
 
 

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 2021 年 4 月 1 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。 

 

関東地方 
茨城県▼｜栃木県▼｜群馬県▼｜埼玉県▼｜千葉県▼｜東京都▼｜神奈川県▼ 

 

茨城県 
JR 東日本ホテルメッツ 水戸 ニューセントラルホテル勝田 ホテルクラウンヒルズ結城 ホテル土浦神立ヒルズ 

OYO 44581 エスハイドパークホテル ビジネスホテル湖北 ホテルクラウンヒルズ勝田 ホテル日立ヒルズ 

OYO つくばスカイホテル ファミリーロッジ旅籠屋・つくば店 ホテルクラウンヒルズ勝田 2 号 元町
店 ライフイン勝田駅西 

OYO ホテル ひたちなか ファミリーロッジ旅籠屋・神栖店 ホテルつくばヒルズ学園西大通り店 ライフイン土浦駅東 

アパホテル ひたちなか勝田駅前 ファミリーロッジ旅籠屋・水戸大洗店 ホテルつくばヒルズ梅園店 古河アークホテル 

アパホテル〈つくば万博記念公園駅
前〉 ホテル サンシティ勝田 ホテルライフツリーひたち野うしく 彩香の宿 一望 

アパホテル〈茨城古河駅前〉 ホテル テラス ザ スクエア日立 ホテルルートイン下館 水戸プラザホテル 

アパホテル〈水戸駅前〉 ホテル トレンド水戸 ホテルルートイン結城 水戸リバーサイドホテル 

アパホテル〈水戸駅北〉 ホテル ベストランド ホテルルートイン古河駅前 天然温泉 香梅の湯 ドーミーイン水戸 

コートホテル水戸 ホテル マロウド 筑波 ホテルルートイン鹿嶋 東横 INN つくばエクスプレス研究学園
駅北口 

コンフォートイン鹿島 ホテル ルートインひたちなか ホテルルートイン神栖 東横 INN つくばエクスプレス守谷駅前 

スパ＆サウナ ホテル日立プラザ ホテル ルートつくば ホテルルートイン水海道駅前 東横 INN 水戸駅南口 

ダイワロイネットホテルつくば ホテル 橋本楼 ホテルルートイン水戸県庁前 東横 INN 土浦駅東口 

ダイワロイネットホテル水戸 ホテルアークビジネス ホテルルートイン石岡 東横 INN 日立駅前 

チサン イン ひたちなか ホテルエリアワン東海 ホテルルートイン土浦 竜ヶ崎プラザホテル新館 

チサン イン 土浦阿見 ホテルエリアワン北茨城 ホテルルートイン日立多賀 竜ヶ崎プラザホテル本館 

▲目次へ戻る 

栃木県 
A calm house in the woods スマイルホテル宇都宮東口 ホテルルートイン第 2 西那須野 青空屋 

B&B いずみ日光 せせらぎの宿 鬼怒川温泉 ホテル万
葉亭 ホテルルートイン第 2 足利 赤沢温泉旅館 

BBQ House ダイワロイネットホテル宇都宮 ホテルルートイン矢板 素泊まりホテル ロマン新館つつじ店 

Gableview Forest Inn チサン イン 宇都宮鹿沼 ホテル那須大田原ヒルズ 中禅寺金谷ホテル 

God Valley チサン イン 佐野藤岡インター ものぐさの宿 花千郷 東横 INN 宇都宮駅前 1 

JR 東日本ホテルメッツ 宇都宮 チサン ホテル 宇都宮 やまの宿 下藤屋 東横 INN 小山駅東口 1 

Kinugawa apartment ファミリーロッジ旅籠屋・那須店 リッチモンドホテル宇都宮駅前 東横 INN 東武宇都宮駅西口 

Nasukogen Bungalow ファミリーロッジ旅籠屋・日光鬼怒川
店 

リッチモンドホテル宇都宮駅前アネッ
クス 東横 INN 栃木足利駅北口 



Nasukogen Holiday ブランヴェール那須 リブマックスリゾート鬼怒川 那須高原 TOWA ピュアコテージ 

Nasukogen Otoginoie ペンション AIOI リブマックスリゾート川治 日光 季の遊 

OYO 松島温泉 乙女の湯 ペンション アンティーク ロイヤルホテル 那須 日光 千姫物語 

OYO 万蔵旅館 日光湯元 ホテル エピナール 那須 伊東園ホテルニューさくら 日光 東観荘 

Save the Children 1 ホテル サンシャイン鬼怒川 一心舘 日光アストリアホテル 

Spacious Traditional House ホテル 花の季 宇都宮東ホテル 日光コテージ風舎 

あかりの宿ヴィラ・リバージュ ホテル・フロラシオン那須 宇都宮東武ホテルグランデ 日光ステーションホテル Ⅱ番館 

あさやホテル ホテルサンロイヤル宇都宮 益子舘 里山リゾートホテル 日光ステーションホテルクラシック 

アパホテル〈宇都宮駅前〉 ホテルファミテック明神 奥の院 ほてる とく川 日光パークロッジ マウンテンサイド 

ウェルネスの森 那須 ホテルマイステイズ宇都宮 奥日光ホテル四季彩 日光パークロッジ 東武駅前 

かご岩温泉旅館 ホテルリブマックス宇都宮 奥日光小西ホテル 日光金谷 ホテル 

ガストホフ アルタニー ホテルルートイン宇都宮ゆいの杜 奥日光湯元温泉 湯守釜屋 日光素泊まりの宿 憩い～ikoi～ 

ガストホフあみ ホテルルートイン宇都宮御幸町-国道4
号- 鬼怒川クラブ ホテル 錦泉閣 日光東照宮晃陽苑 

カンデオ ホテルズ 佐野 ホテルルートイン佐野藤岡インター 鬼怒川パークホテルズ 飯塚邸 

キヌガワ ペンション バンブー ホテルルートイン鹿沼インター 鬼怒川温泉 山楽 旅籠なごみ 

きぬ川ホテル三日月 ホテルルートイン小山 鬼怒川温泉 絶景の宿 佳祥坊福松 緑に囲まれた那須高原の別荘 

ステイ日光 ゲストハウス ホテルルートイン真岡 鬼怒川温泉ホテル  

スパリゾートリブマックス ホテルルートイン西那須野 小川のせせらぎ、小鳥のさえずり、ハ
イランドパーク至近。那須の休日。 

 

スマイルホテル 宇都宮西口駅前 ホテルルートイン足利駅前 小槌の宿 鶴亀大吉  

▲目次へ戻る 

群馬県 
A villa in the forest in 
Minamikaruizawa ファミリーロッジ旅籠屋・前橋南店 ホテル天坊 草津温泉 ホテルリゾート 

