
 
 

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。 

 

近畿地方 
三重県▼｜滋賀県▼｜京都府▼｜大阪府▼｜兵庫県▼｜奈良県▼｜和歌山県▼ 

 

三重県 
NEMU RESORT HOTEL NEMU コンフォートホテル伊勢 ホテルルートイン津駅南 志摩観光ホテル ザ クラシック 

OYO 44698 たつみビジネスホテル コンフォートホテル鈴鹿 ホテルルートイン南四日市 志摩観光ホテル ザ ベイスイート 

OYO ステーションホテル磯部 伊勢志
摩 ザ グラン リゾート 鳥羽 ホテルルートイン名張 鹿の湯ホテル 

OYO ぢがみや旅館 伊勢志摩 ザ・ひらまつ ホテルズ＆リゾーツ 賢
島 ホテルルートイン鈴鹿 新八屋 

OYO ビジネスホテル河上 熊野 ジョイナス伊勢 やわらの湯 まるや 鳥羽グランドホテル 

OYO 中日ビジネスホテル 伊勢志摩 ビジネスイン NAGASHIMA ルートイングランティア伊賀上野 和
蔵の宿 鳥羽国際ホテル 

OYO 麻野館別館いろは ファミリーロッジ旅籠・伊賀店 ログ ハウス 志摩 鳥羽国際ホテル 潮路亭 

OYO 旅館 GH 関ロッジ 三重亀山 ファミリーロッジ旅籠屋 湾岸長島店 わがらん家 天然温泉 けやきの湯 ドーミーイン
津 

OYO 旅館 みや 四日市 水沢 ファミリーロッジ旅籠屋・伊勢松阪店 伊賀上野シティ ホテル 都ホテル 四日市 

OYO 旅館 海ひかり 熊野 井戸 フィオーレ志摩 伊勢・志摩 湯快リゾートプレミアム
鳥羽彩朝楽 都リゾート 志摩 ベイサイドテラス 

OYO 旅館 魚の栖 丸仙 鳥羽 ホテル グリーン パーク津 伊勢アパートメント 東横 INN 伊勢松阪駅前 

OYO ホテル ヴィラダイオーリゾート 
伊勢志摩 ホテル＆リゾーツ 伊勢志摩 伊勢ゲストハウス そら 東横 INN 近鉄四日市駅北口 

アパホテル <三重亀山> ホテルエコノ津駅前 伊勢シティホテルアネックス 東横 INN 津駅西口 

アパホテル〈鈴鹿中央〉 ホテルグリーンパーク鈴鹿 伊勢志摩国立公園 賢島の宿みち潮 湯快リゾート 温泉リゾートホテル 志
摩彩朝楽 

アポアホテル ホテルリブマックス四日市駅前 一楽温泉ホテル 二見てらす 

アポアホテル津 ホテルルートイン伊賀上野 錦浦館 日の出旅館 

いにしえの宿 伊久 ホテルルートイン伊勢 賢島・ホテルベイガーデン 日章館 

ウィスタリアンライフクラブ鳥羽 ホテルルートイン亀山インター 戸田家 白子ストーリアホテル 

カンデオ ホテルズ亀山 ホテルルートイン久居インター 三交イン伊勢市駅前～四季乃湯～ 桧扇荘 

クインテッサホテル伊勢志摩 ホテルルートイン四日市 三交イン桑名駅前 浜千代館 

ゲストハウス イロンゴ ホテルルートイン松阪駅東 三交イン四日市駅前 変だからホテル 

ゲストハウスわがらん家 海 ホテルルートイン第 2 亀山インター 三交イン津駅前 鈴鹿ストーリアホテル 

アマネム（2020/12/10 更新）    

▲目次へ戻る 

滋賀県 
HOTEL Biwako スリーゼ コンフォートイン八日市 ホテルニューオウミ 東横 INN 京都琵琶湖大津 



Inase Otsu Machiya Bed & Breakfast ザ グラン リゾート近江舞子 ホテルボストンプラザ草津 東横 INN 琵琶湖線南草津駅西口 

OYO ホテル くらま 彦根 ジェイホッパーズ琵琶湖ゲストハウス ホテルルートイン甲賀水口 東横 INN 彦根駅東口 

アーバンホテル草津 びわこ緑水亭 ホテルルートイン長浜インター 東横 INN 米原駅新幹線西口 

アーバンホテル南草津 びわ湖花街道 ホテルルートイン東近江八日市駅前 湯の宿 木もれび 

アパホテル〈びわ湖 瀬田駅前〉 ファミリーロッジ旅籠屋・彦根店 ホテルルートイン彦根 湯元舘 

アパホテル〈彦根南〉 ベッセルイン滋賀守山駅前 ホテル琵琶湖プラザ 琵琶湖ホテル 

クサツエストピアホテル ホテル 21 レイアホテル大津石山 琵琶湖マリオットホテル 

グランエレメント ホテル アーブしが 湖北ノ空 二人ノ宿 きひろ 彦根ビューホテル 

グリーンホテル Yes 近江八幡 ホテル＆リゾーツ 長浜 高島陣舎 里湯昔話 雄山荘 

コンフォート ホテル 彦根 ホテルエスタシオン彦根 苔生宿  

コンフォートイン近江八幡 ホテルサンルート彦根 長浜バイオ大学ドーム宿泊研修館  

▲目次へ戻る 

京都府 
ART MON ZEN KYOTO アーバンホテル京都 四条プレミアム 粟田庵 宿ル KYOTO 路地ノ宿 

ASANA-YUUNA アーバンホテル京都 二条プレミアム 庵町家ステイ 宿ル KYOTO HANARE 映月 

a-un アーバンホテル京都五条プレミアム 一条 IVY (セミダブル) 宿ル KYOTO HANARE 京都漆楼わかさ
や 

Bishamon House あおしだ 一条 IVY (ベッド 5 台) 宿ル KYOTO HANARE 京都梅湯の宿 

BON KYOTO STATION あさひの家・ゆうひの家 一条 IVY (二段ベッドツイン) 宿ル KYOTO HANARE 五条たかせ庵 

CAFE&BB guri アズーロ・エレファンテ 一条プレミアム 宿ル KYOTO HANARE 姉西庵 

Connect inn 円町 アパヴィラホテル 京都駅前 稲荷凰庵 宿ル KYOTO HANARE 二条式部庵 

Connect inn 祇園四条 アパホテル 京都駅東 宇治 茶宿 Uji Tea Inn 宿ル KYOTO HANARE 八坂の塔もくせ
い庵 

Connect inn 七条鴨川 アパホテル 京都駅堀川通 羽う座 京都五条烏丸 宿ル KYOTO 鏡ノ宿 

Connect inn 神泉苑南 アパホテル 京都祇園 EXCELLENT 雲 小楽 宿ル KYOTO 壬ノ宿 

Cozy enjoyment hotel no29 アパホテル〈京都駅前〉 雲 小月 宿ル KYOTO 奏ノ宿 

eph KYOTO アパホテル〈京都駅北〉(全室禁煙) 雲 小坂 宿ル KYOTO 和紙ノ宿  

Far East Matsubara アルモント ホテル京都 雲 小松 宿屋 三坊 

Framboise KYOTO Hotel de charme あんど 雲 小星 宿屋 西陣荘 

FUJITAYA BnB イエノ家 雲 小波 宿屋 枳殼荘 

Furere Shichijo イビススタイルズ京都ステーション 雲町屋 小宮 出水町屋 

FUSHIMI INARI I インテル京都五条 雲町屋荒神 純和風料理旅館 き乃ゑ 

Gokomachi ヴィアイン京都駅八条口 雲町屋小舟 松井別館 花かんざし 

GOOD NATURE HOTEL KYOTO ヴィアイン京都四条室町 雲町屋小川 松井本館 

GOZAN HOTEL&SERVICED 
APARTMENT ヴィラ 三条室町・京都 雲町屋小池 松本旅館 

Guest house Fuuka in Toji ヴィラージュ京都 雲町屋小天 松葉家旅館 

GUEST HOUSE MI・YA・BI ヴィラフロント京都晴明 雲町屋風早 祥雲斎 

Guest house Shijo K12 ウェスティン都ホテル京都 雲町屋仏光 上七軒 億 

Guest suites 福菊 ウォーターマークホテル京都 雲町屋仏光寺 上方お宿 八条 



Guesthouse - Hana Shishinkyo Villa エースホテル京都 永松しこく庵 町家レジデンスイン 城巽あかね庵 町家レジデンスイン 

Guesthouse KYOTO COMPASS エコアンドテック京都 円町家 新道あずき庵 町家レジデンスイン 

Guesthouse Pino エスペリアホテル京都 花ホテル 新道あやめ庵 

HANARE KYOTO たちばな庵 えびす旅館 花衣 新道せいじ庵 町家レジデンスイン 

HANARE KYOTO マチヤド東山 エムズイン東山 花篝 真 二条城 

