
 
 

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。 

 

北海道・東北地方 
北海道▼｜青森県▼｜岩手県▼｜宮城県▼｜秋田県▼｜山形県▼｜福島県▼ 

 

北海道 
Ak Star アパホテル 札幌すすきの駅西 フロンティア 24 プレミアムスイート 

506 ワッカヌプリ 

AMS Hiragishi 11 403 アパホテル 札幌すすきの駅前 フロンティア 24 プレミアムスイート 
602 ワン ニセコ リゾート タワーズ 

AMS Hiragishi 11 502 アパホテル 札幌すすきの駅南 ベストウェスタンプラスホテルフィー
ノ千歳 ワンダーランド フラノ - パイン 

AMS Hiragishi 11 503 アパホテル 札幌大通公園 ベストウェスタン札幌大通公園 ワンダーランド フラノ - メープル 

AMS タワー 中島 アパホテル&リゾート<札幌> ベッセルイン札幌中島公園 阿寒の森 鶴雅リゾート 花ゆう香 

ANA クラウンプラザホテル釧路 アパホテル〈TKP 札幌駅前〉 ベッセルホテルカンパーナすすきの 葵 

ANA クラウンプラザホテル札幌 アパホテル〈TKP 札幌駅北口〉
EXCELLENT ペンション & ギャラリー 菜摘実の里 旭岳温泉 ホテルディアバレー 

ANA クラウンプラザホテル千歳 アパホテル〈札幌〉 ペンション コットンファーム 旭岳温泉 ホテルベアモンテ 

ANA ホリデイ・イン札幌すすきの アパホテル〈札幌すすきの〉 ペンション パピィーテール 旭川トーヨーホテル 

Asahikawa 7 inn アパホテル〈帯広駅前〉 ペンション ふらいぱぁん 旭川公園ゲストハウス 

ASANOHA アパホテル〈函館駅前〉 ペンション ランドスケープふらの 運河の宿 おたる ふる川 

AYA ニセコ アブソリュート ニセコ ペンション＆レストラン ビスター
レ・カナ 駅前ホテル パルーデ釧路 

Baw Baw Sansou アヤ ヴィラ ペンション・フルノート 下御料ハウス 

BIZCOURT CABIN すすきの - 男性限
定 アルファスクエア南 6 条 501 ほくせいビル 6F 花びしホテル 

Blue Ocean A アルファスクエア南 6 条 502 ホテル WBF 札幌ノースゲート 閣 

Blue Ocean B アルファスクエア南 6 条 503 ホテル ウィング インターナショナル 
札幌すすきの 樺山タウンハウス 

Casa de la Familia アルファスクエア南 6 条 505 ホテル ウィング インターナショナル
苫小牧 樺山ハウス 

Casa Dell'Amico アルファスクエア南 6 条 506 ホテル エミシア 札幌 観月苑 

Chise Fukuro アルファスクエア南 6 条 507 ホテル エリアワン帯広 京王プラザホテル札幌 

CITY CABIN by Nikoh Refre - 男性専用 アルファスクエア南 6 条 510 ホテル キクヤ 京王プレリアホテル札幌 

Condominium Stella Site アルファスクエア南 6 条 511 ホテル クラウンヒルズ北見 欣喜湯 

Cozy and Convenient Royal Heights アルファスクエア南 6 条 512 ホテル クレッセント旭川 琴似グリーンホテル 

Cozy Inn Otaru アンワインドホテル&バー 札幌 ホテル サンルート室蘭 銀雪 

Donguri House イキガイ ホテル テトラ 銀鱗荘 

Economy Hotel Upashi イシ クーロワール ホテル ニドム 釧路センチュリーキャッスルホテル 

Enea イセ ホテル ニューオーテ 釧路プリンスホテル 



Frontier 24 - Themed Studio 603 イビス スタイルズ 札幌 ホテル ニューホワイトハウス 御やど清水屋 

Frontier 24 - Themed Studio 605 イマジンホテル & リゾート函館 ホテル パークウェイ 糠平館観光ホテル 

