
 
 

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。 

 

九州地方 
福岡県▼｜佐賀県▼｜長崎県▼｜熊本県▼｜大分県▼｜宮崎県▼｜鹿児島県▼｜沖縄県▼ 

 

福岡県 
A GOOD DAY FUKUOKA RIVERSIDE Riverside Inn Hakata コンフォートホテル黒崎 ホテルルートイン若宮インター 

ALPHABED INN 福岡大濠公園 SG RESIDENCE INN HAKATA コンフォートホテル小倉 ホテルルートイン博多駅前-博多口- 

AMA Hotels & Resorts Hakata East SG レジデンス イン 博多駅南 ザ ライブリー福岡 ホテルルートイン博多駅南 

AMA ホテル&リゾートプラチナ博多祇
園 SONIC Apartment Hotel ザ ルイガンズ スパ アンド リゾート ホテルルートイン北九州若松駅東 

ANA クラウンプラザホテル福岡 Stay 博多 ザ ロイヤルパークホテル 福岡 ホテルルートイン門司港 

Atago House Sumiyoshi apartment ザ・ベーシックス福岡 ホテルルートイン柳川駅前 

Chiyo Apartment TABISAI House ザ・ミレニアルズ福岡 ホテル東興 博多祇園 

Chiyo Apartment 1102 TABISAI LUXE ザ・レジデンシャルスイート・福岡 ホテル日航福岡 

Chiyo Apartment 202 TABISAI PREMIUM ザ・ワンファイブマリン・福岡 ホテル博多プレイス 

Chiyo Apartment 302 TABISAI SUITE サットンホテル博多シティ ボンドベース 

Chiyo Apartment 305 Ten Apartment Hotel サンスカイ ホテル マースガーデンホテル博多 

Chiyo Apartment 402 Tenjin apartment 201 サンライフホテル 2・3 モンタン博多ホステル 

Chiyo Apartment 403 Tenjin apartment 202 シティ イン 小倉 よしみビル 506 

COCO Fukuoka Chiyo the b 博多 スーパーホテル Lohas 博多駅・筑紫
口天然温泉 ランドーホテル福岡 

Comfort CUBE PHOENIX S KITATENJIN the b 福岡 天神 スーパーホテル Inn 博多 ランドーレジデンシャルホテル福岡ク
ラシック 

Common de - Hostel & Bar - THE BLOSSOM HAKATA Premier スーパーホテル小倉駅南口 リアリティ博多 2 ホテル 

FP HOTELS 福岡博多キャナルシティ前 THE Retreat スマートホテル博多 4 リーガロイヤルホテル 小倉 

Fukuoka Guesthouse HIVE The Share Tenjin センチュリオンホテル CEN Hakata ルートイングランティア太宰府 

Fukuoka Guesthouse SHIP WeBase 博多 ソラリア西鉄ホテル福岡 ルートイングランティア福岡宮若-脇
田温泉- 

FUKUOKA 門司港ステイ WEEKEND Apartment 303 ダイワロイネットホテル小倉駅前 レガティオ博多駅東 

GRAND BASE HAKATATEI WEEKEND Apartment 305 ダイワロイネットホテル博多祇園 レジデンスホテル博多 1 

Guest House Shine Bright WEEKEND Apartment 405 ダイワロイネットホテル博多冷泉 レジデンスホテル博多 14 

Guest House Zen Hakata WEEKEND Apartment 601 ダイワロイネットホテル福岡西中洲 レジデンスホテル博多 19 

Guest House Zen Hakata Nishijin WEEKEND Apartment 605 タカクラホテル福岡 レジデンスホテル博多 2 

Guest House Zen Hakata Ohori Park 1 WINGS HAKATA チサン イン 宗像 甘木観光ホテル甘木館 



Guest House Zen Hakata Ohori Park 2 Yakuin South Invest 1 デュークスホテル博多 久留米ワシントンホテルプラザ 

Hakata Apartment 4F Yakuin South Invest 2 トリップベース博多駅前 原鶴グランドスカイホテル 

Hakata Apartment 6G Yakuin South Invest 3 ネストホテル博多駅前 御花 

Hakata Apartment 8B Yakuin South Invest 4 パークビュー博多駅南 三井ガーデンホテル福岡祇園 

Haruyoshi apartment 1-102 ZONK Hotel Nakasu ピュア天神 三井ガーデンホテル福岡中洲 

Haruyoshi apartment 1-202 アークホテルロイヤル福岡天神 –ルー
トインホテルズ– 

ファミリーロッジ旅籠屋・北九州八幡
店 

糸島ゲストハウス & バックパッカー
ズ TOMO 

Haruyoshi apartment 2-202 アートホテル小倉 ニュータガワ フォレストイン天神南 新飯塚ステーションホテル 

Haruyoshi Cube Patio 202 アイルイン小倉 フォレストテラス天神南 西鉄イン黒崎 

Haruyoshi Cube Patio 206 アクティブリゾーツ 福岡八幡 プラザホテルプルミエ 西鉄イン小倉 

Haruyoshi Cube Patio 308 アゴーラ福岡山の上ホテル & スパ プレジデントホテル博多 西鉄イン天神 

Haruyoshi Cube Patio 602 アパホテル 博多駅前 プレミアホテル門司港 西鉄イン福岡 

Haruyoshi Cube Patio 605 アパホテル 福岡行橋駅前 ベッセルイン博多中洲 西鉄グランドホテル 

Haruyoshi Cube Patio 701 アパホテル 福岡天神西 ベッセルホテル 苅田北九州空港 西鉄ホテル クルーム 博多 

Haruyoshi Cube Patio 703 アパホテル〈小倉駅前〉 ベッセルホテル福岡貝塚 静鉄ホテルプレジオ博多駅前 

Hostel TOKI アパホテル〈福岡渡辺通駅前〉
EXCELLENT ベニキア カルトンホテル福岡天神 船小屋たかとり旅館 

Hotel Front Inn Fukuoka airport アパホテル博多東比恵駅前 ボクシー博多 2 袖湊の湯 ドーミーインＰＲＥＭＩＵ
Ｍ博多・キャナルシティ前 