HANARE KYOTO 隠 オーベルジュ天橋立 雅楽庵 神風楼 

HANARE KYOTO 京の宿 鴨川庵 おたびしょ庵 雅順 壬生庵 

HANARE KYOTO 京町屋 西陣 オリエンタルホテル京都 ギャラリー 開智あんず庵 町家レジデンスイン 壬生宿 MIBU-JUKU 七条梅小路 

HANARE KYOTO 京都ヴィラ七条東山 お宿 京都駅 Ⅰ 開智かきしぶ庵 町家レジデンスイン 水影閣 

HANARE KYOTO 五条東山レジデンシ
ャルスイート お宿 京都駅 Ⅱ 開智ももはな庵 町家レジデンスイン 翠嵐 ラグジュアリーコレクションホ

テル 京都 

HANARE KYOTO 御宿 長谷川 お宿 三条町家 格致あさぎ庵 星亭 

HANARE KYOTO 侍邸 京都清水 お宿 聖護院 格致しょうぶ庵 町家レジデンスイン 晴鴨楼 

HANARE KYOTO 壬生英庵 お宿 兎子 格致すおう庵 町家レジデンスイン 正庵 

HANARE KYOTO 待月亭 お宿 東福寺 椛 京都四条 清輝楼 

HANARE KYOTO 八条口 お宿 東福寺 2 鴨川七条 清水ヴィラ 

HANARE KYOTO 風のや咲楽 お宿はち 歓喜の宿 西陣 清水屋 

HANARE KYOTO 冷泉の宿 Gion 
Maisen カオサン京都ゲストハウス 観光旅館ホテル近江屋 清水五条 墨継ぐ 

HANNARI 清水五条 からくさホテル京都 I 丸京学林庵 清水町家イン 

Haruka からすま京都ホテル 季 若宮 清盛の梅花 

HIGASHIYAMA 恵庵 ききょう庵 季楽 京都 祇園 西陣 IVY (二段ベッド、ツイン) 

HOME INN 九条河原町 きぐすりや 季楽 京都 姉小路 西陣 IVY 105 (ベッド 5 台) 

Host.a 梅小路 朱 キザシ ザ スイート 季楽 京都 東山 西半 

HOSTEL THE NEXT DOOR ギャラリーのざわ Inn 季楽 京都 本町 静山荘 

HOTEL ARROWS ARASHIYAMA グランドプリンスホテル京都 祇園 幸遊庵 静鉄ホテルプレジオ京都烏丸御池 

HOTEL KADO GOSHO-MINAMI KYOTO グリッズ京都 四条河原町 ホテル＆ホ
ステル 祇園 紘 静鉄ホテルプレジオ京都四条 

Hotel Kanso グリ－ンリッチホテル京都駅南 祇園金瓢 石塀小路 龍吟 

Hotel Kuu Kyoto くれない庵 祇園南 万花 前新屋町家イン 

HOTEL MASTAY 神宮道 クロスホテル京都 祇園白川 香祇 禅 御所西邸 

HOTEL MATERIAL ケイズハウス京都 祇園畑中 相鉄フレッサイン 京都駅八条口 

hotel MONday 烏丸二条 ゲストハウス & ホテル 四条大宮 祇園旅館 休兵衛 相鉄フレッサイン 京都四条烏丸 

Hotel Sou Kyoto Gion ゲストハウス New Fushimi 吉御座 大原温泉 湯元のお宿 民宿大原山荘 

IRORI 京都駅東本願寺前 ゲストハウス ソイ 吉祥庵 大徳寺北側清寂の家 

JHM 京都リゾート室町五条 ゲストハウス 京都山科 宮川町 花かんざし 谷町君 ホテルひとめぼれ 

J リラックス 京都 西院 ゲストハウス 京洛や 金閣寺 京、西陣の宿 夢路 谷町君 大宮旅館 京都四条大宮 

KAGANHOTEL - 河岸ホテル - ゲストハウス 三条高倉 響 京アンスイン 谷町君 八尾家 清水五条 

Karan Horikawagojo ゲストハウス 町家「つばら」五条坂 京と家 Junn 屋 谷町君山科家 

Karan Hoshi ゲストハウス 百万遍 Cross 京と家 さくら庵 知恩院 和順会館 



Karan Nijo South ゲストハウスゆかり京都 京と家 円町 地蔵ハウス 

Karan Toji ゲストハウスゆるる 京と家 鴨川五条 竹屋西陣 

Karan Tojisenbon ゲストハウス金魚家 京と家 月の湯 空海 竹屋本館 

KAREN 京都東山 ゲストハウス月沈原 京と家 月の湯別邸 竹間つゆくさ庵 

Kawabata ゲストハウス鯉屋 京と家 朱雀庵 中乃庵 

Kioto ゲストハウス桜こまち 京と家 六条 町家レジデンスイン たそかれ 

Kirari Guest House 京都東九条 ゲストハウス伏見セブン 京と家月の湯美華夜庵 長や 御所南 

Kitano Tenmangu ゲストハウス凡 京の温所 岡崎 #1 長や 茶わん坂 

KODO STAY NIJO ゲストハウス悠々 京の温所 釜座二条 #2 天橋立ホテル 

Koueki コートホテル京都四条 京の温所 丸太町 #7 天然温泉 花蛍の湯 ドーミーインＰ
ＲＥＭＩＵＭ京都駅前 

K's Villa 鴨川庵 & 松見庵 コネクトイン東寺 京の温所 御幸町夷川 #3 田の屋 

K's Villa 高瀬川邸 ザ L.A. マートホテル京都 京の温所 御所西 #6 都シティ 近鉄京都駅 (旧ホテル近鉄
京都駅) 

K-style ザ エディスター ホテル 京都二条 京の温所 西陣別邸 #5 都ホテル 京都八条 

Kumo Machiya Fudocho ザ グラン リゾート 天の橋立 京の温所 麩屋町二条 #4 嶋原 懐傳 

Kumo Machiya Imperial East ザ グラン リゾートエレガンテ京都 京の宿 しみず 東横 INN 京都五条烏丸 

Kumo Machiya Okazaki ザ グランドウェスト 嵐山 京の宿 縁 東横 INN 京都五条大宮 

Kyo no Ondokoro TAKEYAMACHI #8 ザ ロイヤルパークホテル 京都三条 京の宿 月光庵 東横 INN 京都四条烏丸 

Kyomachiya House IZO ザ ロイヤルパークホテル 京都四条 京の宿 坂の上 東横 INN 京都四条大宮 

Kyoto Garden Villa ザ・ゲートホテル京都高瀬川 by 
HULIC 京の宿 三源 二年坂 東急ステイ京都 新京極通 

Kyoto Gojo TOKI MATSUBARA ザ・サウザンド キョウト 京の宿 千鶴別邸 東急ステイ京都両替町通 (三条烏丸) 

Kyoto Hana Hostel - 京都花宿 ザ・スクリーン 京の町 飛鳥 東山 不頼庵 

Kyoto Home 吉田 ザ・セレクトン京都堀川三条 京の町白鳳 東山東福寺 

Kyoto Kiyomizudera MUYUSYA ザ・ビー 京都三条 京の民宿 大原の里 東寺 町家シネマ 

Kyoto Kiyomizudera YUENSYA ザ・リッツ・カールトン京都 京王プレリアホテル京都烏丸五条 東寺あけぼの庵 

Kyoto Kotobuki ザ・ワンファイブ・京都四条 京御宿 華 東福寺 町家 inn 桜と月 

Kyoto Machiya 福音 サクラ 京御宿 蔵々 桃李さくら庵梅小路 

KYOTO STATION HOUSE サクラテラス ザ・アトリエ 京御宿 美風道 凪 (二条城) 

Kyoto Station TOKI KYOTO 1a さくら市 京宿 おから 二条すみれ庵 

Kyoto Station TOKI KYOTO 2b さゝや庵 京宿庵なでしこ 白川 二条有楽庵 

Kyoto Station TOKI KYOTO 2c さと居 七条壬生 香雪 (KOSETSU) 京小宿 室町 ゆとね 日暮荘 

Kyoto YU TOFUKUJI しおん庵 京小宿 八坂 ゆとね 梅の木庵 

Len 京都河原町 - ホステル ジスコホテル京都御所西 京蔵 別邸二条 白檮 

Lovery room 1 stop kyoto シタディーン京都 烏丸五条 京町屋楓 八坂半 

Maana Kamo しばし 梅屋町 京町家 ゑびす 美築八坂 ホテル 

MACHIYA KAMO RIVER 7 ジャパニーズ イン 吉水 京町家 華 布袋庵 

MAJA HOTEL KYOTO（マヤ ホテル 
キョウト） しらふじ庵 京町家 楽遊 仏光寺東町 伏見 IVY (二段ベッドツイン 1 室) 