Furano Lodge 10 いるかホテル ホテル ハシモト 高峰 

Furano Lookout ヴィラ･コンコルディア リゾート & 
スパ ホテル ハナフジイン 国民宿舎 桂田 

GARDENS CABIN ウェスティン ルスツ リゾート ホテル バランザック札幌 S6 札幌 えんじゅ 平岸 

HakoBA 函館 by THE SHARE HOTELS ウデルカ A ホテル ポットマム 札幌 ガーデン パレス 

HAKODATE 海峡の風 ウデルカ B ホテル まほろば 札幌 東急 REI ホテル 

Hakodate 男爵倶楽部 Hotel & Resorts エーワン ニセコ ホテル ラヴニール 札幌エクセルホテル東急 

Hana Yuki 103 エレメント ホテル リソル トリニティ 札幌 札幌グランドホテル 

HDO 24Ken House オーセントホテル小樽 ホテル ローヤルステイサッポロ 札幌ゲストハウス成屋 

HDO Deluxe Apartment 701 オーチャード ニセコ ホテル＆コンドミニアム 一花 札幌パークホテル 

HDO Deluxe Apartment 801 オーベルジュ・ニングルフォーレ ホテル・ウィート・ワッカ 札幌ビオス館 1116 号室 

HDO Hachiken Duplex House 1F オタル ヤド ホテル・トリフィート小樽運河 札幌ビューホテル大通公園 

HDO Hachiken Duplex House 2F カプセル・イン札幌 - 男性専用 ホテル・ラ・ジェント・プラザ函館北
斗 札幌プリンスホテル 

HDO Hassamu House カプセルホテル CityCabin すすきの
店 ホテル JAL シティ札幌 中島公園 札幌北広島クラッセホテル 

HDO Kotoni House カミホロ荘 ホテル WBF フォーステイ札幌 三井ガーデンホテル札幌 

HDO Luxury Log House からくさホテル札幌 ホテル WBF 札幌大通 三井ガーデンホテル札幌ウエスト 

HDO Sumikawa House カントリー イン ミルキー ハウス ホテル WBF 札幌中央 三笠天然温泉 太古の湯スパリゾート 
HOTELTAIKO 

HDO ヒラフ ハ◌゚ウタ◌゙ーコテーシ◌゙ カントリーコテージ和樹あい愛 ホテルアクシアイン釧路 山の音 

HDO 富良野ガーデンの家 カントリーリゾート ニセコ ホテルウィングインターナショナル旭
川駅前 山鼻温泉 屯田湯 

HOKKAIDAWAY きつつきカナディアンクラブ ホテルウィングインターナショナル千
歳 斬月 

Holiday Niseko エゾユキ きらの宿すばる ホテルエスパル 四季 小雪 

Holiday Niseko オリ キロロ トリビュートポートフォリオ
ホテル 北海道 ホテルエリアワン釧路 十字屋ホテル 

Holiday Niseko スノーバード クイーンズホテル千歳 ホテルエリアワン千歳 十勝ガーデンズホテル 

Holiday Niseko フローニセコ クインテッサホテル札幌 ホテルオークラ札幌 十勝ナウマン温泉 ホテルアルコ 

Holiday Niseko ミドリ クインテッサホテル札幌すすきの ホテルオールインステイ函館 十勝川温泉第一ホテル豊洲亭・豆陽亭 

Holiday Niseko 新雪 クラシックハイム ホテルオホーツクパレス 十勝幕別温泉 グランヴィリオホテル 
- ルートインホテルズ - 

HOSTEL TOMAR クラッセ知事公館前 ホテルクラウンヒルズ釧路 祝いの宿 登別グランドホテル 

HOTEL ＆ SPA センチュリーマリー
ナ函館 ク◌゙ランツリー札幌駅 ホテルクラッセステイ札幌 小樽グリーンホテル 

HOTEL COCOA (ホテル ココア) グランツリー札幌駅 II ホテルクラビーサッポロ 小樽朝里クラッセホテル 

Hotel ONE'S RESIDENCE グランツリー札幌駅 III ホテルグランテラス千歳 章月グランドホテル 

IK 南六条レジデンス 1003 号室 グランドホテルニュー王子 ホテルグランテラス帯広 笑顔咲く宿 めぐみ雪 