HOTEL TORIFITO HAKATA GION ヴァリエ ホテル 天神 ホテル イル パラッツオ 泰泉閣 

HOTEL エトワス天神 ヴィアイン博多口駅前 ホテル カルティア 太宰府 筑後吉井 町家宿 以久波 

JR 九州ホテル ブラッサム博多中央 ウィークエンド ハウス ホテル ココン 筑後川温泉 ふくせんか 

JR 九州ステーションホテル小倉 うきは 小塩の灯り ホテル マリターレ 創世 久留米 筑後船小屋 公園の宿 

JR 九州ホテル ブラッサム福岡 エクスペクテッドイン ホテル モンテ エルマーナ福岡 眺望館 

JR 九州ホテル小倉 エスコート春吉 201 ホテル 博多中洲 イン 直方いこいの村 

Legatio Hakata エスコート春吉 206 ホテル WBF グランデ博多 天然温泉 御笠の湯 ドーミーイン博
多祇園 

Local Gion Apartment エスコート春吉 301 ホテル WBF 福岡中洲 都ホテル 博多 

Local Hakata Apartment エスコート春吉 406 ホテル WBF 福岡天神南 東横 INN 小倉駅新幹線口 

Local Nakasu Apartment エスコート春吉 503 ホテルアセント福岡 東横 INN 小倉駅南口 

Local Tenjin House エスコート春吉 701 ホテルウィングインターナショナルセ
レクト博多駅前 東横 INN 西鉄久留米駅東口 

Luxury Hideout エスペリアホテル博多 ホテルウィングインターナショナル博
多新幹線口 東横 INN 博多駅前祗園 

mizuka Daimyo 1 - unmanned hotel - オリエンタルホテル福岡 博多ステー
ション ホテルエクレール博多 東横 INN 博多駅南 

mizuka Imaizumi 2 - unmanned hotel- カーサ ホテルエリアワン博多 東横 INN 博多口駅前 

Modern Room ガーデンテラス福岡ホテル & リゾー
ト ホテルオークラ福岡 東横 INN 博多口駅前 2 

Momochi 3LDK カンデオホテルズ ザ・博多テラス ホテルクラウンヒルズ小倉 東横 INN 博多西中洲 

Moon River 701 カンデオホテルズ福岡天神 ホテルクリオコート博多 東横 INN 福岡天神 

Move Fujisaki キャナルシティ・福岡ワシントン ホ
テル ホテルサンライン福岡大濠 東横 INN 北九州空港 

N.33 Hakata KTKS クインテッサホテル福岡天神南 ホテルサンライン福岡博多駅前 東急ステイ 福岡天神 

N.33 Hakata St. East グランドハイアット 福岡 ホテルテトラ北九州 東急ステイ博多 

N.33 Hakata St. River Side グランドベースクレイン ホテルナインステイツ博多 東邦ホテル中洲 



Nakasu Apartment グランドベース祇園 ホテルニューオータニ博多 東邦ホテル福岡天神 

NIPPONIA HOTEL Yamefukushima 
Merchant Town グランドベース住吉 ホテルパーレンス小野屋 東洋ホテル 

Nishinakasu Building 302 グランドベース春吉 ホテルハルロット福岡博多 二日市グリーンホテル 

Nishinakasu Building 401 グランドベース天神 ホテルビスタ福岡［中洲川端］ 博多 東急 REI ホテル 

ORIGO Tenjin #1 -the minimal hotels- グランドベース博多 ホテルフォルツァ博多駅筑紫口 II 博多エクセルホテル東急 

OYO 44789 ホテル ドリームイン博多 グランドベース博多シティ ホテルフォルツァ博多駅筑紫口Ⅰ 博多畳ルーム 1004 

OYO アークブルーホテル 北九州小倉 グランドベース博多ベイ ホテルフォルツァ博多駅博多口 博多畳ルーム 304 

OYO ビジネスホテル YANAGI 北九州
小倉 グランドベース博多住吉 ホテルフラトン福岡博多 博多中洲ワシントンホテルプラザ 

OYO ユタカホテル 北九州小倉 グランドベース博多春吉 ホテルマイステイズ福岡天神 八女グリーンホテル 

Pinehills Minoshima 401 グランドベース博多南 ホテルマイステイズ福岡天神南 八百治博多ホテル 

Pinehills Minoshima 402 グランドベース福岡 ホテルマリノアリゾート福岡 福岡ゲストハウス リトルアジア小倉 

Pinehills Minoshima 406 グランドベース門司 和 ホテルモントレ ラ・スール福岡 福岡リーセントホテル 

Pinehills Minoshima 602 グランドベース門司港 ホテルモントレ福岡 福岡東映ホテル 

Pinehills Minoshima 703 グランドベース門司港駅前 ホテルユニゾ博多駅博多口 変なホテル福岡博多 

Pinehills Minoshima 707 グランドベース薬院 ホテルユニゾ福岡天神 柳川 白柳荘 

R&B ホテル博多駅前 グリーンリッチホテル久留米 ホテルリソルトリニティ博多 柳川の宿 若力旅館 

R&B ホテル 博多駅前第 2 グリーンリッチホテル西鉄大橋駅前 ホテルリブマックス博多駅南 旅館 紀文 

Randor Residential Hotel Fukuoka 
Annex クロスステージ ホテルリブマックス博多中洲 旅籠天神 

Reisen Apartment 603 コートホテル博多駅前 ホテルリブマックス福岡天神 ヒルトン福岡シーホーク（2020/12/10
更新） 

Riverfront Hakata コートホテル福岡天神 ホテルルートイン苅田駅前  

RIVERSIDE HOSTEL YuRaRiver Susaki コンフォート ホテル 博多 ホテルルートイン行橋  