MIMARU 京都 STATION スーパーホテル京都・烏丸五条 京町家 楽遊 堀川五条 伏見 IVY 401 (二段ベッドツイン) 



MIMARU 京都 烏丸御池 NORTH スズキ ゲストハウス 京町家 祇園 叶う 伏見稲荷鳥居前町の宿 

MIMARU 京都河原町五条 ステイ イン 狐都 京町家 祇園 宮川邸 平安桜 

MIMARU 京都 新町三条 スパークリング ドルフィンズイン 京
都 京町家 椿庵 変なホテル京都 八条口駅前 

MIMARU 京都 西洞院高辻 スマイルホテル京都四条 京町家 東山三条 叶う 弁天庵 

MIMARU 京都 堀川六角 センチュリオンキャビン & スパ京都 京町家 八条 褒華 

Miru Kyoto Nishiki そめの家 京町家ステイ 和華 伏見稲荷邸 紡 稲荷庵 

Mosaic Machiya KSK ソラリア西鉄ホテル京都プレミア 三
条鴨川 京町家の宿 十六夜 紡 稲荷参道前 

Nazuna 京都 御所 ダース旅館 京町家ホテル 三福 紡 河原町二条 

No.10 京都 だいや旅館 京町離宮 東本願寺 紡 鴨川五条 

node hotel ダイワロイネットホテル京都テラス八
条東口 京都 inn 美桜 紡 京都駅前 

nol kyoto sanjo ダイワロイネットホテル京都駅前 京都 inn 美桜 3F 紡 京都駅南 

Onya Kaede ダイワロイネットホテル京都四条烏丸 京都 烏丸御池ホテル グランレブリー 紡 京都八条口 

ORIENTAL HOTEL KYOTO ROKUJO ダイワロイネットホテル京都八条口 京都 季 鞍馬口 紡 九条明田町 

OTAKU ダイワロイヤルホテルグランデ 京都 京都 京 柊 紡 九条明田町別邸 

Oyado Shinmachigojo つき草庵 京都 熊野ハウス 紡 高倉葛籠屋町 

OYO HOTEL Kyoto Earth ディスカバー長岡京 京都 高瀬川別邸 紡 三十三間堂 

OYO カルタホテル 京都祇園 デュ・ラン 侍家 京都 新阪急ホテル 紡 四条壬生寺 悦念 Melody ＆ 
Memory 

OYO ホテル サクラ ゲストハウス 京
都 下京 なつめ庵 - 町家レジデンスイン 京都 新町六角ホテル グランレブリー 紡 七条鍵屋町 

OYO ホテル よしだ別館 京都舞鶴 ナンバー６二条ホテル 京都 東山荘 紡 七条塗師屋町 

OYO 旅館やまざき ネストホテル京都四条烏丸 京都 嵐山温泉 花伝抄 紡 七条堀川 

OYO ホテル ステイイン 京都五条 ノク京都 京都 料理旅宿 井筒安 紡 松原御幸町 

OYO ホテル 京蔵 京都二条 ノボル家 京都インギオン 紡 松原御幸町 もみじ邸 

PASSAGE 東山三条 パーク ハイアット 京都 京都インギオン 2 号館 紡 松原堺町 

R&B ホテル京都四条河原町 ハートンホテル京都 京都うら～らかハウス 紡 清水五条 

R&Run Kyoto serviced apartment & 
suites ハイアット リージェンシー 京都 京都ガーデン ホテル 紡 島原大門 

RAKURO 京都 by THE SHARE HOTELS ハスノハ 京都ガーデンパレス 紡 島原大門別邸 

Rakuten STAY KYOMACHIYA 京都七条
大宮 ビジュウ 京都かまんざホテル 紡 東寺西門前 

Ren ひでじろう 京都ぎをん 八坂の宿 紡 東寺東門前 

RESI STAY BRiX ひなや五条 京都グランベルホテル 紡 東寺南門 

RESI STAY cotorune KYOTO ひふみ旅館 京都クリスタルホテル 1 紡 東福寺南門 

RESI STAY GION びろうど庵 京都ゲストハウスさくらや 紡 二条城北 

RESI STAY GIONDO KYOTO 東山三条 フォーシーズンズホテル京都 京都センチュリーホテル 紡 八条源町 

RESI STAY HOTEL SUN CHLORELLA ふじ乃ま 京都タワーホテル 紡 八条室町 

RESI STAY Mayu Grace Hotel ブリエ京都丹波口 B 京都タワーホテルアネックス 紡 伏見稲荷 

RESI STAY NISHIJIN ベッセルホテルカンパーナ京都五条 京都トラベラーズ・イン 紡 伏見稲荷別邸 

RESI STAY THE KYOTO ペンション北白川 京都フォーシスターズレジデンス 紡 堀川吉文字 

RESI STAY Villa Silktree ベンズ ゲストハウス京都 京都ブライトン ホテル 紡 堀川六角 



RESI STAY お碗 Hanami ホスタ五条烏丸 瑛 京都プラザホテル 北海館 お花坊 

RESI STAY トマローカ文覚町 ホスタ東寺 燦 京都プラザホテル新館 北斎祇園 

RESI STAY 烏丸五条 ホスタ東寺 櫻 京都ホテルオークラ 凡 一軒貸し 

RESI STAY 京都 麩屋町 ホスタ二条 葵 京都ユウベルホテル 民宿わだ 

RESI STAY 錦 ホスタ二条泉 京都一棟貸し町屋旅館「華・安吉居」 夢家 Goryo 

RESI STAY 五条坂 ホスタ梅小路 雅 京都一棟貸し町屋旅館「華・吉祥居」 木原ビル 201 

RESI STAY 弘庵別邸 ホテル アマネク 京都河原町五条 京都一棟貸し町屋旅館「華・弘秋居」 優り草 

RESI STAY 高倉 ホテル エミオン 京都 京都一棟貸し町屋旅館「華・心齋居」 優洛庵 

RESI STAY 今出川 ホテル エムズ・エスト 四条烏丸 京都一棟貸し町屋旅館「華・星屋 」 有済はとば庵 町家レジデンスイン 

RESI STAY 姉小路 ホテル エムズ・エスト京都駅南 京都一棟貸し町屋旅館「華・竹林京
舍」 柚子屋旅館 

RESI STAY 組子 Amaterrace ホテル エムズ・プラス四条大宮 京都一棟貸し町屋旅館「華・梅溪居」 洛 思崖 

RESI STAY 八坂の塔 ホテル エルシエント京都 京都一棟貸し町屋旅館「華・洛嵐居」 離宮庵 京都西京極 

RESI STAY 八坂庵 ホテル カンラ京都 京都一棟貸し町屋旅館「華・默然居」 旅の宿 よしだ 

RESISTAY ANDON -行燈- ホテル グラン エムズ京都 京都駅 ゲストハウス道 旅寛 HOSTEL 祇園 

Rinn Gojo Karasuma ホテル グランヴィア 京都 京都駅前町屋 嘉右衛門 旅館 銀水閣 

Rinn Heian Shirakawa ホテル コープイン京都 京都街宿五条大橋 旅館 三賀 

Rinn Higashi Otowa ホテル ザ セレスティン京都祇園 京都街宿四条烏丸 旅館さわや本店 

Rinn Kamiebisu ホテル ビナリオ嵯峨嵐山 京都祇園ユウベルホテル 旅館ひのもと 

Rinn Mibukouin Kita ホテル＆リゾーツ 京都 宮津 京都山科 ホテル山楽 旅亭 嵐月 

Rinn Miyagawacho Grande ホテル・京都・ベース 京都糸屋ホテル 料理旅館 枕川楼 

Rinn Nijo Castle ホテルアルスタイン 京都小坂町ハウス 緑風荘 

Rinn Nishinokyo (西ノ京) ホテルイルヴェルデ 京都 京都松や 鈴 プレミアム 町家 京都五条Ⅰ 光輝 

Rinn Shichijo Ohashi Bridge ホテルインターゲート京都 四条新町 京都粋伝庵はなれ ホステル翆 鈴 プレミアム 町家 京都五条Ⅱ 光輝 

Rinn Shijo Nishinotoin ホテルウィングインターナショナル京
都四条烏丸 京都西院料理好きの家 鈴 プレミアム 町家 京都二条城北 

Rinn 京都駅西 ホテルエクセレンス・京都駅西 京都先斗町 ホテル ぽんと (HOTEL 
PONTO) 

