
旅コンシェルお勧め GO TO トラベル対象ホテル
都道府県 エリア ホテル 住所
北海道 小樽/キロロ 蔵群 〒047-0154　北海道小樽市朝里川温泉2-685
北海道 小樽/キロロ キロロトリビュートポートフォリオホテル北海道 〒046-0593　北海道余市郡赤井川常盤128-1
北海道 小樽/キロロ ホテル・トリフィート小樽運河 〒047-0031 北海道小樽市色内1-5-7
北海道 小樽/キロロ シェラトン北海道キロロリゾート 〒046-0593　北海道余市郡赤井川村常盤650
北海道 函館 フォーポイントバイシェラトン函館  〒040-0063　北海道函館市若松町14-10
北海道 函館 旅館　一乃松 〒042-0932　北海道函館市湯川町1-3-17
北海道 函館 HAKODATE男爵倶楽部 ホテル＆リゾーツ 〒040-0064　北海道函館市大手町22-10
北海道 函館 ホテル函館ロイヤル 〒040-0034　北海道函館市大森町16-9
北海道 函館 函館大沼プリンスホテル 〒041-1392　北海道亀田郡七飯町西大沼温泉
北海道 函館 望楼NOGUCHI函館 〒042-0932　北海道函館市湯川町1-17-22
北海道 函館 ラビスタ函館ベイ 〒040-0065　北海道函館市豊川町12-6
北海道 函館 HAKODATE海峡の風 〒042-0932　北海道函館市湯川町1-18-15
山形県 天童 天童荘 〒994-0024　山形県天童市鎌田2-2-18
山形県 天童 天童ホテル 〒994-0025 山形県天童市鎌田本町2-1-3
群馬県 草津 お宿　木の葉 〒377-1711　群馬県吾妻郡草津町大字草津白根464-214
群馬県 草津 草津ホテル 〒377-1711　群馬県吾妻郡草津町草津479
東京都 大手町 星のや東京 〒100-0004　東京都千代田区大手町1-9-1
東京都 丸の内 フォーシーズンズホテル東京丸の内 〒100-6277 東京都千代田区丸の内1-11-1パシフィックセンチュリープレイス丸の内
東京都 日本橋 マンダリンオリエンタル東京 〒103-8328　東京都中央区日本橋室町2-1-1
東京都 有楽町 ペニンシュラ東京 〒100-0006　東京都千代田区有楽町1-8-1
東京都 銀座 ロイヤルパーク東京汐留 〒105-8333 東京都港区東新橋1-6−3
東京都 銀座 コンラッド東京 〒105-7337　東京都港区東新橋1-9-1
東京都 銀座 第一ホテル東京 〒105-8621　東京都港区新橋1-2-6
東京都 新宿 パーク　ハイアット　東京 〒 163-1055　東京都西新宿3-7-1-2
東京都 新宿 ハイアットリージェンシー　東京 〒160-0023　東京都新宿区西新宿2-7-2
東京都 品川 ストリングスホテル東京　インターコンチネンタル 〒108-8282　東京都港区港南2-16-1 品川イーストワンタワー26F-32F
東京都 品川 ザ　プリンスさくらタワー東京 〒108-8612　東京都港区高輪 3-13-1
東京都 虎ノ門 アンダーズ東京　虎ノ門ヒルズ 〒105-0001　東京都港区虎ノ門1-23-4 虎ノ門ヒルズ 森タワー
東京都 新宿 ヒルトン東京 〒160-0023　東京都新宿区西新宿6-6-2
東京都 お台場 ヒルトン東京　お台場 〒135-8625 東京都港区台場1-9-1
千葉県 南房総 海の湯宿　花しぶき 〒294-0302　千葉県館山市塩見233-4
千葉県 南房総 休暇村 館山 〒294-0305　千葉県館山市見物725

