
保養施設一覧 2023/5/19現在

都道府県 グループ 施設名 郵便番号 住所 電話 予約センター

北海道 星野リゾート 星野リゾート　トマム　ザ・タワー 079-2204 北海道勇払郡占冠村字中ﾄﾏﾑ 0167-58-1122

北海道 星野リゾート 星野リゾート　リゾナーレトマム　 079-2204 北海道勇払郡占冠村字中ﾄﾏﾑ 0167-58-1122

北海道 星野リゾート 星野リゾート　界ポロト 059-0902 北海道白老町若草町1-1018-94 0570-073-011

北海道 ヒルトンホテルズ ヒルトンニセコビレッジ 048-1592 北海道虻田郡ﾆｾｺ町東山温泉 0136-44-1111

北海道 休暇村 支笏湖 066-0281 北海道千歳市支笏湖温泉 0123-25-2201

北海道 グリーンピアセンター グリーンピア大沼 049-2192 北海道茅部郡森町赤井川229 0137-45-2277

北海道 国民宿舎協会 あしべつ 075-0035 北海道芦別市旭町油谷1番地 0124-23-1155

北海道 国民宿舎協会 新嵐山荘 082-0076 北海道河西郡芽室町中美生2線42 0155-65-2121

青森 星野リゾート 星野リゾート　青森屋 033-8688 青森県三沢市古間木山56 0176-51-2121

青森 星野リゾート 星野リゾート　奥入瀬渓流ホテル 034-0398 青森県十和田市大字奥瀬字栃久保231 0176-74-2121

青森 星野リゾート 星野リゾート　界　津軽 038-0211 青森県南津軽郡大鰐町字上牡丹森36-1 0172-47-5800

青森 国民宿舎協会 いわき荘 036-1343 青森県弘前市大字百沢字寺沢28-29 0172-83-2215

岩手 休暇村 岩手網張温泉 020-0585 岩手県岩手郡雫石町網張温泉 019-693-2211

岩手 休暇村 陸中宮古 027-0096 岩手県宮古市崎鍬ヶ崎18-25-3 0193-62-9911

岩手 マイステイズホテル 亀の井ホテル  一関 021-0101 岩手県一関市厳美町字宝竜147-5 0191-29-2131

岩手 国民宿舎協会 えぼし荘 028-8202 岩手県九戸郡野田村大字玉川2-62-28 0194-78-2225

岩手 国民宿舎協会 くろさき荘 028-8351 岩手県下閉伊郡普代村2-84-4 0194-35-2611

宮城 休暇村 気仙沼大島 988-0603 宮城県気仙沼市外畑16 0226-28-2626

宮城 センポス マリンサイド気仙沼 988-0043 宮城県気仙沼市南郷30-2 0226-24-8111

宮城 センポス 鳴子やすらぎ荘 989-6832 宮城県大崎市鳴子温泉星沼18-2 0229-87-2121

秋田 休暇村 乳頭温泉郷 014-1201 秋田県仙北市田沢湖駒ヶ岳2-1 0187-46-2244

秋田 セラヴィリゾート泉郷 ゆぽぽ 014-1192 秋田県仙北市田沢湖卒田字早稲田430 0187-44-3333 050-5846-1234

山形 休暇村 庄内羽黒 997-0211 山形県鶴岡市羽黒町手向羽黒山8 0235-62-4270

山形 日本ペンション協会 ペンションステラ 999-3112 山形県上山市小倉字大森 1968-54 023-679-2320

山形 かしわや 月山の宿　かしわや 990-0734 山形県西村山郡西川町志津4 0237-75-2223

山形 かしわや ロッヂかしわや 990-0734 山形県西村山郡西川町志津姥沢 0237-75-2241

山形 国民宿舎協会 竜山荘 990-2301 山形県山形市蔵王温泉938-4 023-694-9457

山形 国民宿舎協会 飯豊梅花皮荘 999-1522 山形県西置賜郡小国町大字小玉川564-1 0238-64-2111

福島 星野リゾート 星野リゾート　磐梯山温泉ホテル 969-3396 福島県耶麻郡磐梯町大字更科字清水平6838-68 0242-74-5111

福島 休暇村 裏磐梯 969-2701 福島県耶麻郡北塩原村桧原 0241-32-2421

福島 セラヴィリゾート泉郷 猪苗代リゾートホテル 969-3288 福島県耶麻郡猪苗代町綿場7126 0242-65-2131 050-5846-1234

福島 セラヴィリゾート泉郷 グランドサンピア猪苗代リゾートホテル 969-3288 福島県耶麻郡猪苗代町綿場7126 0242-65-2131 050-5846-1234

福島 セラヴィリゾート泉郷 裏磐梯レイクリゾート 969-2701 福島県耶麻郡北塩原村大字桧原字湯平山1171-1 0241-37-1111 050-5846-1234

