
 
 

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。 

 

中国地方 
鳥取県▼｜島根県▼｜岡山県▼｜広島県▼｜山口県▼ 

 

鳥取県 
ANA クラウンプラザホテル米子 ファミリーロッジ旅籠屋・境港店 三井別館 東横 INN 米子駅前 

OYO 44715 International Hotel Kaike ファミリーロッジ旅籠屋・鳥取倉吉店 三朝温泉 清流荘 湯快リゾート 皆生温泉 かいけ彩朝楽 

OYO サンホテル倉吉 ベイサイドスクエア皆生ホテル 川床屋 湯快リゾート 三朝温泉 斉木別館 

OYO 桃園館 ホテルウェルネス因幡路 大山 緑荘 浜村温泉 魚と屋 

アパホテル〈鳥取駅前〉 ホテルエリアワン境港マリーナ 鳥取ゲストハウス ミライエ BASE 米子ワシントンホテルプラザ 

インディゴ GEO HOUSE #DS1 ホテルセントパレス倉吉 鳥取シティホテル 木造りの宿 橋津屋 

オーベルジュ天空 ホテル大山 しろがね 鳥取ワシントンホテルプラザ 旅館大橋 

スマイルホテル米子 ロイヤルホテル 大山 天然温泉 境港 夕凪の湯 御宿 野
乃（ドーミーインチェーン） 

 