IK 南六条レジデンス 201 号室 グリーン ハウス ホテルグレイスリー札幌 新富良野プリンスホテル 

IK 南六条レジデンス 301 号室 グリッズ札幌 ホテルサンルートニュー札幌 森のスパリゾート 北海道ホテル 

Jadan House グレイストーン ホテルサンルート札幌 翠山亭倶楽部定山渓 

JR Mobile Inn Sapporo Kotoni（ジェ
イアール モバイルイン サッポロ コ
トニ） 

くれたけイン旭川 ホテルソニア小樽 世界自然遺産の宿 しれとこ村 

JR イン札幌北 2 条 クロスホテル 札幌 ホテルティファニー - 大人限定 清里イーハトーヴユースホステル 



JR イン函館 ケイズハウス北海道旭岳温泉 ホテルテトラ函館駅前 青の洞窟温泉 ピパの湯 ゆ～りん館 

JR タワーホテル日航札幌 ゲストハウス CRANE 鶴 ホテルトレンド旭川 千歳エアポートホテル 

JR イン旭川 ゲストハウス 夕茜舎 ホテルナトゥールヴァルト富良野 千歳第一ホテル 

JR イン札幌 コートホテル旭川 ホテルニセコアルペン 然別湖畔温泉ホテル 風水 

JR イン札幌駅南口 コカゲ ホテルネッツ札幌 倉のや 札幌 

JR イン千歳 コンドミニアム・パノラミック元町 ホテルノルド小樽 倉のや 富良野 

JR イン帯広 ゴンドラシャレー ホテルパコ 帯広駅前 層雲峡 朝陽亭 

JR 東日本ホテルメッツ札幌 コンフォートホテル釧路 ホテルパコ 帯広中央 層雲峡マウントビューホテル 

Jstyle B.J club コンフォートホテル札幌すすきの ホテルビスタ札幌 中島公園 層雲峡観光ホテル 

Jstyle KOTORI コンフォートホテル帯広 ホテルビスタ札幌［大通］ 帯広天然温泉 ふく井ホテル 

Jstyle STAY Furano コンフォートホテル苫小牧 ホテルプロモート函館 大黒屋旅館 

Jstyle STAY SAPPORO コンフォートホテル函館 ホテルベイサイド室蘭 第一滝本館 

KC101 コンフォートホテル北見 ホテルポーテ 滝本イン 

KC102 ザ ノット 札幌 ホテルマイステイズプレミア札幌パー
ク 狸の湯 ドーミーイン札幌 ANNEX 

KC201 ザ・ウィンザーホテル洞爺リゾート & 
スパ ホテルマイステイズ札幌アスペン 知床ノーブルホテル 

KC202 ザ・ビー札幌すすきの ホテルマイステイズ札幌すすきの 知床第一ホテル 

KC301 サッポロヒルズ ホテルマイステイズ札幌駅北口 知床夕陽のあたる家 ONSEN HOSTEL 

KC302 サフィールホテル稚内 ホテルマイステイズ札幌中島公園 竹葉 新葉亭 

KIKI 知床 ナチュラルリゾート サロマ湖 鶴雅リゾート ホテルマイステイズ札幌中島公園別館 中札内農村休暇村 フェーリエンドル
フ 

Kikusui House サンコート南 4 条 ホテルマイステイズ函館五稜郭 中村屋旅館 

Kikusui Marks apartment サンコート南 6 条壱番館 ホテルマイステイズ名寄 定山渓 鶴雅リゾートスパ 森の謌 

KIYAZA CITY 札幌 サンコート南 6 条弐番館 ホテルモントレエーデルホフ札幌 定山渓ビューホテル 

KIYAZA HOME 札幌 シェラトン北海道キロロリゾート ホテルモントレ札幌 定山渓温泉 花もみじ 

Koa Niseko しこつ湖 鶴雅別荘 碧の座 ホテルゆもと登別 定山渓第一寶亭留 翠山亭 

Lake Toya lodge SIGRA しこつ湖鶴雅リゾートスパ 水の謌 ホテルライフォート札幌 定山渓万世閣 ホテルミリオーネ 

Lodge Mori Apartments シャーレ バーラップ フラヌイ ホテルラフィナート札幌 天然温泉 幸鐘の湯 ドーミーイン東室
蘭 

Mansion Pasture TSUKISAMU 福住 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 ホテルリソル札幌 中島公園 天然温泉 紫雲の湯 ラビスタ富良野ヒ

