
都道府県 市町村 宿泊補助対象施設 電話番号

北海道 札幌市 ホテル法華クラブ札幌 011-221-2141

北海道 札幌市 札幌プリンスホテル 011-241-1111

北海道 札幌市 札幌ガーデンパレス 011-261-5311

北海道 札幌市 ホテルポールスター札幌 011-330-2531

北海道 札幌市 ホテルノースシティ 011-512-9748

北海道 札幌市 ホテルライフォート札幌 011-521-5211

北海道 札幌市 札幌東急ＲＥＩホテル 011-531-0109

北海道 札幌市 札幌エクセルホテル東急 011-533-0109

北海道 札幌市 ホテルウィングインターナショナル札幌すすきの 011-533-2100

北海道 千歳市 ホテルウィングインターナショナル千歳 0123-24-2111

北海道 千歳市 休暇村　支笏湖 0123-25-2201

北海道 芦別市 国民宿舎　あしべつ 0124-23-1155

北海道 函館市 ホテル法華クラブ函館 0138-52-3121

北海道 函館市 ＫＫＲ　はこだて 0138-57-8484

北海道 七飯町 函館大沼プリンスホテル 0138-67-1111

北海道 登別市 第一滝本舘 0143-84-2111

北海道 登別市 ホテルまほろば 0143-84-2211

北海道 苫小牧市 ホテルウィングインターナショナル苫小牧 0144-33-0333

北海道 釧路市 釧路プリンスホテル 0154-31-1111

北海道 釧路市 ニュー阿寒ホテル 0154-67-2121

北海道 釧路市 阿寒の森 鶴雅リゾート花ゆう香 0154-67-2311

北海道 弟子屈町 ＫＫＲ　かわゆ 015-483-2643

北海道 弟子屈町 屈斜路プリンスホテル 015-484-2111

北海道 音更町 観月苑 0155-46-2001

北海道 芽室町 国民宿舎　新嵐山荘 0155-65-2121

北海道 新得町 国民宿舎　東大雪荘 0156-65-3021

北海道 旭川市 ホテルウィングインターナショナル旭川駅前 0166-27-5330

北海道 富良野市 新富良野プリンスホテル 0167-22-1111

北海道 富良野市 富良野プリンスホテル 0167-23-4111

北海道 上川町 層雲峡　朝陽亭 0570-026572

青森県 弘前市 国民宿舎　いわき荘 0172-83-2215

青森県 青森市 アップルパレス青森 017-723-5610

青森県 青森市 ラ・プラス青い森 017-734-4371

青森県 青森市 南部屋・海扇閣 017-752-4411

岩手県 一関市 いつくし園 0191-29-2101

岩手県 平泉町 平泉ホテル武蔵坊 0191-46-2241

岩手県 大船渡市 大船渡温泉 0192-26-1717

岩手県 陸前高田市 キャピタルホテル１０００ 0192-55-3111

岩手県 釜石市 舌鼓市場　宝来館 0193-28-2526

岩手県 宮古市 休暇村　陸中宮古 0193-62-9911
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岩手県 田野畑村 ホテル羅賀荘 0194-33-2611

岩手県 普代村 国民宿舎　くろさき荘 0194-35-2611

岩手県 野田村 国民宿舎　えぼし荘 0194-78-2225

岩手県 八幡平市 静流閣 0195-72-2110

岩手県 八幡平市 ホテル安比グランド 0195-73-5010

岩手県 八幡平市 安比高原　森のホテル 0195-73-5301

岩手県 八幡平市 八幡平ハイツ 0195-78-2121

岩手県 盛岡市 エスポワールいわて 019-623-6251

岩手県 盛岡市 サンセール盛岡 019-651-3322

岩手県 盛岡市 ユートランド姫神 019-683-3215

岩手県 盛岡市 愛真館 019-689-2111

岩手県 盛岡市 湯守　ホテル大観 019-689-2121

岩手県 盛岡市 ホテル紫苑 019-689-2288

岩手県 盛岡市 清温荘 019-689-2321

岩手県 盛岡市 旅染屋　山いち 019-689-2704

岩手県 雫石町 雫石プリンスホテル 019-693-1111

岩手県 雫石町 休暇村　岩手網張温泉 019-693-2211

岩手県 雫石町 ゆこたんの森 019-693-3600

岩手県 雫石町 長栄館 019-695-2121

岩手県 雫石町 ホテル加賀助 019-695-2216

岩手県 雫石町 ニュー鶯山荘 019-695-2301

岩手県 雫石町 鶯宿温泉の宿　赤い風車 019-695-2311

岩手県 雫石町 ホテル森の風　鶯宿 019-695-3333

岩手県 花巻市 渡り温泉　ホテルさつき　別邸楓　 0198-25-2110

岩手県 花巻市 結びの宿　愛隣館 0198-25-2619

岩手県 花巻市 やまゆりの宿 0198-27-2055

岩手県 花巻市 観光荘 0198-27-2244

岩手県 花巻市 ホテル三右ヱ門 0198-27-4511

岩手県 花巻市 ホテル花巻 0198-37-2111

宮城県 仙台市 アルモントホテル仙台 022-212-6551

宮城県 仙台市 ホテル法華クラブ仙台 022-224-3121

宮城県 仙台市 ホテル白萩 022-265-3411

宮城県 仙台市 仙台ガーデンパレス 022-299-6211

宮城県 松島町 パレス松洲 022-354-2106

宮城県 松島町 ホテル大観荘 022-354-2161

宮城県 仙台市 ホテルニュー水戸屋 022-398-2301

宮城県 気仙沼市 休暇村　気仙沼大島 0226-28-2626

宮城県 仙台市 ホテルメルパルク仙台 022-792-8111

宮城県 大崎市 玉造荘 0229-84-7330

秋田県 小坂町 十和田プリンスホテル 0176-75-3111
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秋田県 鹿角市 四季彩り秋田づくし　湯瀬ホテル 0186-33-2311