神奈川県 箱根 富士屋ホテル 〒250-0404　神奈川県足柄下郡箱根町宮ノ下359
神奈川県 箱根 ハイアットリージェンシー箱根　リゾート&スパ 〒250-0408　神奈川県足柄下郡箱根町強羅1320 
神奈川県 箱根 山のホテル 〒250-0522　神奈川県足柄下郡箱根町元箱根80
神奈川県 箱根 箱根ハイランドホテル 〒250-0631　神奈川県足柄下郡箱根町仙石原品の木 940
神奈川県 箱根 仙郷楼 〒250-0631　神奈川県足柄下郡箱根町仙石原1284
神奈川県 箱根 強羅環翠楼 〒250-0408　神奈川県足柄下郡箱根町強羅1300
神奈川県 箱根 箱根　翠松園 〒250-0406　神奈川県足柄下郡箱根町小涌谷519-9
神奈川県 箱根 箱根強羅　白檀 〒250-0407　神奈川県足柄下郡箱根町二ノ平1297-5

https://hoshinoya.com/tokyo/
https://www.hankyu-hotel.com/hotel/dh/dhtokyo
https://www.the-royalpark.jp/the/tokyoshiodome/
https://www.fourseasons.com/jp/tokyo/
https://www.hiltonodaiba.jp/
https://www.hyatt.com/ja-JP/hotel/japan/hyatt-regency-tokyo/tyoty
https://www.princehotels.co.jp/sakuratower/
https://www.mandarinoriental.co.jp/tokyo/nihonbashi/luxury-hotel
https://www.hiltontokyo.jp/
https://www.andaztokyo.jp/restaurants/jp/
https://intercontinental-strings.jp/jp
https://www.hyatt.com/ja-JP/hotel/japan/park-hyatt-tokyo/tyoph
https://www.conradtokyo.co.jp/
https://www.peninsula.com/ja/tokyo/5-star-luxury-hotel-ginza
https://www.byakudan.co.jp/
https://www.hakonesuishoen.jp/
https://gourakansuirou.co.jp/
https://senkyoro.co.jp/
https://www.hakone-highlandhotel.jp/
https://www.hakone-hoteldeyama.jp/
https://www.hyatt.com/ja-JP/hotel/japan/hyatt-regency-hakone-resort-and-spa/hakhr
https://www.fujiyahotel.jp/
https://www.qkamura.or.jp/tateyama/
http://hanashibuki.com/
http://www.kusatsuhotel.com/
https://www.hotespa.net/hotels/konoha/
https://www.tendohotel.co.jp/
https://www.tendoso.jp/
https://hakodate-uminokaze.com/
https://www.hotespa.net/hotels/lahakodate/
https://www.bourou-hakodate.com/
https://www.princehotels.co.jp/hakodate/plan/all/
https://www.hotel-hakodate-royal.com/
https://danshaku-club.com/
http://www.ichinomatsu.co.jp/
https://www.marriott.co.jp/hotels/travel/hkdfp-four-points-hakodate/
https://www.marriott.co.jp/hotels/travel/hkdsi-sheraton-hokkaido-kiroro-resort/
https://torifito.jp/otarucanal/
https://www.kirorohokkaido.com/
https://www.kuramure.com/