鈴 プレミアム 町家 京都六条 Ⅰ 薫
風 

Rinn 五条堺町 ホテルエスノグラフィー 東山三条別
邸 京都千楽 鈴 プレミアム 町家 京都六条 Ⅱ 八

重 

Rinn 北御門町 ホテルエスノグラフィー枳殻の杜 京都第一ホテル 京都駅八条口 (全室
禁煙) 鈴 花屋町 錦山 

S.Y.Home Kyoto station ホテルエスノグラフィー衹園古門前 京都町家旅館 cinq 鈴 花屋町 春麗 

Saiin House ホテルエスノグラフィー衹園新門前 京都長野家ホテル 鈴 花屋町 短夜 

SAKURA TERRACE (サクラテラス) ホテルキロ 京都駅 京都東急 ホテル 鈴 花屋町 朝霧 

Sakura Terrace The Gallery (サクラテ
ラス ザ ギャラリー) ホテルグラッドワン京都七条 京都東山ウィズ 鈴 花屋町 天浮橋 

Sakuragawa no Kyoto Japan House ホテルグランバッハ京都セレクト 京都南禅寺ガーデン旅館八千代 鈴 花屋町 唐紅 

sequence KYOTO GOJO ホテルグレイスリー京都三条 京都二条さわら木の宿 鈴 花屋町 如月 

Shijokarasumakyokakure Sakuranoya ホテルセントノーム京都 京都百寿庵 鈴 花屋町 白波 

Shiki Homes 善 麩屋町 ホテルドルフ 河原町二条 京都府 鈴 祇園 花見小路 

Shiki Tofukuji ホテルビスタプレミオ京都 [河原町通] 京都堀川イン 二条城前 鈴 祇園八坂前 

SKY KYOTO ホテルビスタプレミオ京都 和邸 京都綿善旅館 鈴 祇園八坂南 桔梗 



SKY 島原 ホテルマイステイズ京都四条 京都悠洛ホテル - M ギャラリー 鈴 祇園八坂南 藤 

Smart Stay SHIZUKU 京都駅前 ホテルミュッセ京都四条河原町名鉄 京都旅庵 然 鈴 祇園毘沙門 

So Kyoto Fushimi Inari ホテルモントレ京都 京都澤食 鈴 宮川町 椿 

Stay SAKURA Kyoto 御苑東 ホテルモンドンス京都五条 京湯元 ハトヤ瑞鳳閣 鈴 九条針小路五九 

Stay SAKURA Kyoto 西陣 ホテルユニゾ京都四条烏丸 京乃宿 加ぎ平 鈴 九条針小路五八 

Stay SAKURA Kyoto 禅 ホテルリソルトリニティ京都 京乃怡 (Kyoto Yorokobu) 鈴 九条藤ノ木 中 

Stay SAKURA Kyoto 二条四季 ホテルリソル京都 河原町三条 熊秀庵 鈴 九条藤ノ木 東 

Stay SAKURA Kyoto 二条離宮 ホテルリソル京都 四条室町 月亭 鈴 九条藤ノ木西 

Sumihotaru Honoka ホテルリブマックス京都駅前 月輪こはく庵 町家レジデンスイン 鈴 建仁寺 

Sumihotaru Oboro Machiya Residence 
Inn ホテルリブマックス京都鴨川前 古民家の宿 宰嘉庵 鈴 五条壬生川 西 

TABITABI STAY「TAISHI」 ホテルリブマックス京都五条 五条 IVY 303 (セミダブルベッド) 鈴 五条壬生川 東 

TabitabiStay｢Moonlight｣ ホテルリブマックス京都寺町通 五条 IVY 305 (ツインベッド) 鈴 五条大宮 

TabitabiStay｢Shinsen｣ ホテルリブマックス京都二条城北 五条 IVY 306 (ツインベッド) 鈴 五条天神前 

TabitabiStay｢東山｣ ホテル丸福京都東山 五条 IVY 307 (ツインベッド) 鈴 三十三間堂 

TAKEYA GOJO ホテル京阪 京都 グランデ 五条 IVY 308 (セミダブルベッド) 鈴 四条高瀬川 

TERRACE KIYOMIZU KYOTO ホテル京阪 京都駅南 五辻庵 鈴 四条高瀬川北 

THE GENERAL KYOTO 高辻富小路 ホテル京阪京都八条口 御屋・橘 鈴 壬生後院 南 

THE GENERAL KYOTO 高辻麩屋町 ホテル京都木屋町 御宿 ろくはら 鈴 清水五条 

THE GENERAL KYOTO 大和大路 ホテル四季彩 京都 御宿 京都新町 鈴 西若松 

THE GENERAL KYOTO 仏光寺富小路 ホテル秀峰閣 御宿 高倉高辻 鈴 泉涌寺 

THE GENERAL KYOTO 仏光寺麩屋町 ホテル松竹雲 幸 - Koh 鈴 天神町 

THE HIRAMATSU 京都 ホテル日航プリンセス京都 豪華カプセルホテル 安心お宿プレミ
アリゾート京都四条烏丸店 鈴 東福寺鴨川 

THE JUNEI HOTEL 京都 ホテル平安の森 京都 今日都ゲストハウス 鈴 東福寺福稲 

THE JUNEI HOTEL 京都 御所西 ホテル法華クラブ京都 三井ガーデンホテル京都駅前 鈴 突抜 

THE MACHIYA EBISUYA ホテル嵐山 三井ガーデンホテル京都三条 鈴 梅小路 

THE MACHIYA Kamiumeya ぼんぼり庵 三井ガーデンホテル京都四条 鈴 白川南 

THE MACHIYA KAZAHAYA みやび庵 三井ガーデンホテル京都新町 別邸 鈴 八坂高台寺 

THE MACHIYA SHINSEN-EN ミルグリシーヌⅡ 三間堂 鈴 八条壬生 

THE MACHIYA VILLA 三条しらかわ小
路 メグル家 三交イン京都八条口 鈴 伏見稲荷 

THE MILLENNIALS KYOTO ユニゾイン京都河原町四条 三十三間堂 宵椿 鈴 平安大宮 

THE POCKET HOTEL 京都烏丸五条 ラオンイン祇園新橋 三条プレミアム 鈴 北御門 東 

THE POCKET HOTEL 京都四条烏丸 ラオンイン祇園縄手 山ばな平八茶屋 鈴 万寿寺 

Toh-Toh-Ya ラグジュアリー 町家 たけや 別館 山中油店 町屋ゲストハウス 鈴 六条町家 

Toki Kyoto 季 京都 ラグジュアリーホテル そわか 山茂登旅館 鈴ホテル 島原 

TRAD GUEST HOUSE KYOTO らんざん 四条烏丸京隠 青の屋 麗閣 八坂 

TSUGU 京都三条 by THE SHARE 
HOTELS  

ランドーレジデンシャルホテル京都ス
イーツ 四条鯉山 京都 - ゲストハウスイン 歴史的な蔵のある京町家 丹定 

Tsuhana ランドーレジデンス京都クラシック 市松庵 蓮華庵 



Tsukihi House Kyoto - つきひの家 リーガロイヤルホテル京都 紫野庵 六原そうこく庵 

TUNE STAY KYOTO リッチモンドホテルプレミア京都駅前 至誠宿 SHISEI-JUKU 大宮五条 六波羅 Inn 

Umekoji Potel KYOTO リブマックスリゾート京丹後シーフロ
ント 室町庵 倭乃里 京都 ミュゼ 

UZUMASA 102 ルアナ東山 若川楽水の宿 榮都 

UZUMASA 103 ロアンヌ東山 珠数庵 綵 

UZUMASA 201 ロイヤルツインホテル京都八条口 修道しゃくどう庵 翡翠庵 

UZUMASA 202 ろくしょう庵 十条本館 藏や 上五条町 

Villa 法然院西 ロディソンホテル京都七条 宿きらまち 藏や 清水五条 

Zen ロテルド比叡 宿ル KYOTO HANARE ぎをん白川の
宿 藏や 千本三条 

zizi わかくさ庵 宿ル KYOTO HANARE 洞窟ノ宿 藏や 大宮島原 

アークホテル京都 –ルートインホテル
ズ– 葵 HOTEL KYOTO 宿ル KYOTO 縁側ノ宿 藏や 南聖町 

アーバイン京都 四条大宮 葵 KYOTO STAY 宿ル KYOTO 西陣ノ宿 藏や 万里小路 

アーバンホテル京都 葵 哲学の道 宿ル KYOTO 抹茶ノ宿 藏や 聚楽第 

アマン京都（2020/12/10 更新） LA CACHETTE (ラ・カシェット)
（2020/12/10 更新） 

京都ブライトンホテル（2020/12/10
更新）  

▲目次へ戻る 

大阪府 
＆AND HOSTEL HOMMACHI EAST Sakuragawa no Waho House スタジオ 南船場 201 ホテルルートイン大阪岸和田-東岸和

田駅前/関西空港- 

&AND HOSTEL SHINSAIBASHI EAST Sakuragawa shinsaibashikita 1 スタジオ 南船場 301 ホテルルートイン大阪高石 - 羽衣駅
前 - 