ルズ 

Miru Niseko シャレー アイビー ホテルリソル函館 天然温泉 常呂川の湯 ドーミーイン北
見 

Moriyuki シャレーアイビー定山渓 ホテルリブマックス札幌 天然温泉 神威の湯 ドーミーイン旭川 

Mountain Butterfly シュガーポット ホテルリブマックス札幌すすきの 天然温泉 樽前の湯 ドーミーイン苫小
牧 

Mountain View Lodge ジュノー北円山 ホテルリブマックス札幌駅前 天然温泉 天都の湯 ドーミーイン網走 

My Room Chitose スーパーホテル旭川 ホテルリブマックス千歳 天然温泉 天北の湯 ドーミーイン稚内 

Niseko Black Lodge スカイニセコ ホテルリベルテ旭川 天然温泉 灯の湯 ドーミーイン 
PREMIUM 小樽 

OYO アネックスホテルテトラ 函館五
稜郭 スターシャレー ホテルリリーフ札幌すすきの 天然温泉 白樺の湯 ドーミーイン帯広 

OYO ダイバーシティホテル シン ト
キワ ステイ イン 美瑛 ホテルルートイン Grand 室蘭 天然温泉 幣舞の湯 ラビスタ釧路川 

OYO ホテル ザ グリーン 旭川四条 スマイルホテルプレミアム札幌すすき
の ホテルルートイン Grand 北見駅前 天都の郷 ホテル本陣網走湖 

OYO 手稲ステーションホテル 札幌 スマイルホテル旭川 ホテルルートイン旭川駅前一条通 天都の宿 網走観光ホテル 



OYO 旅館 ゆっくり大沼 スマイルホテル苫小牧 ホテルルートイン釧路駅前 登別 石水亭 

Palace Mansion スマイルホテル函館 ホテルルートイン札幌駅前北口 登別万世閣 

PLAZA HOTEL S4W12 スワンキー ホテル・オートモ ホテルルートイン札幌中央 冬の木 

PRESCELTO SOSEIGAWA EAST A 101 セスク ホテルルートイン札幌白石 冬羽 

PRESCELTO SOSEIGAWA EAST A 102 セッカハウス ホテルルートイン札幌北四条 島屋ビル 302 

PRESCELTO SOSEIGAWA EAST A 103 センチュリー ロイヤル ホテル ホテルルートイン千歳駅前 島屋ビル 605 

PRESCELTO SOSEIGAWA EAST B 101 センチュリオンホテル札幌 ホテルルートイン帯広駅前 東横 INN 新函館北斗駅南口 

PRESCELTO SOSEIGAWA EAST B 102 ダイアモンドダスト ダスト フラノ ホテルルートイン東室蘭駅前 東横 INN 旭川駅東口 

PRESCELTO SOSEIGAWA EAST B 103 ダイワロイネットホテル札幌すすきの ホテルルートイン苫小牧駅前 東横 INN 札幌すすきの交差点 

President Susukino 413 ちょい寝ホテル札幌手稲 ホテルルートイン北見大通西 東横 INN 札幌駅西口北大前 

President Susukino 509 ティーマーク シティ ホテル 札幌 ホテルルートイン網走駅前 東横 INN 札幌駅北口 

President Susukino 701 トイピルカ北帯広ユースホステル ホテル雲井 東横 INN 函館駅前朝市 

President Susukino 803 ドーミーイン EXPRESS 函館五稜郭 ホテル甘露の森 東横 INN 北見駅前 

President Susukino 813 ドーミーイン PREMIUM 札幌 ホテル京阪 札幌 東横インオホーツク・網走駅前 

President Susukino 902 ドミトリー L ホテル時計台 東横イン旭川駅前一条通 

President Susukino 903 ナンダ ハウス ホテル鹿の湯 東横イン釧路十字街 

President Susukino 913 ニセコ トレイルヘッド ロッジ ホテル室蘭ヒルズ 東横イン札幌すすきの南 

R&B ホテル札幌北 3 西 2 ニセコグランドホテル ホテル大雪 東横イン札幌駅南口 

Riverside High-rise Apartment BIOSU ニセコノーザンリゾート・アンヌプリ ホテル大平原 東横イン苫小牧駅前 

Sakura ニセコハイランドコテージ ホテル東横 INN とかち・帯広駅前 東横イン函館駅前大門 