▲目次へ戻る 

佐賀県 
Hotel Karae ゲストハウス 伊万里本陣 ホテルニューオータニ佐賀 山水グローバルイン 

OYO 44047 サンホテル鳥栖 ことぶきグローバルイン ホテルルートイン佐賀駅前 汐湯凪の音 

OYO アスカホテル 唐津 コンフォート ホテル 佐賀 ホテルルートイン鳥栖駅前 泰成庵 

OYO 旅館 ちか崎別館 玄海 シー スタイル リゾート オーシャン ホテル小松荘 唐津シーサイドホテル 

アパホテル〈佐賀駅前中央〉(全室禁
煙) 2020 年 4 月 1 日リニューアルオー
プン 

セントラル ホテル 伊万里 嬉野温泉 旅館 椎葉山荘 湯快リゾート 嬉野温泉 嬉野館 

アパホテル〈佐賀駅南口〉 セントラルホテル武雄温泉駅前 嬉野観光ホテル大正屋 悠然の宿 東海 

ガーデンテラス佐賀 ホテル＆マリト
ピア チサン イン 鳥栖 京栄旅館 洋々閣 

グランドベース唐津駅南 トスステーションホテルマツザカ 古湯温泉 鶴の恩返し よみがえりの
宿 鶴霊泉 旅館大政 

グリーンリッチホテル鳥栖駅前 ホテル＆リゾーツ 佐賀 唐津 佐賀インターナショナルゲストハウス 
葉隠 和多屋別荘 

▲目次へ戻る 

長崎県 
Ambiera 銅座 おやど紀伊国屋 中町 ホテル JAL シティ長崎 原城の宿 城 

ANA クラウンプラザホテル長崎グラ
バーヒル おやど紀伊国屋 本石灰町 ホテルアオカ上五島 五島コンカナ王国ワイナリー & リゾ

ート 

auberge nanami ガーデンテラス長崎ホテル＆リゾート ホテルウイングポート長崎 国民宿舎 壱岐島荘 



Guest House ASUKA カサノダ ホテルエイチツー長崎 佐世保グリーンホテル 

HafH Nagasaki - SAI カサブランカ ゲストハウス ホテルオークラ JR ハウステンボス 佐世保ワシントンホテル 

hotel sou カンデオホテルズ長崎新地中華街 ホテルクオーレ長崎駅前 出島の湯ドーミーイン長崎新地中華街 

i+Land nagasaki クインテッサホテル佐世保 ホテルコンチェルト長崎 青柳別館 梅やしき偕楽園 

MP ホテルズ 長崎 水辺の森 グランドベース長崎 ホテルニュー長崎 大村ステーションホテル 

Ochihime House グランドベース長崎シティ ホテルフォルツァ長崎 大村ステーションホテル長崎空港 

OYO 43998 佐世保パレスホテル グランドベース長崎駅前 ホテルフラッグス諫早 長崎バスターミナルホテル 

OYO 44473 長崎小浜温泉浜観ホテル クレド佐世保 ホテルブリスヴィラ波佐見 長崎ホテル異邦館 

OYO ホテル 富士屋 佐世保 ゲストハウス ぴかいちセカンド ホテルベルビュー長崎出島 島原ステーションホテル 

SLOTH GLAMPING コンフォート ホテル 長崎 ホテルモントレ長崎 東横 INN 佐世保駅前 

Stay inn Blue ザ・ホテル長崎 BW プレミアコレクシ
ョン ホテルリソル佐世保 東横 INN 対馬厳原 

アパホテル 長崎駅前 サンウエストホテル佐世保 (旧：ホテ
ルサンルート佐世保) ホテルルートイン諫早インター 東横 INN 対馬比田勝 

アパホテル 長崎駅南 セントラルホテル佐世保 ホテル彩陽 WAKIGAWA 東横 INN 長崎駅前 

アミスタホテル チサン イン 長崎空港 ホテル日航ハウステンボス 湯快リゾート 雲仙温泉 雲仙東洋館 

アンビシア佐世保 ニューステーションホテル リッチモンドホテル 長崎思案橋 湯快リゾート 平戸千里ヶ浜温泉 ホテ
ル蘭風 

ヴィラテラス大村 ホテル＆リゾート ニューステーションホテルプレミア ルークプラザホテル 湯元ホテル 

ウォーターマークホテル長崎・ハウス
テンボス 

ハウステンボス ホテル アムステルダ
ム 伊勢屋 福徳屋 

エスペリアホテル長崎 ハウステンボス ホテルヨーロッパ 雲仙観光ホテル 平山旅館 

えび屋 ハウステンボス 変なホテル 奥音 民宿 雲仙 

おやど紀伊国屋 銀屋町 ビクトリア・イン長崎 奥居旅館 矢太楼・矢太楼南館 

おやど紀伊国屋 十人町 ファーストキャビン長崎 喜々津ステーションホテル 諫早ターミナルホテル 

おやど紀伊国屋 大黒町 ペンション スーベニール 九十九島ベイサイドホテル＆リゾート 
フラッグス 

 

▲目次へ戻る 

熊本県 
ANA クラウンプラザホテル熊本ニュ
ースカイ ネストホテル熊本 リバーサイドホテル熊本 三井ガーデンホテル熊本 

Comfort CUBE PHOENIX S Kumamoto ビジネスホテル天草 レフ熊本 by ベッセルホテルズ 山鹿温泉 旅館細川 

GR ホテル 銀座通り ベッセルホテル熊本空港 阿蘇ホテル一番館 二番館 山川 ZENZO 

HOTEL THE GATE KUMAMOTO ペンション アンジェリカ 阿蘇リゾートグランヴィリオホテル - 
ルートインホテルズ - 四季の森 

KASUMI-an 4 ペンション ティンクナ 花富亭 水前寺コンフォートホテル 

KKR ホテル熊本 ペンション フラワーガーデン 喜神 染物と宿の中島屋 

R&B ホテル熊本下通 ホテルウィングインターナショナルセ
レクト熊本 菊池観光ホテル 蔵迫温泉さくら 

アークホテル熊本城前 –ルートインホ
テルズ– ホテルカーナ A 菊南温泉ユウベルホテル 通潤山荘 

アパホテル〈熊本交通センター南〉 ホテルクラウンヒルズ熊本 熊本 東急 REI ホテル 天然温泉 六花の湯 ドーミーイン熊
本 

アマクササンタカミングホテル ホテルセキア 熊本ホテルキャッスル 東横 INN 熊本駅前 

カンデオ ホテルズ 菊陽熊本空港 ホテルトラスティプレミア熊本 熊本ワシントンホテルプラザ 東横 INN 熊本桜町バスターミナル前 
(旧: 熊本交通センター前) 