04Village なんば Sakuragwa Scalene Hostel スタジオ 南船場 303 ホテルルートイン大阪本町 

04Village 九条 Sano - San - Chi 麦 ステイサクラ日本橋 ホテルルートイン大阪和泉 

123 ゲストハウス Sano san chi ステイボニータ 難波 ホテルロイヤルクラシック大阪 

73BNB Hotel Apartment Ebisucho Sano san chi 松 ステップイン新大阪東口 ホテル関西 

A&C STAY JUSO3 Avenir Juso Sano San Chi 蔵 スパ ワールド ホテル京阪 ユニバーサル・シティ 

A&C STAY Kujo Sano-San-Chi Tsuru スマイルホテルなんば ホテル京阪 ユニバーサル・タワー 

A&C STAY Shinsaibashi Sano-san-chi 湯 スマイルホテルプレミアム大阪東心斎
橋 ホテル京阪 京橋 グランデ 

A&C STAY 九条 2 Sano-san-chi 和楽 スマイルホテルプレミアム大阪本町 ホテル京阪 天満橋 

A&C STAY 難波 SARASA HOTEL なんば ゼニス ハウス ホテル京阪淀屋橋 

AC STAY Shinsaibashi SARASA HOTEL 心斎橋 ゼブラハウス 阿部野 ホテル近鉄ユニバーサル シティ 

ALZA フクシマ AFP アパートメント SARASA HOTEL 新大阪 ゼブラハウス 出来島 ホテル阪急インターナショナル 

BANBOO HOUSE SARASA HOTEL 道頓堀 ゼブラハウス 姫島 ホテル阪急レスパイア大阪 

Bird Land in Shinsaibashi east Shin-Imamiya House ゼブラハウス森ノ宮 ホテル阪神アネックス大阪 

BON Condo Namba Nipponbashi SOLEIL 心斎橋 セレブコート梅田 AFP アパートメン
ト ホテル阪神大阪 

Bon Condo Umeda East Song Villa センチュリオンホテル CEN Osaka 
Namba ホテル心斎橋ライオンズロック 

BON HOSTEL STAY&GO 難波千日前 ゼンティス大阪 ホテル中央セレーネ 

BON コンドミニアム梅田 Studio Minamisenba 405 セント レジス ホテル 大阪 ホテル中央ブリッジ 

Bon コンドミニアム難波恵美須 Studio Minamisenba 803 セントポーリア大阪城 AFP アパート
メント ホテル東横 INN 大阪阪急十三駅西口 2 

Casa Holon Studio Minamisenba 901 セントレージアーク上汐 ホテル東洋 



Castle Coat Osaka Castle East Studio 南船場 702 ダイワロイネットホテル堺東 ホテル日航関西空港 

Catalyst Art Hotel 心斎橋 Tengachaya Residence East ダイワロイネットホテル四ツ橋 ホテル法華クラブ大阪 

City Hotel Dotombori TERRACE+HOUSE 谷町 ダイワロイネットホテル大阪上本町 ホリデイ・イン大阪難波 

City Hotel KIX Tengachaya the b 大阪 御堂筋 ダイワロイネットホテル大阪心斎橋 ホリディパールホテル 

City Hotel Namba Ⅰ The Blend Inn ダイワロイネットホテル大阪北浜 ポルタ イン 弁天町 

City Hotel Namba Ⅱ THE BOLY OSAKA ダイワロイヤルホテル D-CITY 大阪新
梅田 マグロハウス 

City Hotel Shinsaibashi THE LIVELY 本町大阪 ダイワロイヤルホテル D-CITY 大阪東
天満 メトロ ダイコク アパートメント 

City Hotel Universal Japan THE PAX HOSTEL ダイワロイヤルホテル D-PREMIUM 
大阪新梅田 メルパルク大阪 

Color Ebie The Sense Miyakojima AFP Apartment タケトステイ (大阪城) 901 モクシー大阪本町 - マリオット 

Color Namba South THE STAY OSAKA 心斎橋 チサン イン 大阪ほんまち モコモコ 深江橋 

Color Namba South 2 Tinker Bell ツルハシ ハウス モコモコ 中崎町 

Color Nipponbashi Kuromon TY House Shin-Osaka テラスハウス森ノ宮 ユニゾイン新大阪 

Color Tsuruhashi TY ハウス生野 テラスハウス弁天町 ユニゾイン大阪北浜 

Color 島之内 Universal Room なんばオリエンタルホテル ユニバーサルベイ コンドミニアム 

Cosmo Residence Tamatsukuri 801 Welina Hotel Premier 心斎橋 なんば道頓堀ホテル ラ・ジェント・ホテル大阪ベイ 

Cozy Inn Naniwa Yokoduna Hostel ニュー オーサカ ホテル心斎橋 ライズホテル大阪北新地 

Crystal Ex Nippombashi 406 Zebrahouse Tenroku ニューオーサカホテル ラクスケアホテル 

Dotonbori Nipponbashi Large Room 
M2 

アークホテル大阪心斎橋 –ルートイン
ホテルズ– ネストホテル大阪心斎橋 リーガプレイス肥後橋 

EARTHMANS Dotombori アートホテル大阪ベイタワー ネストホテル大阪梅田 リーガロイヤルホテル 大阪 

Elizabeth Garden II アインズ・イン梅田東 ねどこ大阪ウエスト リーベルホテル アット ユニバーサ
ル・スタジオ・ジャパン 

Elizabeth Garden Kurosaki アゴーラ・プレイス難波 ノク大阪 リッチモンドホテル なんば大国町 

Eternity Tamatsukuri 301 アズガーデン日本橋 パークハイツ リッチモンドホテル 東大阪 

Eternity Tamatsukuri 401 アスティルホテル十三プレシャス ハートンホテル心斎橋 リフテル 大阪空港前 （伊丹） 

Eternity Tamatsukuri 404 アスティルホテル新大阪 ハートンホテル心斎橋長堀通 リンデンハイム 

EX Two-story old private house 
Matsubara 

アパヴィラホテル 大阪谷町四丁目駅
前 ハートンホテル西梅田 レム新大阪 

Ex 京橋アパートメント 901 アパヴィラホテル 淀屋橋 ハートンホテル北梅田 ロカンダ新大阪 

Ex 京橋アパートメント 902 アパホテル なんば心斎橋 パームガーデン舞洲 by WBF ロタホステル 

Ex 京橋アパートメント 903 アパホテル 御堂筋本町駅東 ハイアット リージェンシー 大阪 ワイズホテル 新大阪 

Ex 京橋アパートメント 904 アパホテル 大阪谷町 ハタゴイン関西空港 旭光荘 15 イン難波セントラル 

Ex 京橋アパートメント 908 アパホテル 大阪天満 ぴーすはうす幸 旭光荘 23 インなんばセントラル 

Ex 京橋アパートメント 909 アパホテル 大阪肥後橋駅前 ビーハイブホステル大阪 華門 INN OSAKA 

EX 大阪港アパートメント 201 アパホテル＆リゾート〈 御堂筋本町
駅タワー〉 ビジネスホテル サンマルコ 関空温泉 ホテルガーデンパレス 

Exsaison House Matsuyamachi 2F アパホテル〈なんば駅東〉 ビジネスホテルニッセイ 関空泉佐野ファーストホテル 

Exsaison House Matsuyamachi 3-6F アパホテル〈なんば南 恵美須町駅〉 ビジュー スイーツ ピーシーズ 関西エアポートワシントンホテル 

Exsaison House 今宮 101 アパホテル〈関空岸和田〉 ビジョウ スイーツ ゼロ 旧星賀亭 

Exsaison House 今宮 102 アパホテル〈御堂筋本町駅前〉 ビスポークホテル心斎橋 京明ゲストハウス 

Exsaison House 今宮 201 アパホテル〈堺駅前〉 ビッグルームゲストハウス 狭山美学校 



Exsaison House 今宮 202 アパホテル〈新大阪 江坂駅前〉 ファーストキャビン 御堂筋難波 響 日本橋 

Exsaison 四天王寺 north アパホテル〈新大阪駅前〉 ファミリーロッジ旅籠屋・大阪港店 娯楽新深江 

Exsaison 四天王寺 south アパホテル〈新大阪駅南〉 ファミリーロッジ旅籠屋・大阪枚方店 娯楽天下茶屋 

FON-SU Bed&Breakfast アパホテル〈大阪梅田〉 ブリッジホテル心斎橋 黒崎ハウス 

FORESTAY 心斎橋 アパホテル〈天王寺駅前〉 ブルーム長堀 黒門クリスタルホテル 

GORAKU 十三 アパホテル〈東梅田 南森町駅前〉 フレイザー レジデンス南海大阪 桜ガーデンホテル 

Grandi 日本橋 Park Hotel アパホテル〈淀屋橋 北浜駅前〉 プレミアホテル-CABIN-大阪 桜川 松 

Guest House Bed & Bicycle アルモニーアンブラッセ大阪 プレミアムホテル in りんくう 桜川のハウス大阪城ヴィラ 

GUEST HOUSE B's Five II アンリ大阪城北詰 AFP アパートメン
ト 

ベストウェスタンプラス ホテルフィ
ーノ大阪北浜 桜川のマイホーム 

Guest house Laule'a 天王寺 イビス バジェット 大阪 梅田 ベストウェスタンホテルフィーノ大阪
心斎橋 桜川の島 

Guest House Liz 中崎町 イビススタイルズ大阪難波 ベストウェスタン大阪塚本 三井ガーデンホテル大阪プレミア 

Guest House Osaka Haginochaya イビス大阪梅田 ベッセルイン心斎橋 三井ガーデンホテル大阪淀屋橋 

Guest House Osaka Tsukamoto イマノ大阪 心斎橋ホステル ボーディング ハウス 三交イン大阪淀屋橋 四季乃湯 

Guest House Tengachaya インターコンチネンタルホテル大阪 ホステル ハングアウト 心斎橋グランドホテル大阪 

H2O Stay Arcasa Kyobashi ヴィアーレ大阪 ホステルみつわ屋大阪 心斎橋東クリスタルホテル 

H2O Stay Namba Daikoku ヴィアインあべの天王寺 ポップウェイ レジデンス 天王寺 新今宮ホテル 

H2O Stay Namba Kuromon ヴィアイン心斎橋 ホテル WBF 新大阪スカイタワー 新阪急ホテルアネックス(大阪) 