SAKURA93 ニセコランドマークビュー ホテル苫小牧グリーンヒルズ 東急ステイ札幌 

Sapporo Guest House 庵 Anne ニセコ温泉郷 いこいの湯宿 いろは ホテル日航ノースランド帯広 東急ステイ札幌大通 

Silver Birch ニセコ昆布温泉鶴雅別荘 杢の抄 ホテル法華クラブ札幌 湯の川温泉 笑 函館屋 

Sky Court 717 ニセコ宿 たびつむぎ ホテル法華クラブ函館 湯の川観光ホテル祥苑 

SORA I ニューオータニイン札幌 ホテル網走湖荘 湯元ニセコプリンスホテルひらふ亭 

SORA II ニュー阿寒ホテル ポルトム インターナショナル 北海道 湯元白金温泉ホテル 

Stay Asahikawa 琴 ヌプリコテージ マウンテンサイドパレス 洞爺サンパレス リゾート＆スパ 

STAY IN OTARU ネストホテル札幌駅前 ミッドタウン ニセコ 洞爺湖万世閣ホテル レイクサイドテ
ラス 

STAY IN PASSION ネストホテル札幌大通 ミューズニセコ 日豪 

Stay in Yamabe ノーススター メルキュールホテル札幌 梅 

Suiboku パークアベニュー中島 ユコン 柏ハウスフラノ 

Susukino Plaza Building 307 はこぶね ふらの ゆとりろ洞爺湖 函館 ホテル駅前 

Susukino Plaza Building 609 ハナ & ジョー ユニゾ イン 札幌 函館 湯の川温泉 ホテル万惣 

Susukino Plaza Building 708 パノラマニセコ ヨウテイヤマハウス 函館ロイヤルホテル 

Susukino Plaza Building 709 ハリー スローリー ラ プラーニュ 函館元町ホテル 

Taketo Stay S6W12 ヒマワリ ラ・ジェント・ステイ札幌大通 函館国際ホテル 

Tanifuji A room ファーム・イン アニマの里 ラ・ジェント・ステイ函館駅前 函館大沼プリンスホテル 



Tanifuji B room ファミ ザ グリーン小樽 ラ・ジョリー元町 by WBF 函館 秘境知床の宿 地の涯(ちのはて) 

The Peak Villa Suite Hokkaido ファミリーロッジ旅籠屋・函館店 ラビスタ阿寒川 富良野ナチュラクスホテル 

The STAY SAPPORO フィーノ ホテル札幌大通 ラビスタ大雪山 富良野ピーク 

THE STAY SAPPORO 和 ～NAGOMI～ フェアフィールド・バイ・マリオット
札幌 ラビスタ函館ベイ 富良野プリンスホテル 

TKD HOUSE 旭川 フォーカスフラノマネージメントサー
ビス 

ランドーレジデンシャルホテル札幌ス
イーツ 平成館 しおさい亭 

T マークシティホテル札幌大通 フォーポイントバイシェラトン函館 ランドーレジデンスすすきのスイーツ 平成館 しおさい亭 花月 

UCHI Living stay ekolu フォーレスト ビュー リゾートイン ノースカントリー 平成館 海羊亭 

UCHI Living Stay HACHIKEN Station フォテージ イン 美瑛 リッチモンドホテル 札幌駅前 豊水館 

UCHI Living stay KCU フォレスト エステート リッチモンドホテル 帯広駅前 北こぶし 知床 ホテル＆リゾート 

UCHI Living stay NAKAJIMA park フモト リッチモンドホテル札幌大通 北海道ベッド & ベーグル 

UCHI Living Stay Otaru Suitengu プラチナムレジデンス札幌 リトルバレル 北見ピアソンホテル 

UCHI Living Stay Sapporo Kikusui ブリス & ブレス フラノ ルートイン グランド旭川駅前 北天の丘 あばしり湖鶴雅リゾート 

UCHI Living Stay TOYOHIRA ブリス ロジング ルートイングランティア知床-斜里駅
前- 摩周湖ユースホステル 

VILLA KARUTA NEO-JAPANESQUE For 
vacation stay in Sapporo ブリスコテージ SAKURA ルートイングランティア函館駅前 民宿 むつかり (六雁) 

