼９５７４－１ 0479-22-8111

千葉県 1203003 ホテルニュー大新 千葉県銚子市犬吠埼１０２９２ 0120-22-0224

千葉県 1203004 ホテル別邸　海と森（太陽の里） 千葉県銚子市犬吠埼１０２９２－１ 0479-25-6000
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千葉県 1205001 ホテル千倉 千葉県南房総市千倉町瀬戸浜田２９８０－１２ 0470-44-3111

千葉県 1206001 休暇村　館山 千葉県館山市見物７２５ 0470-29-0211

千葉県 1208001 ホテル東海荘 千葉県長生郡白子町中里４４３７－１ 0475-33-2061

千葉県 1208003 青松庭　白砂 千葉県長生郡白子町古所３２９１ 0475-33-3523

千葉県 1208004 ホテル　ニュー・カネイ 千葉県長生郡白子町中里４４４２ 0475-33-2511

千葉県 1208005 スパ＆リゾート 九十九里 太陽の里 千葉県長生郡長生村一松３４４５ 0475-32-5550

千葉県 1208007 サニーインむかい 千葉県長生郡白子町中里４３６９ 0475-33-2133

千葉県 1208008 サンシャイン・白子 千葉県長生郡白子町中里４５０７－２ 0475-33-2121

千葉県 1208009 ホテル カアナパリ 千葉県長生郡白子町中里４５１９ 0475-33-2045

千葉県 1208010 ホテル ニューオーツカ 千葉県長生郡白子町驚１０１４ 0475-33-2363

千葉県 1208011 白子・サンライズオーツカ 千葉県長生郡白子町中里４４０８－１８ 0475-30-2221

千葉県 1208012 ホテル一宮シーサイドオーツカ 千葉県長生郡一宮町一宮１００００ 0120-466-411

千葉県 1208013 国民宿舎　サンライズ九十九里 千葉県山武郡九十九里町真亀４９０８ 0475-76-4151

千葉県 1209001 グランドホテル太陽 千葉県南房総市白浜町白浜３５３５－５ 0470-38-3331

千葉県 1209002 南国ホテル 千葉県南房総市白浜町白浜２５４４－１ 0570-027-800

千葉県 1210001 ロマンの森共和国　シルクヴィラ 千葉県君津市豊英６５９－１ 0439-38-2211

千葉県 1211002 ホテルオークラ東京ベイ 千葉県浦安市舞浜１－８ 047-355-3344

千葉県 1213001 蓮沼ガーデンハウス マリーノ 千葉県山武市蓮沼ホ３１１ 0475-86-2511

神奈川県 1401005 フォレストリゾート　ホテル城山 神奈川県足柄下郡湯河原町城堀２０７ 0465-63-0151

神奈川県 1401006 フォレストリゾート　ゆがわら　水の香里 神奈川県足柄下郡湯河原町宮上６１４ 0465-62-1830

神奈川県 1401007 フォレストリゾート　湯の里　杉菜 神奈川県足柄下郡湯河原町宮上２７９ 0465-62-4805

神奈川県 1401008 フォレストリゾート　ゆがわら 万葉荘 神奈川県足柄下郡湯河原町土肥３－６ 0465-62-3755

神奈川県 1401009 ホテル四季彩 神奈川県足柄下郡湯河原町宮上２３５ 0570-046-780

神奈川県 1402001 マホロバマインズ三浦 神奈川県三浦市南下浦町上宮田３２３１ 0120-046-891

神奈川県 1405001 箱根パークス吉野 神奈川県足柄下郡箱根町湯本茶屋１３９－５ 0460-85-8111

神奈川県 1405003 箱根湯の花プリンスホテル 神奈川県足柄下郡箱根町芦ノ湯９３ 0120-33-8686

神奈川県 1405004 ザ・プリンス箱根芦ノ湖 神奈川県足柄下郡箱根町元箱根１４４ 0120-33-8686

神奈川県 1405005 箱根園コテージ 神奈川県足柄下郡箱根町元箱根１４４ 0120-33-8686

神奈川県 1405007 芦ノ湖畔蛸川温泉　龍宮殿 神奈川県足柄下郡箱根町元箱根１４４ 0120-33-8686

神奈川県 1405008 箱根仙石原プリンスホテル 神奈川県足柄下郡箱根町仙石原１２４６ 0120-33-8686

神奈川県 1405015 伊東園ホテル箱根湯本 神奈川県足柄下郡箱根町湯本茶屋９５－１ 0570-045-780

神奈川県 1406001 鎌倉プリンスホテル 神奈川県鎌倉市七里ガ浜東１－２－１８ 0120-33-8686

神奈川県 1407001 大磯プリンスホテル 神奈川県中郡大磯町国府本郷５４６ 0120-33-8686

新潟県 1501003 湯沢グランドホテル 新潟県南魚沼郡湯沢町大字湯沢２４９４ 025-784-2351

新潟県 1501008 舞子高原ホテル 新潟県南魚沼市舞子２０５６－１０８ 025-783-3511

新潟県 1501010 いろりあん 新潟県南魚沼市小栗山２０８９－４ 025-773-5847

新潟県 1501011 心と体の保養の宿　龍氣 新潟県南魚沼市小栗山字上ノ台２３１０ 025-770-2525
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新潟県 1501012 旬彩の庄　坂戸城 新潟県南魚沼市坂戸２９２－４ 025-773-3333