H2O Stay Namba Raffine #203 ヴィアイン心斎橋四ツ橋 ホテル イルクオーレなんば 新大阪サニーストンホテル 

H2O Stay Namba Raffine #303 ヴィアイン心斎橋長堀通 ホテル イルグランデ梅田 新大阪ステーションホテルアネックス 

H2O Stay Namba Raffine #403 ヴィアイン新大阪 ホテル イルモンテ 新大阪ステーションホテル本館 

H2O Stay Namba Shalom ヴィアイン新大阪ウエスト ホテル エルシエント大阪 新大阪ユースホステル 

H2O Stay Namba X ヴィアイン新大阪正面口 ホテル エルセラーン大阪 新大阪ワシントンホテルプラザ 

H2O ステイ難波 クローバーハイツ ヴィラフォンテーヌ大阪心斎橋 ホテル グランヴィア大阪 新大阪江坂東急 REI ホテル 

Haginochaya House ヴィラペントハウス天満 ホテル くら本 森小路 HR アパートメント 

Haus 5-29 ウェスティンホテル大阪 ホテル コジャン 深層水温泉 大阪逸の彩ホテル日本橋 

Hostel Smily Sannou ウェルコイン淀屋橋 ホテル コンソルト 人工温泉 八幡の湯 ドーミーイン心
斎橋 

HOTEL BENI (ホテル ベニ) 東三国 - 
アダルト オンリー エアー大阪ホステル ホテル ザ グランデ心斎橋 西鉄イン心斎橋 

hotel it. osaka shinmachi エグゼ大阪城南 AFP アパートメント ホテル シーガル てんぽーざん大阪 泉佐野センターホテル 

HOTEL KANADE 大阪心斎橋 エスペリアイン大阪本町 ホテル ドンルクール 大阪梅田 相鉄グランドフレッサ 大阪なんば 

HOTEL KANADE 大阪難波駅すぐ  エリザベス ガーデン ホテル ヒラリーズ 相鉄フレッサイン 大阪なんば駅前 

Hotel Noum OSAKA エリザベスガーデン黒門 ホテル ユーナス 相鉄フレッサイン 大阪心斎橋 

Hotel S-Presso East (ホテルエスプレッ
ソ イースト) エリザベスガーデン心斎橋 ホテル ユニバーサル ポート 相鉄フレッサイン 大阪淀屋橋 

Hotel S-Presso North エリザベスガーデン新町 ホテル ユニバーサル ポート ヴィー
タ 大阪 守口アパートメント 

HOTEL 草石庵 えんまんゲストハウス大阪 ホテル ラッキー 大阪 東急 REI ホテル 

HR NOE ステーション AFP アパート
メント 

おおきにホテルズ オタロード アパー
トメント ホテル リブマックス 梅田 WEST 大阪エクセルホテル東急 

IAM Hotel おおきにホテルズ 日本橋アパートメ
ント 

ホテル・アゴーラ リージェンシー大
阪堺 大阪ガーデンパレス 

IP CITY HOTEL Osaka おおきに旅館&アパートメント ホテル・アゴーラ大阪守口 大阪コロナホテル 



jostar house 402 オークウッドホテル & アパートメン
ツ 新大阪 ホテル・アンドルームス新大阪 大阪シティホテル京橋 

Juso AFP Luxury Apartment オリエンタルスイーツ エアポート 大
阪りんくう ホテル・アンドルームス大阪本町 大阪ビューホテル 本町 

KKR ホテル梅田 オリナズ ハウス ホテル・ザ・ルーテル 大阪ホテル ライブアーテックス 

KKR ホテル大阪 カオサンワールドなんば ホテル WBF なんば元町 大阪リバーサイドホテル 

Konpeito House かねよし旅館 ホテル WBF なんば日本橋 大阪新阪急ホテル 

KS Building カプセル&スパ グランドサウナ心斎橋 ホテル WBF 心斎橋 大阪帝国ホテル 

KUJIRA 201 カプセルホテル J garden 新大阪 ホテル WBF 北船場 EAST 大阪富士屋ホテル 

KUJIRA 202 カプセルホテルアスティル道頓堀 ホテル WBF 北船場 WEST 大阪北港マリーナリゾートゲストハウ
ス 

KUJIRA 203 カプセルホテル朝日プラザ心斎橋 ホテル WBF 北浜 大阪淀屋橋ハウス 

KUJIRA 301 カラー日本橋 ホテルアストンプラザ関西空港 大正テラスハウス 

KUJIRA 302 からくさホテルグランデ新大阪タワー ホテルアルプス (大人専用) 大和屋本店 旅館 大阪 

KUJIRA 303 からくさホテル大阪なんば ホテルウィングインターナショナルセ
レクト大阪梅田 茶茶庵 

KUJIRA VIP カンデオホテルズ大阪 岸辺 ホテルウィングインターナショナル新
大阪 中之島プラザ 

Kumata 7 chome detached houses カンデオホテルズ大阪なんば ホテルエスプレッソ エビス 帝国ホテル大阪 

Kyobashi Base かんぽの宿 富田林 ホテルエスプレッソ ナンバ 天然温泉 花風の湯 御宿 野乃 な
んば 

Liz Guest House 梅田 クインテッサホテル大阪ベイ ホテルオークスアーリーバード大阪森
ノ宮 

天然温泉 水都の湯 ドーミーイン
PREMIUM 大阪北浜 

Liz Osaka Castle クインテッサホテル大阪心斎橋 ホテルオリエンタルエクスプレス大阪
心斎橋 

天然温泉 朝霧の湯 ドーミーイン
PREMIUM なんば ANNEX 

L-style Hanazonocho Apartment A グランドゥースヴィラ新今宮 ホテルきららリゾート関空 天然温泉 夕霧の湯 ドーミーインＰＲ
ＥＭＩＵＭなんば 