茨城 星野リゾート 星野リゾート　ＢＥＢ５土浦 300-0035 茨城県土浦市有明町1-30

茨城 マイステイズホテル 亀の井ホテル  大洗 311-1301 茨城県東茨城郡大洗町磯浜町7986-2 029-267-3191

茨城 マイステイズホテル 亀の井ホテル  潮来 311-2404 茨城県潮来市水原1830-1 0299-67-5611

茨城 国民宿舎協会 鵜の岬 319-1393 茨城県日立市十王町伊師640 0294-39-2202
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栃木 星野リゾート 星野リゾート　界　鬼怒川 321-2526 栃木県日光市鬼怒川温泉滝308 050-3786-0099

栃木 星野リゾート 星野リゾート　界　川治 321-2611 栃木県日光市川治温泉川治22 050-3786-0099

栃木 星野リゾート 星野リゾート　界　日光 321-1661 栃木県日光市中宮祠2482 050-3786-0099

栃木 星野リゾート 星野リゾート　リゾナーレ那須 325-0303 栃木県那須郡那須町高久乙道下2301

栃木 休暇村 那須 325-0301 栃木県那須郡那須町湯本 0287-76-2467

栃木 休暇村 日光湯元 321-1662 栃木県日光市湯元温泉 0288-62-2421

栃木 日本ペンション協会 ペンションビーバー 325-0301 栃木県那須郡那須町湯本 350 0287-76-2096

栃木 セラヴィリゾート泉郷 アイランドホテル＆リゾート那須 329-3441 栃木県那須郡耶須町奇居393-1 0287-74-1010 050-5846-1234

栃木 ＴＯＷＡピュアコテージ ＴＯＷＡピュアコテージ 325-0398 栃木県那須郡那須町高久乙3375 0287-78-1164

栃木 マイステイズホテル 亀の井ホテル  塩原 329-2921 栃木県那須塩原市塩原1256 0287-32-2845

栃木 マイステイズホテル 亀の井ホテル  喜連川 329-1412 栃木県さくら市喜連川5296-1 028-686-2822

栃木 ホテルエピナール那須 ホテルエピナール那須 325-0302 栃木県那須郡那須町大字高久丙1番地 0287-78-6000

群馬 休暇村 嬬恋鹿沢 377-1695 群馬県吾妻郡嬬恋村鹿沢温泉 0279-98-0511

群馬 日本ペンション協会 ペンションやまもと 378-0414 群馬県利根郡片品村東小川 4658-65 0278-58-3736

群馬 日本ペンション協会 ペンションブルーベリー 379-1619 群馬県利根郡みなかみ町谷川 127-14 0278-72-5227

群馬 セラヴィリゾート泉郷 ヴィラ北軽井沢エルウイング 377-1412 群馬県吾妻郡長野原町北軽井沢1924-172 0279-84-5555 050-5846-1234