新潟県 1502001 富士屋 新潟県新潟市西蒲区岩室温泉６９３ 0256-82-4151

新潟県 1503002 白玉の湯　泉慶 新潟県新発田市月岡温泉４５３ 0254-32-1111

新潟県 1503004 白玉の湯　華鳳 新潟県新発田市月岡温泉１３４ 0254-32-1515

新潟県 1503005 白玉の湯華鳳　別邸　越の里 新潟県新発田市月岡温泉１３４ 0254-32-3030

新潟県 1506002 ホテル湯元 新潟県魚沼市上折立４６０ 0570-055-780

新潟県 1506003 石打ユングパルナス 新潟県南魚沼市石打土堂９４６ 025-783-7888

新潟県 1507001 ニュー・グリーンピア津南 新潟県中魚沼郡津南町秋成１２３００ 049-277-4611

新潟県 1508006 ホテル湯沢湯沢でんき屋 新潟県南魚沼郡湯沢町土樽１５５ 025-787-3020

新潟県 1509001 休暇村　妙高 新潟県妙高市関山 0255-82-3168

新潟県 1511001 萬歳楽 新潟県柏崎市高柳町高尾１０－１ 0257-41-2222

新潟県 1512001 美味海食　汐彩の湯　みかく 新潟県上越市大潟区九戸浜２３９ 025-534-2434

新潟県 1512002 潮風薫る宿　みはらし 新潟県上越市大潟区九戸浜２３８－３ 025-534-2566

新潟県 1512005 割烹旅館三景 新潟県上越市大潟区九戸浜２５４ 025-534-2721

新潟県 1512006 ロイヤルホテル小林 新潟県上越市大潟区雁子浜３０４－２ 025-534-2555

新潟県 1513001 あてま高原リゾートベルナティオ 新潟県十日町市馬場癸１２３９ 025-758-4888

新潟県 1514001 風雅の宿　長生館 新潟県阿賀野市村杉４６３２－８ 0250-66-2111

新潟県 1515001 ホテル飛鳥 新潟県長岡市寺泊野積１０７－１２５ 0258-41-6111

新潟県 1515002 美味探究の宿　住吉屋 新潟県長岡市寺泊大町７７４５ 0258-75-3228

石川県 1702001 休暇村　能登千里浜 石川県羽咋市羽咋町オ７０ 0767-22-4121

福井県 1801001 休暇村　越前三国 福井県坂井市三国町崎１５－４５ 0776-82-7400

山梨県 1902002 精進マウントホテル 山梨県南都留郡富士河口湖町精進３０１ 0555-87-2200

山梨県 1903002 フォレストリゾート　山中湖　秀山荘 山梨県南都留郡山中湖村平野２５０５ 0555-62-5481

山梨県 1904001 華やぎの章　慶山 山梨県笛吹市石和町市部８２２ 055-262-2161

山梨県 1904003 ホテルやまなみ 山梨県笛吹市石和町駅前１５－１ 055-262-5522

山梨県 1904005 旅館　㐂仙 山梨県笛吹市石和町川中島４８２ 055-262-2404

山梨県 1904007 華やぎの章　甲斐路 山梨県笛吹市石和町川中島１６０７－４０ 055-262-7373

山梨県 1904008 ホテル石庭 山梨県笛吹市石和町窪中島５８７ 055-262-4155

山梨県 1905001 Ｒｏｙａｌ　Ｈｏｔｅｌ　八ヶ岳 山梨県北杜市大泉町西井出８２４０－１０３９ 0551-38-2911

長野県 2001003 軽井沢プリンスホテル 長野県北佐久郡軽井沢町軽井沢１０１６－７５ 0120-33-8686

長野県 2001007 ルグラン旧軽井沢 長野県北佐久郡軽井沢町大字軽井沢４６９－４ 03-6685-8400

長野県 2003004 ホテル亀屋本店 長野県千曲市上山田温泉１－３７－１ 026-275-1002

長野県 2003005 湯楽　ゆうざん 長野県千曲市上山田温泉２－３２－１１ 026-275-2333

長野県 2003006 中央ホテル 長野県千曲市上山田温泉１－３８－１ 026-275-3322

長野県 2003008 ホテル圓山荘 長野県千曲市上山田温泉２－９－６ 026-275-1119

長野県 2003010 ホテル　プラトン 長野県千曲市上山田温泉３－１２－２ 026-275-5111

長野県 2003011 ホテルうづらや 長野県千曲市八幡３０６７ 026-272-1008
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長野県 2003012 遊子　千曲館 長野県千曲市上山田温泉１－３３－４ 026-275-1111

