
指定宿泊施設

チェーン 施設名 新規 郵便番号 都道府県 所在地 電話

福岡ガーデンパレス 810-0001 福岡県 福岡市中央区天神4-8-15 092-713-1112

アークホテルロイヤル福岡天神 810-0001 福岡県 福岡市中央区天神3-13-20 092-724-2222

福岡東映ホテル ○ 810-0011 福岡県 福岡市中央区高砂1-1-23 092-524-2121

博多グリーンホテル天神 810-0041 福岡県 福岡市中央区大名2-9-11 092-722-3636

プラザホテルプルミエ 810-0041 福岡県 福岡市中央区大名1-14-13 092-734-7600

ホテルニューオータニ博多 810-0004 福岡県 福岡市中央区渡辺通1-1-2 092-715-2000

西鉄グランドホテル 810-8587 福岡県 福岡市中央区大名2-6-60 092-781-0711

ヒルトン福岡シーホーク 810-8650 福岡県 福岡市中央区地行浜2-2-3 092-844-7890

シーサイドホテルツインズももち 814-0001 福岡県 福岡市早良区百道浜1-7-4 092-822-5001

博多グリーンホテルアネックス 812-0012 福岡県 福岡市博多区博多駅中央街4-32 092-451-4112

博多グリーンホテル１号館 812-0012 福岡県 福岡市博多区博多駅中央街4-4 092-451-4110

博多グリーンホテル２号館 812-0012 福岡県 福岡市博多区博多駅中央街3-11 092-451-4111

ホテルクリオコート博多 812-0011 福岡県 福岡市博多区博多駅中央街5-3 092-472-1111

冷泉閣ホテル川端 812-0026 福岡県 福岡市博多区上川端町8-21 092-281-1811

プレジデントホテル博多 812-0011 福岡県 福岡市博多区博多駅前1-23-5 092-441-8811

ホテルサンライン福岡博多駅前 812-0011 福岡県 福岡市博多区博多駅前4-11-18 092-409-2121

ホテルリソルトリニティ博多 810-0801 福岡県 福岡市博多区中洲4-4-10 092-282-9269

福岡リーセントホテル 812-0053 福岡県 福岡市東区箱崎2-52-1 092-641-7741

休暇村　志賀島 811-0325 福岡県 福岡市東区勝馬1803-1 092-603-6631

大丸別荘 818-0058 福岡県 筑紫野市湯町1-20-1 092-924-3939

久山温泉ホテル夢家 811-2501 福岡県 糟屋郡久山町大字久原1822 092-976-1800

Royal Hotel 宗像 811-3514 福岡県 宗像市田野1303 0940-62-4111

楠水閣 822-0133 福岡県 宮若市脇田507 0949-54-0123

宿膳八幡屋　満海の湯 811-4201 福岡県 遠賀郡岡垣町原670-6 093-282-0031

国民宿舎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

ハイネスホテル久留米 830-0033 福岡県 久留米市天神町1-6 0942-32-7211

ホテルニュープラザ久留米 830-0031 福岡県 久留米市六ツ門町16-1 0942-33-0010 

六峰舘 838-1514 福岡県 朝倉市杷木久喜宮1840 0946-62-1047

泰泉閣 838-1521 福岡県 朝倉市杷木志波20 0946-62-1140

ホテルパーレンス小野屋 838-1514 福岡県 朝倉市杷木久喜宮1841-1 0946-62-1120

ビューホテル平成 838-1521 福岡県 朝倉市杷木志波203-1 0946-63-3515

咸生閣 839-1304 福岡県 うきは市吉井町千年14-1 0943-75-2121

桑之屋 839-1405 福岡県 うきは市浮羽町古川1099-10 0943-77-2148

ホテルニューガイアオームタガーデン 836-0807 福岡県 大牟田市旭町3-3-3 0944-51-1111

くつろぎの森グリーンピア八女 834-1204 福岡県 八女市黒木町大字木屋10905 0943-42-2400

ビジネスホテルゆくはし 824-0031 福岡県 行橋市西宮市2-20-15 0930-22-1333

プレミアホテル門司港 801-8503 福岡県 北九州市門司区港町9-11 093-321-1111

リーガロイヤルホテル小倉 802-0001 福岡県 北九州市小倉北区浅野2-14-2 093-531-1121

JR九州ステーションホテル小倉 802-0001 福岡県 北九州市小倉北区浅野1-1-1 093-521-5031

サンスカイホテル小倉 802-0038 福岡県 北九州市小倉北区神幸町2-1 093-521-0123

ホテルクラウンパレス小倉 802-0077 福岡県 北九州市小倉北区馬借1-2-1 093-511-4111

ホテルクラウンヒルズ小倉 802-0081 福岡県 北九州市小倉北区紺屋町8-5 093-521-0109

小倉リーセントホテル 803-0811 福岡県 北九州市小倉北区大門1-1-17 093-581-5673

Active Resorts福岡八幡 805-0002 福岡県 北九州市八幡東区枝光1-1-1 093-662-1020

千草ホテル 805-0061 福岡県 北九州市八幡東区西本町1-1-1 093-671-1131

ホテルクラウンパレス北九州 806-8585 福岡県 北九州市八幡西区東曲里町3-1 093-631-1111

北九州ハイツ 807-0841 福岡県 北九州市八幡西区的場町1-1 093-631-5582

グランデはがくれ 840-0815 佐賀県 佐賀市天神2-1-36 0952-25-2212

ホテルニューオータニ佐賀 840-0047 佐賀県 佐賀市与賀町1-2 0952-23-1111

ホテル龍登園 840-0203 佐賀県 佐賀市大和町大字梅野120 0952-62-3111

ＯＮＣＲＩ　古湯温泉おんくり 840-0501 佐賀県 佐賀市富士町大字古湯556 0952-51-8111

唐津シーサイドホテル 847-0017 佐賀県 唐津市東唐津4-182 0955-75-3200

Hotel&Resorts SAGA-KARATSU 847-0017 佐賀県 唐津市東唐津4-9-20 0955-72-0115

武雄センチュリーホテル 843-0022 佐賀県 武雄市武雄町武雄4075-13 0954-22-2200

ホテル桜 843-0301 佐賀県 嬉野市嬉野町大字下宿乙1021 0954-42-3000

和多屋別荘 843-0301 佐賀県 嬉野市嬉野町大字下宿乙738 0954-42-0210
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茶心の宿　和楽園 843-0302 佐賀県 嬉野市嬉野町大字下野甲33 0954-43-3181