デスティニーイン境港 皆生温泉 海潮園 東横 INN 鳥取駅南口  

▲目次へ戻る 

島根県 
Guest house daisho oshiro asobi てんてん手毬 亀嵩温泉 玉峰山荘 松乃湯 

JECK ドーミーイン EXPRESS 松江 曲水の庭 ホテル玉泉 世界遺産 石見銀山の宿 ゆずりは 

OYO 旅館 松江館 ドーミーイン出雲 玉造グランドホテル長生閣 島根浜田ワシントンホテルプラザ 

OYO ホテル やくも 松江 ひらたメイプルホテル 湖畔の温泉宿 くにびき 東横 INN 出雲市駅前 

いにしえの宿 佳雲 ファミリーロッジ旅籠屋・出雲大社店 国民宿舎千畳苑 東横 INN 松江駅前 

お宿 月夜のうさぎ ホテルエリアワン出雲 四季荘 東横イン 浜田駅北口 

かくれの里ゆかり ホテルルートイン益田 出雲湯村 温泉国民宿舎 清嵐荘 湯屋温泉 リフレパークきんたの里 

グリーンリッチホテル出雲 ホテルルートイン松江 松江 エクセルホテル東急 福間館 

グリーンリッチホテル松江駅前 ホテルルートイン浜田駅前 松江アーバンホテル  

グリーンリッチホテル浜田駅前 ホテル武志山荘 松江アーバンホテル CUBICROOM  

ゲストハウス だるまや 一畑山コテージ 松江ニューアーバンホテル  

▲目次へ戻る 

岡山県 
Alphabed Okayama Ekimotomachi 
Room 303 オーベルジュ美の濱 流石 ホテルグランヴィア 岡山 元禄旅籠 油屋 



Alphabed Okayama Ekimotomachi 
Room 306 グランドベース倉敷中央 ホテルトレンド岡山駅前 後楽ホテル 

Alphabed Okayama Kyomachi Room 
201 グリーンリッチホテル倉敷駅前 ホテルリブマックス岡山 三井ガーデンホテル岡山 

Alphabed Okayama Kyomachi Room 
204 くれたけイン岡山 ホテルリブマックス岡山 WEST 倉敷アイビースクエア 

Alphabed 岡山千日前 101 コートホテル倉敷 ホテルリブマックス岡山倉敷駅前 倉敷ステーションホテル 

Alphabed 岡山千日前 102 コンフォートホテル岡山 ホテルリマーニ 倉敷のゲストハウス かくれ宿 Yuji-
inn 

Alphabed 岡山千日前 103 センチュリオンホテル＆スパ倉敷 ホテルルートイン倉敷水島 倉敷ロイヤルアートホテル 

Alphabed 岡山千日前 104 セントラルホテル岡山 ポピー スプリングス リゾート & ス
パ 津山セントラルホテル アネックス 

Alphabed 岡山千日前 105 ダイワロイネットホテル岡山駅前 ゆのごう美春閣 津山セントラルホテル タウンハウス 

Alphabed 岡山桃太郎通り チサン イン 倉敷水島 ゆばらの宿 米屋 紬屋旅館 

ANA クラウンプラザホテル岡山 トレーラホテル SORAUMI リゾートイン湯郷 天然温泉 阿智の湯 ドーミーイン倉
敷 

Guesthouse 菊水旅館 パンダステイ岡山 レガリアイン 東横 INN 岡山駅西口右 

Near Tram Apartment Okayama ファミリーロッジ旅籠屋・井原店 阿吽山房 東横 INN 岡山駅西口広場 

Tabinoie Okayama Biyori ファミリーロッジ旅籠屋・岡山店 一棟貸し宿いぐさ 東横 INN 岡山駅東口 

アークティスシャレスタ ファミリーロッジ旅籠屋・津山店 岡山ゲストハウスいぐさ 東横 INN 倉敷駅南口 

アークホテル岡山 –ルートインホテル
ズ– ベッセルホテル倉敷 岡山ビューホテル 湯快リゾート 湯原温泉 輝乃湯 

アパホテル〈岡山駅前〉 ヘルスピア倉敷 ファスティングヘル
ス 岡山ワシントンホテルプラザ 湯郷グランドホテル 

アパホテル〈倉敷駅前〉 ホテル 1-2-3 倉敷 岡山国際ホテル 備後屋 

あわくら温泉 元湯 ホテル エリア ワン岡山 花の宿 にしき園 美作三湯 湯郷温泉 季譜の里 

イルドール カフェ & ゲストハウス ホテル マイラ 割烹流石 WEST 料理旅館 鶴形 

ヴィアイン岡山 ホテルアベストグランデ岡山 吉備高原リゾートホテル 鷲羽山下電ホテル 
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広島県 
Alphabed 広島平和公園前 ANNEX グリーンスパ筒賀 ホテルグランヴィア広島 宮島別荘 