VILLA KOSHIDO KOTONI ブリスロジング アネックス ルートイングランティア函館五稜郭 名湯の宿 パークホテル 雅亭 

Villa Paolo フレイム ホテル札幌 ルスツ リゾート ホテル & コンベン
ション 網走ロイヤルホテル 

Yukine プレミアホテル -CABIN- 旭川 ルビーシャレー 木ニセコ 

アートホテル旭川 プレミアホテル 中島公園 札幌 レジデンスホテルストライプ札幌 紋別プリンスホテル 

アヴァロン プレミアホテル-CABIN-札幌 レッドプラネット札幌すすきの南 旅亭 花ゆら 

アカゾラ プレミアホテル-CABIN-帯広 レンブラントスタイル札幌 凌雲閣 

あかん湖 鶴雅 ウイングス プレミアホテル-TSUBAKI-札幌 ロイトン札幌 遼庵 

あかん遊久の里 鶴雅 フロンティア 24 プレミアムスイート 
302 ロイヤルホテル みなみ北海道鹿部 絆 

アスカ ヴァリュー フロンティア 24 プレミアムスイート 
402 ロフトニセコ カサラ・ニセコビレッジ・タウンハウ

ス（2020/12/10 更新） 

アスペクト ニセコ フロンティア 24 プレミアムスイート 
405 ワイズホテル 旭川駅前 望楼 NOGUCHI 函館（2020/12/10 更

新） 

小樽旅亭 藏群（2020/12/10 更新） 望楼 NOGUCHI 登別（2020/12/10 更
新）   
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青森県 
Big Stone Tsukuda 201 アパホテル〈本八戸〉 ホテルセレクトイン本八戸駅前 リッチモンドホテル青森 

Big Stone Tsukuda 202 コンフォートホテル八戸 ホテルハイパーヒルズ弘前 弘前グランドホテル 

Big Stone Tsukuda 303 スマイルホテル弘前 ホテルマイステイズ青森駅前 弘前プラザホテル 

HOSTEL HIROSAKI スマイルホテル十和田 ホテルリコルソ弘前 弘前プリンスホテル 

OYO ホテル 天水 三沢 ダイワロイネットホテル青森 ホテルルートイン弘前駅前 天然温泉 岩木桜の湯 ドーミーイン弘
前 

PittINN ダイワロイネットホテル八戸 ホテルルートイン弘前城東 天然温泉 南部の湯 ドーミーイン本八
戸 

PittINN Farm Hinata (民宿ひなた) ドライブイン民宿 桂月 ホテルルートイン三沢 東横 INN 弘前駅前 

PittINN Farm Keyaki (けやきの宿) ブナの里白神館 ホテルルートイン十和田 東横 INN 新青森駅東口 

PittINN Farm 花ごよみ ホテル JAL シティ青森 ホテルルートイン青森駅前 東横 INN 青森駅正面口 

アートホテル弘前シティ ホテル ルートイン 青森中央インター ホテルルートイン本八戸駅前 東横 INN 八戸駅前 



アートホテル青森 ホテルイルヴィアーレ八戸 ホテル十和田荘 八戸 グランドホテル 

アパホテル 青森駅東 ホテルクラウンパレス青森 ホテル竜飛  

アパホテル〈青森駅県庁通〉 ホテルサンルート青森 まかど観光ホテル  
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岩手県 
Lien 遠野 ホテル ルートイン 釜石 ホテル紫苑 新安比温泉 静流閣 

アートホテル盛岡 ホテルマルエ ユニゾインエクスプレス盛岡 盛岡グランド ホテル アネックス 

アクティブリゾーツ 岩手八幡平 ホテルメトロポリタン盛岡ニューウイ
ング ラビスタ安比高原 盛岡ニューシティホテル 

アパホテル〈北上駅西〉 ホテルルートイン一関インター 愛真館 天然温泉 さんさの湯 ドーミーイン盛
岡 

コンフォートホテル北上 ホテルルートイン奥州 安比ヒルズ白樺の森 東横 INN 一ノ関駅前 

スーパーホテル盛岡 ホテルルートイン花巻 安比高原温泉ホテル 東横 INN 盛岡駅前 

ダイワロイネットホテル盛岡 ホテルルートイン宮古 温泉民宿 栄弥～さかえや～ 東横 INN 盛岡駅南口駅前 

チサン イン 岩手 一関インター ホテルルートイン盛岡駅前 花巻温泉 ホテル花巻 東横 INN 北上駅新幹線口 

つなぎ温泉 四季亭 ホテルルートイン盛岡南インター 花巻温泉 ホテル紅葉館 二戸シティホテル 

ファミリーロッジ旅籠屋・北上江釣子
店 ホテルルートイン大船渡 花巻温泉 ホテル千秋閣 癒しの宿 ロデム 

ペンション サンダーパパ ホテルルートイン北上駅前 花巻温泉 佳松園 鶯宿温泉 源泉かけ流しの宿 川長 

ペンションあんとる・ど・めえる ホテルルートイン矢巾 - 岩手医大病
院 山の神温泉優香苑  

ホテル JIN 盛岡駅前 ホテル安比グランド 雫石プリンスホテル  

ホテル ビジネスイン やまだ ホテル宮古ヒルズ ステーション店 浄土ヶ浜パークホテル  
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宮城県 
OYO 44641 ビジネスイン大代いとう ダイワロイネットホテル仙台一番町 ホテルプレミアムグリーンプラス ラ・ジェント・イン気仙沼 