初音荘新館 843-0304 佐賀県 嬉野市嬉野町岩屋川内甲340-1 0954-43-3238

セントヒル長崎 850-0052 長崎県 長崎市筑後町4-10 095-822-2251

ホテルクオーレ長崎駅前 ○ 850-0057 長崎県 長崎市大黒町7-3 095-895-5773

矢太楼 850-0803 長崎県 長崎市風頭町2-1 095-822-8166

長崎バスターミナルホテル 850-0842 長崎県 長崎市新地町1-14 095-821-4111

ホテルニュータンダ 850-0843 長崎県 長崎市常盤町2-24 095-827-6121

ホテルベルビュー長崎出島 ○ 850-0861 長崎県 長崎市江戸町1-20 095-895-5775

ホテルモントレ長崎 ○ 850-0918 長崎県 長崎市大浦町1-22 095-827-7111

野母崎炭酸温泉Ａｌｅｇａ軍艦島 851-0505 長崎県 長崎市野母町692-1 095-893-1133

いこいの村長崎 ○ 859-0125 長崎県 諫早市高来町善住寺1080 0957-32-2902

大村セントラルホテル 856-0826 長崎県 大村市東三城18-13 0957-54-7111

長崎インターナショナルホテル ○ 856-0827 長崎県 大村市水主町1-973-1 0957-52-1111

ホテル南風楼 855-0802 長崎県 島原市弁天町2-7331-1 0957-62-5111

東洋九十九ベイホテル 855-0864 長崎県 島原市秩父が浦町丁3552-53 0957-62-3111

雲仙湯元ホテル 854-0621 長崎県 雲仙市小浜町雲仙316 0957-73-3255

有明ホテル 854-0621 長崎県 雲仙市小浜町雲仙380 0957-73-3206

国民宿舎　青雲荘 ○ 854-0621 長崎県 雲仙市小浜町雲仙500-1 0957-73-3273

うぐいすや旅館 854-0514 長崎県 雲仙市小浜町北本町905-35 0957-74-2281

休暇村　雲仙 854-0501 長崎県 雲仙市小浜町大字山畑字岩上3953 0957-74-9131

佐世保ワシントンホテル ○ 857-0834 長崎県 佐世保市潮見町12-7 0956-32-8011

ホテルリソル佐世保 857-0862 長崎県 佐世保市白南風町8-17 0956-24-9269

セントラルホテル佐世保 857-0872 長崎県 佐世保市上京町3-2 0956-25-0001

ホテルオークラＪＲハウステンボス 859-3296 長崎県 佐世保市ハウステンボス町10 0956-58-7111

山暖簾 859-6403 長崎県 佐世保市世知原町上野原316 0956-76-2900

国民宿舎　くじゃく荘 ○ 859-3618 長崎県 東彼杵郡川棚町小串郷272 0956-82-2661

旗松亭 859-5102 長崎県 平戸市大久保町2520 0950-22-3191

ホテル彩陽WAKIGAWA 859-5121 長崎県 平戸市岩の上町1123-1 0950-23-2488

ホテルステラコート太安閣 811-5133 長崎県 壱岐市郷ノ浦町本村触760-1 0920-47-3737

水前寺共済会館グレーシア 862-0950 熊本県 熊本市中央区水前寺1-33-18 096-383-1281

富士ホテル 861-0515 熊本県 山鹿市昭和町506 0968-43-4146

清流荘　鹿門亭・水鏡庵 861-0501 熊本県 山鹿市山鹿1768 0968-43-2101

ホテルヴェルデ 864-0012 熊本県 荒尾市本井手1584-24（グリーンランド） 0968-66-3939

ホテルセキア 861-0804 熊本県 玉名郡南関町セキアヒルズ 0968-69-6111

菊池グランドホテル 861-1331 熊本県 菊池市隈府1144-2 0968-25-3111

つえたて温泉ひぜんや 869-2503 熊本県 阿蘇郡小国町下城4223 0967-48-0141

ひぜんや和風別館杖立渓流の宿大自然 869-2503 熊本県 阿蘇郡小国町下城4205 0967-48-0041

黒川荘 869-2402 熊本県 阿蘇郡南小国町満願寺6755-1 0967-44-0211

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

阿蘇ホテル ○ 869-2301 熊本県 阿蘇市内牧99 0967-32-0008

阿蘇プラザホテル 869-2301 熊本県 阿蘇市内牧1287 0967-32-0711

阿蘇の司ビラパークホテル＆スパリゾート 869-2225 熊本県 阿蘇市黒川1230 0967-34-0811

丸恵本館 ○ 868-0001 熊本県 人吉市鍛冶屋町 18      0966-22-2291

鍋屋本館 868-0004 熊本県 人吉市九日町22-2 0966-22-3131

松島観光ホテル岬亭 861-6102 熊本県 上天草市松島町合津4710 0969-56-1188

コモドホテルOITA 870-0026 大分県 大分市金池町1-2-1 097-514-4000

ホテル日航大分　オアシスタワー 870-0029 大分県 大分市高砂町2-48 097-533-4411

ダイワロイネットホテル大分 ○ 870-0046 大分県 大分市荷揚町2-3 097-535-0022

ホテル豊の国 ○ 870-0815 大分県 大分市南春日町12-5 097-546-1126

クレドホテル臼杵 ○ 875-0042 大分県 臼杵市海添2573-10 0972-63-5666

豊泉荘 874-0902 大分県 別府市青山町5-73 0977-23-4281

杉乃井ホテル 874-0822 大分県 別府市観海寺1 0977-78-8888

別府温泉Hotel芙蓉倶楽部 874-0831 大分県 別府市堀田7-1 0977-26-7711

ホテル風月HAMMOND 874-0845 大分県 別府市北中1組 0977-66-4141

ホテル別府パストラル 874-0836 大分県 別府市東荘園1-4 0977-23-4201

城島高原ホテル 874-8666 大分県 別府市城島高原123 0977-22-1162
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ホテルサンバリー 874-0919 大分県 別府市石垣東10-2-33 0977-25-1171