神奈川県 箱根 あうら橘 〒250-0311　神奈川県足柄下郡箱根町湯本574
神奈川県 箱根 箱根仙石原プリンスホテル 〒250-0631　神奈川県足柄下郡箱根町仙石原1246
神奈川県 箱根 龍宮殿 〒250-0522 神奈川県足柄下郡箱根町元箱根139
神奈川県 箱根 ホテルマロウド箱根 〒250-0408 神奈川県足柄下郡箱根町強羅1320
神奈川県 箱根 箱根料理宿　弓庵 〒250-040　神奈川県足柄下郡箱根町ニノ平1297-248
神奈川県 箱根 ひらまつホテルズ&リゾーツ　仙石原 〒250-0631　神奈川県足柄下郡箱根町仙石原 1245-337
神奈川県 箱根 箱根　翡翠 〒250-0631　神奈川県足柄下郡箱根町仙石原837
神奈川県 箱根 強羅花扇　円かの杜 〒250-0408　神奈川県足柄下郡箱根町強羅1300-681
静岡県 修善寺 あさば 〒410-2416　静岡県伊豆市修善寺3450-1
静岡県 修善寺 嵯峨沢館 〒410-3209 静岡県伊豆市門野原400-1
静岡県 修善寺 水庭の旅籠　すみよし館 〒410-2201　静岡県伊豆の国市古奈1149-1
静岡県 修善寺 ブリーズベイ　修善寺ホテル 〒410-2416　静岡県伊豆市修善寺3431
静岡県 修善寺 御宿　さか屋 〒 410-3208　静岡県伊豆市吉奈101
静岡県 伊東 赤沢温泉郷 〒413-0233　静岡県伊東市赤沢字浮山163-1
静岡県 伊東 陽気館 〒414-0015　静岡県伊東市末広町2-24
静岡県 伊東 お宿 うち山 〒413-0235　静岡県伊東市大室高原2-716
石川県 金沢 金沢茶屋 〒920-0853　石川県金沢市本町2-17-21
石川県 金沢 金城樓 〒920-0911　石川県金沢市橋場町2-23
石川県 金沢 金沢白鳥路ホテル 〒920-0937　石川県金沢市丸の内6-3
福井県 あわら まつや千千 〒910-4196　福井県あわら市舟津31-24
福井県 あわら グランディア芳泉 〒910-4193　福井県あわら市舟津43-26
三重県 志摩 志摩観光ホテル　ザ　ベイスイート 〒517－0502　三重県志摩市阿児町神明731
三重県 志摩 都リゾート 志摩 ベイサイドテラス 〒517-050　三重県志摩市阿児町鵜方3618-33
三重県 志摩 ホテル＆リゾーツ 伊勢志摩 〒517-0204　三重県志摩市磯部町的矢字笠取939-6

和歌山県 那智勝浦 ホテルなぎさや 〒649-5336　和歌山県東牟婁郡那智勝浦町大字湯川
和歌山県 那智勝浦 万清楼 〒649-5334　和歌山県東牟婁郡那智勝浦町勝浦448
和歌山県 那智勝浦 陽いずる紅の宿　勝浦観光ホテル 〒649-5331　和歌山県東牟婁郡那智勝浦町天満1530
和歌山県 那智勝浦 花游 〒649-5171　和歌山県東牟婁郡太地町くじら浜公園
兵庫県 淡路島 グランシャリオ北斗七星135° 〒656-2301　兵庫県淡路市楠本2425-2
兵庫県 淡路島 ホテルニューアワジ 〒656-0023 兵庫県洲本市小路谷20番地
兵庫県 淡路島 ウェスティンホテル淡路　リゾートアンドカンファレンスセンター 〒656-2306　兵庫県淡路市夢舞台2番地
兵庫県 淡路島 淡路インターナショナルホテル　ザ　サンプラザ 〒656-0023　兵庫県洲本市小路谷1279-13
兵庫県 淡路島 海月館 〒656-0022　兵庫県洲本市海岸通1-3-11
香川県 琴平 湯元こんぴら温泉華の湯　紅梅亭 〒766-0001　香川県仲多度郡琴平町556-1
香川県 琴平 琴平グランドホテル　桜の抄 〒766-0001　香川県仲多度郡琴平町977-1
香川県 琴平 ことひら温泉　琴参閣 〒766-0001　香川県仲多度郡琴平町685-11
愛媛県 松山 大和屋本店 〒790-0842　愛媛県松山市道後湯之町20-8
愛媛県 松山 大和屋別荘 〒790-0836　愛媛県松山市道後鷺谷町2-27
愛媛県 松山 道後温泉　八千代 〒790-0841　愛媛県松山市道後多幸町6-34
大分県 別府 ホテル＆リゾーツ 別府湾 〒879-1508　大分県速見郡日出町平道入江1825
大分県 別府 ANAインターコンチネンタル別府リゾート＆スパ 〒874-0000　大分県別府市大字鉄輪499-18
大分県 別府 杉乃井ホテル 〒874-0822　大分県別府市観海寺１
大分県 別府 ホテル　うみね 〒874-0920　大分県別府市北浜3-8-3