カンデオ ホテルズ大津熊本空港 ホテルビスタ熊本空港 県庁前グリーンホテル 東横 INN 熊本城通町筋 

グリーンリッチホテルあそ熊本空港 ホテルルートイン阿蘇くまもと空港駅
前 香寿美庵 東横 INN 熊本新市街 



グリーンリッチホテル水前寺 ホテルルートイン熊本駅前 黒川 森のコテージ 東横 INN 新八代駅前 

コンフォート ホテル 熊本新市街 ホテルルートイン八代 黒川温泉 お宿 のし湯 日奈久温泉 金波楼 

ザ・ニューホテル 熊本 ホテル熊本テルサ 黒川温泉 やまびこ旅館 平山温泉 上田屋 

さつき別荘 ホテル日航熊本 黒川温泉 夢龍胆 旅の宿 阿蘇乃湯 

ジーアールホテル水道町 ホテル法華クラブ熊本 黒川温泉 夢龍胴 花泊まり 旅館 善屋 

スーパーホテル Lohas 熊本天然温泉 ホテル夢しずく 黒川温泉 旅館 壱の井 旅亭 松屋本館 Suizenji 

スミツグハウス西 メルパルク熊本 黒川温泉 旅館わかば 竹ふえ（2020/12/10 更新） 

スミツグハウス東 ゆとりろ山鹿 黒川温泉御処 月洸樹  

チサン イン 熊本御幸 リッチモンドホテル熊本新市街 黒川荘  

▲目次へ戻る 

大分県 
ANA インターコンチネンタル別府リ
ゾート＆スパ スターダストヴィレッジ星生 寒の地獄旅館 入湯貸間 陽光荘 

Beppu Fuga スパ＆リゾート ホテルソラージュ 大
分・日出 九重悠々亭 美湯の宿 両築別邸 

Beppu Hostel U&T ダイワロイネットホテル大分 古都の花心 別邸 はる樹 

caffel ひなのさと プラザホテルフジノイ 御宿 一禅 別府 RIKYU 

Ecol 別府 ペンションゆふいん 国東荘 別府温泉 テラス御堂原 

Good-Stay みずほ ホテル & コンドミニアム エアベスト 山荘 紗羅樹 別府温泉 観海寺温泉 旅亭松葉屋 

GRAND BASE BEPPUEKI ホテル＆リゾーツ 別府湾 山荘 神和苑 別府温泉 竹と椿のお宿 花べっぷ 

GRANDBASE 別府 ホテル 910 山田別荘 別府亀の井ホテル 

Guest House Sunline Beppu ホテルうみね 志美津旅館 別府第一ホテル 

JR 九州ホテル ブラッサム大分 ホテルエリアワン大分 松亀ビル-シーサイドマンション 別府鉄輪温泉 ホテル山水館 

OYO 44744 ゲストハウスあい浜 ホテルクドウ大分 城島高原ホテル 別府鉄輪温泉 ホテル風月 
HAMMOND 

OYO ビジネスホテル久月 津久見 ホテルクラウンヒルズ大分 真玉温泉 山翠荘 別府鉄輪温泉 旅館 みゆき屋 

OYO ホテル アネックス 松美別府 田
の湯町 ホテルトレンド大分駅前 杉乃井ホテル 宝泉寺観光ホテル 湯本屋 

OYO ホテル 新開荘 ホテルニューツルタ 西鉄リゾートイン別府 民宿 城山 

OYO 旅館 湯けむりの宿 ほの香 別府
鉄輪 ホテルマイステイズ大分 大分センチュリーホテル 民泊 haruna 

OYO 旅館 湯布院の竹 ホテルルートイン佐伯駅前 大分リーガルホテル 夢想園 

REX HOTEL 別府 ホテルルートイン大分駅前 朝日屋旅館 名苑と名水の宿 梅園 

アートホテル大分 ホテルルートイン中津駅前 朝霧のみえる宿 ゆふいん花由 野上本館 

アマネリゾート ガハマ ホテルルートイン日田駅前 潮騒の宿 晴海 柚富の郷 彩岳館 

インブルームベップ ホテル金水苑 鶴崎ホテル 由布院 ZEN 

オーベルジュ ア・マ・ファソン ホテル日航大分 オアシスタワー 天ヶ瀬温泉 ホテル水光園 由布院 いよとみ 

おにやまホテル ホテル白菊 天ヶ瀬温泉 天龍荘 由布院 山ぼうし 

カームハウス別府元町 ホテル別府パストラル 天ヶ瀬観光ホテル 成天閣 由布院 美肌のお宿 風の森 

カームハウス別府北浜 みるき～すぱサンビレッヂ 天空湯房 清海莊 由布院ダイニングキッチン ZEN 

グランドベース イオラニ やすらぎの宿 由布 天然温泉白糸の湯ドーミーイン大分 由布院温泉 ゆふいん山水館 

グランドベース別府駅東 ゆふいんバース 里山茶風 杜の湯 ゆふいん泰葉 由布院温泉 楓の小舎 



グランプラザ中津ホテル ゆふいん宿 清孔苑 杜の湯リゾート 由布院温泉 由布院ことぶき 花の庄 

グランベース別府駅前 ゆふいん森のホテル Shan-Jewel 東横 INN 大分駅前 由布院温泉 和風旅館 津江の庄 

グリーンリッチホテル大分駅前 ゆふいん椿 東横 INN 大分中津駅前 由布院温泉グランピング COMOREBI 

グリーンリッチホテル大分都町 ゆふいん湯めぐりホテル山光園 湯富里の宿 一壷天 由布院別邸 樹 

ゲストハウス 松亀荘 ゆふいん旅庵 和山豊 湯布院 ホテル森のテラス 陽なた庵 

ゲストハウス琴平 レンブラントホテル大分 湯布院 山灯館 旅館 喜楽 

ゲストハウス団欒 奥日田温泉 うめひびき 湯布院 旅の蔵 旅館 百合 

ココリエ別府 温泉宿 はまゆう凪 湯布院ほてい屋 旅荘 牧場の家 

コンフォートキューブフェニックス別
府 加賀屋 湯布院やわらぎの郷やどや 和モダンな温泉旅館 湯布院らんぷの

宿 

シーサイドホテル美松 大江亭 懐古乃宿 萬作屋 湯布院高原 ふうきの里 和モダン温泉館 湯布院あかりの宿 

しんきや旅館 海喜荘 灯りの宿 燈月  

スーパーホテル大分・中津駅前 海薫る宿 ホテルニュー松実 日田温泉琴平 旅籠かやうさぎ  

▲目次へ戻る 

宮崎県 
ANA ホリデイ・イン リゾート 宮崎 エアライン ホテル ホテルグレイトフル高千穂 五ヶ瀬の里キャンプ村＆ゲストハウス 

Nazuna 飫肥 城下町温泉 グリーンリッチホテル宮崎 ホテルスカイタワー宮崎駅前 常盤荘 

OYO レイズホテルやかた 宮崎 ケイズストリートホテル宮崎 ホテルルートイン延岡駅前 青島グランドホテル 

OYO レイズホテル瑞船 宮崎 コンフォートホテル宮崎 ホテルルートイン宮崎橘通 青島ゲストハウス風樹 

OYO ホテル アクティブ延岡 ザ リトル ガーデン ルートイングランティアあおしま太陽
閣 天然温泉 日向の湯 ドーミーイン宮崎 