ホテルサンバリーアネックス 874-0919 大分県 別府市石垣東10-1-20 0977-26-6555

ホテルSEAWAVE別府 ○ 874-0935 大分県 別府市駅前町12-8 0977-27-1311

旅想ゆふいんやまだ屋 879-5102 大分県 由布市湯布院町川上2855-1 0977-85-3185

柚富の郷　彩岳館 879-5102 大分県 由布市湯布院町川上2378-1 0977-44-5000

グランプラザ中津ホテル ○ 871-0032 大分県 中津市東本町1-2 0979-24-7111

ホテルベイグランド国東 873-0511 大分県 国東市国東町小原4005 0978-72-4111

日田の宿　よろづや ○ 877-0044 大分県 日田市隈1-3-12 0973-22-3138

みるき～すぱ　サンビレッヂ 879-4202 大分県 日田市天ヶ瀬町赤岩108-1 0973-57-3461

山荘天水 879-4201 大分県 日田市天ヶ瀬町桜竹601 0973-57-2424

名水の宿　宝珠屋 879-4912 大分県 玖珠郡九重町筋湯 0973-79-2529

季の郷　山の湯 879-4723 大分県 玖珠郡九重町町田2098-1 0973-78-8111

御宿　泉水 879-4912 大分県 玖珠郡九重町湯坪1037 0973-79-2717

国民宿舎　久住高原荘 878-0201 大分県 竹田市久住町久住4031 0974-76-1211

レゾネイトクラブくじゅう 878-0202 大分県 竹田市久住町有氏字広内1773 0974-76-1223

久住高原コテージ 878-0205 大分県 竹田市久住町白丹7571-23 0974-64-3111

ホテルスカイタワー 880-0812 宮崎県 宮崎市高千穂通2-1-26 0985-31-1111

宮崎観光ホテル 880-8512 宮崎県 宮崎市松山1-1-1 0985-32-5920

宮崎ライオンズホテル ○ 880-0003 宮崎県 宮崎市高松町4-39 0985-22-6111

エアラインホテル 880-0001 宮崎県 宮崎市橘通西3-10-19 0985-29-7070

ひまわり荘 880-0867 宮崎県 宮崎市瀬頭2-4-5 0985-24-7878

ホテルマリックス 880-8561 宮崎県 宮崎市千草町15-8 0985-28-6161

ホテルマリックスラグーン 880-8561 宮崎県 宮崎市清水3-105 0985-38-5000

シェラトン・グランデ・オーシャンリゾート ○ 880-8545 宮崎県 宮崎市山崎町字浜山 0985-21-1113

ＡＮＡホリディ・イン　リゾート宮崎 889-2162 宮崎県 宮崎市青島1-16-1 0985-65-1555

ホテル青島サンクマール ○ 889-2164 宮崎県 宮崎市大字折生迫7408 0985-55-4390

ホテルジェイズ日南リゾート ○ 889-2402 宮崎県 日南市北郷町郷之原甲2821-1 0987-55-3333

都城グリーンホテル ○ 885-0023 宮崎県 都城市栄町27-2-1 0986-25-6111

ホテルウィングインターナショナル都城 ○ 885-0024 宮崎県 都城市北原町35-10 0986-22-2111

都城ロイヤルホテル ○ 885-0024 宮崎県 都城市北原町1106-48 0986-25-0111

日向第一ホテル ○ 883-0045 宮崎県 日向市本町11-5 0982-52-8151

今国旅館 882-1101 宮崎県 西臼杵郡高千穂町大字三田井803-4 0982-72-2175

ホテルウェルビューかごしま 890-0062 鹿児島県 鹿児島市与次郎2-4-25 099-206-3838

温泉ホテル中原別荘 ○ 892-0841 鹿児島県 鹿児島市照国町15-19 099-225-2800

ホテル吹上荘 892-0841 鹿児島県 鹿児島市照国町18-15 099-224-3500

SHIROYAMA HOTEL kagoshima 890-8586 鹿児島県 鹿児島市新照院町41-1 099-224-2211

サンデイズイン鹿児島 ○ 892-0844 鹿児島県 鹿児島市山之口町9-8 099-227-5151

指宿ベイヒルズHOTEL&SPA ○ 891-0304 鹿児島県 指宿市東方5000 0993-23-5552

指宿海上ホテル 891-0403 鹿児島県 指宿市十二町3750 0993-22-2221

休暇村　指宿 ○ 891-0404 鹿児島県 指宿市東方10445 0993-22-3211

指宿コーラルビーチホテル ○ 891-0406 鹿児島県 指宿市湯の浜2-12-7 0993-22-2241

いぶすき秀水園 ○ 891-0406 鹿児島県 指宿市湯の浜5-27-27 0993-23-4141

かごしま空港ホテル ○ 899-6404 鹿児島県 霧島市溝辺町麓 616-1 0995-58-2331

ホテル霧島キャッスル 899-6603 鹿児島県 霧島市牧園町高千穂3878-49 0995-78-3730

霧島国際ホテル 899-6603 鹿児島県 霧島市牧園町高千穂3930 0995-78-2621

ホテルウィングインターナショナル出水 899-0202 鹿児島県 出水市昭和町48-5 0996-63-8111

ホテルニューおきなわ ○ 900-0014 沖縄県 那覇市松尾1-4-5 098-867-7200

ホテルサンパレス球陽館 ○ 900-0015 沖縄県 那覇市久茂地2-5-11 098-863-4181

パシフィックホテル沖縄 900-0036 沖縄県 那覇市西3-6-1 098-868-5162

久米島イーフビーチホテル ○ 901-3107 沖縄県 島尻郡久米島町字謝名堂548 098-985-7111

ムーンビーチパレスホテル ○ 904-0414 沖縄県 国頭郡恩納村字前兼久1203 098-863-4184

ホテルゆがふいんおきなわ ○ 905-0011 沖縄県 名護市宮里453-1 0980-53-0031

南の美ら花ホテルミヤヒラ ○ 907-0004 沖縄県 石垣市美崎町4-9 0980-82-6111

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

下関市満珠荘 751-0813 山口県 下関市みもすそ川町3-75 083-222-1126

サングリーン菊川 750-0317 山口県 下関市菊川町大字下岡枝511-6 083-287-1760
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一の俣温泉グランドホテル 750-0403 山口県 下関市豊田町大字一の俣15 083-768-0321