https://www.oyado-uchiyama.com/
https://www.yokikan.co.jp/
https://www.izuakazawa.jp/
http://umine.jp/
https://www.suginoi-hotel.com/
https://anaicbeppu.com/
https://www.daiwaresort.jp/beppu/index.html
http://www.e-yachiyo.co.jp/
https://yamatoyabesso.com/
https://www.yamatoyahonten.com/
https://www.kotosankaku.jp/
https://www.sakuranosho.jp/
https://www.koubaitei.jp/
https://www.kaigetsu.jp/
https://www.the-sunplaza.co.jp/
https://www.westin-awaji.com/
https://www.newawaji.com/
https://awaji-grandchariot.com/
http://www.hana-kayuu.com/
https://www.katuurakankohotel.co.jp/
http://www.urashimachain.co.jp/manseiro/
https://nagisaya.com/
https://www.daiwaresort.jp/ise/index.html
https://www.miyakohotels.ne.jp/bayside-terrace/index.html
https://www.miyakohotels.ne.jp/shima/room/thebaysuites/index.html
https://www.g-housen.co.jp/
https://matuyasensen.co.jp/
https://sanraku.premierhotel-group.com/kanazawa/
http://www.kinjohro.co.jp/
https://www.chayaryokan.co.jp/
https://www.yoshina-sakaya.co.jp/
https://breezbay-group.com/shuzenji/index.html
http://www.spasumiyosikan.jp/
https://www.sagasawakan.com/
http://www.asaba-ryokan.com/
https://gorahanaougi.com/
https://www.resorthotels109.com/hakone-hisui/
https://www.hiramatsuhotels.com/sengokuhara/
http://kyuan.jp/
https://www.marroad.jp/hakone/
https://www.princehotels.co.jp/ryuguden/
https://www.princehotels.co.jp/hakone-sengokuhara/
https://www.aura-tachibana.com/


大分県 別府 別邸　はる樹 〒874-0920　大分県別府市新別府4組
大分県 別府 旅亭　松葉屋 〒874-0822　大分県別府市観海寺3
大分県 別府 別府yuya 〒874-0831　大分県別府市堀田4組1
大分県 別府 ホテル山水館 〒874-0844　大分県別府市鶴見628-1
大分県 別府 ガハマ　テラス 〒874-0023　大分県別府市上人ヶ浜5-32
大分県 別府 山荘　神和苑 〒874-0000　大分県別府市鉄輪345

鹿児島県 指宿 指宿　白水館 〒891-0404　鹿児島県指宿市東方12126-12
鹿児島県 指宿 こらんの湯　錦江楼 〒891-0311　鹿児島県指宿市西方4507
鹿児島県 指宿 指宿海上ホテル 〒891-0403　鹿児島県指宿市十二町3750
沖縄県 宮古島 ザ　シギラ 〒906-0202　沖縄県宮古島市上野新里1405-3
沖縄県 宮古島 シギラベイサイドスイート アラマンダ 〒906-0202　沖縄県宮古島市上野新里926-25
沖縄県 宮古島 ホテルブリーズベイマリーナ 〒906-0203　沖縄県宮古島市上野字宮国784-1
沖縄県 宮古島 宮古島東急ホテル＆リゾーツ 〒906-0305　沖縄県宮古島市下地字与那覇914
沖縄県 宮古島 イラフSUIラグジュアリーコレクションホテル 沖縄宮古 〒906-0503　沖縄県宮古島市伊良部字伊良部818-5

https://www.suihotels.com/iraphsui-miyako_okinawa/
https://www.tokyuhotels.co.jp/miyakojima-h/index.html
https://www.nanseirakuen.com/bbm/
https://www.nanseirakuen.com/allamanda/
https://www.nanseirakuen.com/shigira/
http://kaijyohotel.co.jp/
https://www.kinkouroh.co.jp/
http://www.hakusuikan.co.jp/
http://www.kannawaen.jp/
https://gahamaterrace.com/
http://0977663211.com/
https://www.beppu-kaizan.com/
https://matsubaya.cc/
https://e-haruki.jp/