MABUSHIya -蔟屋- フォレストリゾート コニファーいわ
びつ みつば邸 草津温泉 ホテル櫻井 

Maebashi Mark's apartment ベルズイン前橋 リブマックスリゾート草津温泉 草津温泉 源泉一乃湯 

OYO ビジネスホテルアゼリア 群馬 
草津 ペンション エデン 塩屋温泉 SHIOYA SPA 草津温泉 大東舘 

OYO ビジネスホテルたきざわ 高崎駅
西口 ホテル グリーン プラザ軽井沢 岸権旅館 草津温泉 湯畑の宿 佳乃や 

OYO ホテル 伊勢崎イースト ホテル ラシーネ新前橋 桐島屋旅館 草津温泉 湯畑草菴 

OYO 館林ステーションホテル ホテルいかほ銀水 吟松亭あわしま 草津温泉 奈良屋 

アジアンキャンプリゾート Tapa ホテルメトロポリタン高崎 群馬ロイヤルホテル 草津温泉望雲 

アパホテル〈伊勢崎駅南〉 ホテルリブマックス群馬沼田 高崎ワシントンホテルプラザ 天然温泉 妙義の湯 ドーミーイン前橋 

アパホテル〈高崎駅前〉 ホテルルートイン Grand 太田駅前 高崎駅前プラザホテル 東横 INN 桐生駅南口 

アパホテル〈前橋駅北〉 ホテルルートインコート藤岡 四万温泉 寿屋旅館 東横 INN 群馬伊勢崎駅前 

あやめや旅館 ホテルルートイン安中 宿坊 観音院｜TEMPLE HOTEL 
KANNONIN 東横 INN 群馬太田駅南口 

ヴィラ・ザ・クラブ軽井沢 ホテルルートイン伊勢崎インター 新花の茶家 東横 INN 高崎駅西口 1 

エスティバン・クラブ ホテルルートイン伊勢崎南 榛名の湯 ドーミーイン高崎 東横 INN 高崎駅西口 2 

お宿 善 ホテルルートイン高崎駅西口 水上キャンプ場リバーストーン 東横 INN 前橋駅前 

お宿 木の葉 ホテルルートイン渋川 水上館 湯宿 季の庭 



きよみず邸 ホテルルートイン太田南-国道 407 号- 川場温泉 かやぶきの源泉湯宿 悠湯里
庵 尾瀬岩鞍リゾートホテル 

コンフォート ホテル 前橋 ホテル磯部ガーデン 前橋ホテル ルカ 宝川温泉 汪泉閣 

せせらぎの宿 水上温泉 ホテル一葉亭 ホテル一井 倉渕温泉 長寿の湯 万座高原ホテル 

セントラルホテル高崎 ホテル軽井沢 1130 草津ナウリゾートホテル 民宿 吉野屋 

パールホテル太田 ホテル高松 草津ホテル 旅邸 諧暢楼（かいちょうろう）
（2020/12/10 更新） 

ファミリーロッジ旅籠屋・沼田店 ホテル渋川ヒルズ 草津温泉 ふたばや  

▲目次へ戻る 

埼玉県 
COCO STAY 西川口駅前 キャビン熊谷 ホテルルートイン秩父 川越第一ホテル 

Hotel Grand Park - 大人限定 ゲストハウス 錦 ホテルルートイン本庄駅南 川越東武ホテル 

Hotel Heritage Resorts ゲストハウスキャット ホテル西川口ウィークリー 東横 INN 熊谷駅北口 

JR 東日本ホテルメッツ 浦和 ドーミーイン EXPRESS 草加 City マロウド イン 熊谷 東横 INN 志木駅東口 

NOMAD エステートピアレルム ネビュラ K マロウド イン 大宮 東横 INN つくばエクスプレス三郷中
央駅 

NOMAD コンフレール ノマドコトブキアパート 102 マロウド イン 飯能 東横 INNJR 川口駅西口 

OYO 44760 川口ステーションホテル ノマドベルハイム 303 ミッションヒルズ迎賓館 東横 INN さいたま岩槻駅前 

OYO シティホテル東松山 パレスホテル大宮 ゆの宿 和どう 東横 INN さいたま新都心 

OYO ホテル ビジネス グリーン さい
たま 浦和 ファミリーロッジ旅籠屋・秩父店 ルートイングランティア羽生 SPA 

RESORT 東横 INN さいたま西川口駅西口 

OYO 旅館 Wa Style Tokyo ホテル ニュー埼玉 レインボー ゲストハウス 女性専用 東横 INN つくばエクスプレス八潮駅北
口 

R&B ホテル熊谷駅前 ホテルガーデンパレス レフ大宮 by ベッセルホテルズ 東横 INN 浦和美園駅東口 

アパホテル 〈埼玉東松山駅前〉 ホテルサンクローバー越谷駅前 ロイヤルパインズホテル浦和 東横 INN 埼玉戸田公園駅西口 

アパホテル〈さいたま新都心駅北〉 ホテルシティーフィールド かごはら ワラビー ハウス 東横 INN 埼玉三郷駅前 

アパホテル〈西川口駅東口〉 ホテルルートイン熊谷 浦和ワシントンホテル 東横 INN 草加駅西口 

いやし処ほてる寛楽 本庄早稲田駅前 ホテルルートイン鴻巣 居心地のいい宿 みやび 東横 INN 和光市駅前 

おもてなしハウス川口 ホテルルートイン上尾 熊谷ロイヤルホテルすずき 和光市東武ホテル 

カンデオホテルズ大宮 ホテルルートイン深谷駅前 西川口ステーションホテル ステイラ
ウンジ 
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千葉県 
ANA クラウンプラザホテル成田 コンフォートスイーツ東京ベイ ホテルサンルート千葉 桜スカイホテル柏 