Shirahama Beach Garden ソレスト高千穂ホテル ルミエール日向 東横 INN 宮崎駅前 

アパホテル〈宮崎駅橘通〉 ビジネスホテル林荘 延岡アーバンホテル 東横 INN 宮崎中央通 

アパホテル〈宮崎延岡駅前〉 ファミリーロッジ旅籠屋・日向門川店 音色香の季 合歓のはな 湯楽庵 みやざき 

アパホテル〈宮崎延岡駅南〉 ベッセルホテル都城 宮崎観光ホテル 民宿 金ヶ浜 

アパホテル〈宮崎都城駅前〉 ホテル エリアワン宮崎シティ 宮崎第一ホテル 旅館 神仙 

アリストンホテル宮崎 ホテル JAL シティ宮崎 兼六園イン 旅館兼六園 

▲目次へ戻る 

鹿児島県 
JR ホテル屋久島 コテージ 森のこかげ ホテルマイステイズ鹿児島天文館2番

館 鹿児島ワシントンホテルプラザ 

JR 九州ホテル鹿児島 こらんの湯 錦江楼 ホテルリブマックス鹿児島 種子島あらきホテル 

OYO ニューワールドホテル 鹿児島鹿
屋 ザ シーン ホテルルートイン薩摩川内 種子島いわさきホテル 

OYO ホテル 出水湯泉宿泊センター さくらさくら温泉 ホテル法華クラブ鹿児島 城山ホテル鹿児島 

OYO サンホテル国分 鹿児島 さくら館 ユクサおおすみ海の学校 森のきらめき 

OYO ホテル 鶴 川内 サンデイズイン 鹿児島 ユニゾインエクスプレス鹿児島天文館 仙の家 

sankara hotel&spa 屋久島 サンフラワーシティホテル ラビスタ霧島ヒルズ 天然温泉 霧桜の湯 ドーミーイン鹿
児島 

Volcano センチュリオンホテル鹿児島天文館 ラムネ温泉 仙寿の里 東横 INN 薩摩川内駅東口 

Yakushima South Coast House ソラリア西鉄ホテル鹿児島 リブマックスリゾート桜島シーフロン
ト 東横 INN 鹿児島中央駅西口 

YOU STYLE HOTEL MARINE タラッサ ビーチアンドプールヴィラ レスト & ロッジ翔 東横 INN 鹿児島中央駅東口 



アートホテル鹿児島 チサン イン 鹿児島谷山 レム鹿児島 東横 INN 鹿児島天文館 1 

アクティブリゾーツ 霧島 ネイティブシー奄美 奄美サンプラザホテル 東横 INN 鹿児島天文館 2 

アナンダチレッジ ネイティブシー奄美 アダンオンザビ
ーチ 奄美リゾートばしゃ山村 藤の花ホテル 

アパホテル〈鹿児島国分〉 ファミリーロッジ旅籠屋・鹿児島垂水
店 奄美リゾートホテル ティダムーン 縄文の宿 まんてん 

アパホテル〈鹿児島中央駅前〉 プリシアリゾート ヨロン 屋久島いわさきホテル 平内 ホットスポット 

アパホテル〈鹿児島天文館〉 ペンション シーフォレスト 屋久島グリーンホテル 民宿 nicoichi 

ヴィラ モンペトル ホテル ガストホフ 屋久島デフファーム 民宿 まんてん 

お宿みどこい ホテル カレッタ 屋久島料理・御宿鶴屋 民宿 やくすぎ荘 

かごしまプラザホテル天文館 ホテル ユニオン 温泉ホテル中原別荘 (客室禁煙・耐震
改修済) 民宿 宮之浦荘 

グリーンリッチホテル 鹿児島天文館 ホテル 京セラ 休暇村 指宿 (いぶすき) 民宿 前岳荘 

ゲストハウス ビューズ ホテル 吹上荘 古民家の宿 たるみず 民宿たけすぎ 

ゲストハウス・minami ホテルアービック鹿児島 指宿 白水館 霧島ホテル 

コーラルパームス ホテルグランセレッソ鹿児島 指宿フェニックスホテル 霧島国際ホテル 

こしかの温泉 ホテルサンフレックス鹿児島 指宿ロイヤルホテル 野鶴亭 

コテージ HANA MANA ホテルタイセイアネックス 指宿温泉 吟松 旅行人山荘 

コテージ オレンジハウス 屋久島 ホテルニューにしだ 鹿児島 東急 REI ホテル  

コテージ 屋久杉の家 ホテルマイステイズ鹿児島天文館 鹿児島サンロイヤルホテル  

▲目次へ戻る 

沖縄県 
88REZO T.Trust702 シー フレンド ホテルモントレ沖縄 スパ & リゾート 

AJ リゾートアイランド伊計島 T.Trust801 シークレット ハウス牧志 ホテルゆがふいん BISE 

AKEBONO 3-A T.Trust802 シーサイド ホテル ザ ビーチ ホテルゆがふいんおきなわ 

AKEBONO 3-B T.Trust803 シーサイドコンドミニアム ラナ北谷 ホテルユクエスタ旭橋 

AKEBONO 3-C THE FEEL ONNA 2 シーサイドハウス ニライ ホテルランタナ那覇国際通り 

AKEBONO 3-D THE KITCHEN HOSTEL AO ザ キッチ
ンホステル アオ シーサイド本部 ホテルリゾネックス那覇 

AKEBONO 5-A The Moana by DSH Resorts シェラトン沖縄サンマリーナリゾート ホテルリゾネックス名護 

AKEBONO 5-B Umbi Stay シエロウンテン ホテルリブマックス那覇 

AKEBONO 5-C Vacances a la mer 海の休日 石垣島 シギラ ベイサイド スイート アラマ
ンダ ホテルリブマックス那覇泊港 

AKEBONO 5-D Viaul Sky Villas Unten ジャグジーテラス沖縄 IMS ホテルルートイン那覇旭橋駅東 

Akeeesi365 Villa Colors A ジョン ハウス ホテルルートイン那覇泊港 

Amuse Villa KONFORTA Villa COLORS B スイートテラス石垣島 ホテルルートイン名護 

ANA インターコンチネンタル石垣リ
ゾート Villa Izumizaki スーパーホテル石垣島 ホテルローカス 

ANA インターコンチネンタル万座ビ
ーチリゾート VILLA KAFUSHI NAKIJIN スカイククル石垣島 ホテル沖縄 with サンリオ キャラク

ターズ 

Annex B Onna Villa Mahalo スカイテラス那覇 ～ リゾートイン国
際通り ～ 3D ホテル国際プラザ 

Beach House Purau Villa Ocean Bridge KOURIJIMA スカイテラス那覇 ～ リゾートイン国
際通り ～ 2E ホテル山の内 

