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都道府県 地区 宿泊施設名

北海道 稚内 サフィールホテル稚内

北海道 利尻島 アイランドインリシリ

北海道 旭川 アートホテル旭川

北海道 旭岳温泉 旭岳温泉ホテルベアモンテ

北海道 旭岳温泉 旭岳温泉ホテルディアバレー

北海道 旭岳温泉 ラビスタ大雪山

北海道 層雲峡温泉 ホテル大雪

北海道 層雲峡温泉 層雲峡　朝陽亭

北海道 層雲峡温泉 層雲峡温泉　朝陽リゾートホテル

北海道 富良野 新富良野プリンスホテル

北海道 中富良野 富良野リゾート　オリカ

北海道 トマム 星野リゾ－ト　トマム　ザ・タワ－

北海道 網走湖畔 北天の丘あばしり湖鶴雅リゾート

北海道 網走湖畔 ホテル網走湖荘

北海道 温根湯温泉 大江本家

北海道 サロマ湖畔　　　 サロマ湖鶴雅リゾート

北海道 ウトロ温泉 ホテル知床

北海道 ウトロ温泉 北こぶし　知床　ホテル＆リゾート

北海道 ウトロ温泉 キキ　知床　ナチュラルリゾート

北海道 ウトロ温泉 知床第一ホテル

北海道 釧路 釧路プリンスホテル

北海道 釧路 ＡＮＡクラウンプラザホテル釧路

北海道 阿寒湖畔温泉 あかん遊久の里　鶴雅

北海道 阿寒湖畔温泉　　 阿寒の森鶴雅リゾート花ゆう香

北海道 阿寒湖畔温泉 あかん鶴雅別荘　鄙の座

北海道 阿寒湖畔温泉 ニュー阿寒ホテル

北海道 阿寒湖畔温泉 あかん湖鶴雅ウイングス

北海道 阿寒（阿寒川） カムイの湯　ラビスタ阿寒川

北海道 屈斜路湖畔 屈斜路プリンスホテル

北海道 帯広 森のスパリゾート　北海道ホテル

北海道 帯広 ホテル日航ノースランド帯広

北海道 十勝川温泉 十勝川温泉第一ホテル

北海道 十勝川温泉 観月苑

北海道 幕別温泉 十勝幕別温泉グランヴィリオホテル

北海道 然別湖畔温泉 然別湖畔温泉ホテル風水

北海道 札幌駅周辺 京王プラザホテル札幌

北海道 札幌駅周辺 ＪＲタワーホテル日航札幌

北海道 札幌駅周辺 ホテルモントレ札幌

Visaプラチナトラベル2021　＜国内宿泊＞対象宿泊施設リスト

ご利用上の注意：　特典ご利用の際は各Visaプラチナカード発行会社のコンシェルジュまで事前にご連絡ください。KNTオンライン経由（Visaプラチナ
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認をお願いいたします。



北海道 札幌駅周辺 ホテルモントレエーデルホフ札幌

北海道 札幌駅周辺 ホテルクラビーサッポロ

北海道 札幌駅周辺 ＡＮＡクラウンプラザホテル札幌

北海道 札幌駅周辺 クロスホテル札幌

北海道 札幌駅周辺 ニューオータニイン札幌

北海道 札幌駅周辺 センチュリーロイヤルホテル

北海道 札幌駅周辺 京王プレリアホテル札幌

北海道 大通公園 札幌プリンスホテル

北海道 大通公園 ロイトン札幌

北海道 大通公園 札幌グランドホテル

北海道 大通公園 ホテルオークラ札幌

北海道 大通公園 札幌ビューホテル大通公園

北海道 すすきの ジャスマックプラザホテル

北海道 すすきの メルキュールホテル札幌

北海道 すすきの ダイワロイネットホテル札幌すすきの

北海道 すすきの ＡＮＡホリデイ・イン札幌すすきの

北海道 中島公園 ホテルマイステイズプレミア札幌パーク

北海道 中島公園 札幌エクセルホテル東急

北海道 中島公園 札幌パークホテル

北海道 中島公園 ホテルＪＡＬシティ札幌　中島公園

北海道 豊平 プレミアホテル－ＴＳＵＢＡＫＩ－札幌

北海道 新札幌 ホテルエミシア札幌

北海道 定山渓温泉 定山渓ビューホテル

北海道 定山渓温泉 ホテル鹿の湯

北海道 定山渓温泉 定山渓第一寶亭留　翠山亭

北海道 定山渓温泉 定山渓鶴雅リゾートスパ森の謌

北海道 定山渓温泉 奥定山渓温泉　佳松御苑

北海道 定山渓温泉 ぬくもりの宿　ふる川

北海道 定山渓温泉 章月グランドホテル

北海道 小樽駅周辺 オーセントホテル小樽

北海道 小樽運河 運河の宿　おたる　ふる川

北海道 小樽築港 グランドパーク小樽

北海道 キロロ キロロ・トリビュート・ポートフォリオ・ホテル北海道

北海道 千歳 ホテルグランテラス千歳

北海道 千歳 ＡＮＡクラウンプラザホテル千歳

北海道 支笏湖畔 しこつ湖鶴雅リゾートスパ水の謌

北海道 丸駒温泉 丸駒温泉旅館

北海道 苫小牧 グランドホテルニュー王子

北海道 苫小牧 ＨＯＴＥＬ　ＮＩＤＯＭ

北海道 登別温泉 ホテルまほろば

北海道 登別温泉 旅亭　花ゆら

北海道 登別温泉　　　　 望楼ＮＯＧＵＣＨＩ登別

北海道 登別温泉 第一滝本館

北海道 登別温泉　　　　 祝いの宿登別グランドホテル

北海道 登別温泉 登別温泉郷　滝乃家



北海道 登別温泉 ホテルゆもと登別

北海道 虎杖浜 心のリゾート海の別邸ふる川

北海道 北湯沢温泉　　　 きたゆざわ　森のソラニワ

北海道 北湯沢温泉　　　 緑の風リゾートきたゆざわ

北海道 洞爺湖温泉 絶景の湯宿　洞爺　湖畔亭

北海道 洞爺湖温泉 洞爺湖万世閣ホテルレイクサイドテラス

北海道 洞爺湖温泉　　　 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 ザ レイクビューＴＯＹＡ 乃の風リゾート

