
アメリカン・エキスプレス・トラベル オンライン Go To トラベル対象事前決済ホテルリスト
アメリカン・エキスプレス・トラベル オンラインでの Go To トラベル対象ホテルは以下のホテルになります。

※対象宿泊施設一覧は 2020 年 12 月 10 日(木)現在のものです。

※2020 年 11 月 9 日(月)以降に当ウェブサイトにて以下の対象ホテルをご予約され、Go To トラベルの条件を満たしたご予約は Go To トラベル対象となります。

※ホテルの空室状況により当ウェブサイトで表示されない場合があります。

中部地方 
新潟県▼｜富山県▼｜石川県▼｜福井県▼｜山梨県▼｜長野県▼｜岐阜県▼｜静岡県▼｜愛知県▼ 

新潟県 
ANA クラウンプラザホテル新潟 アパホテル＜上越妙高駅前＞ ホテルシャレーゆざわ銀水 岩室スロウホステル 

I eco III アルミュール ホテルニューオータニ長岡 香風館 

JR 東日本ホテルメッツ 新潟 カントリーイン カナディアンハウス ホテルリブマックス新潟駅前 小竹屋旅館 

JR 東日本ホテルメッツ 長岡 カントリーホテル新潟 ホテルリブマックス新潟長岡駅前 新潟・万代シルバーホテル 

Kagura White Horse Inn ゲストハウス アンゴ荘 ホテルルートインコート柏崎 新潟グランドホテル 

Konayuki ゲストハウス じんく ホテルルートイン燕三条駅前 新潟シティホテル 

Myoko Forest Lodge コートホテル新潟 ホテルルートイン糸魚川 新潟パークホテル 

Myoko House - ホステル コンフォート ホテル 燕三条 ホテルルートイン上越 新潟京浜ホテル 

OYO ビジネスホテルちとせ コンフォート ホテル新潟駅前 ホテルルートイン新潟県庁南 神楽ハウス 

OYO 上越シティホテル 春日山 コンフォートイン新潟亀田 ホテルルートイン新潟西インター 栖里時絵 

OYO 上越セントラルホテル 高田仲町 スーパーホテル上越妙高駅西口 ホテルルートイン新発田インター 赤倉ユアーズイン 

OYO 旅館 安田温泉やすらぎ 阿賀野 たびのホテル佐渡 ホテルルートイン長岡インター 長岡グランドホテル 

OYO 旅館 坂戸城 南魚沼 チサン イン 新潟 中央インター ホテルルートイン長岡駅前 天然温泉 多宝の湯 ドーミーイン新潟 

OYO 旅館 旅荘 みなと 佐渡 ナスパニューオータニ ホテルルートイン妙高新井 東横 INN 上越妙高駅西口 

アートホテル上越 ファミリーロッジ旅籠屋・新潟南店 ホテル燕ヒルズ 東横 INN 新潟駅前 

アートホテル新潟駅前 ベルビューニシウラ ホテル太閤 東横 INN 新潟古町 

アパヴィラホテル 燕三条駅前 ペンション ムーミンパパ ユートピア苗場 湯けむりの宿 雪の花 

アパホテル 燕三条駅前 ホテル イタリア軒 ライムリゾートミョウコウ 苗場スプリングスホテル 

アパホテル 新潟古町 ホテルエリアワン番神岬 ログホテル アーリーバード 風雅の宿 長生館 

アパホテル 新潟東中通 ホテルクラウンヒルズ新潟 ロッヂ丘 夕日と漁火の宿 七浦荘 

アパホテル＆リゾート〈上越妙高〉 ホテルグローバルビュー新潟 王子ペンション苗場 

アパホテル〈新潟〉 ホテルサンルート新潟 花とほたる 湯のさと 雪国 

▲目次へ戻る 

富山県 
ANA クラウンプラザホテル富山 クラウンヒルズ富山 ホテルニューオータニ高岡 生地温泉 たなかや 

Guest House YAMASHITA-YA コンフォート ホテル 富山 ホテルルートイン魚津 辻わくわくランド 民宿 茶弥 



HH4 YAMAKI House スカイホテル滑川 ホテルルートイン高岡駅前 天然温泉 剣の湯 ドーミーイン富山 

OYO ホテル 富山城址公園 スカイホテル魚津 ホテルルートイン富山インター 天然温泉 富山 剱の湯 御宿 野乃 

あさひシティーインホテル ダイワロイネットホテル富山 ホテルルートイン富山駅前 東横 INN 新高岡駅新幹線南口 

アパヴィラホテル 富山駅前 ダイワロイネットホテル富山駅前 ラ・セリオール 東横 INN 富山駅新幹線口 1 

アパホテル 魚津駅前 ファミリーロッジ旅籠屋・黒部店 ルートイングランティア氷見 和蔵の
宿 東横 INN 富山駅新幹線口 2 

アパホテル 高岡駅前 ファミリーロッジ旅籠屋・小矢部店 ロイヤルホテル 富山砺波 湯快リゾート 黒部・宇奈月温泉 宇奈
月グランドホテル 

アパホテル 高岡丸の内 ホテル グランテラス富山 角久旅館 氷見温泉郷 魚巡りの宿 永芳閣 

アパホテル 砺波駅前 ホテル グランミラージュ 喜代多旅館 富山 エクセルホテル東急 

アパホテル 富山 ホテル リブマックス富山 五箇山旅館 よしのや 富山タウンホテル 24 

アパホテル 富山駅前 ホテルクラウンヒルズ高岡 薪の音 富山マンテンホテル 

▲目次へ戻る 

石川県 
ANA ホリデイ･イン金沢スカイ グランドベース金沢駅 ホテルルートイン美川インター 山中温泉 花つばき 

ANA クラウンプラザホテル金沢 くろほろ Machiya House ホテルルートイン輪島 薪の音 金澤 

Blue Hour Kanazawa ケイズハウス金沢 ホテル金沢 水鞠 

Bukeyashiki Machiya House ゲストハウス ハクカ ユニゾインエクスプレス金沢駅前 数寄屋風旅館 からさわ 

eph KANAZAWA ザ・スクエアホテル金沢 ユニゾイン金沢百万石通り 瀬々らぎの森 シャンブル・ドット エ
トワールエフェ 

Horikawa Hostel スマイルホテル金沢 ゆのくに天祥 西玖 

INOVA 金沢駅前ホテル suite ダイワロイネットホテル金沢 リブマックスリゾート加賀山代 蒼風庵 

INTRO 玉川 ダイワロイヤルホテル D-PREMIUM 
金沢 

ルートイングランティア小松エアポー
ト 中安旅館 

Kanazawa Higashiyama Chaco タウンホテルフォーティーワン ロイヤルホテル 山中温泉河鹿荘 天然温泉加賀の湧泉 ドーミーイン金
沢 

KKR ホテル金沢 てらまちや 風心庵 ロイヤルホテル 能登 東横 INN 金沢駅東口 

KUMU 金沢 by The Share Hotels ネイバーズイン金沢 粟津温泉 喜多八 東横 INN 金沢兼六園香林坊 (大和デパ
ート前) 