CVS BAY HOTEL 新館 コンフォートホテル成田 ホテルスプリングス幕張 三井ガーデンホテル千葉 

CVS・BAY HOTEL ザ エディスターホテル 成田 ホテルトレンド船橋 三井ガーデンホテル柏の葉 

Edogawadai House ザ・クレストホテル柏（帝国ホテルグ
ループ） ホテルニューオータニ幕張 燦美の宿 旅館 かわな 

FAMY INN MAKUHARI サヤン・テラス HOTEL&RESORT ホテルマイステイズプレミア成田 市川グランドホテル 

HOTEL DOUBLE Funabashi シェラトン・グランデ・トーキョーベ
イ・ホテル ホテルマイステイズ舞浜 若松本店 

HOTEL ユーラシア舞浜 ANNEX シラハマ校舎 ホテルリブマックス千葉みなと駅前 勝浦ヒルトップホテル＆レジデンス 

Japanese Culture Stay & Experience 
OTONOMORI 

スーパーホテル東西線・市川・妙典駅
前 ホテルリブマックス千葉駅前 成田 U-シティホテル 

JR 東日本ホテルメッツ 船橋 スカイハートホテル成田 ホテルリブマックス千葉蘇我駅前 成田ビューホテル 

JR 東日本ホテルメッツ 津田沼 センターホテル成田 ホテルリブマックス千葉中央駅前 成田東武ホテルエアポート 



LEO 弐番館 305 センターホテル成田 2 R51 ホテルリブマックス千葉美浜 千倉館 

NOMAD キアラシティ ダイワロイネットホテル千葉駅前 ホテルルートイン香取佐原駅前 船橋グランドサウナ カプセルホテル 
男性専用 

NOMAD テイクファイブ ダイワロイネットホテル千葉中央 ホテルルートイン千葉 相鉄フレッサイン千葉柏 

NOMAD 中村ハイツ だるまゲストハウス成田 ホテルルートイン千葉ニュータウン中
央駅前 

天然温泉そが浜の湯ドーミイン千葉Ｃ
ｉｔｙＳｏｇａ 

One Fine Day Guesthouse ちくらつなぐホテル ホテルルートイン千葉浜野 - 東京湾
岸道 - 東横 INN 松戸駅東口 

OYO 旅館 わたなべ 千葉一宮 チサン イン 千葉 浜野 R16 ホテルルートイン柏南 - 国道 16 号
沿 - 東横 INN 成田空港新館 

R Hotel 佐原商家町ホテル NIPPONIA ホテルルートイン北松戸駅前 東横 INN 成田空港本館 

Residential Hotel IKIDANE Chibachuo ビジネスホテル五井ヒルズ ホテルルートイン木更津 東横 INN 西船橋原木インター 

South Bird Inn ヒルトン東京成田空港 ホテル君津ヒルズ 東横 INN 千葉みなと駅前 

SPA & HOTEL 舞浜ユーラシア ファミリーロッジ旅籠屋・九十九里店 ホテル東金ヒルズ 東横 INN 千葉駅前 

tu.ne.Hostel (ツネホステル館山) ファミリーロッジ旅籠屋・千葉勝浦店 ホテル日航成田 東横 INN 千葉駅東口 

VILLENT 九十九里 ARROW ファミリーロッジ旅籠屋・袖ヶ浦店 ホテル別邸 海と森 東横 INN 千葉新鎌ヶ谷駅前 

VILLENT 九十九里オーシャン 1 ファミリーロッジ旅籠屋・木更津金田
店 

マイステイズ新浦安コンファレンスセ
ンター 東横 INN 袖ヶ浦駅北口 

VILLENT 九十九里オーシャン 2 ファミリーロッジ旅籠屋・木更津港店 マロウド インターナショナル ホテル 
成田 東横 INN 柏駅西口 

アパホテル 〈千葉駅前〉 フレックステイイン新浦安 ミートイン成田 東横イン津田沼駅北口 

アパホテル&リゾート 東京ベイ幕張 ベイホテル浦安駅前 ユーティリティ ホテル クー ホテルサンオーク柏の葉 

アパホテル〈千葉印西牧の原駅前〉 ベッセルイン京成津田沼駅前 ラ・ジェント・ホテル東京ベイ グランパークホテル ザ・ルクソー南
柏 

アパホテル〈千葉八千代緑が丘〉 ベッセルイン千葉駅前 ラディソンホテル成田 東京ベイ東急ホテル 

アパホテル京成成田駅前 ベッセルイン八千代勝田台駅前 リッチモンドホテル成田 東京ベイ舞浜ホテル ファーストリゾ
ート 

イビススタイルズ東京ベイ ホスピタリティイン八幡宿 レオ 癒 カプセルホテル船橋店 南房総 白浜クラブ 

インターナショナルガーデン成田 ホテル グリーンタワー幕張 レオ癒カプセルホテル 西船橋店 柏プラザホテル 

インターナショナルゲストハウス ア
ズール 成田 ホテル ザ・マンハッタン 浦安ビューフォートホテル 柏プラザホテル ANNEX 

ウィシュトン ホテル ユーカリ ホテル スワンレイク長柄 浦安ブライトンホテル東京ベイ 変なホテル 舞浜 東京ベイ 

オークラアカデミアパークホテル ホテル ルミエール グランデ 流山お
おたかの森 鴨川シーワールドホテル 木更津ワシントンホテル 

オリエンタルホテル 東京ベイ ホテル＆リゾーツ 南房総 鴨川ホテル 三日月 緑水亭 

キッチンガーデン ホテルウェルコ成田 館山リゾートホテル  

グランドニッコー東京ベイ 舞浜 ホテルクラウンヒルズ君津 京成ホテルミラマーレ  

▲目次へ戻る 

東京都 
&AND HOSTEL KANDA Soshigaya Apartment スーパーホテル東京・錦糸町駅前 ロイヤルホテル 新大久保 

1 ナイト 1980 ホステル Space F Yoyogi すえひろの湯 ドーミーイン秋葉原 ロッジ オーシャン 

A0 Kinshichou 201 Spacious Apartment Sunshine City スクエア渋谷 1 ワイズ インつつじ 

A0 Kinshichou 202 Sport Tokyo スクエア渋谷 2 ワイヤーズホテルゼームス坂 

A0 Kinshichou 303 Square Shibuya 1 909 スタイルウッド 三軒茶屋 安心お宿プレミア 荻窪店 

A0 Shinjuku Big House Square Shibuya 2 611 ストリングスホテル東京インターコン
チネンタル 安心お宿プレミア新橋汐留店 

AC ホテル・バイ・マリオット東京銀
座 Square Shibuya 2 902 スペースクロ蒲田 伊東旅館 

ANA インターコンチネンタルホテル
東京 Start One Home Senzoku B スマイル ステイ トウキョウ 一之江 



Angeline House Start One Home Senzoku C スマイルステイ押上 羽田エクセル ホテル東急 

Araiya Start One Home Senzoku D スマイルホテル浅草 羽田レックスアパートメント 

ASAKUSA -CHAKA- Start One Home Senzoku E スマイルホテル巣鴨 奥渋レジデンス 101 

B1. PERFECT PLACE with LUX FLAT 
#Shinjuku Start One Home Senzoku F スマイルホテル東京綾瀬駅前 奥渋レジデンス 103 

B2. PERFECT PLACE with LUX FLAT 
#Shinjuku Start One Home Torigoe 102 セルリアンタワー東急ホテル 奥渋レジデンス 105 

B5. Japanese Modern Design Flat 
#Shinjuku Start One Home Torigoe 201 セン ダイバーシティ ホテル & カフ

ェ 華 

B6. Stylish & Modern Studio #Shinjuku Start One Home Torigoe 202 センチュリオン キャビン＆スパ レデ
ィース 雅 

Best Apartment in Shinjuku Start One Home Torigoe 203 センチュリオン ホテル グランド 赤
坂 蒲田 カラービー ファミリーハウス 

Bike & Bed East Tokyo Start One Home Torigoe 204 センチュリオンホテル & スパ上野駅
前 丸ノ内ホテル 

bmj 新宿大久保 Start One Home Torigoe 205 センチュリオンホテル・レジデンシャ
ル・赤坂 

亀島川温泉 新川の湯 ドーミーイン
東京八丁堀 

bmj 百人町 Start One Home Torigoe Annex1 センチュリオンホテル上野 吉祥寺 東急 REI ホテル 

Casa Hana Stay SAKURA Tokyo 浅草シックス センチュリオンホテル赤坂タワー 吉祥寺第一ホテル 

Casa Magnolia Apartment STUDIO INN 西新宿 センチュリオンホテル池袋 京王プラザホテル 八王子 

Centrally Located Deluxe Furnished.1 Tachibana House センチュリオンレディースホステル上
野公園 京王プレッソ イン五反田 

Centrally Located Deluxe Furnished.2 the b お茶の水 ソフィアス アパートメント 京王プレッソ イン神田 

Centrally Located Deluxe Furnished.3 the b 三軒茶屋 ダイワロイネットホテル銀座 京王プレッソイン新宿 

Centrally Located Deluxe Furnished.4 the b 新橋 ダイワロイネットホテル新橋 京王プレッソイン赤坂 

CITAN - Hostel the b 水道橋 ダイワロイネットホテル西新宿 京王プレッソイン大手町 

COCO SHUKU Shinjuku-Hanazono the b 赤坂 ダイワロイネットホテル東京京橋 京王プレッソイン池袋 

COCO SHUKU 浅草蔵前 the b 赤坂見附 ダイワロイネットホテル東京赤羽 京王プレッソイン東京駅八重洲 

COCON HOUSE OYAMA the b 池袋 ダイワロイネットホテル東京大崎 京王プレッソイン東京九段下 

Comfy Home Koiwa the b 八王子 ダイワロイネットホテル東京有明 京王プレッソイン東銀座 

Comfybed Yoyogi the b 六本木 チサン イン 蒲田 京王プレッソイン日本橋茅場町 

Comma House Nakano The Hideout Tokyo テラス M 横田ベース - アダルト オ
ンリー 京王プレッソイン浜松町 

Convertel Higashi-Magome House The Lively Azabujuban Tokyo トーセイホテル ココ上野御徒町 京急 蒲田 カラービー ホステル 

Convertel Honhaneda The Okura Tokyo トーセイホテルココネ上野 京成リッチモンドホテル 東京門前仲
町 

Convertel Minami-Shinagawa Three トーセイホテルココネ神田 銀座グランドホテル 

Cotoha HOTEL OKACHIMACHI Time Sharing Stay 浅草 - ホステル ドーミーイン EXPRESS 目黒青葉台 銀座クレストン 

Cozy Japanese Style Room Togoshiginza Residence 201 ドーミーイン PREMIUM 渋谷神宮前 駒込 カラービー ホステル 

Cozy place in Shinjuku TOKYO CITY VIEW HOTEL JR-TABATA-
STATION ドーミーイン PREMIUM 神田 駒込 カラービー レジデンス 

Cozy Vibes Apartment Hotel Tokyo Guest House Ouji Music Lounge ドーミーイン後楽園 駒込ラグジュアリーハウス 

Cross Bridge 池袋 TOKYO HOUSE なごみホテル 玄の家 

Edo Fukagawa 1A Tokyo stay Hut SARI ニューセントラルホテル 後楽ガーデンホテル 

Edo Fukagawa 2A TOKYO-W-INN Asakusa - Hostel ヌメロ ウーノ 東京 豪華カプセルホテル 安心お宿 秋葉原
店 

Edo Fukagawa 3A TOMARO 大阪港 ネストホテル東京半蔵門 豪華カプセルホテル 安心お宿 新橋店 

Eisei Stay TRACE ゲストハウス 東日本橋 ノーガホテル上野東京 豪華カプセルホテル 安心お宿プレミ
ア新宿駅前店 

Elle’s Shirokane guest house TSUKI パーク ホテル 東京 国民宿舎 サンマリーナ 



Eminuz Asakusa T マークシティホテル東京大森 パークアベニュー国分寺 桜スカイホテル 

eos HOTEL Higashi Ueno Ueno TS Shinobazu Hotel 2A パークレジデンス大森 山中旅館 

eos HOTEL Ikebukuro Ueno TS Shinobazu Hotel 6A パールホテル葛西 四谷三丁目 

eos HOTEL Itabashi U-Hotel Takadanobaba パールホテル両国 芝パークホテル 

eos HOTEL Kinshicho Urban Stage OKUBO 103 ハイアット セントリック 銀座 東京 秋葉原 BAY HOTEL - 女性専用 

eos HOTEL Kita Ikebukuro Urban Stage OKUBO 301-6 ハイアット リージェンシー 東京 渋谷 エクセルホテル東急 

eos HOTEL Minowa Vacation room Yahiro バグース・ホステル錦糸町 渋谷 ユキ ハウス 

F1.COOL Flat Studio type #Shinjuku Viewcity Shinjukugyoen 801-2 はとやホテル 渋谷 東急 REI ホテル 