北海道 洞爺湖温泉 洞爺サンパレス　リゾート＆スパ

北海道 ニセコ昆布温泉 ニセコ昆布温泉ホテル甘露の森

北海道 ニセコ昆布温泉 ニセコグランドホテル

北海道 ニセコ昆布温泉 ニセコ昆布温泉　鶴雅別荘　杢の抄

北海道 ニセコアンヌプリ ニセコノーザンリゾート・アンヌプリ

北海道 ニセコ東山 ヒルトンニセコビレッジ

北海道 ルスツ ウェスティン　ルスツリゾート

北海道 ルスツ ルスツリゾートホテル

北海道 函館駅周辺 函館国際ホテル

北海道 函館駅周辺 ＨＯＴＥＬ＆ＳＰＡ　センチュリーマリーナ函館

北海道 函館駅周辺 ＨＡＫＯＤＡＴＥ男爵倶楽部ＨＯＴＥＬ＆ＲＥＳＯＲＴＳ

北海道 函館駅周辺 フォーポイントバイシェラトン函館

北海道 函館・元町 ラビスタ函館ベイ

北海道 函館・元町 ラ・ジョリー元町　ｂｙＷＢＦ

北海道 湯の川温泉 平成館海羊亭

北海道 湯の川温泉 平成館しおさい亭

北海道 湯の川温泉 湯元啄木亭

北海道 湯の川温泉 望楼ＮＯＧＵＣＨＩ函館

北海道 湯の川温泉 湯の川プリンスホテル渚亭

北海道 湯の川温泉 イマジン　ホテル＆リゾ－ト函館

北海道 湯の川温泉 花びしホテル

北海道 湯の川温泉 竹葉新葉亭

北海道 湯の川温泉 湯の浜ホテル

北海道 湯の川温泉 純和風旅館　一乃松

北海道 湯の川温泉 ＨＡＫＯＤＡＴＥ　海峡の風

北海道 湯の川温泉 ホテル万惣

北海道 大沼公園 函館大沼プリンスホテル

北海道 大沼公園 函館大沼　鶴雅リゾート　エプイ

北海道 鹿部温泉 ロイヤルホテル　みなみ北海道鹿部

青森県 青森 ホテル青森

青森県 青森 ダイワロイネットホテル青森

青森県 青森 ホテルＪＡＬシティ青森

青森県 浅虫温泉 南部屋・海扇閣

青森県 本八戸 ダイワロイネットホテル八戸

青森県 酸ヶ湯温泉 酸ヶ湯温泉旅館

青森県 酸ヶ湯温泉 八甲田ホテル

青森県 城ヶ倉温泉 ＨＯＴＥＬ　Ｊｏｇａｋｕｒａ



青森県 鯵ヶ沢温泉 ホテルグランメール山海荘

青森県 鯵ヶ沢温泉 ロックウッド・ホテル＆スパ

青森県 南田温泉 ホテルアップルランド

岩手県 安比高原 ホテル安比グランド

岩手県 新安比温泉 新安比温泉　静流閣

岩手県 盛岡 アートホテル盛岡

岩手県 盛岡 ホテルメトロポリタン盛岡ニューウィング

岩手県 盛岡 ダイワロイネットホテル盛岡

岩手県 繋温泉 ホテル紫苑

岩手県 繋温泉 愛真館

岩手県 雫石 雫石プリンスホテル

岩手県 鶯宿温泉 ホテル森の風　鶯宿

岩手県 鶯宿温泉 長栄館

岩手県 花巻温泉 花巻温泉　佳松園

岩手県 志戸平温泉 湯の杜　ホテル志戸平

岩手県 大沢温泉 大沢温泉　山水閣

岩手県 新鉛温泉 結びの宿　愛隣館

岩手県 渡り温泉 渡り温泉

岩手県 山の神温泉 山の神温泉　優香苑

岩手県 厳美渓温泉 滝の湯　いつくし園

宮城県 南三陸温泉 南三陸ホテル観洋

宮城県 鳴子温泉 鳴子ホテル

宮城県 鳴子温泉 湯元　吉祥

宮城県 鬼首温泉 リゾートパークホテルオニコウベ

宮城県 松島海岸 ホテル松島大観荘

宮城県 松島海岸 松島温泉　湯元　松島一の坊

宮城県 松島海岸 小松館　好風亭

宮城県 松島海岸 松島温泉元湯　ホテル海風土

宮城県 仙台 ホテルモントレ仙台

宮城県 仙台 ホテル　メトロポリタン仙台

宮城県 仙台 ホテルメトロポリタン仙台イースト

宮城県 仙台 東武ホテルグループ　仙台国際ホテル

宮城県 仙台 三井ガーデンホテル仙台

宮城県 仙台 江陽グランドホテル

宮城県 仙台 ウェスティンホテル仙台

宮城県 仙台 ダイワロイネットホテル仙台

宮城県 仙台 ＡＮＡホリデイ・イン仙台

宮城県 仙台 ホテルＪＡＬシティ仙台

宮城県 仙台北部 仙台ロイヤルパークホテル

宮城県 秋保温泉　　　　 ホテル瑞鳳

宮城県 秋保温泉 篝火の湯　緑水亭

宮城県 秋保温泉 伝承千年の宿　佐勘

宮城県 秋保温泉 ホテルきよ水

宮城県 秋保温泉 茶寮　宗園

宮城県 秋保温泉 ホテルニュー水戸屋



宮城県 秋保温泉 秋保グランドホテル

宮城県 作並温泉 ゆづくしＳａｌｏｎ一の坊

宮城県 作並温泉 鷹泉閣　岩松旅館

宮城県 遠刈田温泉 アクティブリゾーツ　宮城蔵王

宮城県 遠刈田温泉 旅館三治郎

宮城県 鎌先温泉 時音の宿　湯主一條

秋田県 十和田大湯温泉 縄文のふる里　大湯温泉　ホテル鹿角

秋田県 十和田湖畔・秋田 十和田プリンスホテル

秋田県 秋田 秋田ビューホテル

秋田県 秋田 秋田キャッスルホテル

秋田県 秋田 ダイワロイネットホテル秋田

秋田県 男鹿温泉 男鹿温泉　結いの宿　別邸つばき

秋田県 角館 角館温泉　花葉館

秋田県 秋の宮温泉 秋の宮温泉郷　湯けむりの宿　稲住温泉

山形県 瀬見温泉 ゆめみの宿観松館

山形県 天童温泉 ほほえみの宿　滝の湯

山形県 天童温泉 桜桃の花　湯坊いちらく

山形県 天童温泉 天童ホテル

山形県 銀山温泉 仙峡の宿　銀山荘

山形県 山形 ホテルメトロポリタン山形

山形県 山形 山形グランドホテル

山形県 山形 山形七日町ワシントンホテル

山形県 蔵王温泉 蔵王国際ホテル

山形県 蔵王温泉 蔵王四季のホテル

山形県 蔵王温泉 ホテルルーセントタカミヤ

山形県 蔵王温泉 深山荘高見屋

山形県 蔵王温泉 おおみや旅館

山形県 蔵王温泉 岩清水料理の宿　季の里

山形県 かみのやま温泉 日本の宿古窯

山形県 かみのやま温泉 仙渓園　月岡ホテル

山形県 かみのやま温泉 展望露天の湯有馬館

山形県 赤湯温泉 山形座　瀧波

山形県 赤湯温泉 上杉の御湯　御殿守

山形県 白布温泉 別邸　山の季

山形県 湯野浜温泉 游水亭いさごや

山形県 湯野浜温泉 亀や

山形県 温海温泉 萬国屋

山形県 温海温泉 たちばなや

福島県 郡山 ダイワロイネットホテル郡山駅前

福島県 郡山 郡山ビューホテル　アネックス

福島県 磐梯熱海温泉 ホテル華の湯

福島県 磐梯熱海温泉 四季彩　一力

福島県 磐梯熱海温泉 萩姫の湯　栄楽館

福島県 奥飯坂・穴原温泉 吉川屋

福島県 高湯温泉 旅館　玉子湯



福島県 高湯温泉 花月ハイランドホテル

福島県 土湯温泉 風望天流太子の湯　山水荘

福島県 岳温泉 陽日の郷　あづま館

福島県 磐梯高原 裏磐梯レイクリゾート

福島県 磐梯高原 裏磐梯高原ホテル

福島県 五色沼 アクティブリゾーツ　裏磐梯

福島県 裏磐梯デコ平温泉 裏磐梯グランデコ東急ホテル

福島県 磐梯横向温泉 ホテル　プルミエール箕輪

福島県 東山温泉 御宿　東鳳

福島県 東山温泉 原瀧

福島県 東山温泉 今昔亭

福島県 芦ノ牧温泉 大川荘

福島県 芦ノ牧温泉 丸峰

福島県 熱塩温泉 熱塩温泉　山形屋

福島県 湯野上温泉 藤龍館

福島県 いわき湯本温泉 ホテル　ハワイアンズ

茨城県 五浦温泉 五浦観光ホテル

茨城県 袋田温泉 袋田温泉　思い出浪漫館

茨城県 水戸 水戸プラザホテル

茨城県 水戸 ダイワロイネットホテル水戸

茨城県 筑波学園都市 ダイワロイネットホテルつくば

茨城県 筑波学園都市 ホテル日航つくば

茨城県 鹿島 鹿島セントラルホテル

栃木県 那須高原 ホテルエピナール那須

栃木県 那須高原 ウェルネスの森　那須

栃木県 那須高原 ホテルフロラシオン那須

栃木県 那須高原 那須陽光ホテル

栃木県 那須高原 ロイヤルホテル　那須

栃木県 新那須温泉 ホテルサンバレー那須

栃木県 新那須温泉 那須温泉　山楽

栃木県 塩原温泉 ホテルニュー塩原

栃木県 塩原温泉 明賀屋本館

栃木県 鬼怒川温泉 鬼怒川プラザホテル

栃木県 鬼怒川温泉 日光きぬ川ホテル三日月

栃木県 鬼怒川温泉 あさや

栃木県 鬼怒川温泉 鬼怒川パークホテルズ

栃木県 鬼怒川温泉 鬼怒川グランドホテル　夢の季

栃木県 鬼怒川温泉 鬼怒川温泉　山楽

栃木県 鬼怒川温泉 花の宿松や

栃木県 鬼怒川温泉 鬼怒川金谷ホテル

栃木県 川治温泉 リブマックスリゾート川治

栃木県 川治温泉 湯けむりの里　柏屋

栃木県 川治温泉 祝い宿寿庵

栃木県 湯西川温泉 彩り湯かしき花と華

栃木県 奥鬼怒温泉 奥鬼怒温泉ホテル加仁湯



栃木県 日光 日光千姫物語

栃木県 日光 日光金谷ホテル

栃木県 中禅寺温泉 中禅寺金谷ホテル

栃木県 日光湯元温泉 奥日光高原ホテル

栃木県 日光湯元温泉 湯元板屋

栃木県 宇都宮 ダイワロイネットホテル宇都宮

群馬県 水上温泉 水上館

群馬県 水上温泉 源泉湯の宿　松乃井

群馬県 水上高原 ホテルサンバード

群馬県 谷川温泉 旅館たにがわ

群馬県 宝川温泉 宝川温泉　汪泉閣