秋田県 鹿角市 縄文のふる里　大湯温泉　ホテル鹿角 0186-37-4111

秋田県 仙北市 ホテル湖心亭 0187-43-0721

秋田県 仙北市 休暇村　乳頭温泉郷 0187-46-2244

秋田県 仙北市 元湯　水沢山荘 0187-46-2341

秋田県 秋田市 ホテルメトロポリタン秋田 018-831-2222

秋田県 秋田市 秋田ビューホテル 018-832-1111

秋田県 秋田市 ルポールみずほ 018-862-2433

山形県 鶴岡市 休暇村　庄内羽黒 0235-62-4270

山形県 鶴岡市 亀や 0235-75-2301

山形県 鶴岡市 うしお荘 0235-75-2715

山形県 山形市 あこや会館 023-642-1358

山形県 上山市 仙渓園　月岡ホテル 023-672-1212

山形県 山形市 ＫＫＲ　蔵王白銀荘 023-694-9187

山形県 山形市 国民宿舎　竜山荘 023-694-9457

山形県 南陽市 むつみ荘 0238-43-3035

山形県 小国町 国民宿舎　飯豊梅花皮荘 0238-64-2111

福島県 北塩原村 休暇村　裏磐悌 0241-32-2421

福島県 北塩原村 裏磐悌グランデコ　東急ホテル 0241-32-3200

福島県 会津若松市 会津若松ワシントンホテル 0242-22-6111

福島県 二本松市 陽日の郷　あづま館 0243-24-2211

福島県 福島市 杉妻会館 024-523-5161

福島県 福島市 ホテル福島グリーンパレス 024-533-1171

福島県 福島市 あづま荘 024-542-3381

福島県 福島市 福住旅館 024-542-4211

福島県 福島市 風望天流太子の湯　山水荘 024-595-2141

福島県 いわき市 いわきワシントンホテル 0246-35-3000

福島県 石川町 式部のやかた　井筒屋 0247-26-1131

福島県 須川市 ホテルウィングインターナショナル須賀川 0248-72-1411

福島県 郡山市 ホテルハマツ 024-935-1111

福島県 郡山市 ホテル華の湯 024-984-2222

茨城県 水戸市 ホテルレイクビュー水戸 029-224-2727

茨城県 大洗町 大洗鷗松亭 029-266-1122

茨城県 日立市 ホテルウィングインターナショナル日立 0294-23-2111

茨城県 日立市 国民宿舎　鵜の岬 0294-39-2202

茨城県 神栖市 ホテルウィングインターナショナル鹿嶋 0299-92-9012

栃木県 宇都宮市 ニューみくら 028-622-1093

栃木県 那須町 休暇村　那須 0287-76-2467

栃木県 那須町 那須の森ヴィレッジ 0287-78-1636

栃木県 日光市 奥日光高原ホテル 0288-62-2121
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栃木県 日光市 休暇村　日光湯元 0288-62-2421