OYO ビジネスホテル R サイド 金沢 ひなや東山 一里野高原ホテル ろあん 東急ステイ金沢 

R&B ホテル金沢駅西口 ファースト ホテル 金沢 雨庵 金沢 東山 かげろひ 

Restaurant & Inn KANAZAWA ATSUSHI ファミリーロッジ旅籠屋・金沢内灘店 温泉めい想倶楽部 富士屋旅館 東山あり月 

so, KANAZAWA ホテル シーサイド松任 凜庵 LIAN_KANAZAWA 湯快リゾー ト NEW MARUYA ホテル 

Sun Heights Horikawa 205 ホテル パシフィック金沢 和風ペンション ふるさと 湯快リゾート NEW MARUYA ホテル
別館 

W&M ハウス ホテルインターゲート金沢 花ごよみ 湯快リゾート 粟津温泉 あわづグラン
ドホテル 

Weskii Hotel extended stay Kanazawa 
Station 

ホテルウィングインターナショナルプ
レミアム金沢駅前 花明かり 湯快リゾート 粟津温泉 あわづグラン

ドホテル 別館 

アゴーラ・金沢 ホテルエコノ金沢アスパー 吉祥やまなか 湯快リゾート 山代温泉 彩朝楽 

アパヴィラホテル 金沢片町 ホテルエコノ金沢駅前 吉田屋山王閣 湯快リゾート 山中温泉 花・彩朝楽
〈女性専用旅館〉 

アパホテル & リゾート加賀片山津温
泉佳水郷 ホテルエコノ金沢片町 金沢 - ハブ 湯快リゾート 山中温泉 山中グランド

ホテル 

アパホテル 加賀大聖寺駅前 ホテルエコノ小松 金沢ゲストハウス ステラ 湯快リゾート 和倉温泉 金波荘 

アパホテル 金沢駅前 ホテルこうしゅうえん 金沢セントラルホテル東館 白山の自然に抱かれた ザ・ゲストハ
ウス 望岳苑 

アパホテル 金沢西 ホテルトラスティ金沢香林坊 金沢マンテンホテル駅前 彦三町 金の間 

アパホテル 金沢中央 ホテルトリム 金沢駅前ホテル 彦三町 銀の間 



アパホテル 金沢野町 ホテルトレンド金沢駅前 金沢家 瓢 

アパホテル 小松 ホテルトレンド金沢片町 金沢国際ホテル 変なホテル金沢 香林坊 

アパホテル〈金沢片町〉 (全室禁煙) ホテルビスタ金沢 金沢町家 兼六 矢田屋松濤園 

アパホテル＜小松グランド＞（旧：小
松グランドホテル) ホテルフォルツァ金沢 金沢東急ホテル 葉渡莉 

ヴィアイン金沢 ホテルマイステイズプレミア金沢 金沢東兼六の離邸 卯峯(うふ) 謡町 

オフ ホテルマイステイズ金沢キャッスル 金沢白鳥路 ホテル山楽 藍の辻 

ガーデンホテル金沢 ホテルリソルトリニティ金沢 金澤 田丸屋 旅館やまむろ 

かがり吉祥亭 ホテルリブマックス金沢医大前 湖月館 料理旅館 金沢茶屋 

かずえや ホテルリブマックス金沢駅前 三井ガーデンホテル金沢  

カナメインタテマチ ホテルルートイン金沢駅前 山中温泉 お花見久兵衛  

クラウンヒルズ金沢 ホテルルートイン七尾駅東 山中温泉 よしのや依緑園  

▲目次へ戻る 

福井県 
BEACH SIDE VILLAGE FAMILIAR ザ グラン リゾート 三方五湖 ホテルフジタ福井 鯖江第一ホテル 

OYO サバエシティーホテル 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 ホテルルートイン敦賀駅前 三国観光ホテル 

アズイン福井 センチュリオンホテルヴィラスイート
福井駅前 ホテルルートイン武生インター 勝山ニューホテル 

アパホテル〈福井片町〉 チサン イン 福井 ホテルルートイン福井駅前 天然温泉 羽二重の湯 ドーミーイン福
井 

あわら温泉 清風荘 ホテル フレアール和泉 ホテルルートイン福井大和田 東横 INN 敦賀駅前 

あわら温泉 青雲閣 ホテル ルートイン鯖江 ホテル水月花 東横 INN 福井駅前 

あわら北潟温泉 湖畔荘 hana ゆらり ホテルエコノ福井駅前 海幸と絶景風呂 若狭高浜 城山荘 風の杜 

グランディア芳泉 ホテルクラウンヒルズ武生 灰屋 福井マンテンホテル駅前 

ゲストハウス 小浜弐拾壱時 
Guesthouse OBAMA21:00 ホテルせくみ屋 五作荘  

▲目次へ戻る 

山梨県 
Beautiful Mt.Fuji A ガーデン・シェッド R ホテル 楽せりな 甲府プリンスホテル朝日館 

Beautiful Mt.Fuji B くつろぎの邸 くにたち ホテルクラウンヒルズ甲府 甲府ワシントンホテルプラザ 

Bself Fuji Villa ケイズハウス Mt. 富士 ホテルマイステイズ富士山 展望温泉 甲府記念日ホテル 

Design House/near Fujisan st 
30seconds/Fujinokura ケイズハウス富士ビュー ホテルマウント富士 山中湖 ペンション ぱうぜ 