群馬県 猿ヶ京温泉 豆富懐石　猿ヶ京ホテル

群馬県 老神温泉 吟松亭　あわしま

群馬県 老神温泉 源泉湯の宿　紫翠亭

群馬県 川場温泉 川場温泉かやぶきの源泉湯宿悠湯里庵

群馬県 伊香保温泉 ホテル木暮

群馬県 伊香保温泉 ホテル　松本楼

群馬県 伊香保温泉 ホテル天坊

群馬県 伊香保温泉 岸権旅館

群馬県 伊香保温泉 福一

群馬県 伊香保温泉 如心の里　ひびき野

群馬県 伊香保温泉 よろこびの宿　しん喜

群馬県 伊香保温泉 千明仁泉亭

群馬県 四万温泉 四万たむら

群馬県 四万温泉 四万グランドホテル

群馬県 草津温泉 ホテル櫻井

群馬県 草津温泉 奈良屋

群馬県 草津温泉 ホテル望雲

群馬県 草津温泉 昔心の宿　金みどり

群馬県 草津温泉 大阪屋旅館

群馬県 草津温泉 湯宿　季の庭

群馬県 草津温泉 つつじ亭

群馬県 草津温泉 お宿　木の葉

群馬県 万座温泉 万座ホテルジュラク

群馬県 万座温泉 旅舘　万座亭

群馬県 万座温泉 万座プリンスホテル

群馬県 薬師温泉 かやぶきの郷　薬師温泉旅籠

群馬県 磯部温泉 舌切雀のお宿ホテル磯部ガーデン

群馬県 高崎 ホテルメトロポリタン高崎

埼玉県 大宮 パレスホテル大宮

埼玉県 浦和 ロイヤルパインズホテル浦和

埼玉県 川越 川越プリンスホテル

埼玉県 秩父 ナチュラルファームシティ　農園ホテル

埼玉県 秩父・黒谷 和銅鉱泉　ゆの宿　和どう

千葉県 千葉 ダイワロイネットホテル千葉駅前



千葉県 千葉 ダイワロイネットホテル千葉中央

千葉県 千葉 オークラ千葉ホテル

千葉県 千葉 三井ガーデンホテル千葉

千葉県 千葉 京成ホテルミラマーレ

千葉県 幕張 ホテルニューオータニ幕張

千葉県 舞浜 グランドニッコー東京ベイ　舞浜

千葉県 舞浜 シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテル

千葉県 舞浜 ヒルトン東京ベイ

千葉県 舞浜 ホテルオークラ東京ベイ

千葉県 舞浜 東京ベイ舞浜ホテル

千葉県 舞浜 東京ベイ舞浜ホテル　ファーストリゾート

千葉県 舞浜 ディズニーアンバサダー（Ｒ）ホテル

千葉県 舞浜 東京ディズニーランド（Ｒ）ホテル

千葉県 舞浜 東京ディズニーシー・ホテルミラコスタ（Ｒ）

千葉県 新浦安 ホテルエミオン東京ベイ

千葉県 新浦安 オリエンタルホテル東京ベイ

千葉県 新浦安 三井ガーデンホテルプラナ東京ベイ

千葉県 新浦安 浦安ブライトンホテル東京ベイ

千葉県 安房鴨川 鴨川館

千葉県 安房鴨川 鴨川グランドホテル

千葉県 安房鴨川 鴨川シーワールド　ホテル

千葉県 安房小湊 鴨川ホテル三日月

千葉県 安房小湊 満ちてくる心の宿　吉夢

千葉県 富浦 ホテル＆リゾーツ　南房総

千葉県 成田空港 成田ビューホテル

千葉県 成田空港 ＡＮＡクラウンプラザホテル成田

千葉県 成田空港 ホテル日航成田

千葉県 成田空港 ヒルトン成田

千葉県 成田空港 ラディソン成田

千葉県 成田空港 インターナショナルガーデンホテル成田

千葉県 木更津 オークラアカデミアパークホテル

千葉県 犬吠埼 ホテル　別邸　海と森（ホテル＆スパ月美）

東京都 東京駅 パレスホテル東京

東京都 東京駅 東京ステーションホテル

東京都 東京駅 コートヤード・バイ・マリオット東京ステーション

東京都 東京駅 ホテルメトロポリタン丸の内

東京都 東京駅 丸ノ内ホテル

東京都 東京駅 フォーシーズンズホテル丸の内　東京

東京都 東京駅 シャングリ・ラ　東京

東京都 東京駅 アマン東京

東京都 東京駅 オークウッドプレミア東京

東京都 日本橋 マンダリンオリエンタル東京

東京都 日本橋 西鉄イン日本橋

東京都 日本橋 三井ガーデンホテル日本橋プレミア

東京都 日本橋 ヴィラフォンテーヌ東京日本橋三越前



東京都 日比谷 帝国ホテル

東京都 日比谷 ザ・ぺニンシュラ東京

東京都 日比谷 レム日比谷

東京都 銀座 三井ガーデンホテル銀座プレミア

東京都 銀座 ホテルモントレ銀座

東京都 銀座 ホテルモントレラ・スールギンザ

東京都 銀座 ホテルグレイスリー銀座

東京都 銀座 ソラリア西鉄ホテル銀座

東京都 銀座 ミレニアム三井ガーデンホテル東京

東京都 銀座 コートヤード・マリオット銀座東武ホテル

東京都 銀座 銀座グランドホテル

東京都 築地 銀座クレストン

東京都 秋葉原 秋葉原ワシントンホテル

東京都 秋葉原 レム秋葉原

東京都 神田 三井ガーデンホテル大手町

東京都 神田 ヴィラフォンテーヌ東京大手町

東京都 箱崎 ロイヤルパークホテル

東京都 箱崎 ヴィラフォンテーヌ東京日本橋箱崎

東京都 茅場町 パールホテル茅場町

東京都 茅場町 スマイルホテル東京日本橋

東京都 茅場町 ヴィラフォンテーヌ東京茅場町

東京都 八丁堀 ヴィラフォンテーヌ東京八丁堀

東京都 新橋 第一ホテル東京

東京都 新橋 第一ホテル　アネックス

東京都 汐留 ザ　ロイヤルパークホテル　アイコニック　東京汐留

東京都 汐留 コンラッド東京

東京都 汐留 三井ガーデンホテル汐留イタリア街

東京都 汐留 ヴィラフォンテーヌグランド東京汐留

東京都 浜松町 チサンホテル浜松町

東京都 浜松町 ヴィラフォンテーヌ東京浜松町

東京都 竹芝 ホテルインターコンチネンタル東京ベイ

東京都 田町 ホテルグレイスリー田町

東京都 田町 ヴィラフォンテーヌグランド東京田町

東京都 芝公園 ザ・プリンスパークタワー東京

東京都 芝公園 ホテル　ザ　セレスティン　東京芝

東京都 芝公園 東京グランドホテル

東京都 芝公園 東京プリンスホテル

東京都 品川・高輪 グランドプリンスホテル高輪

東京都 品川・高輪 グランドプリンスホテル新高輪

東京都 品川・高輪 ザ・プリンスさくらタワー東京

東京都 品川・高輪 東京マリオットホテル

東京都 品川・高輪 ストリングスホテル東京インターコンチネンタル

東京都 品川・高輪 品川プリンスホテル　メインタワー

東京都 品川・高輪 品川プリンスホテル　アネックスタワー

東京都 品川・高輪 品川プリンスホテル　Ｎタワー



東京都 大崎 ダイワロイネットホテル東京大崎

東京都 大崎 ニューオータニイン東京

東京都 白金台 シェラトン都ホテル東京

東京都 恵比寿 ウェスティンホテル東京

東京都 渋谷 渋谷エクセルホテル東急

東京都 渋谷 セルリアンタワー東急ホテル

東京都 渋谷 渋谷東急ＲＥＩホテル

東京都 渋谷 渋谷ストリームエクセルホテル東急

東京都 新宿東 ホテル　サンライト新宿

東京都 新宿東 ホテルグレイスリー新宿

東京都 新宿東 新宿プリンスホテル

東京都 新宿西・都庁 京王プラザホテル

東京都 新宿西・都庁 ヒルトン東京

東京都 新宿西・都庁 小田急ホテルセンチュリーサザンタワー

東京都 新宿西・都庁 ハイアット　リージェンシー　東京

東京都 新宿西・都庁 パークハイアット東京

東京都 新宿西・都庁 新宿ワシントンホテル

東京都 新宿西・都庁 西鉄イン新宿

東京都 新宿西・都庁 ダイワロイネットホテル西新宿

東京都 新宿西・都庁 キンプトン新宿東京

東京都 早稲田 リーガロイヤルホテル東京

東京都 早稲田 ホテル椿山荘東京

東京都 池袋 ホテルメトロポリタン

東京都 池袋 ホテルグランドシティ

東京都 池袋 第一イン池袋

東京都 池袋 サンシャインシティプリンスホテル

東京都 大塚 ホテル　ベルクラシック東京

東京都 上野 カンデオホテルズ上野公園

東京都 上野 三井ガーデンホテル上野

東京都 上野 ヴィラフォンテーヌ東京上野御徒町

東京都 四ッ谷 ホテルウィングインターナショナルプレミアム東京四谷

東京都 後楽園・水道橋 東京ドームホテル

東京都 後楽園・水道橋 東京グリーンホテル後楽園

東京都 後楽園・水道橋 庭のホテル東京

東京都 飯田橋 ホテルメトロポリタンエドモント

東京都 九段 ホテルグランドパレス

東京都 九段 ヴィラフォンテーヌ東京九段下

東京都 六本木 ＡＮＡインターコンチネンタルホテル東京

東京都 六本木 グランドハイアット東京

東京都 六本木 ザ・リッツ・カールトン東京

東京都 赤坂 ザ・キャピトルホテル　東急

東京都 赤坂 赤坂　陽光ホテル

東京都 赤坂 マロウドイン赤坂

東京都 赤坂 ホテルニューオータニ

東京都 赤坂 赤坂エクセルホテル東急



東京都 赤坂 ホテルモントレ赤坂

東京都 赤坂 Ｔｈｅ　Ｏｋｕｒａ　Ｔｏｋｙｏ

東京都 虎ノ門 東京虎ノ門東急ＲＥＩホテル

東京都 半蔵門 ホテルモントレ半蔵門