群馬 国民宿舎協会 尾瀬ロッジ 378-0411 群馬県利根郡片品村戸倉中原山898-9 0278-58-4158

群馬 国民宿舎協会 四万ゆずりは荘 377-0601 群馬県吾妻郡中之条町大字四万4345 0279-64-2031

埼玉 休暇村 奥武蔵 357-0216 埼玉県飯能市吾野72 042-978-2888

埼玉 マイステイズホテル 亀の井ホテル  長瀞寄居 369-1205 埼玉県大里郡寄居町末野2267 048-581-1165

埼玉 国民宿舎協会 両神荘 368-0202 埼玉県秩父郡小鹿野町両神小森707 0494-79-1221

千葉 ヒルトンホテルズ ヒルトン東京ベイ 279-0031 千葉県浦安市舞浜1-8 047-355-7106

千葉 休暇村 館山 294-0305 千葉県館山市見物725 0470-29-0211

千葉 日本ペンション協会 ペンションバッハ 294-0308 千葉県館山市坂田 832 0470-29-1461

千葉 日本ペンション協会 ペンション菜の花 294-0306 千葉県館山市加賀名 12-3 0470-29-1159

千葉 ホテルブルーベリー勝浦 ホテルブルーベリー勝浦 299-5245 千葉県勝浦市興津1920 0470-76-3400

千葉 マイステイズホテル 亀の井ホテル  鴨川 296-0043 千葉県鴨川市西町1137 04-7092-1231

千葉 マイステイズホテル 亀の井ホテル  九十九里 289-2525 千葉県旭市仁玉2280-1 0479-63-2161

千葉 国民宿舎協会 サンライズ九十九里 283-0114 千葉県山武郡九十九里町真亀4908 0475-76-4151

東京 マイステイズホテル 亀の井ホテル  青梅 198-0053 東京都青梅市駒木町3-668-2 0428-23-1171

神奈川 四季の自然舎 マホロバマインズ三浦 231-0101 神奈川県三浦市南下浦町上宮田3231 046-889-8900 046-889-8911

神奈川 星野リゾート 星野リゾート　界　箱根 250-0312 神奈川県足柄下郡箱根町湯本茶屋230 050-3786-0099

神奈川 日本ペンション協会 芦ノ湖ペンション森 250-0522 神奈川県足柄下郡箱根町元箱根 159-222 0460-84-7667

神奈川 センポス 箱根嶺南荘 250-0405 神奈川県足柄下郡箱根町大平台442-1 0460-82-2898

山梨 星野リゾート 星野リゾート　リゾナーレ八ヶ岳 408-0044 山梨県北杜市小淵沢町129-1 0551-36-5111

山梨 セラヴィリゾート泉郷 ネオオリエンタルリゾート八ヶ岳 409-1502 山梨県北杜市大泉町谷戸字並木上8741 0551-38-2336 050-5846-1234

山梨 セラヴィリゾート泉郷 八ヶ岳わんわんパラダイス 408-0003 山梨県北杜市長坂長小荒間1791 0551-32-1155 050-5846-1234

山梨 セラヴィリゾート泉郷 清里高原ホテル 408-0031 山梨県北杜市高根町清里3545 0551-20-8111 050-5846-1234
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山梨 セラヴィリゾート泉郷 Wan's　Resort　山中湖 401-0501 山梨県南都留郡山中湖村山中343-1 050-5846-1234

長野 星野リゾート ホテルブレストンコート 389-0195 長野県軽井沢町星野 0267-46-6200

長野 星野リゾート 星野リゾート　界　松本（旧：貴祥庵） 390-0303 長野県松本市浅間温泉1-31-1 0263-46-1150

長野 星野リゾート 星野リゾート　界　アルプス（旧：松延） 398-0001 長野県大町市大字平2884-26 0261-22-3177

長野 星野リゾート 星野リゾート　ＢＥＢ５軽井沢 389-0111 長野県北佐久郡軽井沢町長倉 3364-15

長野 休暇村 乗鞍高原 390-1520 長野県松本市安曇4307 0263-93-2304

長野 休暇村 休暇村リトリート安曇野ホテル 399-8301 長野県安曇野市穂高有明7682-4 0263-31-0874

長野 日本ペンション協会 早川ペンション 391-0114 長野県諏訪郡原村第2ﾍﾟﾝｼｮﾝ村 0266-74-2506

長野 日本ペンション協会 ペンションフェローズ 391-0114 長野県諏訪郡原村第2ﾍﾟﾝｼｮﾝ村 0266-74-2433

長野 日本ペンション協会 カドワキペンション 391-0213 長野県茅野市豊平東獄三井の森内 0266-76-2021

長野 日本ペンション協会 ペンション千ケ滝 389-0111 長野県北佐久郡軽井沢町千ｹ滝中区 0267-46-1011

長野 日本ペンション協会 オーベルジュ・ド・ノームの森 389-0111 長野県北佐久郡軽井沢町長倉 1807-3 0267-46-0633

長野 日本ペンション協会 富田ペンション 386-2211 長野県須坂市峰の原高原 0268-74-2120

長野 日本ペンション協会 ひらたペンション 386-2211 長野県須坂市峰の原高原 0268-74-2354

長野 日本ペンション協会 ペンションドルチェ 380-0888 長野県長野市飯綱高原 2471-2225 026-239-2200

長野 日本ペンション協会 林ペンション 399-9301 長野県北安曇郡白馬村北城倉下どんぐり村 0261-72-4724

長野 セラヴィリゾート泉郷 ホテルアンビエント蓼科 384-2309 長野県北佐久郡立科町芦田八ヶ野女神湖畔975 0267-55-6331 050-5846-1234

長野 セラヴィリゾート泉郷 蓼科わんわんパラダイスｊｒ 384-2309 長野県北佐久郡立科町芦田八ヶ野女神湖畔975 0267-55-6331 050-5846-1234

長野 セラヴィリゾート泉郷 ホテルアンビエント安曇野 399-8305 長野県南安曇郡穂高町大字牧2230 0263-83-5550 050-5846-1234

長野 セラヴィリゾート泉郷 安曇野わんわんパラダイスｊｒ 399-8305 長野県南安曇郡穂高町大字牧2230 0263-83-5550 050-5846-1234