enjoy Mt.Fuji A ゲストハウス カーリーヴィレッジ ホテルリブマックス甲府 山梨 窪中島 グランシェーヌ #GR4 

Fuji Viewest Villa RAKUWA ゲストハウス富士乃蔵 河口湖 ホテルルートインコート甲府 杓子山ゲートウェイ キャンプ 

HOTEL& 薬草風呂 ホテル スターらん
ど 

コージー バケーション ステイ 富士
河口湖 ホテルルートインコート甲府石和 宿坊 端場坊 

ID STAY 河口湖Ⅲ ココ ホテルルートインコート山梨 心海富士荘園 

ID-STAY Kawaguchiko II コンフォートイン甲府 ホテルルートインコート上野原 心月庵 

JINYA 富士河口湖 ザ グラン リゾート プリンセス富士
河口湖 ホテルルートインコート南アルプス 清里高原ホテル 

Ma Maison Mt. Fuji Kawaguchiko せつう ホテルルートインコート韮崎 石和温泉 ホテル平成 

Mt. Fuji Akatsuki Enn タイニーハウスホテル森旅ぃ ホテルルートインコート富士吉田 貸別荘 ウルルン河口湖 

Mt. Fuji Akatsuki Kuu チサン イン 甲府 石和 ホテルルートイン河口湖 貸別荘ゆうしん 



Mt. View A ツインドーム龍宮 ホテルレジーナ河口湖 大阪屋 

Oriya Mt.Fuji -Miyabi- ツーリストヴィラ河口湖 ホテル湖龍 庭園茶寮山中湖 

ORIYA Mt.Fuji -縁 ENISHI- ディ・ムジカ ホテル美富士園 天然温泉 甲斐路の湯 ドーミーイン
甲府 

ORIYA Mt.Fuji -錦 NISHIKI- ドーミーイン甲府丸の内 ボンモマン A 棟 登り坂ホテル 

OYO ホテル 虹 笛吹 御坂 ハイランドリゾート ホテル＆スパ ボンモマン B 棟 東横 INN 甲府駅南口 1 

OYO ホテル清里グランデール八ヶ岳 バッカス 甲府 ゲストハウス マウント ビュー B 東横 INN 甲府駅南口 2 

The road to Mt.Fuji ファミリーロッジ旅籠屋・甲府石和店 やすらぎの別邸 四季亭 東横 INN 富士河口湖大橋 

tocoro. Mt. Fuji 卯月 ファミリーロッジ旅籠屋・山中湖店 ラビスタ富士河口湖 富ノ湖ホテル 

tocoro. Mt. Fuji 葉月 ファミリーロッジ旅籠屋・小淵沢店 レイクヴィラ河口湖 富士ゲストハウス 蒼 

TOCORO.Mt. Fuji Yayoi ファミリーロッジ旅籠屋・韮崎店 レイクランドホテル みづのさと 富士タイムトラベラー 

TOCORO.Mt. Fuji 如月 ファミリーロッジ旅籠屋・富士吉田店 ロイヤルホテル 八ヶ岳 富士タイムトラベラー別館 

Vila Fuji Bon Voyage Mori ファミリーロッジ旅籠屋・富士都留店 ロイヤルホテル河口湖 富士マリオットホテル山中湖 

Vila Fuji Bon Voyage Sora フォレストリゾート 山中湖 秀山荘 ロッヂ スタックポイント 富士レークホテル 

Villa Hanasaku Mt.Fuji KAWAGUCHIKO 
A フジクラス響 下部ホテル 富士河口湖リゾートホテル 

Villa Hanasaku Mt.Fuji KAWAGUCHIKO 
B ふじざくらイン 河口湖 ペンション ウッドストック 富士河口湖温泉 時悠々楽游 

Villa Yawaragi フジプレミアムリゾート 河口湖 温泉寺 夢殿 富士山 結 アパートメント 

Villa ゆうしん プチホテル＆レストラン オールドエ
イジ 河口湖アーバンリゾートヴィラ 富士山ステーションホテル 

Zian フラクキャット 河口湖ヴィラ エフジェイリゾート 富士山と河口湖を望む高台の宿 クレ
ッシェンド 

アーバンヴィラ 古名屋ホテル フラクドッグ 河口湖カントリーコテージ Ban 富士山リゾートログハウス ふようの
宿 

アイディステイ河口湖 フラクプードル 河口湖ホテル 富士山金魚 

アパホテル〈甲府南〉 ブリーズベイレイクリゾート河口湖 花ホステル・富士山 富士乃蔵 数奇屋 

アルプス ロッジ ペンション マリエ 華やぎの章 慶山 風雅 A 

ウィークエンドシャッフル ペンション モンテラック 華やぎの章 甲斐路 風雅 B 

ヴィラ メイクイーン ペンション 蘭峰 古民家宿 LOOF 坂之家 風林火山 勝山宿 

ヴィラス和楽 ホステル 1889 古民家宿 LOOF 澤之家 和楓ゲストハウス 柏や 

エラーブル Mt.Fuji "禅" ホステル富士山・結 湖のホテル  

エラーブル Mt.Fuji "風" ホテル アレキサンダー ロイヤルリゾ
ート 山中湖 甲斐リゾートホテル  
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長野県 
Alpinarc Chalet HAKUBA ケンマンハウス白馬 ホテルルートインコート佐久 七倉山荘 

Alps Aunty Cottage コートヤード・バイ・マリオット 白
馬 ホテルルートインコート篠ノ井 車山高原ゲストハウス うらら 

AMO 54 コンドルハウス白馬 ホテルルートインコート松本インター 渋温泉 古久屋 

Ampel Hutte コンフォートホテル長野 ホテルルートインコート千曲更埴 春日温泉 かすがの森 

ANGEL Resort Karuizawa ザ グラン リゾート エレガンテ軽井
沢 ホテルルートインコート南松本 松本ウエルトンホテル 

Asagiri Chalet ザ・プリンス軽井沢 ホテルルートイン伊那インター 松本ツーリストホテル 

BAAN HAKUBA サザンクロスイン松本 ホテルルートイン塩尻 松本ホテル花月 

cafe & stay CASTANA シェイクスピア ホテル ホテルルートイン塩尻北インター 松本丸の内ホテル 



Canopy Cortina Lodge シャトー ローザンヌ ホテルルートイン駒ヶ根インター 上高地ホテル 

Casa Verde 白馬 シャレーホテル ハイジ・ホフ ホテルルートイン小諸 上高地帝国ホテル 

COTTAGE Yamajyu シャレー志賀 ホテルルートイン上諏訪 上諏訪温泉 しんゆ 

Couch Potato Hostel スマイルホテル長野 ホテルルートイン上田-国道 18 号- 上田駅前ロイヤルホテル 

Creek House Hakuba スミビラ白馬 ホテルルートイン諏訪インター 上田東急 REI ホテル 

Dancing House ちきちきばんばん せせらぎの里 ホテルルートイン第 1 長野 上林ホテル 仙壽閣 

GuestRoom ガーデンあずみ野 セブンス ヘブン ハクバ ホテルルートイン第 2 諏訪インター 常盤屋旅館 

Hakuba Black Crane Chalet ソーラー シャレー ホテルルートイン第 2 長野 信州しもすわ温泉 ぎん月 

Hakuba Cottage ソラ ホテル 軽井沢 アウトレット ホテルルートイン中野 信州白馬八方温泉 しろうま荘 

Hakuba Grey Wolf Chalet ダイヤモンド志賀 ホテルルートイン飯田 森のホテル 

Hakuba MAHOROBA チサン イン 塩尻北インター ホテルロッソ軽井沢 仙人キャビン白馬 

Hakuba Shiro Usagi チサン イン 軽井沢 ホテル軽井沢クロス 相鉄フレッサイン 長野駅善光寺口 
(旧ホテルサンルート長野) 