F2.COOL Flat Studio type Shinjuku Wild Cherry Blossom - HOSTEL, TOKYO 
KOGANEI ハナ アパートメント 渋谷クレストンホテル 

Fore City Kinshicho 301 YADOYA-MISUJI-CHO パレスホテル東京 渋谷ストリームエクセルホテル東急 

Fore City Kinshicho 601 Yoshida 101 ハンドレッドステイ 東京新宿 渋谷東武ホテル 

G&R House 101 Y'sINN Nirinso バンバホテル 宿屋 千種町 

G&R House 102 Y'sINN Yotsugi ビジネスイン サンホテル 宿屋 浅草千の森 

G&R House 201 アーバイン東京・上野 北千住 ビジネスホテル ホテル ラ フィレン
ツェ 宿屋浅草 千の里 

Gallery Inn Fuji アイホテル京急蒲田 ヒルトン東京 宿家 とりごえ 

Global Cabin 東京 五反田 アクトホテル渋谷 ヒルトン東京お台場 宿家 烏丸院 

global cabin 東京 水道橋 アクトホテル六本木 フォーカス蔵前 宿家 浅草千の川 

GLOU 東新宿 アゴーラ・プレイス浅草 フォーシーズンズホテル東京大手町 宿家 浅草千の風 

H2O Stay Charming Place アスコット丸の内東京 フォーレスト本郷 宿家 浅草本館 

H2O Stay Cozy Place アパヴィラホテル 赤坂見附 フレイザースイート赤坂東京 宿家 東浅草離宮 

H2O Stay Hiroo Spacious House アパホテル & リゾート 両国駅タワー フレックステイイン 巣鴨 宿家 白提庵 

H2O Stay Ikebukuro アパホテル 〈浅草駅前〉 フレックステイイン江古田 宿家 鶯 

H2O Stay Shinagawa Charming Place アパホテル <山手大塚駅タワー> フレックステイイン常盤台 宿坊 正伝寺 

H2O Stay Spacious Place アパホテル <新富町駅前> フレックステイイン中延 小田急ホテルセンチュリーサザンタワ
ー 

H2O Stay TAK Building アパホテル 銀座京橋 フレックステイイン東十条 上野ステーションホステル オリエン
タル１ 

H2O Ushigome House アパホテル 新橋虎ノ門 フレックステイイン白金 上野ステーションホステル オリエン
タル２ - 男性専用 

Haneda Airport Japanese style villa アパホテル 神田駅東 フレックステイイン飯田橋 上野ステーションホステル オリエン
タル３ - 男性専用 

Haneda Luxury House アパホテル 人形町駅北 フレックステイイン品川 上野ターミナルホテル 

Happy Train Cafe Room アパホテル 西麻布 プレミアホテル- CABIN -新宿 上野ファーストシティホテル 

Happy Train Girls Room アパホテル 池袋駅北口 プロスタイル旅館 東京 浅草 上野ホテル 

Happy Train Japanese Room アパホテル 東京九段下 ベイサイド ホテル アジュール竹芝・
浜松町 新宿カラービーハウス 

Happy Train Oasis Room アパホテル 東京大島 ベルエア大久保 101 新宿プリンスホテル 

Happy Train Vintage Room アパホテル 東京板橋駅前 ベルエア大久保 203 新宿雅邸 

Heart of Shimokitazawa Group Stay 
502 アパホテル 東新宿 歌舞伎町タワー ホテル JAL シティ東京 豊洲 新小岩 カラービー ホステル 3 