一の俣温泉観光ホテル 750-0403 山口県 下関市豊田町一の俣 083-768-0111

セントコア山口 753-0056 山口県 山口市湯田温泉3-2-7 083-922-0811

湯本観光ホテル西京 759-4103 山口県 長門市深川湯本1051 0837-25-3111

大谷山荘 759-4103 山口県 長門市湯本温泉 0837-25-3300

花のいえ 616-8382 京都府 京都市右京区嵯峨天龍寺角倉町9 075-861-1545

大阪第一ホテル 530-0001 大阪府 大阪市北区梅田1-9-20 06-6341-4411

ホテルブリランテ武蔵野 330-0081 埼玉県 さいたま市中央区新都心2-2 048-601-5555

ホテルポートプラザちば 260-0026 千葉県 千葉市中央区千葉港8-5 043-247-7211

東急 札幌エクセルホテル東急 064-0808 北海道 札幌市中央区南8条西5-420 011-533-0109

東急 札幌東急ＲＥＩホテル 064-8509 北海道 札幌市中央区南4条西5-1 011-531-0109

東急 裏磐梯グランデコ東急ホテル 969-2701 福島県 耶麻郡北塩原村桧原荒砂沢山 0241-32-3200

東急 ザ・キャピトルホテル東急 100-0014 東京都 千代田区永田町2-10-3 03-3503-0109

東急 赤坂エクセルホテル東急 100-0014 東京都 千代田区永田町2-14-3 03-3580-2311

東急 新橋愛宕山東急ＲＥＩホテル 105-0002 東京都 港区愛宕1-6-6 03-3431-0109

東急 セルリアンタワー東急ホテル 150-8512 東京都 渋谷区桜丘町26-1 03-3476-3000

東急 渋谷エクセルホテル東急 150-0043 東京都 渋谷区道玄坂1-12-2 03-5457-0109

東急 渋谷東急ＲＥＩホテル 150-0002 東京都 渋谷区渋谷1-24-10 03-3498-0109

東急 渋谷ストリームエクセルホテル東急 ○ 150-0002 東京都 渋谷区渋谷3-21-3 03-3403-1090

東急 二子玉川エクセルホテル東急 158-0094 東京都 世田谷区玉川1-14-1 03-3700-1093

東急 羽田エクセルホテル東急 144-0041 東京都 大田区羽田空港3‐4‐2 03-5756‐6000

東急 大森東急ＲＥＩホテル 143-0016 東京都 大田区大森北1-6-16 03-3768-0109

東急 吉祥寺東急ＲＥＩホテル 180-0003 東京都 武蔵野市吉祥寺南町1-6-3 0422-47-0109

東急 横浜ベイホテル東急 220-8543 神奈川県 横浜市西区みなとみらい2-3-7 045-682-2222

東急 川崎キングスカイフロント東急ＲＥＩホテル 210-0821 神奈川県 川崎市川崎区殿町3-25-11 044-280-1090

東急 東京ベイ東急ホテル 279-0013 千葉県 浦安市日の出7-2-3 047-390-0109

東急 長野東急ＲＥＩホテル 380-0823 長野県 長野市南千歳1-28-3 026-223-1090

東急 上田東急ＲＥＩホテル 386-0025 長野県 上田市天神4-24-1 0268-24-0109

東急 白馬東急ホテル 399-9301 長野県 北安曇郡白馬村大字北城4688 0261-72-3001

東急 蓼科東急ホテル 391-0301 長野県 茅野市北山字鹿山4026-2 0266-69-3109

東急 富山エクセルホテル東急 930-0002 富山県 富山市新富町1-2-3 076-441-0109

東急 金沢東急ホテル 920-0961 石川県 金沢市香林坊2-1-1 076-231-2411

東急 名古屋東急ホテル 460-0008 愛知県 名古屋市中区栄4-6-8 052-251-2411

東急 名古屋栄東急ＲＥＩホテル 460-0008 愛知県 名古屋市中区栄3-1-8 052-251-0109

東急 伊豆今井浜東急ホテル 413-0503 静岡県 賀茂郡河津町見高今井35-1 0558-32-0109

東急 下田東急ホテル 415-8510 静岡県 下田市5-12-1 0558-22-2411

東急 京都東急ホテル 600-8519 京都府 京都市下京区堀川通り五条下ル柿本町580 075-341-2411

東急 新大阪江坂東急ＲＥＩホテル 564-0051 大阪府 吹田市豊津町9-6 06-6338-0109

東急 大阪東急ＲＥＩホテル 530-0027 大阪府 大阪市北区堂山町2-1 06-6315-0109

東急 神戸三宮東急ＲＥＩホテル 651-0096 兵庫県 神戸市中央区雲井通6-1-5 078-291-0109

東急 神戸元町東急ＲＥＩホテル 650-0023 兵庫県 神戸市中央区栄町通1-2-35 078-327-0109

東急 ｻﾞ ﾊﾟｰｸ ﾌﾛﾝﾄ ﾎﾃﾙ ｱｯﾄﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ･ｽﾀｼﾞｵ･ｼﾞｬﾊﾟﾝ
TM 554-0024 大阪府 大阪市此花区島屋6-2-52 06-6460-0109

東急 松江エクセルホテル東急 690-0003 島根県 松江市朝日町590 0852-27-0109

東急 広島東急ＲＥＩホテル 730-0029 広島県 広島市中区三川町10-1 082-244-0109

東急 高松東急ＲＥＩホテル 760-0024 香川県 高松市兵庫町9-9 087-821-0109

東急 松山東急ＲＥＩホテル 790-0001 愛媛県 松山市一番町3-3-1 089-941-0109

東急 博多エクセルホテル東急 810-0801 福岡県 福岡市博多区中洲4-6-7 092-262-0109

東急 博多東急ＲＥＩホテル 812-0011 福岡県 福岡市博多区博多駅前1-2-23 092-451-0109

東急 熊本東急ＲＥＩホテル 860-0803 熊本県 熊本市中央区新市街7-25 096-322-0109

東急 鹿児島東急ＲＥＩホテル 890-0053 鹿児島県 鹿児島市中央町5-1 099-256-0109

東急 那覇東急ＲＥＩホテル 900-0029 沖縄県 那覇市旭町116-37 098-869-0109

東急 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 0980-76-2109

法華 ホテル法華クラブ札幌 060-0002 北海道 札幌市中央区北２条西３ 011-221-214１

法華 ホテル法華クラブ函館 040-0011 北海道 函館市本町27－1 0138-52-3121

法華 ホテル法華クラブ仙台 980-0014 宮城県 仙台市青葉区本町2－11－30 022-224-3121

法華 アルモントホテル仙台 981-0021 宮城県 仙台市青葉区中央3-4-10 022-212-6551
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法華 ホテル法華クラブ新潟長岡 940-0061 新潟県 長岡市城内町1-3-2 0258-30-3151