栃木県 日光市 鬼怒川プラザホテル 0288-76-1031

栃木県 日光市 国民宿舎　かじか荘 0288-93-3420

群馬県 みどり市 国民宿舎　サンレイク草木 0277-95-6309

群馬県 片品村 国民宿舎　尾瀬ロッジ 0278-58-4158

群馬県 みなかみ町 ＫＫＲ　水上水明荘 0278-72-2345

群馬県 中之条町 国民宿舎　四万ゆずりは荘 0279-64-2340

群馬県 草津町 ホテル櫻井 0279-88-1111

群馬県 草津町 アルペンローゼ 0279-88-1300

群馬県 草津町 大阪屋 0279-88-2411

群馬県 嬬恋村 万座プリンスホテル／万座高原ホテル 0279-97-1111

群馬県 嬬恋村 嬬恋プリンスホテル 0279-97-4111

群馬県 嬬恋村 休暇村　嬬恋鹿沢 0279-98-0511

埼玉県 所沢市 中国割烹旅館　掬水亭 04-2925-7111

埼玉県 飯能市 休暇村　奥武蔵 042-978-2888

埼玉県 さいたま市 ホテルブリランテ武蔵野 048-601-5555

埼玉県 さいたま市 ヘリテイジ浦和別所沼会館 048-861-5219

埼玉県 川越市 川越プリンスホテル 049-227-1111

埼玉県 小鹿野町 国民宿舎　両神荘 0494-79-1221

千葉県 千葉市 ホテルプラザ菜の花 043-222-8271

千葉県 千葉市 ホテルポートプラザちば 043-247-7211

千葉県 千葉市 オークラ千葉ホテル 043-248-1111

千葉県 館山市 休暇村　館山 0470-29-0211

千葉県 南房総市 白浜オーシャンリゾート 0470-38-2511

千葉県 南房総市 ホテル千倉 0470-44-3111

千葉県 勝浦市 勝浦ホテル三日月 0470-73-1115

千葉県 鴨川市 黒潮荘 04-7092-2205

千葉県 鴨川市 鴨川ホテル三日月 04-7095-3115

千葉県 浦安市 東京ベイ東急ホテル 047-390-0109

千葉県 白子町 ホテル東天光 0475-33-3100

千葉県 一宮町 料亭旅館　松濤軒 0475-42-2067

千葉県 九十九里町 国民宿舎　サンライズ九十九里 0475-76-4151

千葉県 山武市 蓮沼ガーデンハウス　マリーノ 0475-86-2511

東京都 新宿区 ホテルウィングインターナショナル新宿 03-3200-0122

東京都 新宿区 新宿プリンスホテル 03-3205-1111

東京都 千代田区 ザ・プリンスギャラリー東京紀尾井町 03-3234-1111

東京都 千代田区 ホテル　ルポール麹町 03-3265-5361

東京都 千代田区 ＫＫＲ　ホテル東京 03-3287-2921

東京都 新宿区 ホテルウィングインターナショナルプレミアム東京四谷 03-3356-2111

東京都 新宿区 東京ビジネスホテル 03-3356-4605



都道府県 市町村 宿泊補助対象施設 電話番号

東京都 渋谷区 渋谷ストリームエクセルホテル東急 03-3406-1090

東京都 港区 東京虎ノ門東急ＲＥＩホテル 03-3431-0109

東京都 港区 東京プリンスホテル 03-3432-1111

東京都 港区 ホテルウィングインターナショナル新橋御成門 03-3433-0122

東京都 港区 ホテルメルパルク東京 03-3433-7211

東京都 港区 品川プリンスホテル 03-3440-1111

東京都 港区 グランドプリンスホテル新高輪 03-3442-1111

東京都 港区 グランドプリンスホテル高輪 03-3447-1111

東京都 港区 高輪　花香路 03-3447-1117

東京都 渋谷区 セルリアンタワー東急ホテル 03-3476-3000

東京都 渋谷区 渋谷東急ＲＥＩホテル 03-3498-0109

東京都 千代田区 ザ・キャピトルホテル東急 03-3503-0109

東京都 千代田区 赤坂エクセルホテル東急 03-3580-2311

東京都 世田谷区 二子玉川エクセルホテル東急 03-3700-1093

東京都 目黒区 ＫＫＲ　ホテル中目黒 03-3713-8131

東京都 品川区 ニューオータニイン東京 03-3779-9111

東京都 文京区 フォーレスト本郷 03-3813-4408

東京都 文京区 東京ガーデンパレス 03-3813-6211

東京都 豊島区 サンシャインシティプリンスホテル 03-3988-1111

東京都 豊島区 ホテルウィングインターナショナルセレクト池袋 03-3988-7788

東京都 千代田区 東京グリーンパレス 03-5210-4600

東京都 豊島区 ホテルウィングインターナショナル池袋 03-5396-5555

東京都 港区 ザ・プリンスパークタワー東京 03-5400-1111

東京都 渋谷区 渋谷エクセルホテル東急 03-5457-0109

東京都 中央区 アルモントイン東京日本橋 03-5643-3211

東京都 大田区 羽田エクセルホテル東急 03-5756-6000

東京都 港区 ザ・プリンスさくらタワー東京 03-5798-1111

東京都 文京区 ホテルウィングインターナショナル後楽園 03-5804-1011

東京都 台東区 アルモントホテル浅草 03-5806-2311

東京都 北区 ホテルウィングインターナショナル東京赤羽 03-5993-8800

東京都 江東区 東京ベイ潮見プリンスホテル 03-6660-3222

東京都 台東区 ホテルウィングインターナショナルセレクト上野・御徒町 03-6689-5511

東京都 台東区 ホテルウィングインターナショナルセレクト浅草駒形 03-6777-1188

東京都 武蔵野市 吉祥寺東急ＲＥＩホテル 0422-47-0109

東京都 立川市 ホテル日航立川　東京 042-521-1111

東京都 渋谷区 プリンススマートイン恵比寿 050-3161-9550

神奈川県 相模原市 ホテルウィングインターナショナル相模原 042-761-3333

神奈川県 川崎市 川崎キングスカイフロント東急REIホテル 044-280-1090

神奈川県 横浜市 新横浜プリンスホテル 045-471-1111

神奈川県 横浜市 ＫＫＲ　ポートヒル横浜 045-621-9684
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神奈川県 横浜市 ホテルメルパルク横浜 045-662-2221