東京都 浅草 ＴＨＥ　ＧＡＴＥ　ＨＯＴＥＬ　雷門　ｂｙ　ＨＵＬＩＣ

東京都 浅草 浅草ビューホテル

東京都 浅草橋 ＤＤＤ　ＨＯＴＥＬ

東京都 浅草橋 ベルモントホテル

東京都 両国 パールホテル両国

東京都 両国 両国ビューホテル

東京都 両国 第一ホテル両国

東京都 錦糸町 東武ホテルレバント東京

東京都 葛西 ベストウェスタン東京西葛西

東京都 東陽町 ホテルイースト２１東京

東京都 潮見 東京ベイ潮見プリンスホテル

東京都 豊洲 ホテルＪＡＬシティ東京　豊洲

東京都 台場 グランドニッコー東京　台場

東京都 台場 ヒルトン東京お台場

東京都 有明 東京ベイ有明ワシントンホテル

東京都 有明 ダイワロイネットホテル東京有明

東京都 品川シーサイド 相鉄グランドフレッサ品川シーサイド

東京都 大井 ホテルルートイン品川大井町

東京都 蒲田 西鉄イン蒲田

東京都 羽田空港 ホテルＪＡＬシティ羽田東京

東京都 羽田空港 羽田エクセルホテル東急

東京都 羽田空港 ザ　ロイヤルパークホテル　東京羽田

東京都 池尻大橋 ホテルサーブ渋谷

東京都 ２３区北部 ダイワロイネットホテル東京赤羽

東京都 吉祥寺 吉祥寺東急ＲＥＩホテル

東京都 東京・府中 ホテルコンチネンタル

東京都 多摩センター 京王プラザホテル多摩

東京都 立川 パレスホテル　立川

東京都 立川 立川ワシントンホテル

東京都 立川 ホテルエミシア東京立川

東京都 八王子 京王プラザホテル　八王子

東京都 八王子 マロウドイン八王子

東京都 昭島 フォレスト･イン　昭和館

神奈川県 横浜駅 横浜ベイシェラトンホテル＆タワーズ

神奈川県 横浜駅 ホテル横浜キャメロットジャパン

神奈川県 みなとみらい ヨコハマグランドインターコンチネンタルホテル

神奈川県 みなとみらい 横浜ベイホテル東急

神奈川県 みなとみらい 横浜ロイヤルパークホテル

神奈川県 みなとみらい ニューオータニイン横浜プレミアム

神奈川県 みなとみらい ザ・カハラ・ホテル＆リゾート　横浜

神奈川県 みなとみらい インターコンチネンタル横浜Ｐｉｅｒ８



神奈川県 元町・中華街 ホテルニューグランド

神奈川県 元町・中華街 ローズホテル横浜

神奈川県 元町・中華街 ホテルＪＡＬシティ関内横浜

神奈川県 桜木町・馬車道 横浜桜木町ワシントンホテル

神奈川県 関内・伊勢佐木町 ダイワロイネットホテル横浜関内

神奈川県 関内・伊勢佐木町 ダイワロイネットホテル横浜公園

神奈川県 新横浜 ホテルアソシア新横浜

神奈川県 新横浜 コートホテル新横浜

神奈川県 新横浜 ダイワロイネットホテル新横浜

神奈川県 新横浜 新横浜プリンスホテル

神奈川県 鶴見 ベストウェスタン横浜（鶴見）

神奈川県 川崎 相鉄フレッサイン　川崎駅東口

神奈川県 川崎 ダイワロイネットホテル川崎

神奈川県 川崎 川崎日航ホテル

神奈川県 厚木 レンブラントホテル厚木

神奈川県 鎌倉 鎌倉プリンスホテル

神奈川県 観音崎 観音崎京急ホテル

神奈川県 丹沢・中川温泉 信玄館

神奈川県 小田原 ヒルトン小田原リゾート＆スパ

神奈川県 湯河原温泉（神奈川） 青巒荘

神奈川県 湯河原温泉（神奈川） 大滝ホテル

神奈川県 湯河原温泉（神奈川） 山翠楼　ＳＡＮＳＵＩＲＯＵ

神奈川県 湯河原温泉（神奈川） 割烹旅館　うおしづ

神奈川県 湯河原温泉（神奈川） 懐石旅庵　阿しか里

神奈川県 箱根湯本温泉 ホテル南風荘

神奈川県 箱根湯本温泉 湯本富士屋ホテル

神奈川県 箱根湯本温泉 ホテル河鹿荘

神奈川県 箱根湯本温泉 ホテルはつはな

神奈川県 箱根湯本温泉 あうら　橘

神奈川県 箱根湯本温泉 箱根湯本温泉　月の宿　紗ら

神奈川県 宮ノ下温泉 富士屋ホテル

神奈川県 宮ノ下温泉 箱根吟遊

神奈川県 宮ノ下温泉 「四季の湯座敷」武蔵野別館

神奈川県 小涌谷温泉 箱根小涌谷温泉　水の音

神奈川県 小涌谷温泉 箱根小涌園　天悠

神奈川県 強羅温泉 季の湯　雪月花

神奈川県 強羅温泉 強羅温泉　雪月花別邸　翠雲

神奈川県 強羅温泉 強羅環翠楼

神奈川県 強羅温泉 ハイアット　リージェンシー　箱根　リゾート＆スパ

神奈川県 仙石原温泉 箱根ハイランドホテル

神奈川県 仙石原温泉 箱根・芦ノ湖　はなをり

神奈川県 元箱根 山のホテル

神奈川県 元箱根 龍宮殿

神奈川県 元箱根 ザ・プリンス箱根芦ノ湖　本館

神奈川県 芦之湯温泉 きのくにや旅館



神奈川県 箱根町 箱根ホテル

神奈川県 湯ノ花沢 箱根湯の花プリンスホテル

新潟県 瀬波温泉 大観荘せなみの湯

新潟県 月岡温泉 ホテル清風苑

新潟県 月岡温泉 白玉の湯　泉慶

新潟県 月岡温泉 白玉の湯　華鳳

新潟県 角神温泉 ホテル角神

新潟県 新潟 ホテル日航新潟

新潟県 新潟 ホテルオークラ新潟

新潟県 新潟 ＡＮＡクラウンプラザホテル新潟

新潟県 新潟 万代シルバーホテル

新潟県 新潟 ホテルディアモント新潟西

新潟県 新潟 ホテル　イタリア軒

新潟県 佐渡・両津 両津やまきホテル

新潟県 佐渡八幡温泉 国際佐渡観光ホテル八幡館

新潟県 湯田上温泉 ホテル小柳

新潟県 越後大湯温泉 源泉湯の宿　かいり

新潟県 松之山温泉 ひなの宿ちとせ

新潟県 当間高原 当間高原リゾート・ベルナティオ

新潟県 越後湯沢温泉 ＮＡＳＰＡニューオータニ

新潟県 越後湯沢温泉 ホテル　双葉

新潟県 越後湯沢温泉 湯沢グランドホテル

新潟県 越後湯沢温泉 和みのお宿　滝乃湯

新潟県 越後湯沢温泉 湯けむりの宿　雪の花

新潟県 越後湯沢温泉 湯沢ニューオータニ

新潟県 赤倉温泉 赤倉ホテル

富山県 宇奈月温泉 延対寺荘

富山県 宇奈月温泉 延楽

富山県 宇奈月温泉 黒部・宇奈月温泉　桃源

富山県 宇奈月温泉 ホテル黒部

富山県 宇奈月温泉 黒部・宇奈月温泉　やまのは

富山県 魚津 金太郎温泉

富山県 越中つるぎ温泉 つるぎ恋月

富山県 富山 富山エクセルホテル東急

富山県 富山 ＡＮＡクラウンプラザホテル富山

富山県 富山 ホテルグランテラス富山

富山県 富山 ダイワロイネットホテル富山

富山県 高岡 ホテルニューオータニ高岡

富山県 氷見 氷見温泉郷　魚巡りの宿　永芳閣

富山県 砺波 ロイヤルホテル　富山砺波

富山県 大牧温泉 大牧温泉　観光旅館

石川県 輪島温泉 ホテルこうしゅうえん

石川県 和倉温泉 加賀屋

石川県 和倉温泉 あえの風

石川県 和倉温泉 日本の宿のと楽



石川県 和倉温泉 多田屋

石川県 和倉温泉 ゆけむりの宿　美湾荘

石川県 和倉温泉 宿守屋寿苑

石川県 和倉温泉 加賀屋別邸　松乃碧

石川県 能登志賀の郷温泉 ロイヤルホテル　能登

石川県 金沢 金沢東急ホテル

石川県 金沢 ＡＮＡクラウンプラザホテル金沢

石川県 金沢 ホテル日航金沢

石川県 金沢 金沢　茶屋

石川県 金沢 金沢ニューグランドホテル　プレステージ

石川県 金沢 ＡＮＡホリデイ・イン金沢スカイ

石川県 金沢 三井ガーデンホテル金沢

石川県 金沢 ダイワロイネットホテル金沢

石川県 金沢 金城樓

石川県 金沢 金沢白鳥路　ホテル山楽

石川県 金沢 金沢国際ホテル

石川県 金沢 ホテルインターゲート金沢

石川県 辰口温泉 まつさき

石川県 辰口温泉 たがわ龍泉閣

石川県 片山津温泉 季がさね

石川県 片山津温泉 加賀片山津温泉　佳水郷

石川県 片山津温泉 癒しのリゾート・加賀の幸　ホテルアローレ

石川県 山中温泉 白鷺湯　たわらや

石川県 山中温泉 吉祥やまなか

石川県 山中温泉 胡蝶

石川県 山中温泉 厨八十八

石川県 山中温泉 花紫

石川県 山中温泉 かがり吉祥亭

石川県 山中温泉 ロイヤルホテル　山中温泉河鹿荘

石川県 山代温泉 瑠璃光

石川県 山代温泉 葉渡莉

石川県 山代温泉 ゆのくに天祥

石川県 山代温泉 たちばな四季亭

石川県 山代温泉 吉田屋山王閣

石川県 粟津温泉 法師

福井県 あわら温泉 清風荘

福井県 あわら温泉 まつや千千

福井県 あわら温泉 グランディア芳泉

福井県 あわら温泉 北陸・あわら温泉　美松

福井県 あわら温泉 伝統旅館のぬくもり　灰屋

福井県 あわら温泉 つるや

福井県 若狭小浜 若狭の宿　若狭ふぐとカニのホテルせくみ屋

山梨県 甲斐大泉 ロイヤルホテル　八ヶ岳

山梨県 甲府湯村温泉 常磐ホテル

山梨県 甲府湯村温泉 甲府記念日ホテル



山梨県 石和温泉 ホテル石風

山梨県 石和温泉 華やぎの章　慶山

山梨県 石和温泉 ホテルふじ

山梨県 石和温泉 ホテル八田