Hakuba West Coast Inn Villa チサン イン 諏訪インター ホテル国際 21 相鉄フレッサイン 長野駅東口 

HAL Cottage チサン グランド 長野 ホテル山楽 相鉄フレッサイン長野上田駅前 

Harvest Eco House ちのスカイビューホテル ホテル志賀サンバレー 狸 luxury apartments 

Haus Yuki ツーリスト美乃和 ホテル松本ヒルズ 狸 tanuki lodge 

Hotel New Nagano NeXT ドットホステル長野 ホテル白樺湖榮園 地蔵館 松屋旅館 

HOUSE OF FINN JUHL HAKUBA ねざめホテル ホテル富貴の森 中山道芦田宿 一棟貸し たてしな あ
かりや 

IKEDA ライフ館 ハウステンボス フォレストヴィラ ホテル豊生 中島屋旅館 

IROHA GRAND HOTEL 松本駅前 パウダースイート ホワイトツリーロッジ 昼神グランドホテル天心 

KOYA バックパッカーズ ドムスミワ マイシャレー 朝日屋旅館 

Macchiato House Hakuba ハナズハウス白馬 ますや旅館 長野 東急 REI ホテル 

Minn 軽井沢 ビーバーロッジ白馬 マリレン ホテル 天然温泉 梓の湯 ドーミーイン松本 

Neverland Hakuba ビッグフットキャビン白馬 まるか旅館 天然温泉 善光の湯 ドーミーイン長野 

Nozawa Dream ヒノキキャビン白馬 ミズホシャレー 東横 INN 佐久平駅浅間口 

Nozawa Dream Central ビレッジヒル壽番館 メルパルク長野 東横 INN 松本駅前本町 

Nozawa Gondola Apartments ファミリーロッジ旅籠屋・茅野蓼科店 もやいの宿 いかり屋旅館 東横 INN 松本駅東口 

OYO 44790 お宿 陣屋 ファミリーロッジ旅籠屋・軽井沢店 やまきゅう荘 東横 INN 上田駅前 

OYO プチホテル花南車山高原 フェニックス コクーン ラタタハウス白馬 東横 INN 長野駅善光寺口 

OYO ホテル WWJ 伊那 フェニックス シャレー ラント ハウス ダンクル ネッツ 湯多利の里 伊那華 

OYO 旅館 幸の湯 志賀高原 フェニックス ホテル リゾート イン ボン シック 湯田中温泉 せせらぎの宿 ホテル星川
館 

OYO 旅館 晴明荘 白樺湖 ブリーズベイリゾート塩尻かたおか リゾート イン 静観 柏屋旅館 

OYO ホテル トラベルイン 信州中野 ブリーズベイリゾート黒姫 リゾートイン マリオンシナノ 白樺湖ホテルパイプのけむり 

Resort Villa SHIOZAWASANSO ブルーバード シャレー リゾートイン村田 白樺湖畔 四季彩の宿 リトルグリーブ 

Ryder's House ブルーバードアパートメンツ リッチモンドホテル松本 白馬 風の子 

Sakka Rocks Chalet プレミアホテル-CABIN-松本 リブマックスリゾート軽井沢 白馬アルパインホテル 

Salji ペンショオーネ ランタンリルン リブマックスリゾート軽井沢フォレス
ト 白馬エコーシャレー 



Sanno ペンション おはよう ル・ボカージュ 白馬エコーランド シ
ャレー 白馬ココロホテル 

Snow Haven ペンション ポエティカル ルグラン旧軽井沢 白馬スプリングスホテル 

Thank you Hippopotamus 2 KURA ペンション 神戸っ子 ルシアン旧軽井沢 白馬ハイランドホテル 

Thank you Hippopotamus 2 NIKAI ペンション 麓 ルポゼ白馬 白馬パウダーマウンテン宿泊ロッジ 

Toemu Nozawa ペンションイメージハウス レイクサイド ホステル ジル白樺湖 白馬ブラウニー コンドミニアム 

Villa El Cielo ペンションひがしやま白馬 レジーナリゾート旧軽井沢 白馬ペンション ミーティア 

Villa Rochalie ペンション森の風 レンタルコテージ白馬 Megeve (ムジ
ェーヴ) 白馬ホワイトフォックスシャレー 

Wagaya ポーラーハウス軽井沢 ロイヤルホテル 長野 白馬リゾートホテル ラ ネージュ東館 

Yukiita Lodge ポーラーハウス西軽井沢 1 ロージーズハウス白馬 白馬ログホテル ミーティア 

アイランドホテル ポーラーハウス中軽井沢 1 ロッヂ フリーラン 白馬駅前ゲストハウス 

アヴァンティ シャレー ポーラーリゾート西軽井沢 (1) ロッヂ招仙 白馬岩岳 ロッジ岳友荘 

アップル イン たかさか ポーラーリゾート西軽井沢 (2) ワダノ ウッズ シャレー 白馬五竜 ペンションくるみ 

アパホテル〈軽井沢駅前〉軽井沢荘 ホーリー ハウス わたぼうし 白馬栂池高原 ゲレンデサイドの宿 エ
スポワール みさわ 

アルピコプラザホテル ホテル JAL シティ 長野 壱岐マリーナホテル 白馬東急ホテル 

アルペンヴィラのざわ ホテル アストリア 奥志賀高原ホテル 白馬八方温泉 せせらぎ 

アルペンハウス白馬 ホテル エム マツモト 岡谷セントラルホテル 白馬平川ハウス 

アルペンルートホテル ホテル サイプレス軽井沢 温泉の宿 雷鳥 白馬北城 

イーグルハウス白馬 ホテル ビラ白馬 温泉ロッヂ藤美 八 

いこいヴィラ ホテル ブエナ ビスタ 温泉宿 美鈴荘 八方アパートメント 

ヴィラ アルペン ホテル プラトン 加賀美 美景シャレー 

ヴィラメッサ軽井沢 ホテル マロウド 軽井沢 華灯りの宿 加命の湯 美白の湯 荻原館 

ウッドペッカー シャレー ホテル ユニコーン 楽奇温泉旅館 風景館 

エースイン松本 ホテル 白樺 荘 志賀 高原 帰郷亭 ゆもとや 福 CHALET 

エコーヴィラ白馬 ホテル 白馬ベルグハウス 旧軽井沢 ホテル音羽ノ森 別所温泉 南條旅館 

エミネンス ホテルアベスト長野駅前 旧軽井沢ホテル 東雲 泡の湯 

おおぐて湖畔 しらさぎ荘 ホテルアンビエント安曇野 魚敏旅館 民宿こじま 

オーバーグルグル ホテルアンビエント安曇野コテージ 金剛寺 宿坊 成穂院 民宿みやま 

オーベルジュ・ド・ノームの森 ホテルおもだか 銀嶺荘 門脇館 

お宿 山翠 ホテルクラウンヒルズ岡谷 渓流荘しおり絵 野沢ハウス 

カイロス ホテルグランヴェール旧軽井沢 軽井沢 ホテルパイプのけむり 野沢ビューホテル嶋田屋 

かわもとや ホテルサニー志賀 軽井沢サニーヴィレッジ 遊子 千曲館 

カンデオ ホテルズ 茅野 ホテルシルクイン斑尾 軽井沢プリンスホテル ウエスト 遊星館 

カンパーニュ白馬 ホテルタキモト 軽井沢ペンション 佐藤のぬくもり 旅館 山田屋 

キャッツビラ白馬 1 ホテルトレンド松本 軽井沢ホテル ロンギングハウス 旅館いこい山荘 

キャッツビラ白馬 2 ホテルトレンド長野 軽井沢マリオットホテル 旅館叶家 

キャッツビラ白馬 3 ホテルニューステーション 軽井沢村ホテル 緑翠亭 景水 

キャッツビラ白馬 4 ホテルはなや 御宿 炭乃湯 和風ペンション ことりの樹 



グラビティ ホテルマツモトよろづや 広谷ペンション 和風ペンションみやざわ 

グランジャム栂池 ホテルメトロポリタン長野 黒部観光ホテル 栞舎 

くるみ沢旅館 ホテルモルシャン 佐久グランドホテル 萃 sui-諏訪湖 

ケイズハウス白馬アルプス ホテルモンターニュ松本 山ハウス白馬 蓼科 親湯温泉 

ゲストハウス クロイツェル ホテルゆだなか 四季の宿すばる 蓼科グランドホテル滝の湯 

ゲストハウス 遊来 ホテルルートイングランド上田駅前 志賀の湯ホテル 蓼科東急ホテル 

ゲストハウス「古民家の宿梨本軒」 ホテルルートインコート安曇野豊科駅
南 志賀高原 ホテル一望閣 旧軽井沢 KIKYO キュリオ・コレクシ

ョン by ヒルトン（2020/12/10 更新） 
ゲストハウスシャコンヌ軽井沢 貸別
荘 ホテルルートインコート伊那 志賀高原プリンスホテル  

ゲストハウス星空のあかり ホテルルートインコート軽井沢 自由旅クラブ 木曽三河家  

▲目次へ戻る 

岐阜県 
BEYOND HOTEL Takayama 3rd コンフォートイン大垣 ホテル呉竹荘高山駅前 東横 INN 岐阜羽島駅新幹線南口 

BEYOND HOTEL Takayama 4th シェソワ ワカミヤ ホテル多治見ヒルズ マイルーム店 東急ステイ飛騨高山 結の湯 

eph 高山 スパホテルアルピナ飛騨高山 ホテル多治見ヒルズ リバーサイド店 湯快リゾート 下呂温泉 下呂彩朝楽 
別館 

IORI STAY ダイワロイネットホテル岐阜 ホテル穂高 湯快リゾート 下呂温泉 下呂彩朝楽 
本館 

IORI STAY HIDA タニャポーン 2 リゾートヴィラ高山 (旧 ヴィラージ
ュ荘川高原) 