Blue Ocean Resort Villa Toma East スカイテラス那覇 ～リゾートイン国
際通り～ 5A ホテル山市 

Chakashiya Goten Villa Toma West スターハウス宮古島 ホテル星立 西表島 



Chatan Seaside Flat Villa Villa Tono's Ishigakijima スマイルホテル沖縄那覇 ホテル日航アリビラ 

Coldio JointHome NAHA Villa 西表 スマイルホテル那覇シティリゾート ポンツーン 

comfort 雅 No1 Villettina スムイデ テラス Ｈ マリン ロッジ マレア 

comfort 雅 No2 Wayn-Zen 恩納荘園 センチュリオンホテルアンドリゾート
ヴィンテージ沖縄美ら海 マリンピアザオキナワ 

comfort 雅 No3 Yura House Miyako island センチュリオンホテルリゾート沖縄名
護 マレアリゾート本部 

comfort 雅 No4 ZUMI HOTEL RESORT ソルヴィータホテル那覇 マンゴーリゾート沖縄那覇 

COMMUNITY&SPA 那覇セントラルホ
テル アートホテル石垣島 タートルベイリゾート マンゴーリゾート沖縄北谷 

CONDO ROYAL 龍 9 アクアリゾート イン チャタン ダイワロイネットホテル沖縄県庁前 ミヤコセントラルホテル 

Condominium L’s INN 那覇樋川 アダ ガーデンホテル沖縄 ダイワロイネットホテル那覇おもろま
ち みゆきハマバルリゾート 

Condominium NOOSA コンドミニア
ム ヌーサ アパホテル 石垣島 ダイワロイネットホテル那覇国際通り ムーンオーシャン宜野湾 ホテル & レ

ジデンス 

CORE RESORT HOUSE 2 IN ISHIGAKI アパホテル 那覇 ちいさな島宿 cago むつみや川平 

CORE RESORT HOUSE 3 IN ISHIGAKI アベスト CUBE 那覇国際通り ツカサコンド北谷アラハ むつみや登野城 

CORE RESORT HOUSE IN ISHIGAKI アラハリゾート アラパナ つきしろ ニライカナイ アパートメン
ト メゾン津波 

Cottage 385 アラマハイナ コンドホテル つんだらビーチ・リトリート メルキュールホテル沖縄那覇 

COZY アラマンダ インギャーコーラルヴィ
レッジ ティサージホテル那覇 by NEST もとぶいこいの宿やまちゃん 

C-stella inn MIYAKOJIMA <宮古島> アルセ琉球 ハーバーステイ テラスガーデン沖縄 ユインチホテル南城 

Ecot 下里 1 アルモントホテル那覇県庁前 テラスハウスヤマバレ ゆくるん家 

EM ウェルネス リゾート コスタビス
タ沖縄ホテル & スパ アレーズド・ヴィラ白保 テラスリゾート宜野湾 よみたんコンドホテル ND 

EX NESABU HOUSE アレーズドバレ ISHIGAKI テラスリゾート新都心 ラ・ジェント・ホテル 沖縄北谷 

EX 久茂地 アパートメント アンサ沖縄リゾート テラスリゾート北谷 WEST ラ・ティーダ 久米島テラス 

Good Day Hotel イラフ SUI ラグジュアリーコレクシ
ョンホテル 沖縄宮古 とくマリンハウス ラ・ティーダ西表リゾート 

Good Life Apartment イルンティ フタデムラ ドットハウス壺川 ラウレア 

GRG ホテル那覇 ウィークリー ハーバービュー マンシ
ョン - メイン ビルディング ドットホテル東村 ラグテラス沖縄 

GRG ホテル 那覇東町 ヴィラ ガーデン 恩納 ナータ ビーチ ヴィラ ラグナガーデンホテル 

Guest House Asato ヴィラモトブヒルズリゾート ナビィの宿 はま辺 ラパン ミハマ レジデンスホテル 

guest house Holoholo beach side - 
Hostel ウェルネスヴィラ ブリッサ ナンマムイネイチャーリゾート ララコートシーサイド屋我地 