長野 国民宿舎協会 松代荘 381-1221 長野県長野市松代町東条3541 026-278-2596

長野 国民宿舎協会 有明荘 399-8306 長野県安曇野市有明中房 0263-84-6511

長野 国民宿舎協会 もちづき荘 384-2205 長野県佐久市春日5921 0267-52-2515

長野 国民宿舎協会 鹿月荘 386-0323 長野県上田市鹿教湯温泉1295-2 0268-44-2206

長野 国民宿舎協会 ねざめホテル 399-5601 長野県木曽郡上松町大字上松1888 0264-52-2245

長野 国民宿舎協会 聖山パノラマホテル 381-2702 長野県長野市大岡丙5402番地2 026-266-2623

長野 国民宿舎協会 鬼無里の湯 381-4302 長野県長野市鬼無里日影8855 026-256-2140

新潟 休暇村 妙高 949-2235 新潟県妙高市大字関山 0255-82-3168

新潟 セラヴィリゾート泉郷 あてま高原　ベルナティオ 949-8556 新潟県十日町市珠川 050-5846-1234

新潟 グリーンピアセンター ニュー・グリーンピア津南 949‐8313 新潟県中魚沼郡津南町秋成12300 025-765-4611

新潟 舞子スノーリゾート 舞子高原ホテル＆ロッジ 949-6423 新潟県南魚沼市舞子2056-108 025-783-3211

新潟 舞子観光協会 飯士館 949-6425 新潟県南魚沼市姥島新田221-6 025-783-2832 025-783-2953

新潟 舞子観光協会 飯士山荘 949-6423 新潟県南魚沼市舞子2056 025-783-3338 025-783-2953

新潟 舞子観光協会 ヴィレッジヨシタニ 949-6425 新潟県南魚沼市姥島新田636 025-783-2649 025-783-2953

新潟 舞子観光協会 キラク旅館 949-6425 新潟県南魚沼市姥島新田846-1 025-783-2311 025-783-2953

新潟 舞子観光協会 銀富士旅館 949-6425 新潟県南魚沼市姥島新田514 025-783-2335 025-783-2953

新潟 舞子観光協会 源氏荘 949-6425 新潟県南魚沼市姥島新田499 025-783-2314 025-783-2953

新潟 舞子観光協会 下幅旅館 949-6425 新潟県南魚沼市姥島新田656 025-783-2153 025-783-2953
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新潟 舞子観光協会 スキー亭フォレスト 949-6425 新潟県南魚沼市姥島新田586 025-783-2526 025-783-2953

新潟 舞子観光協会 外谷旅館 949-6425 新潟県南魚沼市姥島新田569 025-783-2150 025-783-2953

新潟 舞子観光協会 ペンションあぷりこっと 949-6425 新潟県南魚沼市姥島新田890-2 025-783-3848 025-783-2953

新潟 舞子観光協会 ほりでーいんこばやし 949-6425 新潟県南魚沼市姥島新田639-1 025-783-2323 025-783-2953

新潟 舞子観光協会 芳川旅館 949-6425 新潟県南魚沼市姥島新田577 025-783-2312 025-783-2953

新潟 舞子観光協会 旅館関越 949-6425 新潟県南魚沼市姥島新田627-1 025-783-4321 025-783-2953

新潟 舞子観光協会 ロッヂコマツ 949-6425 新潟県南魚沼市姥島新田2056-81 025-783-4442 025-783-2953

新潟 舞子観光協会 ロッヂはやし 949-6425 新潟県南魚沼市姥島新田593-1 025-783-2627 025-783-2953

新潟 舞子観光協会 ロッヂやすえもん 949-6425 新潟県南魚沼市姥島新田601 025-783-2316 025-783-2953

新潟 舞子観光協会 ロッヂ山美響 949-6425 新潟県南魚沼市姥島新田603 025-783-2318 025-783-2953

新潟 舞子観光協会 和風いん越路 949-6425 新潟県南魚沼市姥島新田840-1 025-783-2644 025-783-2953

新潟 舞子観光協会 ロッヂたかとし 949-6423 新潟県南魚沼市舞子2056-91 025-783-2835 025-783-2953

新潟 舞子観光協会 ロッヂＢ＆Ｗ 949-6423 新潟県南魚沼市舞子2056-7 025-783-2779 025-783-2953

富山 国民宿舎協会 五箇山荘 939-1913 富山県南砺市田向333-1 0763-66-2316

富山 湯快リゾート 黒部・宇奈月温泉　宇奈月グランドホテル 938-0282 富山県黒部市宇奈月温泉267 0570-550-078 https://yukai-r.jp/hotel/

石川 星野リゾート 星野リゾート　界　加賀（旧：白銀屋） 922-0242 石川県加賀市山代温泉18-47 0761-77-0025

石川 休暇村 能登千里浜 925-8525 石川県羽咋市羽咋町ｵ70 0767-22-4121

石川 国民宿舎協会 能登やなぎだ荘 928-0331 石川県鳳珠郡能登町字柳田知部1番地 0768-76-1550

石川 星野リゾート OMO5金沢片町 920-0981 石川県金沢市片町1-4-23 050-3134-8095

石川 湯快リゾート 山代温泉　彩朝楽 922-0257 石川県加賀市山代温泉桔梗ヶ丘2-10-3 0570-550-078 https://yukai-r.jp/hotel/