湯快リゾート 恵那峡温泉 恵那峡国際
ホテル 

K's Villa 飛騨庵 たびのホテル飛騨高山 ルートイングランティア飛騨高山 白川郷 ゲストハウス KEI 

La cura パークホテル可児 ロイヤルホテルうお八別邸 八ツ三館 

OYO Hotel Kanko Business 
Matsuyama ひだホテルプラザ ワットホテル＆スパ飛騨高山 飛騨 花里の湯 高山桜庵 

OYO シルクホテル 中津川 ファミリーロッジ旅籠屋・土岐店 奥飛騨ガーデンホテル焼岳 飛騨・高山温泉 宝生閣 

OYO ビジネスホテル金園 岐阜 ファミリーロッジ旅籠屋・飛騨高山店 奥飛騨の宿 故郷 飛騨牛の宿 

OYO 旅館 掬水 ブリーズベイホテル＆リゾート下呂 岡田旅館 和楽亭 飛騨高山ゲストハウス桜花 

OYO 旅館 鬼岩湯元館 ベスト ウエスタン ホテル高山 温泉ビジネスホテル富喜屋 飛騨高山ワシントンホテルプラザ 

OYO 旅館 住吉屋 根尾うすずみ ペンションぐっどらっく高山 下呂温泉 紅葉館 別館 わん泊亭 飛騨高山古民家宿 櫟の庭 

OYO 旅館 風雪 奥飛騨温泉郷 ホステル フィッシュ イン ア リ
バー 下呂温泉 山形屋 飛騨亭花扇 

RIAD NANA ホテル イルクレド岐阜 下呂温泉 冨岳 蕪水亭 

Sakurayama ホテルアソシア高山リゾート 寛ぎの舎 游 平湯プリンスホテル 

Thanyaporn Hotel ホテルくさかべアルメリア 岐阜ワシントンホテルプラザ 穂高荘 山がの湯 

アパホテル 大垣駅前 ホテルグランヴェール岐山 紀文の庭 穂高荘 山のホテル 

アパホテル〈岐阜羽島駅前〉 ホテルスポーツパルコ 御宿 結の庄 穂高荘 山の庵 

アミーゴたちの宿 ヤスダペンション ホテルリソル岐阜 高山グリーンホテル 睦館 

オースタット国際ホテル多治見 ホテルリブマックス岐阜羽島駅前 糸守 本陣平野屋 花兆庵 

オーベルジュ飛騨の森 ホテルリブマックス岐阜駅前 十八楼 本陣平野屋 別館 

おやど 古都の夢 ホテルルートイン可児 宿Ｃａｆｅレンタル 小左ェ門 民宿 桑谷屋 

お宿 山久 ホテルルートイン各務原 宿坊 善光寺 TEMPLE HOTEL 
TAKAYAMA ZENKOJI 民宿岩田館 

お宿 八兵衛 ホテルルートイン関 匠の宿 深山桜庵 龍リゾート & スパ 

カミイチノマチバックパッカーズ ホテルルートイン岐阜羽島駅前 小川屋 旅館 むら山 



カントリーホテル高山 ホテルルートイン岐阜県庁南 深山荘 旅館 一の松 

クインテッサホテル 大垣 ホテルルートイン恵那 水明館 旅館 岐山 

くれたけイン プレミアム大垣駅前 ホテルルートイン多治見インター 翠峯苑 旅館 山水 

ケイズハウス高山 ホテルルートイン大垣インター 川上屋花水亭 旅館あすなろ 

ケイズハウス高山オアシス ホテルルートイン中津川インター 草の庭 旅館かみなか 

ゲストハウス タニャポーン ホテルルートイン土岐 池田温泉旅館 たち川 旅館清龍 

ゲストハウス岐阜羽島心音 ホテルルートイン美濃加茂 天然温泉 金華の湯 ドーミーイン岐阜
駅前 倭乃里 

ゲストハウス西洞館 - ホステル ホテル花更紗 都ホテル 岐阜長良川 日本の宿 ひだ高山 倭乃里
（2020/12/10 更新） 

コンフォート ホテル 岐阜 ホテル郡上八幡 東横 INN 岐阜  

▲目次へ戻る 

静岡県 
【Atami】 Agi・Lodge くれたけインいわた ホテルルートイン菊川インター 今井荘 

ABBA RESORTS IZU 坐漁荘 くれたけインプレミアム静岡駅前 ホテルルートイン御前崎 三交イン沼津駅前 

B&B ゲストハウス森の駅 くれたけイン御前崎 ホテルルートイン御殿場 三交イン静岡北口 

Culinary Bed&Art 401 くれたけイン浜松西インター ホテルルートイン御殿場駅南 修善寺温泉 桂川 

Culinary Bed&Art 402 グローバル キャビン 浜松 - ホステ
ル ホテルルートイン焼津インター 松崎温泉 炉ばた館 

EX 浜松アパートメント 501 ココチホテル沼津 ホテルルートイン新富士駅南 沼津インターグランドホテル 

EX 浜松アパートメント 601 コンフォート ホテル 浜松 ホテルルートイン裾野インター 沼津リバーサイドホテル 

Hotel Capsule Inn Shizuoka ザ グラン リゾート エレガンテ伊豆 ホテルルートイン清水インター 沼津一休庵 

IWATA ステーションホテル ザ グラン リゾート エレガンテ熱海 ホテルルートイン島田駅前 菖蒲沢ログ ハウス 

Izu Inatori House - KANDO - ザ・ひらまつ ホテルズ＆リゾーツ 熱
海 ホテルルートイン島田吉田インター 西伊豆 今宵 

Izu Kogen House - KANDO - サンラファエル ヴィラ ホテルルートイン藤枝駅北 静岡カントリー浜岡コース & ホテル 