長野県 2003013 リバーサイド上田館 長野県千曲市大字戸倉温泉３０５５ 0570-081-780

長野県 2005001 湖泉荘 長野県諏訪市湖岸通り１－１３－８ 0266-53-6611

長野県 2005003 上諏訪温泉 油屋旅館 長野県諏訪市湖岸通り３－４－１６ 0570-086-780

長野県 2006001 休暇村　乗鞍高原 長野県松本市安曇４３０７ 0263-93-2304

長野県 2006002 伊東園ホテル浅間の湯 長野県松本市浅間温泉３－４－９ 0570-083-780

長野県 2007002 菅平国際ホテル　ベルニナ 長野県上田市菅平高原１２２３ 0268-74-2325

長野県 2008001 天竜水神温泉　花薫る宿よし乃亭 長野県飯田市下久堅知久平１８１５ 0265-29-8130

長野県 2009001 ホテル水明館 長野県下高井郡山ノ内町大字平穏２９４１ 0570-080-780

長野県 2009006 春蘭の宿　さかえや 長野県下高井郡山ノ内町大字平穏２１７１ 0269-33-2531

長野県 2009008 ホテルおもだか 長野県下高井郡山ノ内町大字佐野２６１４－１６ 0120-51-3125

長野県 2009009 ホテル豊生 長野県下高井郡山ノ内町湯田中温泉 0269-33-3281

長野県 2009010 硯川ホテル 長野県下高井郡山ノ内町平穏７１４８－１０ 0269-34-2921

長野県 2010002 ペンション　じゅあん 長野県北佐久郡立科町芦田八ヶ野４１０－１０ 0267-55-7355

長野県 2010003 白樺湖ビューホテル 長野県北佐久郡立科町大字芦田八ヶ野白樺湖１５２５ 0570-085-780

長野県 2011002 信州佐久春日温泉　かすがの森 長野県佐久市春日２２５８－１ 0267-52-2111

長野県 2011003 国民宿舎　もちづき荘 長野県佐久市春日５９２１ 0267-52-2515

長野県 2012001 ホテルシルクイン斑尾 長野県飯山市大字飯山１１４９２－３７７ 0269-64-3241

長野県 2012002 バートンホテル 長野県上水内郡信濃町古海３３３２－３ 026-258-3900

長野県 2013001 Ｒｏｙａｌ　Ｈｏｔｅｌ　長野 長野県長野市松代町西寺尾１３７２－１ 026-278-1800

長野県 2015001 小諸グランドキャッスルホテル 長野県小諸市古城１－１－５ 0570-082-780

長野県 2016001 休暇村　リトリート安曇野ホテル 長野県安曇野市穂高有明７６８２－４ 0263-31-0874

長野県 2017001 駒ケ根高原リトリート　すずらん颯 長野県駒ケ根市赤穂５－１１９８ 0265-83-5155

静岡県 2201004 ホテル伊東ガーデン 静岡県伊東市松原６５５ 0557-36-3841

静岡県 2201005 游心楼　山へい 静岡県伊東市和田１－１２－１６ 0557-37-4178

静岡県 2201008 埼玉県　伊豆潮風館 静岡県伊東市富戸字先原１３１７－８９ 0557-51-1504

静岡県 2201009 伊東園ホテル 静岡県伊東市松川町１－１２ 0570-032-780

静岡県 2201010 伊東園ホテル別館 静岡県伊東市寿町２－４ 0570-033-780

静岡県 2201011 伊東園ホテル松川館 静岡県伊東市寿町１－１ 0570-034-780

静岡県 2202005 下田プリンスホテル 静岡県下田市白浜１５４７－１ 0120-33-8686

静岡県 2202008 下田伊東園ホテル橤岬 静岡県下田市武ガ浜６－１２ 0570-038-780

静岡県 2202009 下田海浜ホテル 静岡県下田市３－２６－７ 0570-039-780

静岡県 2203003 稲取　銀水荘 静岡県賀茂郡東伊豆町稲取１６２４－１ 0557-95-2215

静岡県 2203004 伊東園ホテル稲取 静岡県賀茂郡東伊豆町稲取１０２１－２４ 0570-036-780

静岡県 2205003 伊豆長岡温泉　三養荘 静岡県伊豆の国市ままの上２７０ 0120-33-8686