L-style Hanazonocho Apartment B グランドゥース花園町西 ホテルクライトン江坂 天然温泉 浪華の湯 ドーミーイン大
阪谷町 

M&M ハウス弁天町 グランドゥース花園町北 ホテルクライトン新大阪 都シティ 大阪天王寺 

M-1 Osaka 塚本 グランドゥース新今宮 ホテルグレイスリー大阪なんば 東横 INN 門真市駅前 

Maison Peachvalley 302 グランファミーユ島之内道頓堀コンド ホテルコード心斎橋 東横 INN あべの天王寺 

Masaru House グリーンリッチホテル大阪空港前 ホテルコルディア大阪 東横 INN 堺東駅 

Metro Hanazonocho Apartment 1 クリオコート難波イースト ホテルザフラッグ心斎橋 東横 INN 新大阪駅東口 

Metro Hanazonocho Apartment 2 クリスタルエグゼ日本橋 ホテルサンホワイト 東横 INN 新大阪中央口新館 

MOCOMOCO KUJO グループ ステイ クラッセ 01 ホテルシー大阪 東横 INN 新大阪中央口本館 

Morinomiya House グループ ステイ クラッセ 02 ホテルステージ 東横 INN 新大阪東三国駅前 

Nagahori Hairu Dotonbori Condo クルル オオサカ 01 ホテルダイキ 東横 INN 大阪 JR 野田駅前 

Namba - Harvest House くれたけイン大阪堺筋本町 ホテルトラスティ心斎橋 東横 INN 大阪なんば西 

Namba South Lamu Japanese villa 
max 10 クロスホテル大阪 ホテルトラスティ大阪阿倍野 東横 INN 大阪なんば日本橋 

Nao's House USJ ゲストハウス ソラ ホテルトレンドあべの天王寺 東横 INN 大阪伊丹空港 

NeiHan Yakyo House ゲストハウス テンロク - 女性専用 ホテルトレンド西心斎橋 東横 INN 大阪阪急十三駅西口 

Neyagawa Station House ゲストハウス大阪城 ホテルナチュレ大阪梅田 紀州鉄道グ
ループ 東横 INN 大阪桜ノ宮駅西口 

NOAH Japan Villa ゲストハウス日本宿屋１６８ ホテルニューオータニ大阪 東横 INN 大阪心斎橋西 

Osaka Hana Hostel - 大阪花宿 - コートヤード・バイ・マリオット新大
阪ステーション ホテルバリタワー大阪天王寺 東横 INN 大阪船場 1 

Osaka Kuromon ichiba Kingyou コートヤード・バイ・マリオット大阪
本町 ホテルビナリオ梅田 東横 INN 大阪船場 2 

Osaka Mocomoco Morinomiya コネクト イン ホテルフェリーチェ心斎橋 by RELIEF 東横 INN 大阪船場東 



Osaka Umeda Station East H1 コンセプトハウス星田 ホテルフォルツァ大阪北浜 東横 INN 大阪谷四交差点 

OYO 44746 プラザイン難波南 コンフォート ホテル 堺 ホテルフクラシア大阪ベイ 東横 INN 大阪通天閣前 

OYO Hotel Tatsuyoshi Osaka Sennan コンフォート ホテル 大阪心斎橋 ホテルブライトンシティ大阪北浜 東横 INN 大阪鶴橋駅前 

OYO ホテル ユニバーサルグローレ 
大阪 コンフォートホテル新大阪 ホテルマイステイズプレミア堂島 東横 INN 大阪天神橋筋六丁目 

OYO ユニホテル御堂筋本町 コンフォール九条 ホテルマイステイズ御堂筋本町 東横 INN 大阪日本橋文楽劇場前 

OYO ホテル アシアート 難波 
ザ シンギュラリホテル & スカイスパ 
アット ユニバーサル・スタジオ・ジ
ャパン 

ホテルマイステイズ堺筋本町 東横 INN 大阪梅田東 

PG Kuromon 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 ホテルマイステイズ心斎橋 東横 INN 天満橋大手前 

Prendre DG AFP アパートメント ザ ロイヤルパーク キャンバス 大阪
北浜 ホテルマイステイズ心斎橋イースト 東横 INN 梅田中津 1 

Prendre 難波 AFP アパートメント ザ ロイヤルパークホテル アイコニッ
ク 大阪御堂筋 

ホテルマイステイズ新大阪コンファレ
ンスセンター 東横 INN 梅田中津 2 

QOO 恵美須町 ザ ワンダー アット ステイ - 天下茶
屋 - ホテルマイステイズ大手前 東横 INN 淀屋橋駅南 

R Hostel Namba south ザ ワンダー アット ステイ-マリス京
橋 ARMS- ホテルモントレ グラスミア大阪 東急ステイ大阪本町 

R&B ホテル新大阪北口 ザ ワンダー アット ステイ-町家から
ほり- ホテルモントレ ラ・スール大阪 東三国 ハウス 

R&B ホテル梅田東 ザ ワンダー アット ステイ-弁天町- ホテルモントレ ル・フレール大阪 湯元「花乃井」スーパーホテル大阪天
然温泉 

RakutenSTAY×Shamaison 大阪出来
島駅前 

ザ・ベース・堺東・アパートメントホ
テル ホテルモントレ大阪 堂島川温泉 天神の湯 ドーミーイン

梅田東 

Red House ザ・リッツ・カールトン大阪 ホテルユニゾ大阪心斎橋 道頓堀アパートメント 

Reiwa Presious House さきしまコスモタワーホテル ホテルユニゾ大阪梅田 道頓堀クリスタルホテル 

RESIDENTIAL HOTEL OSAKA USJ さくらサンズホテル ホテルユニゾ大阪淀屋橋 道頓堀クリスタルホテルⅡ 

RS-SUMIYOSHI 2F さくら屋コンドミニアム北堀江 ホテルリブマックス PREMIUM 梅田 
EAST 南堀江 apartment 

RS-SUMIYOSHI アパートメント ジーアールホテル江坂 ホテルリブマックスなんば 日本橋クリスタルホテル 

Sakura Villa Osaka ジェプライド上町台コンド ホテルリブマックス江坂 日本橋クリスタルホテルⅡ 

Sakuragawa mituura no yado シェラトン都ホテル大阪 ホテルリブマックス心斎橋 EAST 日本橋ラグゼホテル 

Sakuragawa no hakugetu Osaka 
Castle シタディーンなんば大阪 ホテルリブマックス新大阪 日和ホテル 大阪なんば駅前 

Sakuragawa no Hana シティイン西田辺 ホテルリブマックス大阪ドーム前 背戸口ハウス 

Sakuragawa no Happiness Apartment シティプラザ大阪 ホテルリブマックス大阪本町 梅田 OS ホテル(大阪) 

Sakuragawa no Ka シティルートホテル ホテルリブマックス大阪門真 変なホテル関西空港 

Sakuragawa no Kinkaku Apartment シャルル宮原 ホテルリブマックス大阪淀屋橋 変なホテル大阪 なんば 

Sakuragawa no Kokoro Hostel シュアステイプラスホテル by ベスト
ウェスタン新大阪 ホテルリブマックス大手前 変なホテル大阪 心斎橋 

Sakuragawa no kyo スーパーホテル JR 新大阪東口 ホテルリブマックス梅田中津 北川ビル 

Sakuragawa no midoribashi Japan 
Villa スーパーホテル堺マリティマ ホテルリブマックス梅田堂山 毎日ビルディング 大阪 

Sakuragawa no Nakatsu House スーパーホテル地下鉄谷町四丁目 6 
号口 ホテルリリーフなんば大国町 和空 下寺町 

Sakuragawa no Naniwa Ryokan スターゲイトホテル関西エアポート ホテルリンクスなんば コンラッド大阪（2020/12/10 更新） 

スイスホテル南海大阪（2020/12/10
更新） 

セントレジス大阪（2020/12/10 更
新） ヒルトン大阪（2020/12/10 更新） ハイアットリージェンシー大阪

（2020/12/10 更新） 

大阪マリオット都ホテル（2020/12/10
更新）    
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兵庫県 
ANA クラウンプラザホテル神戸 シーサイドホテル舞子ビラ神戸 ホテルヒューイット甲子園 神戸三宮 東急 REI ホテル 