OYO Hamanako No Yado スーパーホテル JR 富士駅前禁煙館 ホテルルートイン磐田インター 静岡タウンホテル 

OYO ホテル 川奈アイランド 伊東 スーパーホテル御殿場 1 号館 ホテルルートイン浜松駅東 静鉄ホテル プレジオ沼津 

OYO ホテル いそかぜ 御前崎 スーパーホテル長泉沼津インター ホテルルートイン浜松西インター 静鉄ホテルプレジオ静岡駅北 

OYO 旅館 伯梁 清水三保 スマイルホテル静岡吉田インター ホテルルートイン浜名湖 石のや 熱海 

Resorthouse Bamboo セレクトイン富士山御殿場 ホテルルートイン富士中央公園東 川奈ホテル 

THE GOTEMBAKAN ダイワ ロイネット ホテル 浜松 ホテル伊豆急 体験型古民家宿 旅ノ舎 

THE HAMANAKO (ザ 浜名湖) ダイワロイネットホテルぬまづ ホテル羽衣 貸切温泉のコンドミニアム グランビ
ュー熱海 

The SPA Resort 別邸 洛邑 つるや吉祥亭 ホテル昭明館 貸切別荘 二宮庵 

TKP ホテル&リゾート レクトーレ熱海
小嵐 ときわや マースガーデンウッド御殿場 地中海ペンション クノッソス 

TKP ホテル＆リゾート レクトーレ熱
海桃山 ニューウェルシティ湯河原 みなとオアシス沼津 中島屋グランドホテル 

Ufufu Village - Glamping ハイセットホテル静岡インター ラフォーレ倶楽部 伊東温泉 湯の庭 天然温泉 富嶽の湯 ドーミーイン三
島 

UMIHOTEL ANNEX ハタゴイン静岡吉田インター リゾートペンション タートルハウス 天然温泉茶月の湯 ドーミーイン Ｅ
ＸＰＲＥＳＳ掛川 

VILLENT HILL 熱川 パルテール リゾートホテル コルテラルゴ伊豆高
原 東横 INN 静岡駅北口 

VILLENT 伊豆シャボテン公園 ハルハウス リゾーピア熱海 東横 INN 掛川駅新幹線南口 

VILLENT 伊豆宇佐美 ビーチサイドイン白浜 リッチモンドホテル浜松 東横 INN 新富士駅南口 



VILLENT 伊豆高原 ファミリーロッジ旅籠屋・清水興津店 リブマックスリゾート 熱海 シーフロ
ント 東横 INN 静岡駅南口 

Villent 熱川 テラス ファミリーロッジ旅籠屋・静岡牧之原
店 リブマックスリゾート伊東川奈 東横 INN 静岡清水駅前 

VILLENT 富士見冷川 ファミリーロッジ旅籠屋・袋井店 リブマックスリゾート伊豆下田 東横 INN 静岡藤枝駅北口 

Wan's Resort 城ヶ崎海岸 ファミリーロッジ旅籠屋・浜名湖店 リブマックスリゾート伊豆高原 東横 INN 熱海駅前 

YMCA 東山荘 ファミリーロッジ旅籠屋・富士田子浦
店 リブマックスリゾート城ヶ崎海岸 東横 INN 浜松駅北口 

アパホテル〈静岡駅北〉 ファンシービジネスホテル リブマックスリゾート天城湯ヶ島 東横 INN 富士山三島駅 

アパホテル〈富士中央〉 フォンテーヌ・ブロー熱海 リラックスリゾートホテル 東横 INN 富士山沼津駅北口 1 

アパホテル<浜松駅南> ブリーズベイ シーサイドリゾート熱
海 レンブラントプレミアム富士御殿場 東横 INN 富士山沼津駅北口 2 

アミ・ドローラ ブリーズベイ修善寺ホテル 伊東温泉 陽気館 湯回廊 菊屋 

アンダの森 伊豆いっぺき湖 ホテル & スパ リゾート ラビスタ 伊
豆山 伊豆 Ricca 藤枝パークインホテル 

アンダリゾート伊豆高原 ホテル クラッド 伊豆 土肥荘 YK1 日の出屋旅館 

いさり火 ホテル ミクラス 伊豆の家 MOANA 日本色 NIHON IRO 

ヴィラージュ伊豆高原 ホテル ルートイン 長泉沼津インター
第 1 伊豆の家 UNO 日本平ホテル 

ヴィラハナサク富士御殿場アウトレッ
ト 

ホテル ルートイン浜松ディーラー通
り 

伊豆ハウス ラグジュアリー ログ、快
適な暖炉 熱海 櫂雲 

ウィンダムグランド淡島 ホテル・アクアサンタ 伊豆マリオットホテル修善寺 熱海シーサイド スパ & リゾート 

ウェルカムインサニーステップ ホテルアセントプラザ浜松 伊豆今井浜東急ホテル 熱海一休庵 

ウェルネスの森 伊東 ホテルアセント浜松 伊豆最大の大滝 ＡＭＡＧＩＳＯ-天
城荘-［LIBERTY RESORT］ 熱海倶楽部迎賓館 

ウオミサキホテル ホテルアソシア静岡 伊豆長岡温泉 Villa Garden 石のや 熱海後楽園ホテル 

エンゼル フォレスト 大川汐見崎 ホテルアンビエント伊豆高原本館 伊豆畑毛温泉 大仙家 熱海網代ハウス 

エンゼル フォレスト 熱海自然郷 ホテルクラウンパレス浜松 一本のえんぴつ 熱海来宮の湯 松月 

エンゼルフォレスト 伊豆スカイライ
ン ホテルクラウンヒルズ富士宮 稲取東海ホテル湯苑 八丁堀 iBLD 

エンゼルフォレスト 富士小松ヶ原 ホテルサウスガーデン浜松 横浜藤よし伊豆店 八幡野温泉郷 杜の湯 きらの里 

エンゼルフォレスト伊豆高原 (赤沢望