法華 ホテル法華イン東京日本橋 103-0016 東京都 中央区日本橋小網町4－6 03-5643-3211

法華 ホテル法華クラブ浅草 111-0043 東京都 台東区駒形 1－4－17 03-5806-2311

法華 ホテル法華クラブ湘南藤沢 251-0025 神奈川県 藤沢市鵠沼石上1－6－1 0466-27-6101

法華 アルモントイン湘南藤沢 251-0025 神奈川県 藤沢市藤沢110-4 0466-55-2441

法華 ホテル法華クラブ京都 600-8216 京都府 京都市下京区京都駅烏丸中央口正面 075-361-1251

法華 アルモントホテル京都 901-8005 京都府 京都市南区東九条西岩本町26-1 075-681-2301

法華 ホテル法華クラブ大阪 530-0056 大阪府 大阪市北区兎我野町12－19 06-6313-3171

法華 ホテル法華クラブ広島 730-0037 広島県 広島市中区中町7－7 082-248-3371

法華 ホテル法華クラブ福岡 812-0018 福岡県 福岡市博多区住吉3-1-90 092-271-3171

法華 ホテル法華クラブ熊本 860-0013 熊本県 熊本市中央区通町20-1 096-322-5001

法華 ホテル法華クラブ大分 870-0034 大分県 大分市都町2-1-1 097-532-1121

法華 ホテル法華クラブ鹿児島 892-0846 鹿児島県 鹿児島市加治屋町13-6 099-223-0551

法華 ホテル法華クラブ那覇新都心 900-0006 沖縄県 那覇市おもろまち4-3-8 098-860-6611

法華 アルモントホテル那覇県庁前 900-0015 沖縄県 那覇市久茂地1-3-5 098-866-3811

西鉄 西鉄イン日本橋 103-0024 東京都 中央区日本橋小舟町15-18 03-5643-5454

西鉄 ソラリア西鉄ホテル銀座 104-0061 東京都 中央区銀座4-9-2 03-6731-5555

西鉄 西鉄イン新宿 160-0023 東京都 新宿区西新宿7-23-2 03-3367-5454

西鉄 西鉄イン蒲田 144-0051 東京都 大田区西蒲田7-49-5 03-3732-5454

西鉄 西鉄イン名古屋錦 460-0003 愛知県 名古屋市中区錦2-10-12 052-209-5454

西鉄 西鉄ホテルクルーム名古屋 ○ 460-0003 愛知県 名古屋市中区錦3-4-3 052-963-5959

西鉄 西鉄イン心斎橋 542-0086 大阪府 大阪市中央区西心斎橋1-15-12 06-6241-5454

西鉄 ソラリア西鉄ホテル京都プレミア 604-8001 京都府 京都市中京区木屋町通三条上る上大阪町509 075-708-5757

西鉄 西鉄イン高知はりまや橋 780-0822 高知県 高知市はりまや町1-1-3 088-875-5454

西鉄 西鉄イン福岡 810-0001 福岡県 福岡市中央区天神1-16-1 092-712-5858

西鉄 西鉄イン天神 810-0004 福岡県 福岡市中央区渡辺通4-7-1 092-713-5454

西鉄 西鉄ホテルクルーム博多 812-0011 福岡県 福岡市博多区博多駅前1-17-6 092-413-5454

西鉄 西鉄イン小倉 802-0003 福岡県 北九州市小倉北区米町1-4-11 093-511-5454

西鉄 西鉄イン黒崎 806-0021 福岡県 北九州市八幡西区黒崎3-15-3 093-645-5454

西鉄 西鉄リゾートイン別府 874-0920 大分県 別府市北浜2-10-4 0977-26-5151