静岡県 2205004 西伊豆松崎伊東園ホテル 静岡県賀茂郡松崎町江奈２１１－５ 0570-041-780

静岡県 2205005 大仁ホテル 静岡県伊豆の国市吉田１１７８ 0570-043-780
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静岡県 2207002 伊豆長岡金城館 静岡県伊豆の国市長岡１０３５－１ 0570-044-780

静岡県 2208003 伊東園ホテル土肥 静岡県伊豆市八木沢３８６４ 0570-040-780

静岡県 2210001 堂ヶ島ニュー銀水 静岡県賀茂郡西伊豆町仁科２９７７－１ 0557-95-2215

静岡県 2211001 休暇村　南伊豆 静岡県賀茂郡南伊豆町湊 0558-62-0535

静岡県 2212012 熱海シーサイド　スパ＆リゾート 静岡県熱海市東海岸町６－５３ 0557-82-8111

静岡県 2212015 熱海ニューフジヤホテル 静岡県熱海市銀座町１－１６ 0570-022-780

静岡県 2212016 熱海 金城館 静岡県熱海市昭和町１０－３３ 0570-023-780

静岡県 2212017 ウオミサキホテル 静岡県熱海市和田浜南町７－２ 0570-021-780

静岡県 2212018 伊東園ホテル熱海館 静岡県熱海市田原本町４－１６ 0570-020-780

静岡県 2212019 アタミ　シーズンホテル 静岡県熱海市咲見町６－１ 0570-025-780

静岡県 2212020 ホテル大野屋 静岡県熱海市和田浜南町３－９ 0570-024-780

静岡県 2213003 伊東園ホテル熱川 静岡県賀茂郡東伊豆町奈良本１２６７－２ 0570-035-780

静岡県 2213004 熱川ハイツ 静岡県賀茂郡東伊豆町奈良本１２４０－１４ 0570-047-780

静岡県 2214001 休暇村　富士 静岡県富士宮市佐折６３４ 0544-54-5200

静岡県 2215001 伊豆網代温泉松風苑 静岡県熱海市下多賀６６０ 0557-68-3151

静岡県 2216002 ＴＨＥ　ＨＡＭＡＮＡＫＯ 静岡県浜松市西区雄踏町山崎４３９６－１ 053-592-5511

愛知県 2301001 休暇村　伊良湖 愛知県田原市中山町 0531-35-6411

愛知県 2302001 休暇村　茶臼山高原 愛知県北設楽郡豊根村 0536-87-2334

滋賀県 2501001 休暇村　近江八幡 滋賀県近江八幡市沖島町宮ヶ浜 0748-32-3138

兵庫県 2802001 休暇村　竹野海岸 兵庫県豊岡市竹野町竹野 0796-47-1511

兵庫県 2803001 休暇村　南淡路 兵庫県南あわじ市福良 0799-52-0291

和歌山県 3001001 休暇村　紀州加太 和歌山県和歌山市深山４８３ 073-459-0321

和歌山県 3002002 休暇村　南紀勝浦 和歌山県東牟婁郡那智勝浦町宇久井 0735-54-0126

鳥取県 3101001 休暇村　奥大山 鳥取県日野郡江府町御机字鏡ヶ成７０９－１ 0859-75-2300

岡山県 3301001 休暇村　蒜山高原 岡山県真庭市蒜山上福田 0867-66-2501

広島県 3403001 休暇村　大久野島 広島県竹原市忠海町大久野島 0846-26-0321

広島県 3404001 休暇村　帝釈峡 広島県庄原市東城町三坂 08477-2-3110

香川県 3701001 休暇村　讃岐五色台 香川県坂出市大屋富町３０４２ 0877-47-0231

愛媛県 3801001 休暇村　瀬戸内東予 愛媛県西条市河原津 0898-48-0311

福岡県 4001001 休暇村　志賀島 福岡県福岡市東区大字勝馬１８０３－１ 092-603-6631

熊本県 4301001 休暇村　南阿蘇 熊本県阿蘇郡高森町高森３２１９ 0967-62-2111

鹿児島県 4601001 休暇村　指宿 鹿児島県指宿市東方１０４４５ 0993-22-3211

8