山梨県 石和温泉 銘石の宿　かげつ

山梨県 春日居温泉 ホテル春日居

山梨県 下部温泉 下部ホテル

山梨県 西山温泉 慶雲館

山梨県 河口湖 風のテラス　ＫＵＫＵＮＡ（くくな）

山梨県 河口湖 秀峰閣　湖月

山梨県 河口湖 湖南荘

山梨県 河口湖 花水庭　おおや

山梨県 河口湖 ハイランドリゾート　ホテル＆スパ

山梨県 河口湖 うぶや

山梨県 河口湖 ラビスタ富士河口湖

山梨県 山中湖　　　　　 ホテルマウント富士

長野県 熊の湯・ほたる温泉 熊の湯ホテル

長野県 湯田中温泉 和風の宿　ますや

長野県 湯田中温泉 一茶のこみち　美湯の宿

長野県 渋温泉 渋ホテル

長野県 上林温泉 上林ホテル仙壽閣

長野県 野沢温泉 野沢グランドホテル

長野県 長野 ホテルメトロポリタン長野

長野県 長野 ホテル国際２１長野

長野県 長野・松代 ロイヤルホテル　長野

長野県 戸倉上山田温泉 ホテル亀屋本店

長野県 戸倉上山田温泉 貴賓館　旅亭たかの

長野県 戸倉上山田温泉 笹屋ホテル

長野県 戸倉上山田温泉 上山田ホテル

長野県 戸倉上山田温泉 信州の湯　清風園

長野県 別所温泉 旅館花屋

長野県 軽井沢 ザ・プリンス軽井沢

長野県 軽井沢 軽井沢プリンスホテル　ウエスト

長野県 軽井沢 軽井沢プリンスホテル　イースト

長野県 軽井沢 ホテルサイプレス軽井沢

長野県 軽井沢 ホテルマロウド軽井沢

長野県 中軽井沢 軽井沢マリオットホテル

長野県 上諏訪温泉 ホテル紅や

長野県 上諏訪温泉 ホテル　鷺乃湯

長野県 上諏訪温泉 浜の湯

長野県 上諏訪温泉 ＲＡＫＯ華乃井ホテル

長野県 上諏訪温泉 布半

長野県 蓼科温泉 蓼科東急ホテル

長野県 蓼科中央高原 横谷温泉旅館

長野県 栂池落倉 ホテル　シェラリゾート白馬



長野県 白馬・八方 白馬東急ホテル

長野県 大町温泉 立山プリンスホテル

長野県 大町温泉 緑翠亭　景水

長野県 大町温泉 ＡＮＡホリデイ・インリゾート信濃大町くろよん

長野県 松本 ホテル　ブエナビスタ

長野県 松本浅間温泉 和泉荘

長野県 美ヶ原温泉 翔峰

長野県 白骨温泉 白船グランドホテル

長野県 白骨温泉 湯元齋藤旅館

長野県 昼神温泉 湯元ホテル　阿智川

長野県 昼神温泉 ユルイの宿　恵山

長野県 昼神温泉 湯多利の里　伊那華

長野県 昼神温泉 昼神グランドホテル天心

長野県 昼神温泉 お宿　山翠

長野県 不動温泉 不動温泉　華菱

岐阜県 白川郷 御宿　結の庄

岐阜県 平湯温泉 湯めぐりの宿　奥飛騨温泉　平湯館

岐阜県 平湯温泉 匠の宿　深山桜庵

岐阜県 平湯温泉 穂高荘　山がの湯

岐阜県 平湯温泉 岡田旅館

岐阜県 新平湯温泉 奥飛騨ガーデンホテル焼岳

岐阜県 新穂高温泉郷 穂高荘山のホテル

岐阜県 新穂高温泉郷 ホテル穂高

岐阜県 高山 ひだホテルプラザ

岐阜県 高山 高山グリーンホテル

岐阜県 高山 飛騨亭花扇

岐阜県 高山 ホテルアソシア高山リゾート

岐阜県 高山 本陣平野屋　花兆庵

岐阜県 高山 本陣平野屋　別館

岐阜県 高山 宝生閣

岐阜県 高山 花扇別邸　いいやま

岐阜県 高山 飛騨花里の湯　高山桜庵

岐阜県 下呂温泉 水明館

岐阜県 下呂温泉 紗々羅

岐阜県 下呂温泉 湯之島館

岐阜県 下呂温泉 望川館

岐阜県 下呂温泉 下呂観光ホテル

岐阜県 郡上八幡 ホテル郡上八幡

岐阜県 岐阜 ダイワロイネットホテル岐阜

岐阜県 長良川河畔 都ホテル　岐阜長良川

岐阜県 長良川河畔 十八楼

岐阜県 長良川河畔 岐阜グランドホテル

静岡県 御殿場 マースガーデンウッド御殿場

静岡県 熱海温泉 熱海後楽園ホテル

静岡県 熱海温泉 ホテル大野屋



静岡県 熱海温泉 熱海温泉　湯宿一番地

静岡県 熱海温泉 ホテルニューアカオ　ロイヤルウイング

静岡県 熱海温泉 新かどや

静岡県 熱海温泉 大観荘

静岡県 熱海温泉 料亭旅館　熱海　小嵐亭

静岡県 熱海温泉 ＨＯＴＥＬ　ＭＩＣＵＲＡＳ

静岡県 熱海温泉　　　　　　 あたみ石亭

静岡県 熱海伊豆山 ホテルニューさがみや

静岡県 網代温泉 大成館

静岡県 伊東温泉 伊東ホテルジュラク

静岡県 伊東温泉 青山やまと

静岡県 伊東温泉 淘心庵　米屋

静岡県 伊東温泉 川奈ホテル

静岡県 伊豆高原 八幡野温泉郷　杜の湯　きらの里

静岡県 伊豆高原 ホテルアンビエント伊豆高原

静岡県 伊豆高原 ヴィラージュ伊豆高原

静岡県 北川温泉 つるや吉祥亭

静岡県 北川温泉 吉祥ＣＡＲＥＮ

静岡県 熱川温泉 熱川プリンスホテル

静岡県 稲取温泉 稲取銀水荘

静岡県 稲取温泉 海一望絶景の宿　いなとり荘

静岡県 今井浜温泉 今井荘

静岡県 今井浜温泉 伊豆今井浜東急ホテル

静岡県 下田温泉 黒船ホテル

静岡県 下田温泉 下田ベイクロシオ

静岡県 下田温泉 下田聚楽ホテル

静岡県 下田温泉 浜辺の宿　濤亭－ＴＯＵＴＥＩ－

静岡県 下田相玉温泉 里山の別邸　下田セントラルホテル

静岡県 観音温泉 飲泉、自家源泉かけ流しの秘湯　観音温泉

静岡県 下賀茂温泉 花のおもてなし南楽

静岡県 弓ヶ浜 季一遊

静岡県 畑毛温泉 伊豆畑毛温泉　大仙家

静岡県 伊豆長岡温泉 香湯楼井川

静岡県 伊豆長岡温泉 ニュー八景園

静岡県 伊豆長岡温泉 水庭の旅籠　すみよし館

静岡県 伊豆長岡温泉 正平荘

静岡県 伊豆長岡温泉 三養荘

静岡県 修善寺温泉 瑞の里　○久旅館

静岡県 修善寺温泉 湯回廊　菊屋

静岡県 修善寺温泉 新井旅館

静岡県 修善寺温泉　　　 宙ｓｏｒａ　渡月荘金龍

静岡県 湯ヶ島温泉 源泉かけ流しの湯　御宿さか屋

静岡県 沼津 ダイワロイネットホテルぬまづ

静岡県 三津浜 松濤館

静岡県 土肥温泉 牧水荘　土肥館



静岡県 土肥温泉 土肥ふじやホテル

静岡県 戸田温泉 海のほてる　いさば

静岡県 伊豆堂ヶ島温泉 堂ヶ島ニュー銀水

静岡県 伊豆堂ヶ島温泉 堂ヶ島温泉ホテル

静岡県 伊豆堂ヶ島温泉 堂ヶ島アクーユ三四郎

静岡県 静岡 ホテルアソシア静岡

静岡県 静岡 ホテルグランヒルズ静岡

静岡県 浜松 オークラアクトシティホテル浜松

静岡県 浜松 ホテルクラウンパレス浜松

静岡県 浜松 ダイワロイネットホテル浜松

静岡県 浜松 ホテルコンコルド浜松

静岡県 舘山寺温泉 時わすれ　開華亭

静岡県 弁天島温泉 ＴＨＥ　ＨＡＭＡＮＡＫＯ

愛知県 豊橋 ホテルアソシア豊橋

愛知県 豊橋 ロワジールホテル豊橋

愛知県 伊良湖岬 伊良湖ビューホテル

愛知県 三谷温泉 平野屋

愛知県 蒲郡 天の丸

愛知県 西浦温泉 銀波荘

愛知県 西浦温泉 天空海遊の宿　末広

愛知県 名古屋駅 ダイワロイネットホテル名古屋駅前

愛知県 名古屋駅 ダイワロイネットホテル名古屋太閤通口

愛知県 名古屋駅 ダイワロイネットホテル名古屋新幹線口

愛知県 名古屋駅 ストリングスホテル名古屋

愛知県 名古屋駅 名古屋マリオットアソシアホテル

愛知県 名古屋駅 ザ　サイプレス　メルキュールホテル名古屋

愛知県 名古屋駅 名鉄グランドホテル

愛知県 名古屋駅 名古屋プリンスホテル　スカイタワー

愛知県 名古屋駅 ニッコースタイル名古屋

愛知県 名古屋伏見・丸の内 ヒルトン名古屋

愛知県 名古屋伏見・丸の内 名古屋観光ホテル

愛知県 名古屋伏見・丸の内 ホテルＪＡＬシティ名古屋錦

愛知県 名古屋栄 名古屋東急ホテル

愛知県 名古屋栄 東京第一ホテル錦

愛知県 名古屋栄 ベストウェスタンホテル名古屋

愛知県 金山 ＡＮＡクラウンプラザホテルグランコート名古屋

愛知県 中部国際空港 中部国際空港セントレアホテル

愛知県 南知多山海 源氏香

愛知県 南知多山海 肅　海風

愛知県 南知多豊浜 花乃丸

三重県 長島温泉 ホテル花水木

三重県 四日市 都ホテル　四日市

三重県 湯の山温泉 鹿の湯ホテル

三重県 榊原温泉 湯元　榊原舘

三重県 青山リゾート メナード青山リゾート和風館雅楽司



三重県 伊勢市 千の杜

三重県 伊勢市 いにしえの宿　伊久

三重県 伊勢市 斎王の宮

三重県 池の浦 旅荘　海の蝶

三重県 鳥羽 鳥羽シーサイドホテル

三重県 鳥羽 戸田家

三重県 鳥羽 鳥羽グランドホテル

三重県 鳥羽 扇芳閣

三重県 鳥羽 ホテル浜離宮

三重県 鳥羽 鳥羽ビューホテル花真珠

三重県 鳥羽 鳥羽国際ホテル

三重県 鳥羽 鳥羽国際ホテル潮路亭

三重県 鳥羽 ホテルマリテーム海幸園

三重県 鳥羽 胡蝶蘭

三重県 鳥羽 ホテルメ湯楽々

三重県 鳥羽本浦温泉 サン浦島　悠季の里