石川 湯快リゾート 粟津温泉　あわづグランドホテル 923-0326 石川県ﾉﾄ松市粟津町ワ-36 0570-550-078 https://yukai-r.jp/hotel/

石川 湯快リゾート 粟津温泉　あわづグランドホテル（わんわんパラダイス） 923-0326 石川県ﾉﾄ松市粟津町イ-35 0570-550-078 https://yukai-r.jp/hotel/

石川 湯快リゾート 山中温泉　山中グランドホテル 922-0117 石川県加賀市山中温泉上野町ル-15-4 0570-550-078 https://yukai-r.jp/hotel/

石川 湯快リゾート 山中温泉　花・彩朝楽〈女性専用旅館〉 922-0128 石川県加賀市山中温泉こおろぎ町イ-93 0570-550-078 https://yukai-r.jp/hotel/

石川 湯快リゾート 片山津温泉　湯快わんわんリゾート片山津〈わんちゃん専用館〉 922-0412 石川県加賀市片山津温泉堂後1-2 0570-550-078 https://yukai-r.jp/hotel/

石川 湯快リゾート 片山津温泉　NEW MARUYAホテル 922-0412 石川県加賀市片山津温泉ア2-1 0570-550-078 https://yukai-r.jp/hotel/

石川 湯快リゾート 和倉温泉　金波荘 926-0175 石川県七尾市和倉町ヨ部91-1 0570-550-078 https://yukai-r.jp/hotel/

石川 湯快リゾート 山中温泉　よしのや依緑園〈会席〉 922-0129 石川県加賀市山中温泉南町ニ-5 0570-550-078 https://yukai-r.jp/hotel/

石川 湯快リゾート 片山津温泉　矢田屋松濤園〈会席〉 922-0412 石川県加賀市片山津温泉セ1-1 0570-550-392 https://yukai-r.jp/hotel/

福井 休暇村 越前三国 913-0065 福井県坂井市三国町崎 0776-82-7400

福井 日本ペンション協会 ペンションシャロット 913-0065 福井県坂井郡三国町崎 34 0776-82-5481

福井 マイステイズホテル 亀の井ホテル  福井 918-8026 福井県福井市渕町43-17 0776-36-5793

福井 湯快リゾート あわら温泉　青雲閣 910-4103 福井県あわら市二面68-1 0570-550-078 https://yukai-r.jp/hotel/

岐阜 日本ペンション協会 ペンションココット 506-0035 岐阜県高山市新宮町 3445 0577-34-5510

岐阜 セラヴィリゾート泉郷 高山わんわんパラダイス 506-2252 岐阜県高山市丹生川町久手470-1 0577-79-2231 050-5846-1234

岐阜 湯快リゾート 下呂温泉　下呂彩朝楽　本館 509-2206 岐阜県下呂市幸田1605 0570-550-078 https://yukai-r.jp/hotel/

岐阜 湯快リゾート 下呂温泉　下呂彩朝楽　別館 509-2207 岐阜県下呂市湯之島535 0570-550-078 https://yukai-r.jp/hotel/

岐阜 湯快リゾート 恵那峡温泉　恵那峡国際ホテル 509-7201 岐阜県恵那市大井町2709-399 0570-550-078 https://yukai-r.jp/hotel/

4



保養施設一覧 2023/5/19現在

都道府県 グループ 施設名 郵便番号 住所 電話 予約センター

静岡 星野リゾート 星野リゾート　界　熱海（旧：蓬莱） 413-0002 静岡県熱海市伊豆山750-6 0557-80-5151

静岡 星野リゾート 星野リゾート　ヴィラ･デル･ソル 413-0002 静岡県熱海市伊豆山759 0557-80-2020

静岡 星野リゾート 星野リゾート　界　伊東（旧：いづみ荘） 414-0016 静岡県伊東市岡広町2-21 0557-37-4180

静岡 星野リゾート 星野リゾート　アンジン 414-0023 静岡県伊東市渚町5-12 0557-37-3111

静岡 星野リゾート 星野リゾート　遠州 431-1209 静岡県浜松市西区館山寺町399-1 053-487-0124

静岡 星野リゾート 星野リゾート　リゾナーレ熱海 413-0026 静岡県熱海市水口町 050-3786-0055

静岡 休暇村 南伊豆 415-0192 静岡県賀茂郡南伊豆町湊 0558-62-0535

静岡 休暇村 富士 418-0107 静岡県富士宮市佐折634 0544-54-5200

静岡 日本ペンション協会 のんびりペンションぴっころ 413-0232 静岡県伊東市八幡野 1240-104 0557-51-2777

静岡 日本ペンション協会 ペンション多々戸浜 415-0028 静岡県下田市吉佐美 42-1 0558-22-3144

静岡 セラヴィリゾート泉郷 ホテルアンビエント伊豆高原 413-0235 静岡県伊東市大室高原3-490 0557-51-1666 050-5846-1234

静岡 セラヴィリゾート泉郷 伊豆高原わんわんパラダイス（ホテルアンビエント伊豆高原アネックス） 413-0235 静岡県伊東市大室高原8丁目 0557-51-5111 050-5846-1234