西鉄 ソラリア西鉄ホテル鹿児島 890-0053 鹿児島県 鹿児島市中央町11 099-210-5555

西鉄 西鉄リゾートイン那覇 900-0033 沖縄県 那覇市久米2-3-13 098-869-5454

ルートイン ルートイン松江 ○ 690-0842 島根県 松江市東本町2-22 0852-20-6211

ルートイン ルートイングランティア福山SPARESORT ○ 720-0825 広島県 福山市沖野上町5-27-11 084-922-5511

ルートイン ルートイン東広島西条駅前 ○ 739-0011 広島県 東広島市西条本町14-24 050-5837-7501

ルートイン ルートイン坂出北インター ○ 762-0053 香川県 坂出市西大浜北4-5-31 0877-59-1110

ルートイン ルートイン丸亀 ○ 763-0071 香川県 丸亀市田村町字二丁田512-1 0877-58-2011

ルートイン ルートイン高松屋島 ○ 761-0101 香川県 高松市春日町1653-2 050-5847-7445

ルートイン ルートイン阿南 ○ 774-0011 徳島県 阿南市領家町火屋ケ原142 050-5847-7340

ルートイン ルートイン新居浜 ○ 792-0026 愛媛県 新居浜市久保田町-2-1 0897-31-2511

ルートイン ルートイン伊予西条 ○ 793-0028 愛媛県 西条市新田字北新田191-1 0897-52-1100

ルートイン ルートイン徳山駅前 ○ 745-0036 山口県 周南市本町1-35 0834-27-1117

ルートイン ルートイン防府駅前 ○ 747-0801 山口県 防府市駅南町1-45 0835-20-1100

ルートイン ルートイン宇部 ○ 759-0204 山口県 宇部市妻崎開作887-1 050-5837-7610

ルートイン ルートイン山口湯田温泉 ○ 753-0076 山口県 山口市泉都町9-1 050-5576-8001

ルートイン ルートイン博多駅前 812-0011 福岡県 福岡市博多区博多駅前1-1-20 092-477-8885

ルートイン ルートイン博多駅南 812-0016 福岡県 福岡市博多区博多駅南2-8-19 092-473-4123

ルートイン ルートイン門司港 801-0841 福岡県 北九州市門司区西海岸2-11-2 093-322-1111

ルートイン ルートイン行橋 824-0005 福岡県 行橋市中央3-5-8 0930-26-8711

ルートイン ルートイン苅田駅前 800-0361 福岡県 京都郡苅田町神田町1-8-1 093-435-3711

ルートイン ルートイン北九州若松駅東 808-0034 福岡県 北九州市若松区本町3-6-6 093-752-0301

ルートイン ルートイングランティア太宰府 818-0119 福岡県 太宰府市連歌屋3-8-1 092-925-5801

ルートイン ルートイングランティア若宮 822-0133 福岡県 宮若市脇田778-1 0949-54-0305

ルートイン ルートイン若宮インター 822-0152 福岡県 宮若市沼口234-1 0949-52-0023

ルートイン ルートイン柳川駅前 832-0822 福岡県 柳川市三橋町下百町78-1 050-5824-4101

ルートイン ルートイン諫早インター 854-0063 長崎県 諫早市貝津町1682-1 0957-49-8200
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ルートイン ルートイン鳥栖駅前 841-0034 佐賀県 鳥栖市京町724-1 0942-87-1050