Alphabed 広島平和大通り グリーンヒルホテル尾道 ホテルセンチュリー21 広島 広島 東急 REI ホテル 

Alphabed 福山西桜町 ゲストハウス COCO 広島 - 女性専用 ホテルニューヒロデン 広島エアポートホテル 

ANA クラウンプラザホテル広島 ゲストハウスヒロシマ マングタック ホテルニュー三笠 広島グランドインテリジェントホテル 

AREA INN FUSHIMICHO FUKUYAMA 
CASTLE SIDE コート ホテル広島 ホテルビスタ広島 広島クレインピースタワー 

HONDORI INN コンフォート ホテル 呉 ホテルプロモート広島 広島ピースホテル - ホステル 

HOTEL CYCLE コンフォートホテル広島大手町 ホテルリブマックス広島平和公園前 広島ワシントンホテル 

KIRO 広島 by THE SHARE HOTELS ザ ノット広島 ホテルリブマックス三原駅前 広島ワビサビホステル 

NIPPONIA HOTEL Takehara Saltworks 
Town 

ザ ロイヤルパークホテル 広島リバー
サイド ホテルリブマックス福山駅前 広島市文化交流会館 

OYO ホテル 宮島 Inn ほうらいの里 
広島 さくらや ホテルルートイン東広島西条駅前 国民宿舎みやじま杜の宿 

OYO 旅館 ホワイトシティもりもと 
広島大朝 サルホステル ホテル広島ガーデンパレス 坂の風 

SUNDAY peace room Nakashima シェラトングランドホテル広島 ホテル東広島ヒルズ 西条店 三井ガーデンホテル広島 

SUNDAY peace room 猿猴橋 #27 ステップ ピア ホテル法華クラブ広島 三原国際ホテル 

SUNDAY peace room 十日市 #7 センターホテル三原 ムーンズ カフェ 住之江旅館 

SUNDAY peace room 土橋 #8 ダイワロイネットホテル広島 ラ・フォーレ十日市 瀬戸内ヴィラ ダイアリー大芝島 



villa garden Dai Dai ダイワロイネットホテル広島駅前 ランドーレジデンス広島スイーツ 千鳥イン 袋町 広島 

アークホテル広島駅南 - ルートイン
ホテルズ - チサン ホテル 広島 リーガロイヤルホテル 広島 相鉄グランドフレッサ広島 

アキカフェ イン ゲストハウス ネストホテル広島八丁堀 リッチモンドホテル福山駅前 蔵宿いろは 

アパホテル〈広島駅前〉 パークサイドホテル広島平和公園前 リブマックスリゾート安芸 宮浜温泉 竹原シーサイドホテル 

アパホテル〈広島駅前大橋〉 バックパッカーズ ホステル ケイズハ
ウス広島 リブマックスリゾート安芸宮島 東横 INN 広島駅新幹線口 No.2 

いかわ旅館 ひろしま国際ホテル ルートイングランティア福山 SPA 
RESORT 東横 INN 広島駅新幹線口 

ヴァリエ ホテル 広島 ファミリーロッジ旅籠屋・広島店 レンタルコテージ Y51 by the sea 東横 INN 広島駅前大橋南 

ヴィアイン広島 ベッセルイン広島駅前 安芸グランドホテル & Spa 東横 INN 広島駅南口右 

ヴィアイン広島銀山町 ベッセルイン福山駅北口 安芸の湯 ドーミーイン広島 東横 INN 広島平和大通 

おもてなしホステル 宮島 ベッセルホテル東広島 岩惣 東横 INN 東広島駅前 

オリエンタルホテル広島 ベッセルホテル福山 宮島 離れの宿 IBUKU 東横 INN 東広島西条駅前 

カプセルホテル CUBE ホテル エスプル広島平和公園 宮島 離れの宿 IBUKU 別邸 東横 INN 福山駅新幹線南口 

カンデオホテルズ広島八丁堀 ホテル みや離宮 宮島グランドホテル有もと 尾道千光寺坂の離菴ふう 

カンデオホテルズ福山 ホテル リブマックス PREMIUM 広島 宮島コーラルホテル 福山ステーションイン 

グランドプリンスホテル広島 ホテルインターゲート広島 宮島シーサイド ホテル 福山ニューキャッスルホテル 

グランドベース広島駅前 ホテルいんのしま 宮島ホテルまこと 福山ロイヤルホテル 

グランドベース広島光町 ホテルエリアワン福山 宮島古宿 汐まち庵  
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山口県 
Arks inn Onoda グリーンリッチホテル山口湯田温泉 ホテルトレンド岩国 下関駅西ワシントンホテルプラザ 

OYO ビジネスホテル みつや 宇部 コンフォートホテル新山口 ホテルニュータナカ 国際ホテル宇部 

OYO ビジネスホテル新川宇部 スーパーホテル Premier 下関 ホテルルートイン宇部 天然温泉関門の湯 ドーミーイン
PREMIUM 下関 

OYO ホテル パーク琴芝 宇部 スーパーホテル宇部天然温泉 ホテルルートイン山口 湯田温泉 東横 INN 下関海峡ゆめタワー前 

OYO 厚狭ステーションホテル 山陽小
野田 スーパーホテル防府駅前 ホテルルートイン徳山駅前 東横 INN 岩国駅西口 

OYO ホテル アルフレックス 徳山駅
前 ビジネスホテル アークスイン 大森 ホテルルートイン防府駅前 東横 INN 新山口駅新幹線口 

TRIP BASE COCONEEL プラザホテル下関 ホテル光ヒルズ 東横 INN 徳山駅新幹線口 

アパホテル〈山口防府〉 ホテル 西の雅 常盤 ホテル徳山ヒルズ 平和通り店  

ヴィアイン下関 ホテルアクシアイン萩 やどまる美祢  

グリーンリッチホテル岩国駅前 ホテルクラウンヒルズ徳山 ロイヤルイン新山口駅前  
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