静岡 セラヴィリゾート泉郷 浜名湖グランドホテルさざなみ館 431-1209 静岡県浜松市館山寺町260-1 053-487-3373 050-5846-1234

静岡 セラヴィリゾート泉郷 Wan's Resort 城ヶ崎 413-0232 静岡県伊東市八幡野1092-2 050-5846-1234

静岡 センポス やいづマリンパレス 425-0022 静岡県焼津市本町1-6-3 054-629-1011

静岡 マイステイズホテル 亀の井ホテル  熱海 413-0016 静岡県熱海市水口町2-12-3 0557-83-6111

静岡 マイステイズホテル 亀の井ホテル  熱海　別館 413-0016 静岡県熱海市水口町2-13-77 0557-83-6111

静岡 マイステイズホテル 亀の井ホテル  伊豆高原 413-0232 静岡県伊東市八幡野1104-5 0557-51-4400

静岡 マイステイズホテル 亀の井ホテル  焼津 425-8533 静岡県焼津市浜当目1375-2 054-627-0661

静岡 国民宿舎協会 伊豆まつざき荘 410-3624 静岡県賀茂郡松崎町江奈210-1 0558-42-0450

静岡 国民宿舎協会 奥浜名湖 431-1305 静岡県浜松市北区細江町気賀1023-1 053-522-1115

愛知 休暇村 伊良湖 441-3615 愛知県田原市中山町 0531-35-6411

愛知 休暇村 茶臼山高原 449-0405 愛知県北設楽郡豊根村 0536-87-2334

愛知 マイステイズホテル 亀の井ホテル  知多美浜 470-3233 愛知県知多郡美浜町奥田砂原39 0569-87-1511

三重 日本ペンション協会 クスダペンション 517-0005 三重県鳥羽市坂手町 1072 0599-26-2857

三重 セラヴィリゾート泉郷 ホテルアルティア鳥羽 517-0012 三重県鳥羽市安楽島町1061-9 0599-25-7711 050-5846-1234

三重 セラヴィリゾート泉郷 鳥羽わんわんパラダイス 517-0015 三重県鳥羽市小浜町272 0599-25-7000 050-5846-1234

三重 セラヴィリゾート泉郷 松坂わんわんパラダイスホテル 515-1615 三重県松阪市飯高町森2296-1 1598-45-0003 050-5846-1234

三重 マイステイズホテル 亀の井ホテル  鳥羽 517-0021 三重県鳥羽市安楽島町1200-7 0599-25-4101

三重 湯快リゾート 伊勢・志摩　鳥羽彩朝楽〈プレミアム〉 517-0015 三重県鳥羽市小浜町城山610 0570-550-078 https://yukai-r.jp/hotel/

三重 湯快リゾート 伊勢・志摩　志摩彩朝楽 517-0502 三重県志摩市阿児町神明687-2 0570-550-078 https://yukai-r.jp/hotel/

滋賀 休暇村 近江八幡 523-0801 滋賀県近江八幡市沖島町宮ヶ浜 0748-32-3138

滋賀 日本ペンション協会 ファミリーペンションいぶき 521-0312 滋賀県米原市上野伊吹山登山口 0749-58-1323

滋賀 マイステイズホテル 亀の井ホテル  彦根 522-0002 滋賀県彦根市松原町3759 0749-22-8090

京都 星野リゾート 星野リゾート　ロテルド比叡 606-0000 京都府京都市左京区比叡山一本杉 050-3786-0022

京都 星野リゾート 星野リゾート　OMO５　京都三条 604-8005 京都府京都市中京区恵比須町434-1

京都 星野リゾート 星野リゾート　OMO3　京都東寺 601-8414 京都府京都市南区西九条蔵王町11-6

大阪 マイステイズホテル 亀の井ホテル  富田林 584-0053 大阪府富田林市龍泉880-1 0721-33-0700
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兵庫 グランドニッコー淡路 グランドニッコー淡路 656-2306 兵庫県淡路市夢舞台2 0799-74-1111

兵庫 休暇村 南淡路 656-0503 兵庫県南あわじ市福良 0799-52-0291

兵庫 休暇村 竹野海岸 669-6201 兵庫県豊岡市竹野町竹野 0796-47-1511

兵庫 日本ペンション協会 ペンション山一屋 656-2401 兵庫県淡路市淡路町岩屋 2593-2 0799-72-5539

兵庫 セラヴィリゾート泉郷 アオノスポーツホテル（2023/11/30まで） 675-2412 兵庫県加西市鍛冶屋町字ダラメ638番地 0790-45-1845 050-5846-1234