Heart of Shimokitazawa Group Stay 
503 アパホテル 六本木 SIX ホテル MONday 豊洲 神楽坂レトロなホテル 

Higashi-Gokencho M-building 2F アパホテル＆リゾート〈西新宿五丁目
駅タワー〉 ホテル アクサス 日本橋 西鎌田カラービーハウス 

Higashi-Rokugo House BLACK アパホテル〈TKP 東京西葛西〉 ホテル アジア会館 西新宿 カラービー ハウス 31 



Higashi-Rokugo House WHITE アパホテル〈TKP 日暮里駅前〉 ホテル アドネス (男性専用) 西新宿 ハナ ハウス 

Hospo Asakusa Hayakawa Residence アパホテル〈蒲田駅西〉 ホテル アマネク 浅草吾妻橋スカイ 西鉄イン蒲田 

hotel azabu ten アパホテル〈蒲田駅東〉 ホテル ヴィラ フォンテーヌ グラン
ド東京田町 青龍 kibako 

HOTEL EMIT UENO アパホテル〈京成上野駅前〉 ホテル ヴィラフォンテーヌ グランド 
東京有明 静鉄ホテルプレジオ 東京田町 

hotel MONday Apart 新御徒町 アパホテル〈銀座 宝町〉 ホテル ヴィラフォンテーヌ グランド
羽田空港 赤坂エクセルホテル東急 

hotel MONday Apart 新日本橋 アパホテル〈駒込駅前〉 ホテル ヴィラフォンテーヌ プレミア 
羽田空港 千住田村屋 

hotel MONday Apart 水天宮前 アパホテル〈御茶ノ水駅北〉 ホテル オリエンタルエクスプレス東
京蒲田 浅草おうちキャンプ 

hotel MONday Apart 八丁堀 アパホテル〈御徒町駅北〉S ホテル グラフィー ネズ 浅草セントラルホテル 

hotel MONday Apart 浜松町 アパホテル〈三田駅前〉 ホテル グランド シティ 浅草ビューホテル 

hotel MONday 御徒町 アパホテル〈秋葉原駅前〉 ホテル サン シティ池袋 浅草旅館 谷藤 

hotel MONday 浅草 アパホテル〈秋葉原駅電気街口〉 ホテル セントピア 浅草旅館 東海荘 

hotel MONday 浅草橋 アパホテル〈渋谷道玄坂上〉 ホテル ニュー 紅陽 相鉄グランドフレッサ 東京ベイ有明 

hotel MONday 東京西葛西 アパホテル〈小伝馬町駅前〉 ホテル プリンセス ガーデン 相鉄グランドフレッサ品川シーサイド 

hotel MONday 東京西葛西 Annex アパホテル〈上野 稲荷町駅北〉 ホテル モントレ銀座 相鉄フレッサイン 錦糸町 

Hotel Oriental Express Tokyo Ginza アパホテル〈上野駅北〉 ホテル ライフツリー 上野 相鉄フレッサイン 銀座三丁目 

Hotel SAILS アパホテル〈上野広小路〉(全室禁煙) 
7 月 14 日開業 ホテル リトルバード 奥浅草 相鉄フレッサイン 銀座七丁目 

Hotel&Co.Sagami アパホテル〈新橋 御成門〉 ホテル ルートイン 東京阿佐ヶ谷 相鉄フレッサイン 御茶ノ水神保町 

HoujyouBuilding 302 アパホテル〈新宿 歌舞伎町タワー〉 ホテル ルートイン 品川大井町 相鉄フレッサイン 新橋日比谷口 

I GO HOTEL アパホテル〈新宿 歌舞伎町中央〉 ホテル 1899 東京 相鉄フレッサイン 東京 六本木 

Ichinoe 3F アパホテル〈新宿御苑前〉 ホテルアベスト銀座京橋 相鉄フレッサイン 東京蒲田 

ICI HOTEL ASAKUSABASHI アパホテル〈新富町駅北〉 ホテルアベスト目黒 相鉄フレッサイン 東京京橋 

Ikebukuro Apartment アパホテル〈神田駅前〉 ホテルアマネク 浅草駅前 相鉄フレッサイン 東京神田 

Ikebukuro Asahi no Ie アパホテル〈神田神保町駅東〉 ホテルアマネク蒲田駅前 相鉄フレッサイン 東京赤坂 

Ikebukuro BNB No.103 アパホテル〈人形町駅東〉（全室禁
煙） ホテルアラマンダ青山 相鉄フレッサイン 東京田町 

Ikebukuro ColorBee HostelA アパホテル〈浅草 蔵前〉 ホテルアルカトーレ六本木 相鉄フレッサイン 東京東陽町 

Ikebukuro Yamashita Apartment GR2 アパホテル〈浅草 田原町駅前〉 ホテルインターゲート東京 京橋 相鉄フレッサイン 東新宿駅前 

illi Nakano アパホテル〈浅草 雷門〉 ホテルヴィラフォンテーヌ東京八丁堀 相鉄フレッサイン 日本橋茅場町 

IMANO TOKYO GINZA HOSTEL アパホテル〈浅草橋駅北〉 ホテルカイラニ 相鉄フレッサイン 日本橋人形町 

IMANO TOKYO HOSTEL アパホテル〈巣鴨駅前〉 ホテルかずさや 相鉄フレッサイン 浜松町大門 

Itabashi RC ANNEX RC 2 アパホテル〈大森駅前〉 ホテルサードニクス東京 相鉄フレッサイン上野御徒町 

IZA 東京浅草 ゲストハウス アパホテル〈町田駅東〉 ホテルサンルート パティオ大森 相鉄フレッサイン新橋烏森口 

JAIRO Shinkoiwa アパホテル〈東京潮見駅前〉 ホテルサンルートプラザ新宿 大森 東急 REI ホテル 

JR Komagome Apartment 1-1 アパホテル〈東京木場〉 ホテルサンルート浅草 大塚の宿 

JR Komagome Apartment 1-2 アパホテル〈東新宿 歌舞伎町〉 ホテルタビノス浜松町 大塚牛 OTSUKA BOVINE 

JR Komagome Apartment 1-3 アパホテル〈東新宿 歌舞伎町西〉 ホテルテトラ池袋 第一ホテルアネックス 

JR Komagome Apartment 2-1 アパホテル〈東新宿駅前〉 ホテルトムス 第一ホテル東京 

JR Komagome Apartment 2-2 アパホテル〈東日本橋駅前〉 ホテルトレンド 浅草 ANNEX 第一ホテル東京シーフォート 



JR Komagome Apartment 2-3 アパホテル〈日本橋 馬喰横山駅前〉 ホテルトレンド浅草Ⅰ 第一ホテル両国 

JR Komagome Apartment 3-1 アパホテル〈日本橋 馬喰町駅前〉 ホテルニューウエノ 池袋 山清ビル #GR1 

JR Komagome Apartment 3-2 アパホテル〈日本橋 馬喰町駅北〉 ホテルパセラリビング 池袋の宿 

JR Komagome Apartment 3-3 アパホテル〈日本橋浜町駅南〉 ホテルビスタプレミオ東京[赤坂] 池袋ロッヂング 

JR Komagome Apartment 4-2 アパホテル〈八王子駅西〉 ホテルマイステイズ 亀戸 調布クレストンホテル 

JR Komagome Apartment 4-3 アパホテル〈八丁堀 新富町〉 ホテルマイステイズ 神田 庭のホテル 東京 

JR Komagome Apartment 5-1 アパホテル〈八丁堀駅南〉 ホテルマイステイズ 浅草 天然温泉 凌雲の湯 御宿 野乃 浅草 

JR Komagome Apartment 5-2 アパホテル〈半蔵門 平河町〉 ホテルマイステイズプレミア赤坂 展望大浴場 あさひ湯 ドーミーイン・
global cabin 浅草 

JR Komagome Apartment4-1 アパホテル〈飯田橋駅前〉 ホテルマイステイズプレミア大森 伝馬の湯 ドーミーイン PREMIUM 東
京小伝馬町 

JR Station Apartment 1F アパホテル〈飯田橋駅南〉 ホテルマイステイズプレミア浜松町 徒士の湯ドーミーイン上野・御徒町 

JR Station Apartment 2F 
アパホテル〈六本木一丁目駅前〉
(2020 年 7 月からアパホテル〈六本木
SIX〉) 

ホテルマイステイズ羽田 都シティ 東京高輪 

JR- 東日本ホテルメッツ五反田 アパホテル〈六本木駅前〉 ホテルマイステイズ蒲田 都電屋 Toden Hotel 

JR 東日本ホテルメッツ秋葉原 アパホテル<東新宿歌舞伎町東> ホテルマイステイズ五反田 島宿 金砂 

ＪＲ東日本ホテルメッツ 駒込 アパホテル<八王子駅北> ホテルマイステイズ五反田駅前 東横 INN 府中南武線南多摩駅前 

ＪＲ東日本ホテルメッツ 高円寺 アパホテル<品川 泉岳寺駅前> ホテルマイステイズ御茶ノ水コンファ
レンスセンター 東横 INN アキバ浅草橋駅東口 

JR 東日本ホテルメッツ 国分寺 アパホテルプライド〈国会議事堂前〉 ホテルマイステイズ上野イースト 東横 INN 羽田空港 1 

JR 東日本ホテルメッツ 渋谷 アパホテル綾瀬駅前 ホテルマイステイズ上野稲荷町 東横 INN 羽田空港 2 

JR 東日本ホテルメッツ 赤羽 アパホテル築地駅南 ホテルマイステイズ上野入谷口 東横 INN 蒲田 1 

JR 東日本ホテルメッツ 田端 アルモントホテル浅草 ホテルマイステイズ清澄白河 東横 INN 蒲田東口 

JR 東日本ホテルメッツ 武蔵境 アレイン 2B ホテルマイステイズ西新宿 東横 INN 京浜東北線王子駅北口 

JR 東日本ホテルメッツ 目白 アンダーズ東京 虎ノ門ヒルズ - ア 
コンセプト バイ ハイアット ホテルマイステイズ浅草橋 東横 INN 後楽園文京区役所前 

JR 東日本ホテルメッツ 立川 アンドホステル 南千住 ホテルマイステイズ東池袋 東横 INN 山手線大塚駅北口 2 

JR 東日本ホテルメッツ東京ベイ新木
場 イーホテル東新宿 ホテルマイステイズ日暮里 東横 INN 上野田原町駅 

J ホテル東京ジオ イチホテル上野新御徒町 ホテルマイステイズ浜松町 東横 INN 新宿歌舞伎町 

K&K Jujo House イチホテル八丁堀 ホテルマイステイズ立川 東横 INN 神田秋葉原 

K&K アパートメント 東京 202 イリーシモキタザワ ホテルミッドイン目黒駅前 東横 INN 西武池袋線東久留米駅西口 

K&K アパートメント 東京 301 ヴィアイン秋葉原 ホテルミュッセ銀座名鉄 東横 INN 赤羽駅東口 

Kagamiyama Residence 301 ヴィアイン新宿 ホテルメトロポリタンエドモント 東横 INN 赤羽駅東口一番街 

Kagurazaka No Yado 神楽坂の宿 ヴィアイン東京大井町 ホテルメトロポリタン東京池袋 東横 INN 浅草千束つくばエクスプレス 

KAMEIDO HOUSE ヴィアイン東銀座 ホテルモントレ ラ・スール ギンザ 東横 INN 浅草蔵前雷門 

Kanae House ヴィアイン日本橋人形町 ホテルモントレ赤坂 東横 INN 大塚駅北口 1 

Kanegafuchi House ヴィアイン飯田橋後楽園 ホテルモントレ半蔵門 東横 INN 池袋北口 1 

Kinshicho Apartment ヴィラフォンテーヌグランド東京汐留 ホテルリソル秋葉原 東横 INN 池袋北口 2 

Kinshicho hana hostel ヴィラフォンテーヌグランド東京六本
木 ホテルリソル上野 東横 INN 町田駅小田急線東口 

Kokoro ヴィラフォンテーヌ東京茅場町 ホテルリブマックス 東京神田 EAST 東横 INN 調布京王線布田駅 

KSK ハウス ヴィラフォンテーヌ東京九段下 ホテルリブマックス葛西駅前 東横 INN 東京駅新大橋前 

La Krasse 墨田 ヴィラフォンテーヌ東京上野御徒町 ホテルリブマックス茅場町 東横 INN 東京秋川駅北口 



Laffitte Hirai Condominium Hotel ヴィラフォンテーヌ東京新宿 ホテルリブマックス後楽園 東横 INN 東京大手町 A1 

Laffitte Tokyo ヴィラフォンテーヌ東京神保町 ホテルリブマックス高田馬場駅前 東横 INN 東京日本橋 

Laffitte 御徒町 ヴィラフォンテーヌ東京大手町 ホテルリブマックス秋葉原北 東横 INN 東京八王子駅北口 

LANDABOUT TOKYO ヴィラフォンテーヌ東京日本橋三越前 ホテルリブマックス上野駅前 東横 INN 東西線西葛西 

Lions apartment Shinjuku Gyoen 1002 ヴィラフォンテーヌ東京日本橋箱崎 ホテルリブマックス新橋 東横 INN 日本橋三越前 A4 