ルートイン ルートイン佐賀駅前 840-0801 佐賀県 佐賀市駅前中央1-9-50 0952-27-7115

ルートイン ルートイン中津駅前 871-0031 大分県 中津市大字中殿字福成467-3 0979-85-0050

ルートイン ルートイン大分駅前 870-0026 大分県 大分市金池町1-3-1 097-513-5000

ルートイン ルートイン佐伯駅前 876-0803 大分県 佐伯市駅前2-6-40 050-5847-7410

ルートイン ルートイン日田駅前 877-0013 大分県 日田市元町21-14 050-5847-7411

ルートイン 阿蘇リゾートグランヴィリオホテル 869-2232 熊本県 阿蘇市赤水米塚温泉 0967-35-2111

ルートイン ルートイン八代 866-0861 熊本県 八代市本町1-1-5 0965-53-0011

ルートイン ルートイン熊本駅前 860-0047 熊本県 熊本市西区春日1-14-19 050-5847-7557

ルートイン ルートイン阿蘇くまもと空港駅前 869-1235 熊本県 菊池郡大津町室214-9 096-292-0611

ルートイン ルートイングランティアあおしま太陽閣 889-2163 宮崎県 宮崎市青島西1-16-2 0985-65-1531

ルートイン ルートイン宮崎 880-0001 宮崎県 宮崎市橘通西4-1-27 0985-61-1488

ルートイン ルートイン延岡駅前 882-0053 宮崎県 延岡市幸町3-140 0982-23-1300

ルートイン ルートイン薩摩川内 895-0027 鹿児島県 薩摩川内市西向田町1-7 0996-25-5211

かんぽ かんぽの宿 小樽 047-0154 北海道 小樽市朝里川温泉2-670 0134-54-8511

かんぽ かんぽの宿 一関 021-0101 岩手県 一関市厳美町字宝竜147-5 0191-29-2131

かんぽ かんぽの宿 酒田 998-8588 山形県 酒田市飯森山3-17-26 0234-31-4126

かんぽ かんぽの宿 郡山 963-1380 福島県 郡山市熱海町熱海3-198 024-984-3511

かんぽ かんぽの宿 いわき 970-0103 福島県 いわき市平藤間字柴崎60 0246-39-2670

かんぽ かんぽの宿 大洗 311-1301 茨城県 東茨城郡大洗町磯浜町7986-2 029-267-3191

かんぽ かんぽの宿 潮来 311-2404 茨城県 潮来市水原1830-1 0299-67-5611

かんぽ かんぽの宿 塩原 329-2921 栃木県 那須塩原市塩原1256 0287-32-2845

かんぽ かんぽの宿 栃木喜連川温泉 329-1412 栃木県 さくら市喜連川5296-1 028-686-2822

かんぽ かんぽの宿 磯部 379-0135 群馬県 安中市郷原22 027-385-6321

かんぽ かんぽの宿 寄居 369-1205 埼玉県 大里郡寄居町末野2267 048-581-1165

かんぽ かんぽの宿 旭 289-2525 千葉県 旭市仁玉2280-1 0479-63-2161

かんぽ かんぽの宿 勝浦 299-5243 千葉県 勝浦市鵜原2183-5 0470-76-3011

かんぽ かんぽの宿 鴨川 296-0043 千葉県 鴨川市西町1137 04-7092-1231

かんぽ かんぽの宿 青梅 198-0053 東京都 青梅市駒木町3-668-2 0428-23-1171

かんぽ かんぽの宿 箱根 250-0522 神奈川県 足柄下郡箱根町元箱根159 0460-84-9126

かんぽ かんぽの宿 石和 406-0021 山梨県 笛吹市石和町松本348-1 055-262-3755

かんぽ かんぽの宿 諏訪 392-0001 長野県 諏訪市大和2-15-16 0266-52-1551

かんぽ かんぽの宿 富山 939-2694 富山県 富山市婦中町羽根5691-2 076-469-3135