神奈川県 横浜市 横浜東急ＲＥＩホテル 045-663-0109

神奈川県 横浜市 ホテルウィングインターナショナル横浜関内 045-681-4800

神奈川県 横浜市 横浜ベイホテル東急 045-682-2222

神奈川県 横浜市 ホテルシーパラダイスイン 045-788-8888

神奈川県 箱根町 箱根　対岳荘 0460-82-2094

神奈川県 箱根町 富士屋ホテル 0460-82-2211

神奈川県 箱根町 ザ・プリンス箱根芦ノ湖 0460-83-1111

神奈川県 箱根町 箱根園コテージウエスト／キャンピング 0460-83-1112

神奈川県 箱根町 芦ノ湖畔蛸川温泉　龍宮殿 0460-83-1121

神奈川県 箱根町 箱根湯の花プリンスホテル 0460-83-5111

神奈川県 箱根町 箱根ホテル 0460-83-6311

神奈川県 箱根町 箱根仙石原プリンスホテル 0460-84-6111

神奈川県 箱根町 ひめしゃら 0460-84-7100

神奈川県 箱根町 湯本富士屋ホテル 0460-85-6111

神奈川県 箱根町 ＫＫＲ　宮の下 0460-87-2350

神奈川県 大磯町 大磯プリンスホテル 0463-61-1111

神奈川県 湯河原町 湯河原温泉　ちとせ 0465-63-0121

神奈川県 湯河原町 湯河原　敷島館 0465-63-3755

神奈川県 藤沢市 ＫＫＲ　江ノ島ニュー向洋 0466-23-7710

神奈川県 藤沢市 ホテル法華クラブ湘南藤沢 0466-27-6101

神奈川県 藤沢市 ホテルウィングインターナショナル湘南藤沢 0466-55-1112

神奈川県 藤沢市 アルモントイン湘南藤沢 0466-55-2441

神奈川県 鎌倉市 鎌倉　あじさい荘 0467-22-3506

神奈川県 鎌倉市 ＫＫＲ　鎌倉わかみや 0467-25-4321

神奈川県 鎌倉市 鎌倉プリンスホテル 0467-32-1111

神奈川県 横須賀市 観音崎京急ホテル 046-841-2200

神奈川県 逗子市 ＫＫＲ　逗子松汀園 046-871-2042

神奈川県 葉山町 葉山　相洋閣 046-875-7300

神奈川県 三浦市 ホテル京急油壺観潮荘 046-881-5211

新潟県 新潟市 じょいあす新潟会館 025-247-9307

新潟県 村上市 瀬波はまなす荘 0254-52-5291

新潟県 妙高市 休暇村　妙高 0255-82-3168

新潟県 十日町 あてま高原リゾート　ベルナティオ 025-758-4888

新潟県 湯沢町 ＫＫＲ　湯沢ゆきぐに 025-784-3424

新潟県 湯沢町 苗場プリンスホテル 025-789-2211

新潟県 長岡市 アトリウム長岡 0258-30-1250

新潟県 長岡市 ホテル法華クラブ新潟長岡 0258-30-3151

新潟県 長岡市 アクアーレ長岡 0258-47-5656

富山県 南砺市 国民宿舎　五箇山荘 0763-66-2316



都道府県 市町村 宿泊補助対象施設 電話番号

富山県 富山市 富山エクセルホテル東急 076-441-0109

富山県 富山市 パレブラン高志会館 076-441-2255

富山県 立山町 国民宿舎　天望立山荘 076-442-3535

富山県 中部山岳国立公園 立山高原ホテル 076-463-1014

富山県 富山市 国民宿舎　白樺ハイツ 076-481-1301

富山県 立山町 グリーンビュー立山 076-482-1716

富山県 氷見市 魚巡りの宿　永芳閣 0766-74-0700

石川県 小松市 おびし荘 0761-65-1831

石川県 金沢市 金沢東急ホテル 076-231-2411

石川県 金沢市 金沢　兼六荘 076-232-1239

石川県 金沢市 ＫＫＲ　ホテル金沢 076-264-3261

石川県 金沢市 ホテルウィングインターナショナルプレミアム金沢駅前 076-290-7776

石川県 羽咋市 休暇村　能登千里浜 0767-22-4121

石川県 七尾市 国民宿舎　能登小牧台 0767-66-1121

石川県 能登町 国民宿舎　能登うしつ荘 0768-62-2295

石川県 能登町 国民宿舎　能登やなぎだ荘 0768-76-1550

福井県 あわら市 清風荘 0776-77-2500

福井県 あわら市 越路 0776-77-3151

福井県 坂井市 休暇村　越前三国 0776-82-7400

福井県 福井市 国民宿舎　鷹巣荘 0776-86-1111

福井県 大野市 国民宿舎　パークホテル九頭竜 0779-78-2326

山梨県 甲府市 ＫＫＲ　甲府ニュー芙蓉 055-252-1327

山梨県 甲府市 湯村ホテルB＆B 055-254-1111

山梨県 笛吹市 木創りの宿　きこり 055-262-3794

山梨県 笛吹市 ホテルやまなみ 055-262-5522

山梨県 山梨市 フルーツパーク富士屋ホテル 0553-22-8811

山梨県 富士河口湖町 富士ビューホテル 0555-83-2211

長野県 小谷村 ホテル白馬荘 025-557-2231

長野県 大町市 緑翠亭　景水 0261-22-5501

長野県 白馬村 旅館FURUYA 0261-72-2433

長野県 白馬村 白馬東急ホテル 0261-72-3001

長野県 白馬村 プチホテル　バ・ブロー 0261-72-4646

長野県 小谷村 白馬アルプスホテル 0261-82-2811

長野県 小谷村 ロッヂ幸 0261-83-2611

長野県 長野市 長野東急REIホテル 026-223-1090

長野県 長野市 ホテルメルパルク長野 026-225-7800

長野県 長野市 ホテル信濃路 026-226-5212

長野県 長野市 蕎麦会席の宿　鷹明亭辻旅館 026-254-2337

長野県 長野市 国民宿舎　鬼無里の湯 026-256-2140

長野県 長野市 国民宿舎　聖山パノラマホテル 026-266-2623



都道府県 市町村 宿泊補助対象施設 電話番号

長野県 千曲市 美白の湯　萩原館 026-275-1018

長野県 長野市 国民宿舎　黄金の湯　松代荘 026-278-2596

長野県 長野市 ホテルメトロポリタン長野 026-291-7000

長野県 安曇野市 休暇村　リトリート安曇野ホテル 0263-31-0874

長野県 松本市 ホテルブエナビスタ 0263-37-0111

長野県 松本市 翔　峰 0263-38-7755

長野県 松本市 みやま荘 0263-46-1547

長野県 麻績村 シェーンガルテンおみ 0263-67-2800

長野県 安曇野市 国民宿舎　有明荘 0263-84-6511

長野県 松本市 休暇村　乗鞍高原 0263-93-2304

長野県 上松町 国民宿舎　ねざめホテル 0264-52-2245