三重県 南鳥羽・石鏡 石鏡第一ホテル神倶良

三重県 スペイン村 ホテル志摩スペイン村

三重県 磯部わたかの温泉 風待ちの湯　福寿荘

三重県 磯部わたかの温泉 はいふう

三重県 的矢 Ｈｏｔｅｌ＆Ｒｅｓｏｒｔｓ　ＩＳＥ　ＳＨＩＭＡ

三重県 賢島 賢島宝生苑

三重県 賢島 志摩観光ホテル　ザ　クラシック

三重県 賢島 志摩観光ホテル　ザ　ベイスイート

三重県 賢島 都リゾート　志摩　ベイサイドテラス

三重県 賢島 ＴＨＥ　ＨＩＲＡＭＡＴＳＵ　ＨＯＴＥＬＳ　＆　ＲＥＳＯＲＴＳ　賢島

三重県 浜島 シーサイドホテル鯨望荘

三重県 浜島 プレミアリゾート　夕雅　伊勢志摩

三重県 浜島 ＮＥＭＵ　ＲＥＳＯＲＴ　ＨＯＴＥＬ　ＮＥＭＵ

三重県 大王・登茂山 都リゾート　奥志摩　アクアフォレスト

三重県 紀伊長島 ホテル季の座

滋賀県 長浜 ホテル＆リゾーツ　長浜

滋賀県 長浜 浜湖月

滋賀県 近江八幡 ホテルニューオウミ

滋賀県 草津市 ホテルボストンプラザ草津　びわ湖

滋賀県 守山・琵琶湖大橋 琵琶湖マリオットホテル

滋賀県 大津 びわ湖大津プリンスホテル

滋賀県 大津 琵琶湖ホテル

滋賀県 おごと温泉 湯元舘

滋賀県 おごと温泉 琵琶湖グランドホテル

滋賀県 おごと温泉 京近江

滋賀県 おごと温泉 びわこ緑水亭

京都府 京都駅 都ホテル　京都八条

京都府 京都駅　　　　　　 ホテルグランヴィア京都

京都府 京都駅　　　　　　 京都新阪急ホテル



京都府 京都駅　　　　　　 リーガロイヤルホテル京都

京都府 京都駅　　　　　　 ホテル法華クラブ京都

京都府 京都駅　　　　　　 都シティ　近鉄京都駅

京都府 京都駅　　　　　　 ＴＨＥ　ＴＨＯＵＳＡＮＤ　ＫＹＯＴＯ

京都府 京都駅　　　　　　 ダイワロイネットホテル京都駅前

京都府 京都駅　　　　　　 ダイワロイネットホテル京都八条口

京都府 京都駅　　　　　　 京都センチュリーホテル

京都府 西本願寺 京都東急ホテル

京都府 四条烏丸 ホテル日航プリンセス京都

京都府 四条烏丸 ザ　ロイヤルパークホテル　京都四条

京都府 四条烏丸 ホテルビスタプレミオ京都　和邸

京都府 四条烏丸 三井ガーデンホテル京都新町　別邸

京都府 四条烏丸 ダイワロイネットホテル京都四条烏丸

京都府 四条烏丸 ホテルインターゲート京都　四条新町

京都府 河原町・先斗町 クロスホテル京都

京都府 新京極 炭屋旅館

京都府 新京極 旅館　日昇別荘

京都府 烏丸御池 ホテルギンモンド京都

京都府 烏丸御池 ハートンホテル京都

京都府 烏丸御池 ホテルモントレ京都

京都府 烏丸五条 ベッセルホテルカンパーナ京都五条

京都府 烏丸五条 京王プレリアホテル京都烏丸五条

京都府 京都市役所 京都ホテルオークラ

京都府 京都市役所 柊家旅館

京都府 京都市役所 ザ・リッツ・カールトン京都

京都府 京都市役所 ザ　ロイヤルパークホテル　京都三条

京都府 京都御所 京都ブライトンホテル

京都府 二条城 ＡＮＡクラウンプラザホテル京都

京都府 二条城 アーバンホテル京都二条プレミアム

京都府 大宮 ヴィラージュ京都

京都府 西院 リノホテル京都

京都府 東山七条 ハイアット　リージェンシー　京都

京都府 東山七条 フォーシーズンズホテル京都

京都府 東山五条 瞑想の湯　ホテル秀峰閣

京都府 東山五条 晴鴨樓

京都府 円山公園 ぎおん　畑中

京都府 円山公園 京料理　京の宿　坂の上

京都府 祇園 純和風料理旅館き乃ゑ

京都府 祇園 ホテルささりんどう

京都府 祇園 ホテル　ザ　セレスティン　京都祇園

京都府 南禅寺 ウェスティン都ホテル京都

京都府 岡崎 ホテル平安の森　京都

京都府 嵐山・嵯峨野 嵐山温泉彩四季の宿　花筏

京都府 嵐山・嵯峨野 旅亭　嵐月

京都府 嵐山・嵯峨野 京都嵐山温泉　花伝抄



京都府 嵐山・嵯峨野 翠嵐ラグジュアリーコレクションホテル京都

京都府 宝ヶ池 ザ・プリンス　京都宝ヶ池

京都府 伏見・桃山 アーバンホテル京都

京都府 湯の花温泉 すみや亀峰菴

京都府 湯の花温泉 松園荘　保津川亭

京都府 天橋立 文珠荘

京都府 天橋立 文珠荘松露亭

京都府 天橋立 天橋立ホテル

京都府 天橋立岩滝 橋立ベイホテル

京都府 宮津 茶六　別館

京都府 宮津 清輝楼

京都府 宮津 ホテル＆リゾーツ　京都　宮津

大阪府 新大阪 コートヤード・バイ・マリオット　新大阪ステーション

大阪府 新大阪 ホテルマイステイズ新大阪コンファレンスセンター

大阪府 新大阪 ニューオーサカホテル

大阪府 新大阪 大阪ガーデンパレス

大阪府 新大阪 レム新大阪

大阪府 新梅田シティ ウェスティンホテル大阪

大阪府 茶屋町 ホテル阪急インターナショナル

大阪府 梅田 大阪新阪急ホテル

大阪府 梅田 大阪第一ホテル

大阪府 梅田 ホテルグランヴィア大阪

大阪府 梅田 ホテルモントレ大阪

大阪府 梅田 ヒルトン大阪

大阪府 梅田 ホテル阪神大阪

大阪府 梅田 ザ・リッツ・カールトン大阪

大阪府 梅田 新阪急ホテルアネックス

大阪府 梅田 ハートンホテル西梅田

大阪府 梅田 ホテルヴィスキオ大阪　ｂｙ　ＧＲＡＮＶＩＡ

大阪府 梅田 ホテルモントレ　ル・フレール大阪

大阪府 梅田 ホテルユニゾ大阪梅田

大阪府 梅田 インターコンチネンタルホテル大阪

大阪府 梅田 ホテルインターゲート大阪梅田

大阪府 曽根崎 大阪東急ＲＥＩホテル

大阪府 曽根崎 ホテル法華クラブ大阪

大阪府 堂島 ＡＮＡクラウンプラザホテル大阪

大阪府 天満 帝国ホテル　大阪

大阪府 淀屋橋 三井ガーデンホテル大阪淀屋橋

大阪府 淀屋橋 相鉄フレッサイン大阪淀屋橋

大阪府 淀屋橋 ホテルユニゾ大阪淀屋橋

大阪府 北浜 ホテルブライトンシティ大阪北浜

大阪府 北浜 ダイワロイネットホテル大阪北浜

大阪府 中之島 リーガロイヤルホテル

大阪府 中之島 三井ガーデンホテル大阪プレミア

大阪府 本町 ダイワロイネットホテル四ツ橋



大阪府 本町 セントレジスホテル大阪

大阪府 堺筋本町 シティプラザ大阪

大阪府 阿波座 ホテル　サンライフ

大阪府 天満橋 大阪キャッスルホテル

大阪府 天満橋 ホテル京阪天満橋

大阪府 大阪ビジネスパーク ホテルニューオータニ大阪

大阪府 大阪ビジネスパーク ホテルモントレ　ラ・スール大阪

大阪府 大手前 ホテル・ザ・ルーテル

大阪府 道頓堀 大阪富士屋ホテル

大阪府 道頓堀 クロスホテル大阪

大阪府 心斎橋 ホテル日航大阪

大阪府 心斎橋 ホテルユニゾ大阪心斎橋

大阪府 長堀橋 アークホテル大阪心斎橋

大阪府 長堀橋 ベストウェスタン　ホテルフィーノ大阪心斎橋

大阪府 難波 スイスホテル南海大阪

大阪府 難波 ホテルモントレ　グラスミア大阪

大阪府 難波 相鉄グランドフレッサ大阪なんば

大阪府 天王寺 大阪マリオット都ホテル

大阪府 天王寺 都シティ　大阪天王寺

大阪府 上本町 シェラトン都ホテル大阪

大阪府 上本町 ダイワロイネットホテル大阪上本町

大阪府 上本町 ホテルアウィーナ大阪

大阪府 弁天町 アートホテル大阪ベイタワー

大阪府 ユニバーサルシティ ホテル近鉄ユニバーサル・シティ

大阪府 ユニバーサルシティ ホテル京阪　ユニバーサル・タワー

大阪府 ユニバーサルシティ ホテル京阪　ユニバーサル・シティ

大阪府 ユニバーサルシティ 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

大阪府 ユニバーサルシティ ホテル　ユニバーサル　ポート

大阪府 ユニバーサルシティ ホテル　ユニバーサル　ポート　ヴィータ

大阪府 大阪南港 ハイアット　リージェンシー　大阪

大阪府 住之江 大阪ジョイテルホテル

大阪府 守口 ホテル　アゴーラ　大阪守口

大阪府 東大阪 Ｕ・コミュニティホテル

大阪府 江坂 新大阪江坂東急ＲＥＩホテル

大阪府 千里 千里阪急ホテル

大阪府 堺 ダイワロイネットホテル堺東

大阪府 堺 ホテル　アゴーラ　リージェンシー　大阪堺

大阪府 関西国際空港 ホテル日航関西空港

大阪府 りんくうタウン 関西エアポートワシントンホテル

兵庫県 尼崎 都ホテル　尼崎

兵庫県 西宮・甲子園 ホテルヒューイット甲子園

兵庫県 宝塚 ホテル若水

兵庫県 宝塚 宝塚ホテル

兵庫県 三宮・元町 ホテルサンルートソプラ神戸

兵庫県 三宮・元町 神戸三宮東急ＲＥＩホテル



兵庫県 三宮・元町 ヴィラフォンテーヌ神戸三宮

兵庫県 三宮・元町 ダイワロイネットホテル神戸三宮