Locanda NOKATA ヴィラフォンテーヌ東京浜松町 ホテルリブマックス新宿 EAST 東横 INN 日本橋人形町 

LYURO 東京清澄 by THE SHARE 
HOTELS ウェスティンホテル東京 ホテルリブマックス新宿歌舞伎町 東横 INN 日本橋税務署前 

Maison AOBA 101 ヴォーガコルテ千鳥町 ホテルリブマックス新宿歌舞伎町明治
通 東横 INN 日本橋浜町明治座前 

MAYU 東京 WOMAN - 女性専用 ウッディサンハイム 201 ホテルリブマックス赤羽駅前 東横 INN 品川駅高輪口 

MIMARU 東京 銀座 EAST エイビス西蒲田ビル ホテルリブマックス赤坂 東横 INN 品川旗の台駅南口 

MIMARU 東京 上野御徒町 エヴァーグリーン新宿スプリーム ホテルリブマックス浅草スカイフロン
ト 東横 INN 品川港南口天王洲アイル 

MIMARU 東京 赤坂 エスペリアイン日本橋箱崎 ホテルリブマックス浅草駅前 東横 INN 品川青物横丁駅 

MIMARU 東京 上野 EAST オークウッドプレミア東京 ホテルリブマックス浅草橋駅前 東横 INN 品川大井町 

MIMARU 東京 上野 NORTH オリンピックイン麻布 ホテルリブマックス浅草橋駅北口 東横 INN 福生駅前東口 

MIMARU 東京 上野稲荷町 お宿 きえん ホテルリブマックス大森駅前 東横 INN 門前仲町永代橋 

MIMARU 東京 新宿 WEST お茶の水ホテル昇龍館 ホテルリブマックス町田駅前 東横 INN 立川駅北口 

MIMARU 東京 八丁堀 カーサ 東京 ホテルリブマックス調布駅前 東横 INN 溜池山王駅官邸南 

MONday Apart 大門 カオサンワールド浅草旅館＆ホステル ホテルリブマックス東京綾瀬駅前 東横 INN 鶯谷駅前 

MOON STATION HOTEL TOKYO カオサン東京 オリガミ ホテルリブマックス東京羽村駅前 東横イン新宿御苑前駅 3 番出口 

MW ホテル カオサン東京サムライ ホテルリブマックス東京新富町 東横イン浅草蔵前 2 

My Home in Tokyo カオサン東京ラボラトリー ホテルリブマックス東京神田駅前 東急ステイ 四谷 

Nano East Ikebukuro Apartment カサ 東京スタジオ ホテルリブマックス東京大塚駅前 東急ステイ 渋谷 

Nano North Shinjuku Apartment かどやホテル ホテルリブマックス東京潮見駅前 東急ステイ 水道橋 

Nishishinjuku Colorbee Apart Big 
Balcony カプセルイン新橋 - 男性専用 ホテルリブマックス東京馬喰町 東急ステイ 青山 プレミア 

Nishishinjuku Hana Apartment ガロアホテル 新大久保 ホテルリブマックス東京木場 東急ステイ蒲田 

NOHGA HOTEL AKIHABARA TOKYO カンデオ ホテルズ 上野公園 ホテルリブマックス東銀座 東急ステイ銀座 

Nui. HOSTEL & BAR LOUNGE カンデオホテルズ東京新橋 ホテルリブマックス東上野 東急ステイ五反田 

NYOZE HOUSE カンデオホテルズ東京六本木 ホテルリブマックス日暮里 東急ステイ高輪 (泉岳寺駅前) 