長野県 大桑村 フォレスパ木曽あてら荘 0264-55-4455

長野県 飯田市 天竜水神温泉　花薫る宿よし乃亭 0265-29-8130

長野県 松川町 町営　信州まつかわ温泉　清流苑 0265-36-2000

長野県 駒ケ根市 駒ヶ根高原リゾートリンクス 0265-82-8511

長野県 駒ケ根市 国民宿舎　すずらん颯 0265-83-5155

長野県 諏訪市 かけ流しの源泉の宿　「渋の湯」 0266-52-2655

長野県 諏訪市 RAKO華乃井ホテル 0266-54-0555

長野県 諏訪市 ＫＫＲ　諏訪湖荘 0266-58-1259

長野県 茅野市 蓼科グランドホテル滝の湯 0266-67-2525

長野県 茅野市 プチペンション　グリーンスポット 0266-68-2263

長野県 茅野市 蓼科東急ホテル 0266-69-3109

長野県 軽井沢町 軽井沢プリンスホテルイースト／ウエスト 0267-42-1111

長野県 軽井沢町 ザ・プリンス軽井沢 0267-42-1112

長野県 軽井沢町 ザ・プリンスヴィラ軽井沢 0267-42-1113

長野県 軽井沢町 軽井沢　すずかる荘 0267-45-7311

長野県 軽井沢町 軽井沢浅間プリンスホテル 0267-48-0001

長野県 佐久市 国民宿舎　もちづき荘 0267-52-2515

長野県 上田市 上田東急ＲＥＩホテル 0268-24-0109

長野県 上田市 旅の宿　南條 0268-38-2800

長野県 上田市 国民宿舎　鹿月荘 0268-44-2206

長野県 上田市 斉藤ホテル 0268-44-2211

長野県 上田市 菅平高原温泉ホテル 0268-74-2515

長野県 山ノ内町 和風の宿　ますや 0269-33-2171

長野県 山ノ内町 志賀高原　やまゆり荘 0269-34-2102

長野県 山ノ内町 志賀高原プリンスホテル 0269-34-3111

岐阜県 恵那市 恵那峡グランドホテル 0573-25-5375

岐阜県 恵那市 国民宿舎　恵那山荘 0573-66-7773

岐阜県 中津川市 ホテル花更紗 0573-69-5111

岐阜県 下呂市 紫雲荘 0576-25-2101



都道府県 市町村 宿泊補助対象施設 電話番号

岐阜県 下呂市 水明館 0576-25-2801

岐阜県 下呂市 まごころと味の宿　吉泉館竹翠亭 0576-25-3327

岐阜県 下呂市 湯之島館 0576-25-4126

岐阜県 下呂市 ＫＫＲ　下呂しらさぎ 0576-25-5505

岐阜県 高山市 高山グリーンホテル　 0577-33-5500

岐阜県 高山市 緑風苑きよはる 0577-34-3311

岐阜県 高山市 ホテルウィングインターナショナル飛騨高山 0577-35-1300

岐阜県 高山市 ＫＫＲ　平湯たから荘 0578-89-2626

岐阜県 岐阜市 ホテルグランヴェール岐山 058-263-7111

静岡県 熱海市 シーサイドいずたが 0120-73-1241

静岡県 熱海市 プリンススマートイン熱海 050-3184-1143

静岡県 浜松市 国民宿舎　奥浜名湖 053-522-1115

静岡県 富士宮市 休暇村　富士 0544-54-5200

静岡県 伊東市 ホテル伊東ガーデン 0557-36-3841

静岡県 伊東市 川奈ホテル 0557-45-1111

静岡県 熱海市 ＫＫＲ　ホテル熱海 0557-85-2000

静岡県 下田市 下田プリンスホテル 0558-22-2111

静岡県 下田市 下田東急ホテル 0558-22-2411

静岡県 河津町 伊豆今井浜東急ホテル 0558-32-0109

静岡県 松崎町 国民宿舎　伊豆まつざき荘 0558-42-0450

静岡県 南伊豆町 休暇村　南伊豆 0558-62-0535

静岡県 沼津市 ＫＫＲ　沼津はまゆう 055-931-0592

静岡県 伊豆の国市 伊豆長岡温泉　三養荘 055-947-1111

静岡県 伊豆の国市 ＫＫＲ　伊豆長岡千歳荘 055-948-0010

静岡県 伊豆の国市 伊豆長岡温泉京急ホテル 055-948-1612

静岡県 三島市 富士山三島東急ホテル 055-991-0109

愛知県 名古屋市 ＫＫＲ　ホテル名古屋 052-201-3326

愛知県 名古屋市 ホテルウィングインターナショナル名古屋 052-201-6011

愛知県 名古屋市 アイリス愛知 052-223-3755

愛知県 名古屋市 グリーンリッチホテル名古屋錦 052-231-0020

愛知県 名古屋市 名古屋栄東急ＲＥＩホテル 052-251-0109

愛知県 名古屋市 名古屋東急ホテル 052-251-2411

愛知県 名古屋市 ホテルルートイン名古屋　栄 052-259-7300

愛知県 名古屋市 名古屋プリンスホテル　スカイタワー 052-565-1110

愛知県 名古屋市 ホテル　ルブラ王山 052-762-3151

愛知県 名古屋市 ホテルウィングインターナショナルセレクト名古屋栄 052-857-4488

愛知県 名古屋市 ホテルメルパルク名古屋 052-937-3535

愛知県 名古屋市 名古屋ガーデンパレス 052-957-1022

愛知県 田原市 シーサイド伊良湖 0531-35-1151

愛知県 田原市 休暇村　伊良湖 0531-35-6411



都道府県 市町村 宿泊補助対象施設 電話番号

愛知県 蒲郡市 蒲郡荘 0533-68-2188

愛知県 蒲郡市 サンヒルズ三河湾 0533-68-4696

愛知県 豊根村 休暇村　茶臼山高原 0536-87-2334

愛知県 南知多町 サンホテル大陽荘 0569-68-2206

三重県 津市 プラザ洞津 059-227-3291

三重県 津市 ホテルいせわん 059-228-2077

三重県 菰野町 源泉の宿　希望荘 059-392-3181

三重県 伊賀市 青山ガーデンリゾートホテル　ローザブランカ 0595-52-5586

三重県 熊野市 熊野の宿　海ひかり 0597-89-7000

三重県 鳥羽市 ＫＫＲ　鳥羽いそぶえ荘 0599-25-3226

三重県 鳥羽市 ホテル浜離宮 0599-25-6868

三重県 鳥羽市 石鏡第一ホテル神倶良 0599-32-5301

三重県 志摩市 プレミアリゾート　夕雅　伊勢志摩 0599-53-1551

三重県 志摩市 サンペルラ志摩 0599-57-2130

滋賀県 近江八幡市 休暇村　近江八幡 0748-32-3138

滋賀県 長浜市 ウッディパル余呉 0749-86-4145

滋賀県 大津市 びわ湖大津プリンスホテル 077-521-1111

滋賀県 大津市 ホテルピアザびわ湖 077-527-6333

滋賀県 大津市 びわ湖花街道 077-578-1075