兵庫県 三宮・元町 ＯＲＩＥＮＴＡＬ　ＨＯＴＥＬ

兵庫県 三宮・元町 ホテルモントレ神戸

兵庫県 北野町 神戸北野ホテル

兵庫県 新神戸 ＡＮＡクラウンプラザホテル神戸

兵庫県 メリケンパーク ホテルオークラ神戸

兵庫県 メリケンパーク 神戸メリケンパークオリエンタルホテル

兵庫県 神戸・新開地 神戸ルミナスホテル兵庫駅前

兵庫県 神戸・新開地 ホテルクラウンパレス神戸

兵庫県 ポートアイランド 神戸ポートピアホテル

兵庫県 ポートアイランド ホテルパールシティ神戸

兵庫県 六甲アイランド ホテルプラザ神戸

兵庫県 六甲アイランド 神戸ベイシェラトン　ホテル＆タワーズ

兵庫県 西神 神戸西神オリエンタルホテル

兵庫県 舞子 シーサイドホテル舞子ビラ神戸

兵庫県 有馬温泉 有馬グランドホテル

兵庫県 有馬温泉 兵衛向陽閣

兵庫県 有馬温泉 月光園　游月山荘

兵庫県 有馬温泉 月光園　鴻朧館

兵庫県 有馬温泉 欽山

兵庫県 有馬温泉 銀水荘　兆楽

兵庫県 有馬温泉 有馬きらり

兵庫県 三田 ザ・セレクトンプレミア神戸三田ホテル

兵庫県 城崎温泉 西村屋ホテル招月庭

兵庫県 城崎温泉　　　　 大西屋　水翔苑

兵庫県 城崎温泉　　　　 ときわ別館

兵庫県 城崎温泉　　　　 きのさきの宿　緑風閣

兵庫県 日和山 ホテル　金波楼

兵庫県 湯村温泉 佳泉郷　井づつや

兵庫県 湯村温泉 朝野家

兵庫県 姫路 ホテル日航姫路

兵庫県 姫路 ダイワロイネットホテル姫路

兵庫県 姫路 姫路キヤッスルグランヴィリオホテル

兵庫県 姫路 ホテルモントレ姫路

兵庫県 塩田温泉 夢乃井

兵庫県 淡路夢舞台 グランドニッコー淡路

兵庫県 洲本温泉 ホテルニューアワジ別亭　淡路　夢泉景

兵庫県 洲本温泉 ホテルニューアワジ

兵庫県 洲本温泉 夢海游　淡路島

兵庫県 洲本温泉 海のホテル　島花

兵庫県 洲本温泉 淡路インターナショナルホテル　ザ・サンプラザ

兵庫県 南淡路温泉 ホテル＆リゾーツ　南淡路

奈良県 奈良 ホテル日航奈良

奈良県 奈良 奈良ホテル



奈良県 奈良 春日ホテル

奈良県 奈良 奈良　万葉若草の宿　三笠

奈良県 奈良 古都の宿　むさし野

奈良県 奈良 飛鳥荘

奈良県 奈良 四季亭

奈良県 奈良 ＡＮＤＯ　ＨＯＴＥＬ　奈良若草山

奈良県 西大寺・新大宮 奈良ロイヤルホテル

奈良県 天理 グランヴィリオホテル奈良　和蔵

奈良県 橿原 ＴＨＥ　ＫＡＳＨＩＨＡＲＡ

奈良県 吉野山 景勝の宿　芳雲館

奈良県 十津川温泉 十津川温泉ホテル昴

和歌山県 渡瀬温泉 わたらせ温泉　ホテルささゆり

和歌山県 南紀勝浦温泉 碧き島の宿　熊野別邸　中の島

和歌山県 南紀勝浦温泉 ホテル浦島　本館

和歌山県 南紀勝浦温泉 ホテル浦島　山上館

和歌山県 南紀勝浦温泉 かつうら御苑

和歌山県 串本温泉 ホテル＆リゾーツ　和歌山　串本

和歌山県 南紀白浜温泉 紀州・白浜温泉　むさし

和歌山県 南紀白浜温泉 ＳＨＩＲＡＨＡＭＡ　ＫＥＹ　ＴＥＲＲＡＣＥ　ホテルシーモア

和歌山県 南紀白浜温泉 白良荘グランドホテル

和歌山県 南紀白浜温泉 白浜古賀の井リゾート＆スパ

和歌山県 南紀白浜温泉 ＨＯＴＥＬ　ＳＨＩＲＡＨＡＭＡＫＡＮ（ホテル白浜館）

和歌山県 南紀白浜温泉 浜千鳥の湯　海舟

和歌山県 南紀白浜温泉 ホテル川久

和歌山県 南紀白浜温泉 南紀白浜マリオットホテル

和歌山県 周参見 ホテルベルヴェデーレ

和歌山県 和歌山 ホテルグランヴィア和歌山

和歌山県 和歌山 ダイワロイネットホテル和歌山

和歌山県 和歌山マリーナ 和歌山　マリーナシティホテル

和歌山県 南部　　　　　　 ホテル＆リゾーツ　和歌山　みなべ

鳥取県 鳥取 ホテルニューオータニ鳥取

鳥取県 鳥取 自家源泉をもつホテル＆スパ　モナーク鳥取

鳥取県 三朝温泉 依山楼岩崎

鳥取県 三朝温泉 三朝薬師の湯　万翆楼

鳥取県 三朝温泉 斉木別館

鳥取県 三朝温泉 三朝館

鳥取県 米子 ＡＮＡクラウンプラザホテル米子

鳥取県 皆生温泉 華水亭

鳥取県 皆生温泉 皆生グランドホテル天水

鳥取県 皆生温泉 皆生　つるや

鳥取県 伯耆・大山 ロイヤルホテル　大山

島根県 松江 なにわ一水

島根県 玉造温泉 佳翠苑皆美

島根県 玉造温泉 玉造グランドホテル長生閣

島根県 玉造温泉 玉井別館



島根県 玉造温泉 曲水の庭　ホテル玉泉

島根県 玉造温泉 湯之助の宿　長楽園

島根県 出雲大社 天然温泉大社の湯　いにしえの宿　佳雲

島根県 出雲大社 天然温泉大社の湯　お宿　月夜のうさぎ

岡山県 湯郷温泉 ゆのごう　美春閣

岡山県 湯郷温泉 湯郷グランドホテル

岡山県 湯郷温泉 季譜の里

岡山県 牛窓 ホテルリマーニ

岡山県 岡山 ホテルグランヴィア岡山

岡山県 岡山 ＡＮＡクラウンプラザホテル岡山

岡山県 岡山 ダイワロイネットホテル岡山駅前

岡山県 岡山 岡山国際ホテル

岡山県 岡山 後楽ホテル

岡山県 倉敷 倉敷国際ホテル

岡山県 倉敷 倉敷ロイヤルアートホテル

岡山県 鷲羽山 ＷＡＳＨＵ　ＢＬＵＥ　ＲＥＳＯＲＴ　風籠

岡山県 鷲羽山 倉敷せとうち児島ホテル

岡山県 鷲羽山 鷲羽グランドホテル備前屋甲子

広島県 福山 カンデオホテルズ福山

広島県 福山 福山ニューキャッスルホテル

広島県 鞆の浦 ホテル鴎風亭

広島県 鞆の浦 景勝館漣亭

広島県 鞆の浦 汀邸遠音近音

広島県 尾道 尾道国際ホテル

広島県 呉 クレイトン　ベイ　ホテル

広島県 呉 呉阪急ホテル

広島県 広島 ホテルグランヴィア広島

広島県 広島 リーガロイヤルホテル広島

広島県 広島 ＡＮＡクラウンプラザホテル広島

広島県 広島 オリエンタルホテル広島

広島県 広島 ホテルインターゲート広島

広島県 広島 ダイワロイネットホテル広島

広島県 広島 三井ガーデンホテル広島

広島県 広島 シェラトングランドホテル広島

広島県 広島・宇品 グランドプリンスホテル広島

広島県 宮島 宮島シ－サイドホテル

広島県 宮島 岩惣

広島県 宮島 宮島グランドホテル有もと

広島県 宮島 グランヴィリオホテル宮島　和蔵

広島県 宮島口 安芸グランドホテル

山口県 岩国 岩国国際観光ホテル

山口県 周防大島 Ｈ＆Ｒ　サンシャインサザンセト

山口県 湯田温泉 湯田温泉ユウベルホテル松政

山口県 湯田温泉 西の雅　常盤

山口県 湯田温泉 松田屋ホテル



山口県 萩 萩本陣

山口県 萩 萩城三の丸　北門屋敷

山口県 萩 和のオーベルジュ　萩八景　雁嶋別荘

山口県 萩 萩の宿　常茂恵

山口県 長門湯本温泉 大谷山荘

山口県 下関つくの温泉 ホテル西長門リゾート

山口県 宇部 ＡＮＡクラウンプラザホテル宇部

徳島県 徳島 ＪＲホテルクレメント徳島

徳島県 徳島 ダイワロイネットホテル徳島駅前

徳島県 徳島 スマイルホテル徳島

徳島県 徳島 徳島グランヴィリオホテル

徳島県 鳴門公園 アオアヲ　ナルト　リゾート

徳島県 祖谷温泉郷 ホテルかずら橋

徳島県 祖谷温泉郷 祖谷渓温泉　ホテル秘境の湯

徳島県 祖谷温泉郷 和の宿　ホテル祖谷温泉

香川県 高松 ＪＲホテルクレメント高松

香川県 高松 ダイワロイネットホテル高松

香川県 高松 夕凪の湯　ＨＯＴＥＬ　花樹海

香川県 塩江温泉 新樺川観光ホテル

香川県 丸亀 オークラホテル丸亀

香川県 こんぴら温泉 ことひら温泉　琴参閣

香川県 こんぴら温泉 琴平グランドホテル　桜の抄

香川県 こんぴら温泉 湯元こんぴら温泉華の湯　紅梅亭

香川県 こんぴら温泉 琴平花壇

香川県 こんぴら温泉 ことひら温泉　御宿　敷島館

香川県 土庄 小豆島国際ホテル

香川県 土庄 リゾートホテル　オリビアン小豆島

香川県 土庄 ニュー観海本館　天空ホテル海廬

香川県 内海 ベイリゾートホテル小豆島

愛媛県 新居浜 リーガロイヤルホテル新居浜

愛媛県 今治 今治国際ホテル

愛媛県 松山 ＡＮＡクラウンプラザホテル松山

愛媛県 松山 カンデオホテルズ松山大街道

愛媛県 松山 ダイワロイネットホテル松山

愛媛県 道後温泉 道後プリンスホテル

愛媛県 道後温泉 道後舘

愛媛県 道後温泉 ホテル椿館

愛媛県 道後温泉 花ゆづき

愛媛県 道後温泉 ふなや

愛媛県 道後温泉　　　　 オールドイングランド道後山の手ホテル

愛媛県 道後温泉　　　　 大和屋本店

愛媛県 道後温泉　　　　 大和屋別荘

愛媛県 道後温泉 別邸　朧月夜

愛媛県 奥道後温泉 奥道後　壱湯の守

高知県 高知 三翠園



高知県 高知 城西館

高知県 高知 ザ　クラウンパレス新阪急高知