Awaji Horiday Inn Kariya シーパル須磨 ホテルプラザ神戸 神戸三宮ユニオン ホテル 



Awaji Seaside Resort in Gunge Part2 シービューコート神戸 ホテルモントレ神戸 西村屋ホテル招月庭 

Awaji Seaside Resort in Iwaya 3000 シティー海月 ホテルモントレ姫路 西村屋本館 

Awaji Seaside Resort in Shiduki シロノシタゲストハウス 姫路のお宿 ホテルリッツ甲子園 相鉄フレッサイン 神戸三宮 

KAMOME SLOW HOTEL スーパーホテル神戸 ホテルリブマックス PREMIUM 姫路駅
南 

淡路インターナショナルホテル ザ・
サンプラザ 

OYO ビジネス河島旅館 小野 スプリングゴルフ & アートリゾート
淡路 ホテルリブマックス神戸 淡路島うずしお温泉 うめ丸 

OYO ビジネス旅館 明石家別館 スマイルホテル西明石 ホテルリブマックス神戸三宮 竹田城 城下町ホテル EN 

OYO 旅館 京口屋 センチュリオンホテル ヴィンテージ
神戸 ホテルリブマックス西宮 中の坊瑞苑 アダルト オンリー 

OYO ホテル プリーズ 神戸 センチュリオンホテルグランド神戸駅
前 ホテルリブマックス尼崎 天然温泉白鷺の湯 ドーミーイン姫路 

OYO ホテル ユーアン明石 ダイワロイネットホテル神戸三宮 ホテルリブマックス姫路駅前 都ホテル 尼崎 

SPA TERRACE 紫翠 ダイワロイネットホテル姫路 ホテルリブマックス姫路市役所前 島海月 

the b 神戸 チサン イン 姫路 夢前橋 ホテルルートイン加西 北条の宿 東横 INN 神戸三ノ宮駅市役所前 

アテーナ海月 チサン ホテル神戸 ホテル山長 東横 INN JR 神戸駅北口 

アパ ホテル神戸三宮駅前 ニューサンピア姫路ゆめさき ホテル日航姫路 東横 INN 阪神尼崎駅前 

アパホテル 神戸三宮 ネスタリゾート神戸 ホテル ザ・パ
ヴォーネ ホテル姫路ヒルズ 東横 INN 神戸三ノ宮 1 

アパホテル 姫路駅北 ハーバーホテル海月 ユニゾイン神戸三宮 東横 INN 神戸三ノ宮 2 

アリストンホテル神戸 ファミリーホテル ヒカリア リッチモンドホテル姫路 東横 INN 神戸湊川公園 

ヴィアイン姫路 ファミリーロッジ旅籠屋・たつの店 リブマックスリゾート瀬戸内シーフロ
ント 東横 INN 相生駅新幹線口 

ヴィラフォンテーヌ神戸三宮 ブレンザホテル ワイズホテル 阪神尼崎駅前 東横 INN 播州赤穂駅前 

ウェスティンホテル淡路 ホステル アンカレッジ 海月館 東横 INN 姫路駅新幹線南口 

オーベルジュ豊岡 1925 ホテル er. 開運旅館 東横 INN 姫路駅新幹線北口 

オリエンタルホテル ホテル U's 香櫨園 月本屋旅館 湯快リゾート 湯村温泉 三好屋 

お宿とお土産 こぢんまり ホテル サンルートソプラ神戸 三國屋 陶泉 御所坊 

カンデオホテルズ神戸トアロード ホテル モンテ エルマーナ神戸 アマ
リー 篠山城下町ホテル NIPPONIA 尼崎プラザホテル 

かんぽの宿 有馬 ホテル ラ・スイート神戸ハーバーラ
ンド 城の崎 山本屋 姫路キヤッスルグランヴィリオホテル 

- ルートインホテルズ - 

ゲストハウス萬家 ホテル ルートイン小野 城崎 円山川温泉 銀花 姫路市休養センター 香寺荘 

コンフォート ホテル 姫路 ホテル＆リゾーツ 南淡路 城崎温泉 料理旅館 翠山荘 浜坂温泉 魚と屋 

コンフォートホテル神戸三宮 ホテル 1-2-3 神戸 神戸 ポート タワー ホテル 福住宿場町ホテル NIPPONIA 

ザ グラン リゾート エレガンテ 淡路
島 ほてる ISAGO 神戸 神戸 メリケンパーク オリエンタル 

ホテル 兵衛向陽閣 

ザ グラン リゾート プリンセス有馬 ホテルアストンプラザ姫路 神戸トアロードホテル山楽 宝塚温泉 ホテル若水 

ザ グラン リゾート 赤穂 ホテルヴィスキオ尼崎 by GRANVIA 神戸プラザホテル 峰山高原ホテルリラクシア 

ザ グラン リゾート城崎 ホテルウィングインターナショナル神
戸新長田駅前 神戸プラザホテルウエスト 有馬きらり (旧 有馬ビューホテルう

らら) 

ザ グラン リゾート有馬 ホテルオークラ神戸 神戸ベイシェラトンホテル & タワー
ズ 有馬グランドホテル 

ザ・セレクトンプレミア 神戸三田ホ
テル ホテルキャッスルプラザ 神戸ポートピアホテル 有馬温泉 御幸荘 花結び 

サイクリングターミナル ゆずるは荘 ホテルクラウンヒルズ姫路 神戸みなと温泉 蓮 - 大人限定 有馬温泉 竹取亭円山 

サンサイドホテル ホテルクレール日笠 神戸ルミナスホテル 有馬温泉元湯 古泉閣 

サンライズ淡路 ホテルサンルートソプラ神戸アネッサ 神戸ルミナスホテル三宮 有馬小宿 八多屋 

シーアイガ海月 ホテルトラスティ神戸 旧居留地 神戸元町 東急 REI ホテル ホテルニューアワジ（2020/12/10 更
新） 



夢泉景別荘 天原 （あまはら）
（2020/12/10 更新）    
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奈良県 
ANDO HOTEL 奈良若草山 げすとはうす はる・きたまち ホテル日航奈良 奈良パークホテル 

Hilo Hostel ゲストハウス奈良庵 観光ホテルタマル 奈良ホテル 

NIPPONIA HOTEL 奈良 ならまち ゲストハウス奈良小町 観光旅館やまと 奈良ロイヤルホテル 

OYO Hotel Base Nara コンフォート ホテル 奈良 湖泉閣 吉乃屋 奈良ワシントンホテルプラザ 

OYO Hotel Neiraku Nara スーパーホテル LOHASJR 奈良駅 高天ゲストハウス 奈良今井ハウス 

OYO ホテル Arata 奈良 スーパーホテル奈良・新大宮駅前 山の辺の道 teku teku 奈良白鹿荘 

OYO 緑ガーデンホテル 奈良香芝 スマイルホテル奈良 山代屋 奈良万葉若草の宿 三笠 

OYO ホテル 楢の葉守 奈良 スローハウス奈良 生駒のお宿 城山旅館 飛鳥荘 

Tarbo's House Sakuramachi : JR 奈良駅
近のお部屋 センチュリオンホステル奈良平城京 天然温泉 吉野桜の湯 御宿 野乃 奈良 変なホテル奈良 

Tarbo's House TDS Recently 
Renovated 

センチュリオンホテル クラシック 奈
良 天平旅館 門前おかげ楼 

THE KASHIHARA (ザ 橿原) ダイワロイヤルホテル D－PREMIUM 
奈良 東横 INN 奈良王寺駅南口 弥仙館 

The temple ‐寳珠寺‐ ピアッツァホテル奈良 東横 INN 近鉄奈良駅前 遊山ゲストハウス別館 

ume, ファミリーロッジ旅籠屋・奈良針店 東横 INN 奈良新大宮駅前 旅館 松前 

カンデオホテルズ奈良橿原 ホテルアジール・奈良 湯乃谷 千慶 旅亭 十三屋 

グランヴィリオホテル奈良 和蔵 ホテルフジタ奈良 洞川温泉 あたらしや旅館  

ゲストハウス いったん ホテルルートイン桜井駅前 奈良ゲストハウス 3F  
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和歌山県 
a small house along the Kumano Kodo コンフォートホテル和歌山 ホテル花てまり 千山庵きたまち 101 

Cozy Nest のんびり田舎暮らし (熊野
古道) ザ グランリゾート和歌の浦 ホテル三楽荘 千山庵きたまち 102 

Daikyo Shirahama Condominium サイクリストのための素敵なお宿～ 
good place for cyclist ～ 

ライステラス熊野古道大辺路沿いのお
宿 川湯温泉 民宿 すみ家 

GUEST HOUSE 熊野野菜 ザグランリゾートエレガンテ白浜 沖縄民宿かりゆし本館 天然温泉 紀州の湯 ドーミーインＰ
ＲＥＭＩＵＭ和歌山 

HOTEL CITY INN WAKAYAMA 和歌山
駅前 シーサイドペンションプチ白浜 加太温泉 シーサイドホテル加太海月 東横 INN JR 和歌山駅東口 

INFINITO HOTEL&SPA 南紀白浜 ジェイホッパーズ熊野湯峰ゲストハウ
ス 花いろどりの宿花游 湯快リゾート 南紀白浜温泉 白浜御苑

<プレミアム> 

Kumano Kodo Winery Guest House シラハマキーテラス ホテルシーモア 海辺の古民家で楽しむ昭和ライフ～ 
Japanese old house by the seaside ～ 

湯快リゾート 南紀白浜温泉 白浜彩朝
楽 <プレミアム> 

Marine-Q しらはまの宿 明時別荘 紀州・白浜温泉 むさし 湯快リゾートプレミアムホテル千畳 

Ocean Front BEACH 312 hot spring スマイルホテル和歌山 金剛三昧院 南紀白浜マリオットホテル 

THE HOTEL しらはま温泉 ダイワロイネットホテル和歌山 熊野野菜ベース 白浜ハウス 

XYZ Private spa and Seaside Resort ドミトリー三段屋ゲストハウス 高野山 宿坊 熊谷寺 白浜温泉 SPA・イン 白浜 

アパホテル 和歌山 パルスイン勝浦 高野山 宿坊 不動院 白良荘グランドホテル 

アレーズド・バレ ＳＨＩＲＡＨＡＭ
Ａ ビジネスホテルかつや 高野山 西禅院 浜千鳥の湯 海舟 

カンデオホテルズ 南海和歌山 ホテル ルートイン橋本 高野山 増福院 北峯山 杌庵 

クリスタルヴィラ白浜 ホテル＆リゾーツ 和歌山 みなべ 宿坊 準別格本山 恵光院 民宿 inn しらはま 駅の宿 

ゲストハウス 入江宿 ホテル＆リゾーツ 和歌山 串本 宿坊 大泰寺｜Temple Hotel Daitai-ji 民宿 inn しらはま海の宿 



ゲストハウス熊野 ホテルいとう 常喜院 和歌山アーバンホテル 

ゲストハウス三軒家 ホテルグランヴィア和歌山 新錦ホテル 和歌山すさみ温泉のリゾートホテル 
ホテル ベルヴェデーレ 

ゲストハウス心結 ホテルハーヴェスト 南紀田辺 千山庵かじやまち 301 和歌山マリーナシティホテル 
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