兵庫 セラヴィリゾート泉郷 ネスタリゾート神戸　ホテルザ・パヴォーネ 673-0703 兵庫県三木市細川町垂穂894-60 050-5846-1234

兵庫 マイステイズホテル 亀の井ホテル  有馬 651-1401 兵庫県神戸市北区有馬町1617-1 078-904-0951

兵庫 マイステイズホテル 亀の井ホテル  赤穂 678-0215 兵庫県赤穂市御崎883-1 0791-43-7501

兵庫 マイステイズホテル 亀の井ホテル  淡路島 656-1711 兵庫県淡路市富島824 0799-82-1073

兵庫 国民宿舎協会 慶野松原荘 656-0304 兵庫県南あわじ市松帆古津路970-67 0799-36-3391

兵庫 湯快リゾート 湯村温泉　三好屋 669-6821 兵庫県美方郡新温泉町湯1671-3 0570-550-078 https://yukai-r.jp/hotel/

奈良 セラヴィリゾート泉郷 吉野山竹林院群芳園 639-3115 奈良県吉野郡吉野町大字吉野山2142 0746-32-8081 050-5846-1234

奈良 マイステイズホテル 亀の井ホテル  大和平群 636-0905 奈良県生駒郡平群町上庄2-16-1 0745-45-0351

奈良 マイステイズホテル 亀の井ホテル  奈良 630-8002 奈良県奈良市二条町3-9-1 0742-33-2351

和歌山 休暇村 紀州加太 640-0102 和歌山県和歌山市深山483 073-459-0321

和歌山 休暇村 南紀勝浦 649-5312 和歌山県東牟婁郡那智勝浦町宇久井 0735-54-0126

和歌山 マイステイズホテル 亀の井ホテル  紀伊田辺 646-8501 和歌山県田辺市目良24-1 0739-24-2900

和歌山 国民宿舎協会 紀州路みなべ 645-0004 和歌山県日高郡みなべ町埴田1540 0739-72-3939

和歌山 湯快リゾート 南紀勝浦温泉　越之湯〈プレミアム〉 649-5336 和歌山県東牟婁郡那智勝浦町湯川1108 0570-550-078 https://yukai-r.jp/hotel/

和歌山 湯快リゾート 南紀白浜温泉　ホテル千畳〈プレミアム〉 649-2211 和歌山県西牟婁郡白浜町1680-1 0570-550-078 https://yukai-r.jp/hotel/

和歌山 湯快リゾート 南紀白浜温泉　白浜御苑〈プレミアム〉 649-2211 和歌山県西牟婁郡白浜町1011 0570-550-078 https://yukai-r.jp/hotel/

和歌山 湯快リゾート 南紀白浜温泉　白浜彩朝楽〈プレミアム〉 649-2211 和歌山県西牟婁郡白浜町3753 0570-550-078 https://yukai-r.jp/hotel/

鳥取 休暇村 奥大山（旧：大山鏡ヶ成） 689-4424 鳥取県日野郡江府町御机709-1 0859-75-2300

鳥取 日本ペンション協会 ペンションわくわく村 689-3319 鳥取県西伯郡大山町あけまの森 313-11 0859-53-8600

鳥取 国民宿舎協会 山紫苑 689-0425 鳥取県鳥取市鹿野町今市972-1 0857-84-2211

鳥取 国民宿舎協会 水明荘 689-0713 鳥取県東伯郡湯梨浜町大字旭132番地 0858-32-0411

鳥取 湯快リゾート 皆生温泉　かいけ彩朝楽 683-0001 鳥取県米子市皆生温泉4-29-11 0570-550-078 https://yukai-r.jp/hotel/

鳥取 湯快リゾート 三朝温泉　斉木別館〈会席〉 682-0122 鳥取県東伯郡三朝町山田70 0570-550-391 https://yukai-r.jp/hotel/

島根 星野リゾート 星野リゾート　界　出雲（旧：有楽） 699-0201 島根県松江市玉湯町玉造1237 0852-62-0211

島根 国民宿舎協会 清嵐荘 690-2314 島根県雲南市吉田町川手161-4 0854-75-0031

島根 国民宿舎協会 千畳苑 697-0006 島根県浜田市下府町2164 0855-28-1255

岡山 日本ペンション協会 ペンションクロワッサン 701-4303 岡山県瀬戸内市牛窓町鹿忍ﾍﾟﾝｼｮﾝ村 0869-34-2929

岡山 日本ペンション協会 ペンションくろしお丸 701-4303 岡山県瀬戸内市牛窓町鹿忍 6550 0869-34-5755

岡山 国民宿舎協会 良寛荘 713-8123 岡山県倉敷市玉島柏島478 086-522-5291

岡山 湯快リゾート 湯原温泉　輝乃湯 717-0406 岡山県真庭市豊栄1429-2 0570-550-078 https://yukai-r.jp/hotel/