OYO ホテル 塩釜&松島 ドーミーイン EXPRESS 仙台広瀬通 ホテルベルエア仙台 リッチモンドホテル仙台 

OYOホテル フォーシーズン矢本 ドーミーインEXPRESS仙台シーサイド ホテルメトロポリタン仙台 気仙沼パークホテル 

OYOホテル マイルーム わたり鳥の海 バリュー・ザ・ホテル古川三本木 ホテルメトロポリタン仙台イースト 江陽グランドホテル 

OYOホテル マイルーム多賀城 バリュー・ザ・ホテル石巻 ホテルモントレ仙台 作並温泉 湯の原ホテル 

OYOホテル メープルテラス 石巻鹿又 バリュー・ザ・ホテル東松島矢本 ホテルリブマックス仙台青葉台 三井ガーデンホテル仙台 

R&B Hotel Sendai East ファミリーロッジ旅籠屋・仙台亘理店 ホテルルートイン古川駅前 仙台ビジネスホテル 

R&B ホテル仙台広瀬通駅前 ブリーズベイ シーサイドリゾート松
島 ホテルルートイン石巻河南インター 仙台ビジネスホテル駅前 

Traveler's Wharf Shichigahama ホテル グランテラス仙台国分町 ホテルルートイン仙台港北インター 仙台ワシントンホテル 

アクティブリゾーツ 宮城蔵王 ホテル パシフィック ホテルルートイン仙台泉インター 仙台国際ホテル 

アパヴィラホテル 仙台駅五橋 ホテル モンテ エルマーナ仙台 ホテルルートイン仙台大和インター 天然温泉 青葉の湯 ドーミーイン仙台
ANNEX 

アパホテル〈TKP仙台駅北〉 ホテル ルートイン 気仙沼 ホテルルートイン仙台長町インター 東横INN仙台駅西口中央 

アパホテル〈仙台勾当台公園〉 ホテル ルートイン石巻中央 ホテルルートイン仙台東 東横INN仙台西口広瀬通 

アルモントホテル仙台 ホテル ルートイン名取岩沼インター 
–仙台空港– ホテルルートイン多賀城駅東 東横INN仙台東口1号館 

ウェスティンホテル仙台 ホテルクラウンヒルズ仙台青葉通り ホテルルートイン登米 東横INN仙台東口2号館 

コンフォート ホテル 仙台西口 ホテルグランドプラザ浦島 ホテルルートイン名取 南三陸ホテル観洋 



コンフォートホテル仙台東口 ホテルグリーンアーバ ホテル古川ヒルズ 萩の湯 ドーミーイン仙台駅前 

スーパーホテル美田園・仙台エアポー
ト ホテルパレス仙台 ホテル松島大観荘 鳴子温泉 湯元吉祥 

スマイルホテル仙台国分町 ホテルビスタ仙台 ホテル定禅寺 鳴子風雅 

ダイワロイネットホテル仙台 ホテルプレミアムグリーンヒルズ ホテル法華クラブ仙台 竹泉荘（2020/12/10更新） 
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秋田県 
OYOホテル 富士 大曲 ファミリーロッジ旅籠屋・秋田六郷店 ホテルルートイン能代 十和田湖レークビューホテル 

アネックスロイヤルホテル プラザホテル山麓荘 ホテルルートイン由利本荘 中通温泉 こまちの湯 ドーミーイン
秋田 

アパホテル〈秋田千秋公園〉 ホテルサンルーラル大潟 ホテル鹿角 天然温泉 田沢湖レイクリゾート 

アルバートホテル秋田 ホテルメトロポリタン秋田 リッチモンドホテル秋田駅前 東横INN秋田駅東口 

グランドパークホテル大館 ホテルルートイン横手インター ルートイングランティア秋田SPA 
RESORT 湯けむりの宿 稲住温泉 

グリーンホテル大曲 ホテルルートイン秋田土崎 ロイヤルホテル大館 湯瀬ホテル 

コンフォート ホテル 秋田 ホテルルートイン大館駅南 夏瀬温泉 都わすれ 和心の宿 姫の湯 

ダイワロイネットホテル 秋田 ホテルルートイン大館大町 駒ケ岳グランドホテル 樅峰苑 

ハイランドホテル山荘 ホテルルートイン大曲駅前 秋田キャッスルホテル  
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山形県 
Asahi 自然観 ビジネスホテル平成 ホテルルートイン鶴岡駅前 山形グランドホテル 