Guest House JION ウッドペッカー今帰仁 ニライカナイ リーガロイヤルグラン沖縄 

Guest house SENAGA エスアール ハウス ヤカ ぬ～ね～ん リエッタ中山 

GUEST HOUSE てぃーだ エスティネート ホテル ネイチャーみらい館 リザンシーパークホテル 谷茶ベイ 

Guesthouse Koa エミフルリゾート ネストホテル那覇 リゾートハウス翼 

Half Glamping 星音 エンジェルハウスリゾート ネルビーチ Rosso & Indigo リゾートホテル 久米アイランド 

Hana Villa オーシャンヒルズ長楽ステイ ノボテル沖縄那覇 リゾートホテルブエナビスタ今帰仁 

HOTEL PRECIA 那覇辻町 オーシャンリゾート PMC ハーミットヒルズ沖縄 with COLORS リゾートホテルベルパライソ 

Hotel Southern Suite Kugai ホテルサ
ザンスイート久貝 オーシャンリゾート真栄田岬 ハイアット リージェンシー 瀬良垣ア

イランド 沖縄 リッチモンドホテル那覇久茂地 

Hotel TomasMakishi オーベルジュ ボヌシェール ラウー ハイアット リージェンシー那覇 沖縄 りっちリゾン CHATAN 

HOTEL TORIFITO NAHA ASAHIBASHI オールステイ胡屋 ハイドアウト・オキナワ・ウルマ りっちリゾン HIYAGON 

infinity AGENA オキナワ マリオット リゾート & ス
パ パイナップル ホテル リトルマーメイドホテル石垣島 



INFINITY HOTEL -Aja- オキナワグランメールリゾート ぱいぬ島リゾート リブマックス アムス カンナ リゾー
ト ヴィラ 

INFINITY HOTEL -HANTAGAWA- オクマプライベートビーチ & リゾー
ト はいむるぶし リブレ ガーデン ホテル 

INFINITY HOTEL -HIGAWA- おじぃーの家 パシフィック ホテル沖縄 ルアナレア空手会館前 

INFINITY HOTEL -JICCHAKU- オリエンタルヒルズ沖縄 はりはりはうす ルートイングランティア石垣 

Infinity Resort Chatan カーサ ガーデン ハレクラニ沖縄 ルートイングランティア那覇 

Jade tree house かたあきの里 パレスインムーンビーチ ルソレイユ百名 

JR 九州ホテル ブラッサム那覇 カヌチャベイホテル & ヴィラズ ハレレア レクー沖縄北谷スパ & リゾート 

JUSANDI (ユサンディ) かねひで喜瀬カントリークラブ ビアール オーシャンリゾート古宇利 レッドプラネット 沖縄那覇 

Kailana Villa かねひで喜瀬ビーチパレス ピース アイランド宮古島市役所通り ロイヤルホテル 沖縄残波岬 

KAKIO House カフー リゾート フチャク コンド・
ホテル ビーチ プラス ローヤル ホテル 

kamenoko tei かりゆしコンドミニアムリゾート 
ROUTE58 ビーチヴィレッジ野底 ロコイン沖縄 

Kariyushi LCH. Izumizaki 県庁前 かりゆしコンドミニアムリゾート 金
武ヤカシーサイド ビーチサイド コンドミニアム ロコイン松山 

Kariyushi LCH. プレミアム かりゆしコンドミニアムリゾート 名
護 シーサイドハウス 

ビーチサイドハウス 都屋の海 読谷 
沖縄 ロワジール スパタワー 那覇 

Ken Ken Villa Yuumodoro かりゆしコンドミニアムリゾートリビ
ングイン旭橋駅前 ビーチフロントタワーミハマ by DSH ロワジール リビングスイーツ 瀬良垣 

KY アパートメント かりゆしコンドミニアムリゾート沖縄 
メゾンマックス ビーチリゾートモリマー ロワジールホテル那覇 

L ハウス 那覇 かりゆしコンドミニアムリゾート恩納 
ヴィラバルゴ 

ファーストストリート沖縄 読谷村オ
ーシャン ワイズキャビン&ホテル 那覇国際通り 

La Forest Motobu かりゆしコンドミニアムリゾート恩納 
真栄田ベース フェリスヴィラスイート 宮古島 上野 伊江島こころハウス 

LESTEL NAHA かりゆしコンドミニアムリゾート恩納 
遊出来家 

フェリスヴィラスイート伊良部島・佐
和田 一泊目 宮古島 民宿 

Little Island Okinawa 松山 かりゆしコンドミニアムリゾート宮古
島 ふくぎステイズ 

フサキビーチリゾート ホテル＆ヴィ
ラズ 沖縄 ヴィラ 恩納 5 

Little Island Okinawa 泊 かりゆしコンドミニアムリゾート宮古
島 ブラウンシュガー プライベート リゾート ホテル RENN 沖縄 かりゆし ビーチリゾート オー

シャンスパ 

Little Island Okinawa 美栄橋 かりゆしコンドミニアムリゾート金武 
ニューコベナント 

プライベートバケーションヴィラ
Kohola 沖縄エグゼス石垣島 

Little Island Okinawa 牧志 かりゆしコンドミニアムリゾート那覇 
you 家 ブルーオーシャン石垣 沖縄オーシャンフロント 

Little Island Okinawa 名護 かりゆしコンドミニアムリゾート那覇 
スカイ・リビングホテル旭橋駅前 ブルーキャビン石垣島 沖縄かりゆしアーバンリゾート・ナハ 

Longvacation Okinawa 103 かりゆしコンドミニアムリゾート那覇
グランステイ旭橋駅前 ベイサイド 泊 沖縄サンコーストホテル 

Longvacation Okinawa 109 かりゆしコンドミニアムリゾート南城 
ATELIER HYAKUNA ベイサイド 泊 W 沖縄スパリゾート エグゼス 

Longvacation Okinawa 201 かりゆしコンドミニアムリゾート北谷 
ARAHA BLUE RESORT ベストウェスタン沖縄恩納ビーチ 沖縄ナハナ・ホテル & スパ 

Longvacation Okinawa 206 かりゆしコンドミニアムリゾート北谷 
ARAHA SUNSET ベストウェスタン沖縄幸喜ビーチ 沖縄ハーバービューホテル 

Longvacation Okinawa 209 かりゆしコンドミニアムリゾート北谷 
マリーナベイ美浜 ベッセルホテル 石垣島 沖縄プールヴィラ恩納 6 

Longvacation Okinawa 210 かりゆしコンドミニアムリゾート名護 
RB Villa ベッセルホテルカンパーナ沖縄 沖縄ホテル 

Longvacation Okinawa 211 かりゆしコンドミニアムリゾート与那
原 SUNRIZE・OCEAN ペンション サンライズ 海の旅亭おきなわ名嘉真荘 

Longvacation Okinawa 301 キャビン&ホテル リタイム ペンション 美留 海人の宿 

Longvacation Okinawa 307 クラウンホテル沖縄 ペンション Refresh 宜野湾エンジェルハウス 

Longvacation Okinawa 309 クラウンホテル沖縄アネックス ペンションムーンヴィラ 久米島イーフビーチホテル 

Lucky write グランヴィリオ リゾート 石垣島 オ
ーシャンズ ウイング ペンション海のなかま 宮古島テラスハウス 

M’s HOTEL おもろまち グランヴィリオリゾート石垣島 ヴィ
ラガーデン –ルートインホテルズ– ホットクロスポイント サンタモニカ 宮古島東急ホテル＆リゾーツ 

Maeda Beach Hotel グランディスタイル 沖縄 読谷 ホテ
ル & リゾート ボディバランスハウス 球美の宿 月桃 

MAETAKAYA グランドキャビンホテル那覇小禄 ホテル  385 古宇利 Ocean Villa 



Maharo グランブルーギャマン ホテル JAL シティ那覇 古宇利 side village Rekibu 

Maison L Motobu 5th floor クリアスホテル壺川マルシェ ホテル アザット 那覇 古宇利・フォーシーズンリゾート 

Maison Tsuha 301 グリーンガーデンヒルズ ホテル イーストチャイナシー 幸せになる古宇利島の宿 

Makanalea Beachstyle グリーンリッチホテル沖縄名護 ホテル ウェーブ 今帰仁スカイヴィラ 

Makanalea Resortstyle グリーンリッチホテル那覇 (ホテル&
キャビン) 

ホテル オリオン モトブ リゾート & 
スパ 今帰仁の宿ハイビスカス 

Marakaito IZUMIZAKI ゲストハウス オプンティア ホテル オロックス 今帰仁古民家の宿つばめや 

MARINX CLASSIC HARBORVIEW 
PENSION ゲストハウス こもれび ホテル サンセット アメリカン 曙ハウス Akebono House 