広島 休暇村 大久野島 729-2311 広島県竹原市忠海町大久野島 0846-26-0321

広島 休暇村 帝釈峡 729-5132 広島県庄原市東城町三坂 08477-2-3110

広島 セラヴィリゾート泉郷 安芸グランドホテル　　 739-0412 広島県廿日市市宮島口西1-1-17 0829-56-0111 050-5846-1234
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広島 国民宿舎協会 野呂高原ロッジ 737-2631 広島県呉市川尻町板休5502番地37 0823-87-2390

広島 国民宿舎協会 みやじま杜の宿 739-0588 広島県廿日市市宮島町大元公園内 0829-44-0430

広島 国民宿舎協会 湯来ロッジ 738-0721 広島県広島市佐伯区湯来町多田2563-1 0829-85-0111

山口 星野リゾート 星野リゾート　界　長門 759-4103 山口県長門市深川湯本2229-1

山口 マイステイズホテル 亀の井ホテル  せとうち光 743-0005 山口県光市室積東ノ庄31-1 0833-78-1515

山口 国民宿舎協会 あいお荘 754-1101 山口県山口市秋穂東768-13 083-984-2201

山口 国民宿舎協会 海峡ビューしものせき 751-0813 山口県下関市みもすそ川町3-58 083-229-0117

徳島 日本ペンション協会 渚のペンションししくい 775-0501 徳島県海部郡海陽町鹿久居浜  0884-76-2130

香川 休暇村 讃岐五色台 762-0015 香川県坂出市大屋冨町 0877-47-0231

香川 セラヴィリゾート泉郷 ホテルオリビアン小豆島　 761-4142 香川県小豆郡土庄町屋形崎甲63-1 0980-82-0800 050-5846-1234

香川 マイステイズホテル 亀の井ホテル　観音寺 768-0031 香川県観音寺市池之尻町1101-4 0875-27-6161

香川 国民宿舎協会 クアパーク津田 769-2401 香川県さぬき市津田町松原地内 0879-42-2521

愛媛 休暇村 瀬戸内東予 799-1303 愛媛県西条市河原津 0898-48-0311

愛媛 湯快リゾート 道後温泉　道後彩朝楽 790-0858 愛媛県松山市道後姫塚112-1 0570-550-078 https://yukai-r.jp/hotel/

高知 マイステイズホテル 亀の井ホテル  高知 781-2128 高知県吾川郡いの町波川1569 088-892-1580

福岡 休暇村 志賀島 811-0325 福岡県福岡市東区大字勝馬1803-1 092-603-6631

福岡 マイステイズホテル 亀の井ホテル  玄界灘 808-0123 福岡県北九州市若松区大字有毛2829 093-741-1335

福岡 マイステイズホテル 亀の井ホテル  柳川 832-0057 福岡県柳川市弥四郎町10-1 0944-72-6295

福岡 国民宿舎協会 池の山荘 834-0201 福岡県八女市星野村10780-58 0943-52-2082

福岡 国民宿舎協会 マリンテラスあしや 807-0141 福岡県遠賀郡芦屋町山鹿1588 093-223-1081

福岡 国民宿舎協会 筑後船小屋公園の宿 833-0015 福岡県筑後市津島2108-1 0942-42-1126

佐賀 湯快リゾート 嬉野温泉　嬉野館 843-0301 佐賀県嬉野市嬉野町下宿乙2091 0570-550-078 https://yukai-r.jp/hotel/

長崎 国民宿舎協会 壱岐島荘 811-5556 長崎県壱岐市勝本町立石西触101 0920-43-0124

長崎 湯快リゾート 平戸千里ヶ浜温泉　ホテル蘭風 859-5132 長崎県平戸市川内町５５ 0570-550-078 https://yukai-r.jp/hotel/

長崎 湯快リゾート 雲仙温泉　雲仙東洋館 854-0621 長崎県雲仙市小浜町雲仙128 0570-550-078 https://yukai-r.jp/hotel/

熊本 休暇村 南阿蘇 869-1602 熊本県阿蘇郡高森町高森3219 0967-62-2111

熊本 グリーンピアセンター グリーンピア南阿蘇 869-1412 熊本県阿蘇郡南阿蘇村大字久石4411-9 0967-67-2131

熊本 マイステイズホテル 亀の井ホテル  阿蘇 869-2612 熊本県阿蘇市一の宮町宮地5936 0967-22-1122

熊本 国民宿舎協会 通潤山荘 861-3661 熊本県上益城郡山都町長原192‐1 0967-72-1161

大分 星野リゾート 星野リゾート　界　阿蘇 879-4912 大分県玖珠郡九重町湯坪瀬の本628-6 050-3786-0099

大分 星野リゾート 星野リゾート　界　別府 874-0920 大分県別府市北浜2-14-29 0570-073-011
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