滋賀県 大津市 里湯昔話　雄山荘 077-578-1144

滋賀県 大津市 ＫＫＲ　ホテルびわこ 077-578-2020

滋賀県 大津市 湯元舘 077-579-1111

京都府 京都市 ＫＫＲ　京都くに荘 075-222-0092

京都府 京都市 ホテルウィングインターナショナル京都四条烏丸 075-284-0111

京都府 京都市 京都東急ホテル 075-341-2411

京都府 京都市 ホテル法華クラブ京都 075-361-1251

京都府 京都市 京都ガーデンパレス 075-411-0111

京都府 京都市 ホテル　ルビノ京都堀川 075-432-6161

京都府 京都市 御所西　京都平安ホテル 075-432-6181

京都府 京都市 The Hotel Seiryu Kyoto Kiyomizu 075-532-1111

京都府 京都市 アルモントホテル京都 075-681-2301

京都府 京都市 ホテルセントノーム京都 075-682-8777

京都府 京都市 グリーンリッチホテル京都駅南 075-691-2500

京都府 京都市 ザ・プリンス京都宝ヶ池 075-712-1111

京都府 京都市 湯元のお宿　民宿大原山荘 075-744-2227

京都府 京都市 大原温泉　湯元京の民宿　大原の里 075-744-2917

京都府 京都市 京都　白河院 075-761-0201

京都府 京都市 ホテルウィングインターナショナルプレミアム京都三条 075-761-1000

京都府 京都市 嵐山温泉彩四季の宿　花筏 075-861-0228

京都府 京都市 花のいえ 075-861-1545



都道府県 市町村 宿泊補助対象施設 電話番号

京都府 南丹市 美山町自然文化村 河鹿荘 0771-77-0014

京都府 京丹後市 夕日ヶ浦温泉　海花亭（花御前・紫峰閣） 0772-74-0343

京都府 京丹後市 宇川温泉　よし野の里 0772-76-1000

大阪府 大阪市 ヴィアーレ大阪 06-4705-2411

大阪府 大阪市 大阪富士屋ホテル 06-6211-5522

大阪府 大阪市 大阪エクセルホテル東急 06-6252-0109

大阪府 大阪市 ホテル法華クラブ大阪 06-6313-3171

大阪府 大阪市 大阪東急ＲＥＩホテル 06-6315-0109

大阪府 吹田市 新大阪江坂東急ＲＥＩホテル 06-6338-0109

大阪府 大阪市 ホテルメルパルク大阪 06-6350-2111

大阪府 大阪市 ＫＫＲ　ホテル梅田 06-6362-6800

大阪府 大阪市 大阪ガーデンパレス 06-6396-6211

大阪府 大阪市 ザパークフロントホテルアットユニバーサル・スタジオ・ジャパン 06-6460-0109

大阪府 大阪市 ホテルアウィーナ大阪 06-6772-1441

大阪府 吹田市 ジーアールホテル江坂 06-6821-2001

大阪府 池田市 グリーンリッチホテル大阪空港前（伊丹） 06-6842-1100

大阪府 大阪市 ＫＫＲ　ホテル大阪 06-6941-1122

大阪府 大阪市 シティプラザ大阪 06-6947-7702

大阪府 東大阪市 ホテルウィングインターナショナルセレクト東大阪 06-7709-9088

大阪府 大阪市 ホテルウィングインターナショナル大阪梅田 06-7711-0550

兵庫県 神戸市 ひょうご共済会館 078-222-2600

兵庫県 神戸市 グリーンリッチホテル神戸三宮 078-241-0022

兵庫県 神戸市 ホテル北野プラザ六甲荘 078-241-2451

兵庫県 神戸市 神戸北野ホテル 078-271-3711

兵庫県 神戸市 神戸三宮東急ＲＥＩホテル 078-291-0109

兵庫県 神戸市 ラッセホール 078-291-1117

兵庫県 神戸市 神戸元町東急ＲＥＩホテル 078-327-0109

兵庫県 神戸市 ホテルウィングインターナショナル神戸新長田駅前 078-611-7270

兵庫県 神戸市 国民宿舎　シーパル須磨 078-731-6815

兵庫県 神戸市 国民宿舎　オテル・ド・摩耶 078-862-0008

兵庫県 神戸市 瑞宝園 078-903-3800

兵庫県 姫路市 ホテルウィングインターナショナル姫路 079-287-2111

兵庫県 豊岡市 ＫＫＲ　城崎玄武 0796-32-2631

兵庫県 香美町 国民宿舎　ファミリーイン今子浦 0796-36-3553

兵庫県 豊岡市 休暇村　竹野海岸 0796-47-1511

兵庫県 新温泉町 ゆめ春来 0796-99-2211

兵庫県 南あわじ市 国民宿舎　慶野松原荘 0799-36-3391

兵庫県 南あわじ市 休暇村　南淡路 0799-52-0291

奈良県 奈良市 春日ホテル 0742-22-4031

奈良県 奈良市 ＫＫＲ　奈良みかさ荘 0742-22-5582



都道府県 市町村 宿泊補助対象施設 電話番号

奈良県 奈良市 ホテルリガーレ春日野 0742-22-6021

奈良県 御所市 国民宿舎　葛城高原ロッジ 0745-62-5083

奈良県 美郷町 信貴山観光ホテル 0745-72-4801

奈良県 十津川村 ホテル昴 0746-64-1111

和歌山県 和歌山市 ホテルアバローム紀の国 073-436-1200

和歌山県 和歌山市 休暇村　紀州加太 073-459-0321

和歌山県 新宮市 新宮ユーアイホテル 0735-22-6611

和歌山県 那智勝浦町 ホテルなぎさや 0735-52-0015

和歌山県 那智勝浦町 休暇村　南紀勝浦 0735-54-0126

和歌山県 串本町 国民宿舎　あらふねリゾート 0735-74-0124

和歌山県 高野町 藤之坊成福院 0736-56-2109

和歌山県 白浜町 湯処むろべ 0739-42-3300

和歌山県 白浜町 ＫＫＲ　白浜美浜荘 0739-42-3383

和歌山県 上富田町 南紀白浜リゾートホテル 0739-47-4455

和歌山県 みなべ町 国民宿舎　紀州路みなべ 0739-72-3939

鳥取県 鳥取市 白兎会館 0857-23-1021

鳥取県 鳥取市 グリーンリッチホテル鳥取駅前 0857-25-0022

鳥取県 鳥取市 国民宿舎　山紫苑 0857-84-2211

鳥取県 湯梨浜町 国民宿舎　水明荘 0858-32-0411

鳥取県 三朝町 依山楼岩崎 0858-43-0111

鳥取県 三朝町 渓泉閣 0858-43-0828

鳥取県 米子市 華水亭 0859-33-0001

鳥取県 米子市 皆生グランドホテル　天水 0859-33-3531

鳥取県 米子市 グリーンリッチホテル米子駅前 0859-36-0500

鳥取県 江府町 休暇村　奥大山 0859-75-2300