洋台) ホテルスクエア富士御殿場 温泉ホステル 陽の笑 浜松ホテル 

オークラアクトシティホテル浜松 ホテルセタスロイヤル 下田オーシャンパークホテル 浜辺の湯 下田荘 

オーシャン ビュー ハウス ホテルセレクトイン三島 下田ビューホテル 浜名湖グランドホテルさざなみ館 

オーベルジュ ル・タン ホテルセレクトイン沼津 下田プリンスホテル 富士グリーンホテル 

おちあいろう ホテルセンチュリー静岡 下田大和館 富士宮グリーンホテル 

お宿 うち山 ホテルソリッソ浜松 下田東急ホテル 富士山三島東急ホテル 

ガーデンヴィラ白浜 ホテルトレンド沼津駅前 河津ログハウス 風の薫 

かね吉一燈庵 ホテルマイステイズ清水 河津海苑 文化財のホステル ケイズハウス伊東
温泉 

カンデオ ホテルズ 静岡島田 ホテルラヴィエ川良 掛川グランドホテル 米屋 

かんぽの宿 熱海別館 ホテルリブマックス掛川駅前 割烹旅館 琴水 北の庭 THE KURETAKESO 

かんぽの宿 熱海本館 ホテルリブマックス沼津駅前 休暇村 南伊豆 旅乃屋海ホテル 

キャビンハウス ヤド 富士宮店 ホテルリブマックス浜松駅前 古屋旅館 あさば旅館（2020/12/10 更新） 

クアハウス石橋旅館 ホテルリブマックス富士駅前 古民家 さくらや  

グランツリー熱海海光亭 ホテルルートイン掛川インター 御殿場高原ホテル  

▲目次へ戻る 



愛知県 
758 ホステル アパートメント イン 
名古屋 1D Yabacho apartment (202,203) ベッセルイン栄駅前 休暇村茶臼山高原 

758 ホステル アパートメント イン 
名古屋 1E 

Yabacho apartment 
(202,205,403,303,203,305,401,405) ベッセルホテルカンパーナ名古屋 漁師旅籠 内藤屋 

758 ホステル アパートメント イン 
名古屋 1K Yabacho apartment (301,302) ホテル LOVE 豪華カプセルホテル 安心お宿プレミ

ア名古屋栄店 

758 ホステル アパートメント イン 
名古屋 1P アズイン大府 ホテル ラグーナ ヒル 三井ガーデンホテル名古屋プレミア 

758 ホステル アパートメント イン 
名古屋 2A アズイン半田インター ホテル・アンドルームス名古屋栄 三交イン Grande 名古屋 

758 ホステル アパートメント イン 
名古屋 2D アットインホテル名古屋駅 ホテル・アンドルームス名古屋伏見 三交イン豊田〜四季乃湯〜 

758 ホステル アパートメント イン 
名古屋 3A 

アパヴィラホテル＜名古屋丸の内駅前
＞ ホテルアークリッシュ豊橋 三交イン名古屋錦 

758 ホステル アパートメント イン 
名古屋 3D アパホテル 〈名古屋栄東〉 ホテルアクテル名古屋錦 三交イン名古屋新幹線口 

758 ホステル アパートメント イン 
名古屋 3G アパホテル 名古屋栄 ホテルアソシア豊橋 三交イン名古屋新幹線口 ANNEX 

758 ホステル アパートメント イン 
名古屋 4P アパホテル〈尾張一宮駅前〉 ホテルアベスト大須観音駅前 三交イン名古屋伏見 

758 ホステル アパートメント イン 
名古屋 4S アパホテル〈名古屋栄北〉 ホテルウィングインターナショナル 

名古屋 三谷温泉 ひがきホテル 

758 ホステルアパートメント イン 名
古屋 3P アパホテル〈名古屋駅新幹線口北〉 ホテルウィングインターナショナルセ

レクト名古屋栄 三谷温泉 松風園 

758 ホステルアパートメント イン 名
古屋 4B アパホテル〈名古屋錦〉EXCELLENT ホテルエスプル名古屋栄 瀬戸パークホテル 

758 ホステルアパートメント イン名
古屋 1S アパホテル豊橋駅前 ホテルクラウンヒルズ豊川 西浦グランドホテル 吉慶 

758 ホステルアパートメントイン名古
屋 1C ヴィアイン名古屋駅前椿町 ホテルグランドティアラ安城 西鉄イン名古屋錦 

ANA クラウンプラザホテルグランコ
ート名古屋 ヴィアイン名古屋新幹線口 ホテルサンルートプラザ名古屋 西鉄ホテル クルーム 名古屋 

Aoi apartment エースイン刈谷 ホテルシルク・トゥリー名古屋 相鉄フレッサイン 名古屋駅桜通口 

Aratamabashi 101 apartment カンデオ ホテルズ 半田 ホテルトラスティ名古屋 大海老 

Guest House Re-worth Joshin1 キャッスル プラザ ホテルトラスティ名古屋栄 池下 HOUSE 

Guest House Re-worth Sengencho1 グランドベース大須 ホテルトラスティ名古屋白川 中部国際空港セントレアホテル 

Guest House Re-worth Yabacho1 グランドベース名古屋駅西 ホテルトレンド岡崎駅前 天然温泉 錦鯱の湯 ドーミーイン
PREMIUM 名古屋栄 