あこや会館 ファミリーロッジ旅籠屋・寒河江店 ホテルルートイン天童 山形七日町ワシントンホテル 

アパホテル〈山形駅前大通〉 ホテル ハモンド たかみや ホテルルートイン米沢駅東 深山荘 高見屋 

アパホテル〈山形鶴岡駅前〉 ホテル モントビュー米沢 ホテル山川 村山西口ホテル 

コンフォート ホテル 山形 ホテルサンリゾート庄内 ほほえみの空湯舟つるや 天童セントラルホテル 

コンフォート ホテル 天童 ホテルメトロポリタン山形 みはらしの宿故郷 東横 INN 山形駅西口 

スーパーホテル山形・さくらんぼ東根
駅前 ホテルルーセントタカミヤ ゆめみの宿観松館 東横 INN 米沢駅前 

スーパーホテル山形駅西口天然温泉 ホテルルートイン山形駅前 リッチモンドホテル山形駅前 白布温泉 別邸 山の季 

だいちゃん ファーム ゲスト ハウス ホテルルートイン山形南 - 大学病院
前 ル・ベール蔵王 名湯舎 創 

タカミヤヴィレッジ ホテル樹林 ホテルルートイン酒田 季の里  

タカミヤ湯の浜テラス 西洋茶寮 ホテルルートイン新庄駅前 高見屋 最上川別邸 紅  

たかみや瑠璃倶楽リゾート ホテルルートイン鶴岡インター 彩花亭時代屋  
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福島県 
JR 東日本ホテルメッツ 福島 チサン イン 福島西インター ホテルリブマックス湯本 森の旅亭マウント磐梯 

Misaki HOTEL&LOUNGE ハタゴイン福島広野 ホテルリブマックス福島郡山駅前 大阪屋 

OYO こぼうしの湯洗心亭 ファミリーロッジ旅籠屋・いわき勿来
店 ホテルルートインいわき駅前 猪苗代のゲストハウス 道の旅籠 

「椿」 

OYO ホテル kaien 会津若松 ファミリーロッジ旅籠屋・須賀川店 ホテルルートインいわき泉駅前 東横 INN いわき駅前 

OYO ホテル 温泉ゲストハウス 湯 
kori 郡山 フォレストリゾート 猪苗代 四季の里 ホテルルートイン会津若松 東横 INN 会津若松駅前 

OYO 旅館 山城屋別邸 月の庭 磐梯熱
海温泉 ペンション アルビン ホテルルートイン郡山インター 東横 INN 郡山 



YUMORI ONSEN HOSTEL ペンション フェリチェ ホテルルートイン郡山南 東横 INN 新白河駅前 

アクティブリゾーツ 裏磐梯 ペンションバディ ホテルルートイン新白河駅東 東横 INN 福島駅西口 

あづま旅館 ホテル ウィングインターナショナル
須賀川 ホテル小名浜ヒルズ 東横 INN 福島駅東口 1 

アパホテル〈郡山駅前〉 ホテル サンキョウ 福島 ホテル福島ヒルズ 東横 INN 福島駅東口 2 

アパホテル〈福島駅前〉 ホテルクラウンヒルズいわき やすらぎの宿 郡山三穂田温泉 瀞流の宿 かわち 

クレストンホテル ホテルクラウンヒルズ郡山 レイクビュー猪苗代荘 萩姫の湯 栄楽館 

ゲストハウス えん ホテルクラウンヒルズ小名浜 花ホテル滝のや 磐梯の湯 ドーミーイン EXPRESS 郡
山 

ゲストハウス御宿飯坂 - ホステル ホテルクラウンヒルズ福島 会津若松ワシントンホテル 裏磐梯グランデコ東急ホテル 

コンフォート ホテル 郡山 ホテルフォーシーズ 郡山ワシントンホテル  

ダイワロイネットホテル郡山駅前 ホテルリステル猪苗代ウイングタワー 心やわらぐ宿 岩惣  
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