Maruka 石垣島 ゲストハウス フレンチハウス ホテル サンドリバー石垣島 新城ビル 2 階 

MINATO チャタンシーサイドコンド
ミニアム ゲストハウス 芭蕉 ホテル サンパレス球陽館 星のテラスもとぶ山里 

Mini Chula Inn ゲストハウスえみっくす石垣島 ホテル タイラ 星野リゾート 西表島ホテル 

Mizu House 屋我地 ゲストハウスおり姫 ホテル ニューセンチュリー 西鉄リゾートイン那覇 

Morley1 ゲストハウスちゅらククル石垣島 ホテル ピースアイランド石垣イン八
島 西表島ジャングルホテルパイヌマヤ 

M's Stay Okinawa コートハウス K ホテル ブリーズベイ マリーナ 石垣ゲストハウスハイブ 

MUKAKA VILLA 鸛巣 ゴーヤテラス ホテル ムーン ビーチ 石垣シーサイドホテル 

M-Villaggio Miyakojima ココガーデンリゾート沖縄 ホテル ライジング サン 宮古島 石垣リゾート ホテル 

Ocean Blue Sky ココシャスモンパ ホテル ロイヤル オリオン 石垣島コテージ夏至南風 (カーチバイ) 

OHAYO HOUSE コテージ・シーウィンド今帰仁 ホテル ロコアナハ 石垣島ビーチホテルサンシャイン 

OKINAWA Arena Hotel コルディオ サンセットリゾート カン
プー ホテル 紅 -BIN- 石垣島ホテル ククル 

OKINAWA Ocean View RESORTSTAY in 
Onnason コルディオ サンセット北谷 ホテル WBF MARCHÉ 石垣島 川平ハウス 

OYO ホテル 美らガーナハウス壺川 
那覇 コルディオ プール＆ヴィラズ今泊 ホテル WBF PORTO 石垣島 (旧 ホテ

ル WBF 石垣島) 島の休日 ヨイサーマー 

OYO ホテル スカイブルー 沖縄糸満 コルディオ プール＆ヴィラズ済井出 ホテル WBF アートステイ那覇 国際通
り 東横 INN 石垣島 

Private Villa Espacio Onna コルディオ プレシャス屋嘉 ホテル WBF アビアンパナ石垣島 東横 INN 那覇おもろまち駅前 

Private Villa Lamer Kouri コルディオ 恩納ヒルズ ホテル WBF リゾートイン石垣島 東横 INN 那覇旭橋駅前 

Resort Cottage Tandi ga Tandi コルディオ 美浜別邸 結の家 ホテルアクアチッタナハ by WBF 東横 INN 那覇国際通り美栄橋駅 

Resort in Villa Yamabare コルディオスカイビューグシクムイ
/Coldio Skyview Gushikumui ホテルアトールエメラルド宮古島 東横 INN 那覇新都心おもろまち 

RNT コルディオマリーナ金武 ホテルアベスト那覇国際通り 東急ステイ沖縄那覇 

rob cond コンドミニアム·yuyuki ホテルオーシャンズ今帰仁 読谷村にある楚辺ハウス 

Royal Hotel 宗像 コンフォート ホテル 那覇県庁前 ホテルオールドギャングスター 読谷村リゾートハウス 

RuGu ルーグー コンフォートホテル石垣島 ホテルグランビュー ガーデン沖縄 那覇ウエスト イン 

Sea Breeze Sumuide ザ・ヴィラ前浜ビーチ ホテルグランビュー沖縄 那覇サザリーズコンドミニアム久茂地 

Sea Side House 大宜味 ザ・サンセットビレッジ沖縄北谷 ホテルグランビュー石垣 那覇ビーチサイドホテル 

Sesoko Terrace ザ・テラスクラブ アット ブセナ ホテルグレイスリー那覇 那覇東急 REI ホテル 

Smart House Sunset INN Okinawa 
Yomitanson ザ・トリップイン沖縄ライカム ホテルコザ 南西観光ホテル 

Suite Villa MOK ザ･ナハテラス ホテルサザンヴィレッジ沖縄 美ら島ハートランド 

SUNSET BREEZE Chatan ザ・ビーチタワー沖縄 ホテルサン沖縄 百名伽藍 

Sunset Uminchu ザ・ひらまつ ホテルズ＆リゾーツ 宜
野座 ホテルシギラミラージュ 北谷ジャーガル邸 

Sunshine Coast ザ・フィール名護Ⅱシーサイドヴィラ 
-海- ホテルストーク那覇新都心 本部コテージ nobaru 



SY Apartment Tsuboya ザ・プールリゾートヴィラ アスタマ
ーニャ ホテルスポーツロッジ糸満 民宿さざんか 

T&T VACATION RENTALS ザ・プールリゾートヴィラ一期一会 ホテルタイムリッチ 民宿さんご星 

T.Trust201 ザ・プールリゾート沖縄 ホテルチューリップ石垣島 名蔵ヴィレッジ 

T.Trust202 ザ・ブセナテラス ホテルトーマス牧港ヴィラ 遊び BASE やまばれーハウス 

T.Trust203 ザ・リスケープ ホテルトーマス名護 琉華ホテル那覇 

T.Trust301 ザ・リッツ・カールトン沖縄 ホテルニューおきなわ 琉球 旅館 

T.Trust302 サイプレス リゾート久米島 ホテルパームロイヤル NAHA 国際通
り 琉球サンロイヤルホテル 

T.Trust303 サザンビーチホテル＆リゾート沖縄 ホテルハッピーホリデー石垣島 琉球の家 古宇利島 KANAU 

T.Trust401 サザンライト・クラブ やがじ家 ホテルパティーナ石垣島 琉球温泉瀬長島ホテル 

T.Trust402 さばんぎ沖縄古民家 ホテルピースランド宮古島 琉球古民家 和音 

T.Trust501 サンライズビュー ホテルピースリーイン宮古島 NEXUS 旅の宿 

T.Trust502 サンライズ観光ホテル ホテルブライオン那覇 旅の宿 がじゅまる 

T.Trust601 ジ・アッタテラス クラブタワーズ ホテルマハイナ ウェルネスリゾート
オキナワ 旅の宿 海空 

T.Trust602 シー サンセット ヴィラ ホテルまほろば 和 West Side 

T.Trust701 シー ブリーズ ホテルミヤヒラ 翡翠巣 KAWASEMINOSU (MUKAKA 
VILLA) 

ANA インターコンチネンタル万座ビ
ーチリゾート（2020/12/10 更新） 

ジ・ウザテラス ビーチクラブヴィラ
ズ（2020/12/10 更新） 

ヒルトン沖縄北谷リゾート
（2020/12/10 更新） 

ワンスイートホテル＆リゾート 古宇
利島（2020/12/10 更新） 

シギラ（2020/12/10 更新）    

▲目次へ戻る 