Honjin apartment くれたけインプレミアム名古屋納屋橋 ホテルトレンド三河安城 天然温泉 三洲の湯 ドーミーインＥ
ＸＰＲＥＳＳ三河安城 

Honjin house くれたけイン名古屋久屋大通 ホテルパレス名古屋 東横 INN 中部国際空港 1 

Hostel 758 Nagoya 3F ゲストハウス きーず ホテルビスタ名古屋 [錦] 東横 INN 中部国際空港 2 

Hostel 758 Nagoya1G ゲストハウスリワース矢場町 1 (101) ホテルマイステイズ 名古屋栄 東横 INN 三河安城駅新幹線南口 1 

Hostel 758 Nagoya1H コンフォート ホテル 中部国際空港 ホテルマイステイズ名古屋錦 東横 INN 三河安城駅新幹線南口 2 

Hostel 758 Nagoya2B コンフォート ホテル 名古屋伏見 ホテルユニゾ名古屋駅前 東横 INN 豊橋駅東口 

Hostel 758 Nagoya2C コンフォートホテル刈谷 ホテルリソル名古屋 東横 INN 豊田市駅前 

Hostel 758 Nagoya2H コンフォートホテル豊橋 ホテルリブマックス愛知豊田駅前 東横 INN 名古屋栄 

Hostel 758 Nagoya2K コンフォートホテル豊川 ホテルリブマックス三河安城駅前 東横 INN 名古屋駅桜通口新館 

Hostel 758 Nagoya2S コンフォートホテル名古屋新幹線口 ホテルリブマックス名駅 東横 INN 名古屋駅桜通口本館 

Hostel 758 Nagoya3B ザ サイプレス メルキュールホテル 
名古屋 ホテルリブマックス名古屋栄 EAST 東横 INN 名古屋駅新幹線口 

Hostel 758 Nagoya3C ザ ロイヤルパーク キャンバス 名古
屋 ホテルリブマックス名古屋金山 東横 INN 名古屋丸の内 

Imaike 4F apartment ザ・カトーホテル ホテルリブマックス名古屋桜通口 東横 INN 名古屋錦 

Imaike apartment サンホテル名古屋錦 ホテルリブマックス名古屋太閤通口 東横 INN 名古屋尾張一宮駅前 

Ixyz 杜 ジャストインプレミアム豊橋駅新幹線
口 ホテルルートイン一宮駅前 東横 INN 名古屋名駅南 



Ｊ ホテル りんくう ジャストインプレミアム名古屋駅 ホテルルートイン常滑駅前 東横 INN 名鉄知立駅前 

Josai apartment スーパーホテル安城駅前 ホテルルートイン新城 東横イン名古屋金山 

Kogane apartment スーパーホテル名古屋駅前 ホテルルートイン知立 東海シティホテル 

N ホテル ストリングスホテル 八事 NAGOYA ホテルルートイン半田亀崎 湯の風 HAZU 

Nagoya station apartment ストリングスホテル 名古屋 ホテルルートイン豊橋駅前 変なホテル ラグーナテンボス 

Nagoya station house スプリングサニーホテル名古屋常滑 ホテルルートイン豊川インター 豊橋ステーションホテル 

Nakamura-ward-office house 1 スマイルホテル名古屋栄 ホテルルートイン豊田元町 名古屋 JR ゲートタワーホテル 

Nakamura-ward-office house 2 スマイルホテル名古屋新幹線口 ホテルルートイン豊田陣中 名古屋ビーズホテル 

Osu apartment (301, 303, 401) センターホテルトヨタ ホテルルートイン名古屋栄 名古屋プリンスホテル スカイタワー 

Osu apartment (801, 803, 1002) センターワンホテル半田 ホテルルートイン名古屋今池駅前 名古屋マリオットアソシアホテル 

Osu house ダイワ ロイネット ホテル 名古屋新
幹線口 ホテルルートイン名古屋東別院 名古屋栄 東急 REI ホテル 

OYO Katahara Resort Hotel ダイワロイネットホテル 名古屋駅前 ホテルワルツ - 岡崎 - アダルトオン
リー 名古屋栄ワシントンホテルプラザ 

OYO ビジネスホテル海岸荘 蒲郡 ダイワロイネットホテル名古屋太閤通
口 ホテル京阪 名古屋 名古屋駅前モンブランホテル 

OYO ビジネスホテル光陽 ダイワロイヤルホテル D-CITY 名古屋
納屋橋 ホテル三河海陽閣 名古屋観光ホテル 

OYO 旅館 さもと館 尾張旭 柏井町 ダイワロイヤルホテル D-CITY 名古屋
伏見 ホテル竹島 名古屋金山ホテル 

OYO 旅館 高峰荘 篠島 チサン イン 豊川インター マンガホテル東郷 名古屋東急ホテル 

OYO 旅館 マルトラ別館 西尾 吉良 チサン イン 名古屋 ユニゾイン名古屋栄 名鉄イン刈谷 

OYO 旅館 白鷺温泉 白鷺館 トリップ & スリープホステル大須 ランプライトブックスホテル名古屋 名鉄イン知多半田駅前 

OYO 旅館 恋路ヶ浜 黒潮 田原 伊良
湖 ニッコースタイル名古屋 リッチモンドホテル 名古屋新幹線口 名鉄イン名古屋駅新幹線口 

Ozone house はづ合掌 リッチモンドホテル名古屋納屋橋 名鉄イン名古屋駅前 

R&B ホテル名古屋栄東 はづ別館 リニアホステル 名鉄イン名古屋錦 

R&B ホテル名古屋錦 はづ木 ルートイングランティア小牧 名鉄イン名古屋金山 

R&B ホテル名古屋新幹線口 ハミルトン ホテル - ブルー - 名駅南 レゴランド ジャパン ホテル 名鉄イン名古屋金山アネックス 

Sakurahonmachi 105 apartment ハミルトン ホテル ブラック レッドプラネット 名古屋 錦 名鉄イン名古屋桜通 

SAMURAI HOUSE ハミルトン ホテル レッド ロイヤルホテルうお八 名鉄グランドホテル 

SAMURAI HOUSE 2 パレスイン豊田 一宮グリーンホテル 名鉄トヨタホテル 

Shinsakaemachi apartment (1A, 2A, 
2B) ビジネスホテル アークスイン安楽荘 一宮シティホテル 名鉄ニューグランドホテル 

Shinsakaemachi apartment (6F, 7F) フォーポイントバイシェラトン名古屋 
中部国際空港 岡崎ニューグランドホテル 名鉄小牧ホテル 

the b 名古屋 プリンセスガーデンホテル 岡崎第一ホテル 旅館名龍 

Tokoname ベストウェスタン ホテル 名古屋 岡崎第一ホテルイースト館 和味の宿 角上楼 

ヒルトン名古屋（2020/12/10 更新）    

▲目次へ戻る 