OMM Stay キンプトン東京・新宿 ホテルリブマックス日本橋小網町 東急ステイ渋谷 新南口 

ONE@Tokyo クインテッサホテル東京銀座 ホテルリブマックス日本橋人形町 東急ステイ新橋 

ONSEN RYOKAN YUEN SHINJUKU クッキー ハウス M ホテルリブマックス日本橋箱崎 東急ステイ新宿 

OYO 44749 One 三ノ輪 クッキー ハウス S ホテルリブマックス八王子駅前 東急ステイ西新宿 

OYO ホテル池袋 グラートテラス ホテルリブマックス府中 東急ステイ池袋 

OYO 光 ハウス グラス ビル ホテルリブマックス府中アネックス 東急ステイ築地 

OYO 築地ビジネスホテル バン グランツリー品川 ホテルリブマックス豊洲駅前 東急ステイ日本橋 

OYO 旅館 SAKURA GARDEN 浅草橋 グランド セントラル ホテル ホテルリブマックス北府中 東急ステイ目黒・祐天寺 

OYO 旅館 Sakura Garden 東神田 グランド ハイアット 東京 ホテルルートイン Grand 東京浅草橋 東急ステイ門前仲町 



OYO ホテル ニューワシントン 渋谷 グランドニッコー東京 台場 ホテルルートイン Grand 東京東陽町 東急ステイ用賀 

PLAYSIS ASAKUSA グリッズ 東京 秋葉原 ホテル&ホステ
ル ホテルルートイン五反田 東京 プラザ ホテル 

PLAYSIS EAST TOKYO グリッズ 東京 浅草橋 ホテル＆ホス
テル 

ホテルルートイン東京蒲田 - あやめ
橋 - 東京 上野 東金屋ホテル 

Primera グリッズ東京 上野駅前 ホテル & ホ
ステル ホテルルートイン東京池袋 東京イーストサイド ホテル 櫂会 

R&B ホテル蒲田東口 ケイズハウス東京 ホテルレックス 赤坂 (HOTEL REX) 東京グランドホテル 

R&B ホテル上野広小路 ケイズハウス東京オアシス ホテルローズガーデン新宿 東京グリーンパレス 

R&B ホテル大塚駅北口 ゲストハウス東京麻布 ホテル雅叙園東京 東京グリーンホテル後楽園 

R&B ホテル東京東陽町 ゲストハウス品川宿 ホテル機山館 東京ゲストハウス 板橋宿 

R&B ホテル東日本橋 コートヤード・マリオット 銀座東武
ホテル ホテル京阪 浅草 東京ゲストハウス 2020 

R&B ホテル八王子 ココロイン浅草蔵前 (心心樂) ホテル京阪 築地銀座 グランデ 東京コンドミニアムホテル 浅草エイ
ト 

Randor Residence Tokyo Grand コンドミニアム シブヤゴテン ホテル京阪 東京四谷 東京ドームホテル 

RC ANNEX 1 コンフィベッド麻布十番 ホテル椿山荘東京 東京プリンスホテル 

Resol Poshtel Tokyo Asakusa コンフォート ホテル 東京神田 ホテル東京トリップ 東京ベイ有明ワシントンホテル 

Rimo Shibuya コンフォート ホテル 東京東日本橋 ホテル日本橋サイボー 東京マリオットホテル 

Ritz Residence Sumida コンフォートホテル東京清澄白河 マイキューブバイマイステイズ浅草蔵
前 東京駅前 BAY HOTEL 

Rolands House 301 コンフォートホテル東京東神田 マスタードホテル渋谷 東京銀座 BAY HOTEL 

Rolands House 302 ザ ウッド ヴィラ 池袋 / 最大 9 名 マスタードホテル浅草 2 東京虎ノ門東急 REI ホテル 

Rolans House 401 ザ ゲートホテル東京 by HULIC マスタードホテル浅草 1 東京堀留ヴィラ 

ROOM IN CYBER ザ ソラピア 東京 マロウド イン 東京 東京有明ベイホテル 

Royal Talk Usami 502 ザ ノット 東京新宿 マロウド イン 八王子 東京櫻子 Hatchobori 

Royal Talk Usami 702 ザ ビッグ ハウス イン 東京 品川 マンダリン オリエンタル 東京 東武ホテルレバント東京 

Royal talk Usami 803 ザ ロイヤルパークホテル アイコニッ
ク 東京汐留 みせんビル 二子玉川エクセルホテル東急 

Royal Talk Usami 901 ザ ロイヤルパークホテル 東京羽田 メズム東京、オートグラフ コレクシ
ョン 日本橋室町ベイホテル 

RYOKAN & DAY 雫 ザ・キャピトルホテル 東急 モクシー東京錦糸町 - マリオット 日本青年館ホテル 

Ryokan MARU Asakusa ザ・スクエアホテル銀座 ラ・ジェント・ホテル新宿歌舞伎町 白鳥ハイツ 208 

SALON 渋谷 ザ・センチュリオンホテル クラシッ
ク赤坂 ラフィット 東京 West 葡萄の長屋 

Sangen-jaya House-O ザ・プリンス パークタワー東京 ランドーレジデンス東京クラシック 変なホテル東京 羽田 

Sangentyaya Mark's apartment 
ザ・プリンスギャラリー 東京紀尾井
町、ラグジュアリーコレクションホテ
ル 

ランドーレジデンス東京スイーツ 変なホテル東京 銀座 

Schanze Omori ザ・ミレニアルズ渋谷 リーガロイヤルホテル 東京 変なホテル東京 西葛西 

Section L Ginza East ザ・リッツ・カールトン東京 リステル 新宿 ホテル 東京 変なホテル東京 赤坂 

SHIBUYA & OMOTESANDO walk 7mins 
/ for GROUP 6PP サクラクロスホテル秋葉原 リッチモンドホテルプレミア浅草イン

ターナショナル 変なホテル東京 浅草橋 

Shibuya Dogenzaka Lions 516 サクラクロスホテル上野新御徒町 リッチモンドホテル東京武蔵野 変なホテル東京 浅草田原町 

Shibuya Mark's apartment サクラクロスホテル上野入谷 リリーフプレミアム羽田空港 変なホテル東京 浜松町 

Shinagawa House -Ryo- サクラクロスホテル新宿東 ルマ・バグース浅草 満天望 

Shinagawa Wisteria Residence サクラクロスホテル東京茅場町 レジデンシャルホテル ダイネス壱番
館渋谷 405 民宿 船見荘 

Shinjuku Garden House サクラホテル幡ヶ谷 レジデンシャルホテル ビーコンテ浅
草 矢口フラワーマンション 501 

Shinjuku Hana Luxury House サトウサンズレスト レジデンシャルホテル 粋だね 町屋 龍馬 西大井 I 



Shinjuku Japanese-style two storey 
house シーフォルム 京急蒲田 105 レジデンシャルホテル若葉ルーム 101 龍馬 池袋 Ⅰ 

Shinkoiwa ColorBee Hostel 4 シーフォルム京急蒲田 406 レジデンシャルホテル若葉ルーム 201 旅館加茂川浅草 

Shinkoiwa ColorBee Hostel 5 シーフォルム京急蒲田 407 レジデンシャルホテル渡辺ビル 701 両国ビューホテル 

Shoei Building シェラトン都ホテル東京 レジデンスコンドミニアムカラハーイ 六本木ホテル S 

Sky Heights 1103 シタディーンセントラル新宿東京 レムプラス銀座 和ごころ 日暮里 和モダンな雰囲気の
旅館＆ゲストハウス 

Sky Heights 303 シタディーン新宿 東京 レム秋葉原 和ハウス 

Sky Heights 703 スーパーホテル上野・御徒町 ロイヤルイン菊水 アマン東京（2020/12/10 更新） 

Smart Stay Tokyo L333 スーパーホテル浅草 ロイヤルパークホテル コンラッド東京（2020/12/10 更新） 

Smart Stay Tokyo L503 スーパーホテル東京・亀戸 ロイヤルパレス A ザ・ペニンシュラ東京（2020/12/10
更新） 

シャングリ・ラ ホテル 東京
（2020/12/10 更新） 

ホテルニューオータニ エグゼクティ
ブハウス 禅（2020/12/10 更新） 

パーク ハイアット 東京（2020/12/10
更新） 

フォーシーズンズホテル丸の内 東京
（2020/12/10 更新） 

ホテルオークラ東京（2020/12/10 更
新） 

東京エディション虎ノ門（2020/12/10
更新） 帝国ホテル（2020/12/10 更新） 東京ステーションホテル（2020/12/10

更新） 

ザ・プリンス さくらタワー東京 
（2020/12/10 更新） 

ホテルオークラ東京ベイ（2020/12/10
更新） 

京王プラザホテル（2020/12/10 更
新） 

ホテルニューオータニ東京ザメイン
（2020/12/10 更新） 

インターコンチネンタル東京ベイ
（2020/12/10 更新） 

ホテルニューオータニ東京ガーデンタ
ワー（2020/12/10 更新） 

京王プラザホテル東京プレミアグラン
（2020/12/10 更新）  

▲目次へ戻る 

神奈川県 
8hotel 湘南藤沢（エイトホテル湘南
藤沢） スーパーホテル湘南、藤沢駅南口 ホテルユニゾ横浜駅西 小田急ホテルセンチュリー相模大野 

BREATH HOTEL (ブレスホテル) スタジオーネ箱根湯本 ホテルラポール千寿閣 小田原ターミナルホテル 

Condominium MIRAHAKONE スパ＆カプセルホテル グランパー
ク・イン横浜 ホテルリソル横浜桜木町 湘南台第一ホテル藤沢横浜 

Elle's Hakone-Yumoto Guest House スマイルホテル厚木 ホテルリブマックス横浜駅西口 新横浜国際ホテル 

FUJISAWA HOTEL EN スラッシュ 川崎 ホテルリブマックス横浜関内 逗子ビーチハウス 

Grand Cave Yokohama センチュリオン箱根 別邸 ホテルリブマックス横浜関内駅前 翠光館 

HAKONE guesthouse gaku. セントラルホテル ホテルリブマックス横浜元町駅前 川崎キングスカイフロント東急 REI ホ
テル 

Hakone Man Rai Private Villa & Garden ダイワ ロイネット ホテル 横浜関内 ホテルリブマックス横浜鶴見 相鉄フレッサイン 横浜桜木町 

Hakone Sky Hill Private Villas ダイワロイネットホテル横浜公園 ホテルリブマックス新横浜 相鉄フレッサイン 鎌倉大船駅笠間口 

Hostel YUIGAHAMA + SOBA BAR ダイワロイネットホテル新横浜 ホテルリブマックス川崎駅前 相鉄フレッサイン 川崎駅東口 

HOTEL PLUMM (ホテル プラム) ダイワロイネットホテル川崎 ホテルリブマックス相模原 相鉄フレッサイン 藤沢駅南口 

HOTEL TOHKAI (ホテル東海) チルル コーヒーアンドホステル ホテルリブマックス相模原駅前 相鉄フレッサイン横浜駅東口 

Hotel フローレンス小田原 ニューオータニイン横浜プレミアム ホテルリブマックス南橋本駅前 相鉄フレッサイン横浜戸塚 

IZA 鎌倉ゲストハウス＆バー パークインホテル厚木 ホテルリブマックス平塚駅前 相鉄フレッサイン鎌倉大船駅東口 

JR 東日本ホテルメッツ 横浜桜木町 バーホテル箱根香山 ホテルルートイン伊勢原 相鉄フレッサイン藤沢湘南台 

JR 東日本ホテルメッツ横浜 パールホテル川崎 ホテルルートイン横浜馬車道 貸別荘 Vacation+Zushi Guesthouse 

JR 東日本ホテルメッツ かまくら大船 ハイアット リージェンシー箱根リゾ
ート アンド スパ ホテルルートイン海老名駅前 大人の時間を愉しむ宿 箱根風雅 

JR 東日本ホテルメッツ 横浜鶴見 ハイアットリージェンシー 横浜 ホテルルートイン相模原 第一イン湘南 

JR 東日本ホテルメッツ 溝ノ口 パラディスイン相模原 ホテル横須賀 天翠茶寮 

JR 東日本ホテルメッツ 川崎 ハレタビ トラベラーズインヨコハマ ホテル河鹿荘 天然温泉 扇浜の湯 ドーミーイン 川
崎 

Kamakura Del Costa ファミリーロッジ旅籠屋・箱根仙石原
店 ホテル梶ヶ谷プラザ 東横 INN JR 横浜線相模原駅前 

Loco House Kamakura フォレストリゾート ホテル城山 ホテル精養軒 東横 INN 横浜スタジアム前 1 



MEIBI 箱根湯本 フォレストリゾート ゆがわら 水の香
里 ホテル眺望山荘 東横 INN 横浜スタジアム前 2 

Miss Morgan Hotel (ミスモーガンホテ
ル) フォレストリゾート 湯の里 杉菜 ホテル法華クラブ湘南・藤沢 東横 INN 横浜関内 

Odawara Villa フォレストリゾート 湯もと小町館 マーシャンズ Hotel Tomizu 東横 INN 横浜桜木町 

Open-Air Hot Spring Ryokan 翠香苑 フォレストリゾート 箱根 森のせせら
ぎ マーシャンズ Hotel 早川 東横 INN 横浜新子安駅前 