高知県 高知 土佐御苑

高知県 高知 ホテル日航高知　旭ロイヤル

高知県 安芸 ロイヤルホテル　土佐

高知県 あしずり温泉郷 足摺国際ホテル

福岡県 小倉 リーガロイヤルホテル小倉

福岡県 小倉 ダイワロイネットホテル小倉駅前

福岡県 八幡 アクティブリゾーツ　福岡八幡

福岡県 玄海・神湊 ロイヤルホテル　宗像

福岡県 博多駅 ダイワロイネットホテル博多祇園

福岡県 博多駅 ＡＮＡクラウンプラザホテル福岡

福岡県 博多駅 ホテル日航福岡

福岡県 博多駅 ホテルユニゾ博多駅博多口

福岡県 博多駅 ザ　ロイヤルパークホテル　福岡

福岡県 キャナルシティ グランドハイアット福岡

福岡県 中洲 ホテルオークラ福岡

福岡県 中洲 博多エクセルホテル東急

福岡県 天神 西鉄グランドホテル

福岡県 天神 ホテルモントレ　ラ・スール福岡

福岡県 天神 ソラリア西鉄ホテル福岡

福岡県 天神 ホテルＪＡＬシティ福岡　天神

福岡県 薬院・渡辺通 タカクラホテル福岡

福岡県 薬院・渡辺通 ホテルニューオータニ博多

福岡県 薬院・渡辺通 ホテルモントレ福岡

福岡県 百道 ヒルトン福岡シーホーク

福岡県 海の中道 ザ・ルイガンズ．スパ＆リゾート

福岡県 原鶴温泉 泰泉閣

佐賀県 佐賀 ホテルニューオータニ佐賀

佐賀県 古湯温泉 古湯温泉　ＯＮＣＲＩ

佐賀県 唐津 唐津シーサイドホテル

佐賀県 唐津 ホテル＆リゾーツ　佐賀　唐津

佐賀県 嬉野温泉 和多屋別荘

佐賀県 嬉野温泉 ホテル桜

佐賀県 嬉野温泉 茶心の宿　和楽園

佐賀県 嬉野温泉 ホテル華翠苑

長崎県 佐世保 弓張の丘ホテル

長崎県 ハウステンボス ホテルヨーロッパ（ハウステンボス直営）

長崎県 ハウステンボス ホテルアムステルダム（ハウステンボス直営）

長崎県 ハウステンボス フォレストヴィラ（ハウステンボス直営）

長崎県 ハウステンボス ホテルオークラＪＲハウステンボス

長崎県 ハウステンボス ホテル日航ハウステンボス

長崎県 長崎 ＡＮＡクラウンプラザホテル長崎グラバ－ヒル

長崎県 長崎 ザ・ホテル長崎　ＢＷプレミアコレクション

長崎県 長崎 にっしょうかん　新館　梅松鶴



長崎県 長崎 にっしょうかん　別邸　紅葉亭

長崎県 長崎 ガーデンテラス長崎ホテル＆リゾート

長崎県 長崎 ルークプラザホテル

長崎県 長崎 ホテルＪＡＬシティ長崎

長崎県 長崎 ホテルモントレ長崎

長崎県 雲仙温泉 東園

長崎県 雲仙温泉 旅亭　半水盧

熊本県 山鹿温泉 山鹿温泉　清流荘

熊本県 玉名温泉 司ロイヤルホテル

熊本県 熊本 ＡＮＡクラウンプラザホテル熊本ニュースカイ

熊本県 熊本 ホテル日航熊本

熊本県 熊本 熊本ホテルキャッスル

熊本県 熊本 ザ・ニューホテル熊本

熊本県 阿蘇 阿蘇の司ビラパークホテル＆スパリゾート

熊本県 阿蘇・赤水温泉 阿蘇リゾートグランヴィリオホテル

熊本県 黒川温泉 湯峡の響き　優彩

熊本県 瀬の本高原 瀬の本高原ホテル

熊本県 杖立温泉 つえたて温泉　ひぜんや

熊本県 天草本渡 ホテルアレグリアガーデンズ天草

大分県 別府温泉 ホテル白菊

大分県 別府温泉 割烹旅館　もみや

大分県 別府・観海寺温泉 杉乃井ホテル

大分県 別府・観海寺温泉 美湯の宿　両築別邸

大分県 別府・鉄輪温泉 おにやまホテル

大分県 別府・亀川温泉 ＡＭＡＮＥ　ＲＥＳＯＲＴ　ＳＥＩＫＡＩ

大分県 別府・日出温泉 ホテル＆リゾーツ　別府湾

大分県 明礬温泉 ＡＮＡインターコンチネンタル別府リゾート＆スパ

大分県 由布院温泉 ゆふいん山水館

大分県 由布院温泉 由布院ことぶき花の庄

大分県 由布院温泉 ゆふいん七色の風

大分県 由布院温泉 ゆふいん　泰葉

大分県 由布院温泉 柚富の郷　彩岳館

大分県 由布院温泉 御宿　八遇來

大分県 由布院温泉 湯布院かほりの郷　はな村

大分県 日田温泉 小京都の湯　みくまホテル

大分県 日田温泉 旅籠　かやうさぎ

大分県 天ヶ瀬温泉 浮羽別館　新紫陽

大分県 天ヶ瀬温泉 山荘　天水

大分県 筋湯温泉 九重悠々亭

大分県 大分 ホテル日航大分オアシスタワ－

大分県 大分 レンブラントホテル大分

大分県 久住高原 レゾネイトクラブくじゅう

大分県 久住高原 久住高原コテージ

宮崎県 高千穂 ホテル四季見

宮崎県 高千穂 旅館　神仙



宮崎県 宮崎・一ッ葉 シェラトン・グランデ・オーシャンリゾート

宮崎県 宮崎 宮崎観光ホテル

宮崎県 宮崎 ホテルＪＡＬシティ宮崎

宮崎県 青島温泉 ＡＮＡホリデイ・インリゾート宮崎

宮崎県 青島温泉 青島グランドホテル

鹿児島県 霧島温泉郷 霧島ホテル

鹿児島県 霧島温泉郷 旅行人山荘

鹿児島県 霧島温泉郷 さくらさくら温泉

鹿児島県 霧島温泉郷 ラビスタ霧島ヒルズ

鹿児島県 霧島温泉郷 アクティブリゾーツ　霧島

鹿児島県 霧島隼人 ホテル　京セラ

鹿児島県 鹿児島 ＳＨＩＲＯＹＡＭＡ　ＨＯＴＥＬ　ｋａｇｏｓｈｉｍａ

鹿児島県 鹿児島 鹿児島サンロイヤルホテル

鹿児島県 鹿児島 鹿児島東急ＲＥＩホテル

鹿児島県 指宿温泉 いぶすき　秀水園

鹿児島県 指宿温泉 指宿白水館

鹿児島県 指宿温泉 指宿いわさきホテル

鹿児島県 屋久島・尾之間 屋久島いわさきホテル

鹿児島県 屋久島空港 縄文の宿　まんてん

鹿児島県 奄美・笠利 奄美リゾートホテル　ティダムーン

沖縄県 首里 ダブルツリーｂｙヒルトン那覇首里城

沖縄県 おもろまち新都心 ダイワロイネットホテル那覇おもろまち

沖縄県 国際通り ハイアットリージェンシー那覇沖縄

沖縄県 国際通り ダイワロイネットホテル沖縄県庁前

沖縄県 国際通り ダイワロイネットホテル那覇国際通り

沖縄県 国際通り ホテルＪＡＬシティ那覇

沖縄県 旭橋・西町 ロワジ－ルスパタワ－那覇

沖縄県 旭橋・西町 リーガロイヤルグラン沖縄

沖縄県 泉崎・壷川 沖縄ハーバービューホテル

沖縄県 泊港 沖縄かりゆしアーバンリゾート・ナハ

沖縄県 松山・久米 沖縄ナハナ・ホテル＆スパ

沖縄県 赤嶺・奥武山 ホテルグランビュー沖縄

沖縄県 豊見城 ホテルグランビューガーデン沖縄

沖縄県 糸満 サザンビーチホテル＆リゾート沖縄

沖縄県 宜野湾 ムーンオーシャン宜野湾ホテル＆レジデンス

沖縄県 宜野湾 ラグナガーデンホテル

沖縄県 北中城 ＥＭウェルネスリゾート　コスタビスタ沖縄　ホテル＆スパ

沖縄県 北谷 ザ・ビーチタワー沖縄

沖縄県 北谷 ヒルトン沖縄北谷リゾート

沖縄県 恩納村北部 沖縄かりゆしビーチリゾート・オーシャンスパ

沖縄県 恩納村北部 ＯＫＩＮＡＷＡ　ＫＡＲＩＹＵＳＨＩ　ＲＥＳＯＲＴ　ＥＸＥＳ　ＯＮＮＡ

沖縄県 恩納村南部 ルネッサンスリゾート　オキナワ

沖縄県 恩納村南部 ＡＮＡインターコンチネンタル万座ビーチリゾート

沖縄県 恩納村南部 シェラトン沖縄サンマリーナリゾート

沖縄県 恩納村南部 ハイアットリージェンシー瀬良垣アイランド沖縄



沖縄県 恩納村南部 カフーリゾートフチャク　コンド・ホテル

沖縄県 恩納村南部 ホテルモントレ沖縄スパ＆リゾート

沖縄県 読谷村 ホテル日航アリビラ

沖縄県 読谷村 ロイヤルホテル　沖縄残波岬

沖縄県 名護リゾート ザ・ブセナテラス

沖縄県 名護リゾート ザ・リッツ・カールトン沖縄

沖縄県 名護リゾート ザ・テラスクラブ　アット　ブセナ

沖縄県 名護リゾート オキナワマリオットリゾート＆スパ

沖縄県 名護・東海岸 カヌチャベイホテル＆ヴィラズ

沖縄県 うるま市 ココガーデンリゾートオキナワ

沖縄県 本部 ホテルオリオンモトブリゾート＆スパ

沖縄県 奥間 オクマ　プライベートビーチ＆リゾート

沖縄県 久米島 イーフビーチホテル

沖縄県 久米島 サイプレスリゾート久米島

沖縄県 宮古島 宮古島東急ホテル＆リゾーツ

沖縄県 宮古島 ホテルブリーズベイマリーナ

沖縄県 宮古島　　　　　 シギラベイサイドスイート　アラマンダ

沖縄県 宮古島 ホテルアトールエメラルド宮古島

沖縄県 石垣島 フサキビーチリゾート　ホテル＆ヴィラズ

沖縄県 石垣島 グランヴィリオリゾート石垣島

沖縄県 石垣島 アートホテル石垣島

沖縄県 石垣島 南の美ら花　ホテルミヤヒラ

沖縄県 石垣島 ＯＫＩＮＡＷＡ　ＫＡＲＩＹＵＳＨＩ　ＲＥＳＯＲＴ　ＥＸＥＳ　ＩＳＨＩＧＡＫＩ

沖縄県 石垣島 ホテルロイヤルマリンパレス石垣島

沖縄県 石垣島 ＡＮＡインターコンチネンタル石垣リゾート

沖縄県 石垣島 ホテルグランビュー石垣新川

沖縄県 石垣島・川平 石垣シーサイドホテル

沖縄県 小浜島 はいむるぶし