島根県 松江市 サンラポーむらくも 0852-21-2670

島根県 松江市 ホテル白鳥 0852-21-6195

島根県 松江市 島根県教育会館 0852-25-6200

島根県 松江市 松江エクセルホテル東急 0852-27-0109

島根県 松江市 グリーンリッチホテル松江駅前 0852-27-3000

島根県 出雲市 グリーンリッチホテル出雲 0853-25-3300

島根県 雲南市 国民宿舎　清嵐荘 0854-75-0031

島根県 浜田市 グリーンリッチホテル浜田駅前 0855-24-1234

島根県 浜田市 国民宿舎　千畳苑 0855-28-1255

岡山県 岡山市 ホテルメルパルク岡山 086-223-8101

岡山県 岡山市 サン・ピーチOKAYAMA 086-225-0631

岡山県 岡山市 ピュアリティまきび 086-232-0511

岡山県 倉敷市 グリーンリッチホテル倉敷駅前 086-427-1888

岡山県 倉敷市 国民宿舎　良寛荘 086-522-5291

岡山県 真庭市 休暇村　蒜山高原 0867-66-2501



都道府県 市町村 宿泊補助対象施設 電話番号

広島県 広島市 ホテルメルパルク広島 082-222-8501

広島県 広島市 広島東急ＲＥＩホテル 082-244-0109

広島県 広島市 鯉城会館 082-245-2322

広島県 広島市 ホテル法華クラブ広島 082-248-3371

広島県 広島市 グランドプリンスホテル広島 082-256-1111

広島県 広島市 広島ガーデンパレス 082-262-1122

広島県 広島市 グリーンリッチホテル広島新幹線口 082-263-5555

広島県 呉市 国民宿舎　野呂高原ロッジ 0823-87-2390

広島県 広島市 コテージ湯の山 082-504-2062

広島県 廿日市市 国民宿舎　みやじま杜の宿 0829-44-0430

広島県 広島市 国民宿舎　湯来ロッジ 0829-85-0111

広島県 竹原市 休暇村　大久野島 0846-26-0321

広島県 庄原市 休暇村　帝釈峡 08477-2-3110

広島県 福山市 国民宿舎　仙酔島 084-970-5050

山口県 岩国市 グリーンリッチホテル岩国駅前 0827-29-5555

山口県 下関市 下関市満珠荘 083-222-1126

山口県 下関市 国民宿舎　海峡ビューしものせき 083-229-0117

山口県 下関市 下関グランドホテル 083-231-5000

山口県 下関市 ホテルウィングインターナショナル下関 083-235-2111

山口県 下関市 サングリーン菊川 083-287-1760

山口県 周南市 国民宿舎　湯野荘 0834-83-2151

山口県 長門市 湯本観光ホテル西京 0837-25-3111

山口県 長門市 大谷山荘 0837-25-3300

山口県 下関市 一の俣温泉観光ホテル 083-768-0111

山口県 下関市 一の俣温泉グランドホテル 083-768-0321

山口県 萩市 萩本陣 0838-22-5252

山口県 山口市 セントコア山口 083-922-0811

山口県 山口市 ＫＫＲ　山口あさくら 083-922-3268

山口県 山口市 防長苑 083-922-3555

山口県 山口氏 グリーンリッチホテル山口湯田温泉 083-923-6000

山口県 山口市 国民宿舎　あいお荘 083-984-2201

徳島県 徳島市 ホテル千秋閣 088-622-9121

徳島県 鳴門市 アオアヲ　ナルト　リゾート 088-687-2580

香川県 坂出市 休暇村　讃岐五色台 0877-47-0231

香川県 高松市 高松東急REIホテル 087-821-0109

香川県 高松市 ルポール讃岐 087-831-3330

香川県 高松市 ホテルマリンパレスさぬき 087-851-6677

香川県 さぬき市 国民宿舎　クアパーク津田 0879-42-2521

愛媛県 西条市 休暇村　瀬戸内東予 0898-48-0311

愛媛県 松山市 松山東急ＲＥＩホテル 089-941-0109



都道府県 市町村 宿泊補助対象施設 電話番号

愛媛県 松山市 ＫＫＲ　道後ゆづき 089-941-2934

愛媛県 松山市 にぎたつ会館 089-941-3939

愛媛県 松山市 えひめ共済会館 089-945-6311

愛媛県 松山市 ホテルメルパルク松山 089-945-6411

高知県 宿毛市 国民宿舎　宿毛リゾート　椰子の湯 0880-65-8185

高知県 高知市 高知グリーンホテルはりまや橋 088-822-1800

高知県 高知市 高知共済会館　ＣＯＭＭＵＮＩＴＹ　ＳＱＵＡＲＥ 088-823-3211

高知県 高知市 高知会館 088-823-7123

福岡県 福岡市 博多エクセルホテル東急 092-262-0109

福岡県 福岡市 ホテル法華クラブ福岡 092-271-3171

福岡県 福岡市 冷泉閣ホテル川端 092-281-1811

福岡県 福岡市 ホテルリソルトリニティ博多 092-282-9269

福岡県 福岡市 ホテルウィングインターナショナル博多新幹線口 092-431-0111

福岡県 福岡市 都ホテル博多 092-441-3123

福岡県 福岡市 プレジデントホテル博多 092-441-8811

福岡県 福岡市 博多東急ＲＥＩホテル 092-451-0109

福岡県 福岡市 博多グリーンホテル１号館 092-451-4110

福岡県 福岡市 博多グリーンホテルアネックス 092-451-4112

福岡県 福岡市 ホテルクリオコート博多 092-472-1111

福岡県 福岡市 ホテルウィングインターナショナルセレクト博多駅前 092-476-9111

福岡県 福岡市 ＫＫＲ　ホテル博多 092-521-1361

福岡県 福岡市 福岡東映ホテル 092-524-2121

福岡県 福岡市 グリーンリッチホテル西鉄大橋駅前 092-552-4400

福岡県 福岡市 休暇村　志賀島 092-603-6631

福岡県 福岡市 福岡リーセントホテル 092-641-7741

福岡県 福岡市 福岡ガーデンパレス 092-713-1112

福岡県 福岡市 ホテルニューオータニ博多 092-715-2000

福岡県 福岡市 博多グリーンホテル天神 092-722-3636

福岡県 福岡市 アークホテルロイヤル福岡天神 092-724-2222

福岡県 福岡市 西鉄グランドホテル 092-781-0711

福岡県 福岡市 シーサイドホテルツインズももち 092-822-5001

福岡県 芦屋町 国民宿舎　マリンテラスあしや 093-223-1081

福岡県 北九州市 つかさ旅館 093-321-0818

福岡県 北九州市 プレミアホテル門司港 093-321-1111