OYO ホテル ドレイク 小田原鴨宮 プラージュ 由比が浜 マウントビュー箱根 東横 INN 横浜西口 

OYO ホテル 城ヶ島 遊ヶ崎リゾート フラワーヴィラ相模湖 ますとみ旅館 東横 INN 横浜線淵野辺駅南口 

OYO 旅館 みよし 小田原 真鶴 ブリーズベイホテル リゾート&スパ マホロバマインズ三浦 東横 INN 横浜鶴見駅東口 

Pine Tree ブルー ラグーン ミコノスリゾート · 三浦 東横 INN 海老名駅東口 

Purple Sofa House フレックステイイン桜木町 メルヴェール箱根強羅 東横 INN 京王線橋本駅北口 

R&B ホテル新横浜駅前 フレックステイイン川崎貝塚 メルキュール横須賀 東横 INN 京浜急行川崎駅前 

Sadie's Home フレックステイイン川崎小川町 メルパルク横浜 東横 INN 小田原駅東口 

Sango Katase Guest Rooms フレックステイイン多摩川 ゆがわら万葉荘 東横 INN 湘南茅ヶ崎駅北口 

THE GATE HOSTEL SHONAN 
FUJISAWA プロスタイル旅館 横浜馬車道 ゆとりろ庵 東横 INN 湘南平塚駅北口 1 

THE HOURS 湘南平塚 ベストウェスタン横浜 (鶴見) ゆとりろ庵 ANNEX 東横 INN 湘南平塚駅北口 2 

The Ryokan Tokyo YUGAWARA ペンション グリーングラス ヨコハマ グランド インターコンチネ
ンタル ホテル 東横 INN 新横浜駅前新館 

TKP ホテル＆リゾート レクトーレ箱
根強羅 ホステル ゼン ラ クラッセ ドゥ シェネガ 東横 INN 新横浜駅前本館 

Treeside Hotel & Apartment ホテル JAL シティ 関内 横浜 ラフォーレ倶楽部 箱根強羅 湯の棲 東横 INN 川崎駅前砂子 

Villa Hakone Stage ホテル アイマーレ 横浜伊勢佐木町 リーフ 東横 INN 川崎駅前市役所通 

Villa Kamakura ホテル アイマーレ羽田 リゾートカプセル桜木町 東横 INN 大和駅前 

Yumoto Station Hotel MIRAHAKONE ホテル インディゴ 箱根・強羅 リッチモンドホテル プレミア武蔵小
杉 東横 INN 武蔵中原駅前 

アートと音楽のホテル 真奈邸箱根 ホテル ウィングインターナショナル
相模原 リッチモンドホテル横浜駅前 東横 INN 本厚木駅南口 

アールズフォレストイン ホテル ニュー グランド リッチモンドホテル横浜馬車道 東横イン湘南鎌倉藤沢駅北口 

アパホテル & リゾート (横浜ベイタ
ワー) ホテル パセラの森 横浜関内 リフテル 新横浜 - 大人限定 白湯の宿 山田家 

アパホテル 横浜関内 ホテル マロウド 箱根 リブマックスリゾート箱根芦ノ湖 箱根 花紋 

アパホテル 横浜鶴見 ホテル 縁道 リブマックスリゾート箱根仙石原 箱根 時の雫 

アパホテル 相模原橋本駅前 ホテル 川崎ホテルパーク 宮本町 ローズホテル横浜 箱根の森おかだ 

アパホテル〈TKP 京急川崎駅前〉 ホテル・ザ・ノット ヨコハマ ワイズキャビン 横浜関内 箱根パークス吉野 

アパホテル〈伊勢原駅前〉 ホテルアソシア新横浜 伊勢佐木町ワシントンホテル 箱根ゆとわ 

アパホテル〈相模原 古淵駅前〉 ホテルウィングインターナショナル横
浜関内 囲炉裏ゲストハウス 天幕 -Tenmaku- 箱根レイクホテル 

アルモントイン湘南藤沢 ホテルウィングインターナショナル湘
南藤沢 横浜クラシックアパートメント 箱根温泉 湯宿 山の省 

ウィスタリアンライフクラブ ヴェル
デの森 ホテルエディット横濱 横浜ザ・アパートメント 箱根温泉山荘 なかむら 

エンブレムフロー箱根 ホテルおかだ 横浜ベイホテル東急 箱根強羅 深山 (旧 紀州鉄道箱根強羅
ホテル) 

オークウッドスイーツ横浜 ホテルキャメロットジャパン 横浜マンダリンホテル 箱根強羅 白檀 

グランツリー横浜駅 ホテルクラウンヒルズ相模原 横浜東急 REI ホテル 箱根強羅温泉 季の湯 雪月花 

グランツリー横浜中華街 ホテルグリーンプラザ箱根 横浜平和プラザホテル 箱根強羅温泉 季の湯 雪月花 別邸 翠
雲 

グランツリー箱根仙石原 ホテルサンロイヤル川崎 華山 箱根宮ノ下 箱根高原ホテル 

グランデュールホテル ホテルセレクトイン伊勢原 鎌倉パークホテル 箱根小涌園 天悠 



グランドホテル神奈中 秦野 ホテルセントラル横浜 環翠楼 箱根小涌園 美山楓林 

グランドホテル神奈中 平塚 ホテルタイムズイン 24 京急 EX イン京急川崎駅前 箱根小涌谷温泉 水の音 

グローバルキャビン横浜中華街 ホテルテラス横浜 強羅ホテル パイプのけむり 箱根水明荘 

ケイズハウス箱根 ホテルニューヨコスカ 強羅花壇 箱根仙石原プリンスホテル 

ゲストヴィラ箱根宮ノ下 ホテルハーヴェスト 箱根甲子園 強羅環翠楼 箱根町 湯本 コンドミニアム 桜 B-9 
HS1 

ゲストヴィラ箱根湯本 1 階 ホテルハーバー横須賀 強羅館 箱根湯本温泉 天成園 

ゲストヴィラ箱根湯本 2 階 ホテルはつはな 橋本パークホテル 箱根藍瑠 

ゲストヴィラ箱根湯本 リバーサイド ホテルビスタプレミオ横浜［みなとみ
らい］ 金乃竹 仙石原 - 大人限定 箱根翡翠 

ゲストハウス Azito ホテルビスタ海老名 月の宿 紗ら 富士箱根ゲストハウス 

コートホテル新横浜 ホテルビスタ厚木 元箱根ゲストハウス 福住楼 

コンフォート ホテル 横浜関内 ホテルマイステイズ横浜 源 (GEN) ホテル鎌倉 龍宮殿 

ザ グラン リゾート 箱根 ホテルマイステイズ横浜関内 厚木アーバンホテル 旅館松島 

ザ・ひらまつ ホテルズ＆リゾーツ 仙
石原 ホテルむさしや 江の島ゲストハウス 134 和の宿 華ごころ 

サーティーフォー hotels 北里大学前 ホテルメトロポリタン 川崎 桜木町ワシントンホテル 彌榮館 

ジェムスティーイン箱根・芦ノ湖 ホテルメトロポリタン鎌倉 四季の湯座敷 武蔵野別館 琥珀－ＡＭＢＥＲ－鎌倉・材木座 

シュクール大船 ホテルモリノ 新百合丘 紫陽花温泉旅館 雉子亭 豊栄荘 

スーパーホテル Premier 武蔵小杉駅前 ホテルモントレ横浜 若松 ゆがわら石亭 箱根・翠松園（2020/12/10 更新） 

ホテル インディゴ 箱根強羅
（2020/12/10 更新） 

ヒルトン小田原リゾート＆スパ
（2020/12/10 更新） 

横浜ロイヤルパークホテル
（2020/12/10 更新） 

ハイアットリージェンシー箱根リゾー
トアンドスパ（2020/12/10 更新） 

▲目次へ戻る 


