
 
 

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。 

 

四国地方 
徳島県▼｜香川県▼｜愛媛県▼｜高知県▼ 
 

徳島県 
4S STAY 阿波池田駅前 センチュリー プラザ ホテル ホテル リビエラししくい 東横 INN 徳島駅眉山口 

JR ホテルクレメント徳島 ダイワロイネットホテル徳島駅前 ホテルサンルート徳島 徳島グランヴィリオホテル - ルート
インホテルズ - 

アオアヲ ナルト リゾート ファミリーロッジ旅籠屋・吉野川 SA 
店 ホテルルートイン阿南 徳島グランドホテル偕楽園 

アパホテル〈徳島駅前〉 ファミリーロッジ旅籠屋・鳴門駅前店 阿波観光ホテル 徳島ワシントンホテルプラザ 

グランドエクシブ鳴門 ザ・ロッジ プチ ホテル 017 光の宿 鳴門グランドホテル海月 

ゲスト ハウス 017 レイナ ベイリゾートホテル 鳴門海月 祖谷の宿 かずらや 鳴門海月別邸 鯛丸海月 

サンリバー大歩危 ペンションししくい 東横 INN 徳島駅前  

▲目次へ戻る 

香川県 
ALPHABED INN 高松駅前 Alphabed 高松古新町 こんぴら温泉とら丸旅館 ホテルルートイン丸亀 

Alphabed サンポート高松 IROU さぬきの湯 ドーミーイン高松 ホテルルートイン高松屋島 

Alphabed 玉藻公園 JR ホテルクレメント高松 シータイガーアイランドイン小豆島 ホテルルートイン坂出北インター 

Alphabed 高松ステーション JR クレメントイン高松 スーパーホテル高松・田町 縁川 

Alphabed 高松レインボー通り La Krasse Angelroad スーパーホテル高松禁煙館 海の宿ヤマヲ 

Alphabed 高松井口町 OYO ホテル ビジネス 本大 観音寺 せとうち満月荘 琴平グランドホテル 桜の抄 

Alphabed 高松屋島 Setouchi Triennale Hotel - ホステル セブンスリー高松ゲストハウス 琴平リバーサイドホテル 

Alphabed 高松瓦町 TEN to SEN coco ゲストハウス (女性
専用) ダイワロイネットホテル高松 高松ゲストハウス BJ ステーション 

Alphabed 高松瓦町 II TEN to SEN ゲストハウス高松 - ホス
テル チサン イン 丸亀 善通寺 高松東急 REI ホテル 

Alphabed 高松瓦町イースト Traditional Apartment 高松ゲストハ
ウス 

トラベル＆ブックホテル フラトンキ
ャビン高松 小豆島シーサイドホテル松風 

Alphabed 高松瓦町ウエスト Traditional House Akane 高松ゲスト
ハウス 

ネクスト インターナショナル - 女性
専用 小豆島国際ホテル 

Alphabed 高松錦町 WeBase 高松 ビーチサイドホテル鹿島荘 新樺川観光ホテル 

Alphabed 高松香西駅前 アパホテル 丸亀駅前大通 ファミリーロッジ旅籠屋・高松店 瀬戸内ゲストハウス「タイヨウとう
み」 

Alphabed 高松中央公園 #101 アパホテル 高松瓦町 ファミリーロッジ旅籠屋・讃岐観音寺
店 太陽のおうち 

Alphabed 高松美術館通り アパホテル 高松空港 ベイリゾートホテル小豆島 天空ホテル 海廬 

Alphabed 高松百間町 お宿 遠藤 ホテル セカンドステージ 天然温泉 玉藻の湯 ドーミーイン高松
中央公園前 

Alphabed 高松兵庫町 クアパーク津田 ホテルヴェガ - 大人限定 東横 INN 高松兵庫町 



Alphabed 高松片原町 グランドベース高松 ホテルエリアワン高松 湯元こんぴら温泉華の湯 紅梅亭 

Alphabed 高松北浜 EAST ことひら温泉 御宿 敷島館 ホテルグリーンプラザ小豆島 民宿まんのう清流庵 

Alphabed 高松丸亀町 ことひら温泉琴参閣 ホテルライトスタイル 琴平花壇（2020/12/10 更新） 
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愛媛県 
ANA クラウンプラザホテル松山 ハーバープラザホテル ホテル松山ヒルズ 東横 INN 松山一番町 

GUEST HOUSE CASABLANCA ビジネスホテル末広 ホテル新居浜ヒルズ 東横 INN 新居浜駅前 

IKIDANE CYCLIST HOSTEL & CAFE 
SHIMANAMI ファミリーロッジ旅籠屋・松山店 ホテル新居浜ヒルズ プリンス館 東京第一ホテル松山 

NIPPONIA HOTEL 大洲 城下町 ファミリーロッジ旅籠屋・新居浜店 ラ・ロンコントル泉町 湯快リゾート 道後温泉 道後彩朝楽 

WAKKA ふじや リーガロイヤルホテル 新居浜 道後グランド ホテル 

アパホテル〈松山城西〉 ホテル パティオ・ドウゴ リブマックスリゾート奥道後 道後プリンスホテル 

ヴィラ道後 ホテルクラウンヒルズ今治 古民家三津浜旅館 道後温泉 ふなや 

カンデオ ホテルズ松山大街道 ホテルクラウンヒルズ松山 古湧園 道後温泉 茶玻瑠 

ゲストハウス Dougoyado ホテルセレクトイン四国中央 菰隠温泉 ホテル三洋倶楽部 内子の宿 くら 

コンフォートホテル松山 ホテルビスタ松山 今治国際ホテル 内子の宿 こころ 

サンキューヒポポタマスホステル ホテルマイステイズ松山 松山東急 REI ホテル 内子の宿 久 

スマイルホテル松山 ホテルリブマックス伊予三島 大潮荘 内子の宿 織 

ダイワロイネットホテル松山 ホテルルートイン伊予西条 天然温泉 松山ニューグランドホテル 米長旅館 

ネストホテル松山 ホテルルートイン新居浜 天然温泉 石手の湯 ドーミーイン松山  
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高知県 
OYO 旅館 おおりや 高知 セブンデイズホテルプラス ホテルクラウンヒルズ中村 松栄第二別館 

オーベルジュ土佐山 ドーミーイン高知 ホテル南水 新ロイヤルホテル四万十 

オリエントホテル高知 はりまや橋ゲストハウス ホテル日航高知 旭ロイヤル 西鉄イン高知 はりまや橋 

ゲストハウス ルルル はるのゲストハウス リゾートホテル海辺の果樹園 天然温泉はるのの湯 

コンフォートホテル高知 ファミリーロッジ旅籠屋・四万十店 リバーサイドホテル松栄 土佐御苑 

ザ クラウンパレス新阪急高知 ファミリーロッジ旅籠屋・室戸店 ロイヤルホテル 土佐 岬観光ホテル 

サウスブリーズホテル 高知海月 ブライトパークホテル 高知グリーンホテル はりまや橋 夢の温泉 

スーパーホテル高知天然温泉 ペンション木のくじら 高知プリンスホテル  

セブンデイズホテル ホテルエリアワン高知 秋沢ホテル  
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