かんぽ かんぽの宿 福井 918-8026 福井県 福井市渕町43-17 0776-36-5793

かんぽ かんぽの宿 熱海（本館） 413-0016 静岡県 熱海市水口町2-12-3 0557-83-6111

かんぽ かんぽの宿 熱海（別館） 413-0016 静岡県 熱海市水口町2-13-77 0557-83-6111

かんぽ かんぽの宿 伊豆高原 413-0232 静岡県 伊東市八幡野1104-5 0557-51-4400

かんぽ かんぽの宿 焼津 425-8533 静岡県 焼津市浜当目1375-2 054-627-0661

かんぽ かんぽの宿 浜名湖三ケ日 431-1496 静岡県 浜松市北区三ヶ日町都筑2977-2 053-526-1201

かんぽ かんぽの宿 知多美浜 470-3233 愛知県 知多郡美浜町奥田砂原39 0569-87-1511

かんぽ かんぽの宿 恵那 509-7201 岐阜県 恵那市大井町2709 0573-26-4600

かんぽ かんぽの宿 岐阜羽島 501-6323 岐阜県 羽島市桑原町午南1041 058-398-2631

かんぽ かんぽの宿 鳥羽 517-0021 三重県 鳥羽市安楽島町1200-7 0599-25-4101

かんぽ かんぽの宿 彦根 522-0002 滋賀県 彦根市松原町3759 0749-22-8090

かんぽ かんぽの宿 富田林 584-0053 大阪府 富田林市龍泉880-1 0721-33-0700

かんぽ かんぽの宿 大和平群 636-0905 奈良県 生駒郡平群町上庄2-16-1 0745-45-0351

かんぽ かんぽの宿 奈良 630-8002 奈良県 奈良市二条町3-9-1 0742-33-2351

かんぽ かんぽの宿 紀伊田辺 646-8501 和歌山県 田辺市目良24-1 0739-24-2900

かんぽ かんぽの宿 有馬 651-1401 兵庫県 神戸市北区有馬町1617-1 078-904-0951

かんぽ かんぽの宿 赤穂 678-0215 兵庫県 赤穂市御崎883-1 0791-43-7501

かんぽ かんぽの宿 淡路島 656-1711 兵庫県 淡路市富島824 0799-82-1073

かんぽ かんぽの郷 庄原 727-0004 広島県 庄原市新庄町281-1 0824-73-1800

かんぽ かんぽの宿 竹原 725-0002 広島県 竹原市西野町442-2 0846-29-0141

かんぽ かんぽの宿 光 743-0005 山口県 光市室積東ノ庄31-1 0833-78-1515

かんぽ かんぽの宿 湯田 753-0064 山口県 山口市神田町1-42 083-922-5226

かんぽ かんぽの宿 観音寺 768-0031 香川県 観音寺市池之尻町1101-4 0875-27-6161
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チェーン 施設名 新規 郵便番号 都道府県 所在地 電話

かんぽ かんぽの宿 徳島 770-8071 徳島県 徳島市八万町中津山3-70 088-625-1255

かんぽ かんぽの宿 伊野 781-2128 高知県 吾川郡いの町波川1569 088-892-1580

かんぽ かんぽの宿 北九州 808-0123 福岡県 北九州市若松区大字有毛2829 093-741-1335

かんぽ かんぽの宿 柳川 832-0057 福岡県 柳川市弥四郎町10-1 0944-72-6295

かんぽ かんぽの宿 別府 874-0844 大分県 別府市大字鶴見457 0977-66-1271

かんぽ かんぽの宿 日田 877-0074 大分県 日田市中ノ島町685-6 0973-24-0811

かんぽ かんぽの宿 阿蘇 869-2612 熊本県 阿蘇市一の宮町宮地5936 0967-22-1122

かんぽ かんぽの宿 日南 889-2533 宮崎県 日南市大字星倉2228-1 0987-22-5171
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