福岡県 北九州市 旅館　むつみ関門荘 093-321-1496

福岡県 北九州市 ホテルポート門司 093-331-0112

福岡県 北九州市 門司港ゲストハウス　ポルト 093-342-9938

福岡県 北九州市 ホテルクラウンパレス小倉 093-511-4111

福岡県 北九州市 ホテルクラウンヒルズ小倉 093-521-0109

福岡県 北九州市 サンスカイホテル小倉 093-521-0123



都道府県 市町村 宿泊補助対象施設 電話番号

福岡県 北九州市 リーガロイヤルホテル小倉 093-521-2058

福岡県 北九州市 ＪＲ九州ステーションホテル小倉 093-541-7111

福岡県 北九州市 小倉リーセントホテル 093-581-5673

福岡県 北九州市 ホテルクラウンパレス北九州 093-631-1111

福岡県 北九州市 千草ホテル 093-671-1131

福岡県 宗像市 グローバルアリーナ 0940-33-8400

福岡県 宗像市 Royal Hotel 宗像 0940-62-4111

福岡県 久留米市 グリーンリッチホテル久留米 0942-39-3000

福岡県 筑後市 国民宿舎　筑後船小屋公園の宿 0942-42-1126

福岡県 八女市 くつろぎの森　グリーンピア八女 0943-42-2400

福岡県 八女市 国民宿舎　池の山荘 0943-52-2082

福岡県 うきは市 桑之屋 0943-77-2148

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

福岡県 朝倉市 六峰舘 0946-62-1047

福岡県 朝倉市 ホテルパーレンス小野屋 0946-62-1120

福岡県 朝倉市 泰泉閣 0946-62-1140

福岡県 朝倉市 原鶴グランドスカイホテル 0946-62-1951

福岡県 朝倉市 ビューホテル平成 0946-63-3515

福岡県 宮若市 楠水閣 0949-54-0123

佐賀県 鳥栖市 トスステーションホテルマツザカ 0942-82-2012

佐賀県 鳥栖市 グリーンリッチホテル鳥栖駅前 0942-87-1010

佐賀県 鳥栖市 サンホテル鳥栖 0942-87-3939

佐賀県 佐賀市 ホテルニューオータニ佐賀 0952-23-1111

佐賀県 佐賀市 グランデはがくれ 0952-25-2212

佐賀県 佐賀市 ビジネスホテル　サンシティ　１号館 0952-31-8888

佐賀県 佐賀市 ビジネスホテル　サンシティ　２号館 0952-31-9999

佐賀県 佐賀市 サガシティホテル 0952-40-0100

佐賀県 佐賀市 ＯＮＣＲＩ　古湯温泉おんくり 0952-51-8111

佐賀県 佐賀市 ホテル龍登園 0952-62-3111

佐賀県 佐賀市 ガーデンテラス佐賀　ホテル＆マリトピア 0952-23-0111

佐賀県 多久市 天山多久温泉　TAQUA 0952-75-7770

佐賀県 武雄市 セントラルホテル武雄温泉駅前 0954-20-1234

佐賀県 武雄市 ホテル春慶屋 0954-22-2101

佐賀県 武雄市 武雄温泉ハイツ 0954-23-8151

佐賀県 武雄市 武雄温泉　森のリゾートホテル 0954-23-4477

佐賀県 嬉野市 和多屋別荘 0954-42-0210

佐賀県 嬉野市 ホテル華翠苑 0954-42-2111

佐賀県 嬉野市 花とおもてなしの宿　松園 0954-43-0153

佐賀県 嬉野市 茶心の宿　和楽園 0954-43-3181

佐賀県 嬉野市 湯快リゾート　嬉野館 0570-550-078
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佐賀県 鹿島市 スカイタワーホテル 0954-63-1188

佐賀県 伊万里市 セントラルホテル伊万里 0955-22-0880

佐賀県 伊万里市 伊万里グランドホテル 0955-22-2811

佐賀県 唐津市 魚半旅館 0955-56-6234

佐賀県 唐津市 Hotel＆Resorts SAGA-KARATSU 0955-72-0111

佐賀県 唐津市 虹の松原ホテル 0955-73-9111

佐賀県 唐津市 唐津第一ホテル 0955-74-1000

佐賀県 唐津市 唐津第一ホテル　リベール 0955-75-2000

佐賀県 唐津市 唐津シーサイドホテル 0955-75-3300

長崎県 壱岐市 国民宿舎　壱岐島荘 0920-43-0124

長崎県 壱岐市 壱岐マリーナホテル 0920-47-0603

長崎県 壱岐市 ホテルステラコート　太安閣 0920-47-3737

長崎県 対馬市 ホテル金石館 0920-52-0154

長崎県 平戸市 国際観光ホテル　旗松亭 0950-22-3191

長崎県 平戸市 ホテル彩陽ＷＡＫＩＧＡＷＡ 0950-23-2488

長崎県 平戸市 湯快リゾート　ホテル蘭風 0570-550-078

長崎県 佐世保市 ホテルリソル佐世保 0956-24-9269

長崎県 佐世保市 セントラルホテル佐世保 0956-25-0001

長崎県 佐世保市 弓張の丘ホテル 0956-26-0800

長崎県 佐世保市 九十九島シーサイドテラス　ホテル＆スパ花みずき 0956-28-5151

長崎県 佐世保市 佐世保ワシントンホテル 0956-32-8011

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

長崎県 佐世保市 山暖簾 0956-76-2900

長崎県 川棚町 国民宿舎　くじゃく荘 0956-82-2661

長崎県 波佐見町 ホテルブリスヴィラ波佐見 0956-85-8338

長崎県 諫早市 いこいの村　長崎 0957-32-2902

長崎県 大村市 ヴィラテラス大村　ホテル＆リゾート 0957-48-7711

長崎県 大村市 長崎インターナショナルホテル 0957-52-1111

長崎県 大村市 大村セントラルホテル 0957-54-7111

長崎県 島原市 東洋九十九べイホテル 0957-62-3111

長崎県 島原市 ホテル南風楼 0957-62-5111

長崎県 雲仙市 雲仙　福田屋 0957-73-2151

長崎県 雲仙市 湯元ホテル 0957-73-3255

長崎県 雲仙市 国民宿舎　青雲荘 0957-73-3273

長崎県 雲仙市 ゆやど雲仙新湯 0957-73-3301

長崎県 雲仙市 旅館　山田屋 0957-75-0505

長崎県 雲仙市 湯快リゾート　雲仙東洋館 0570-550-078

長崎県 長崎市 長崎バスターミナルホテル 095-821-4111

長崎県 長崎市 ホテル　セントヒル長崎 095-822-2251

長崎県 長崎市 長崎にっしょうかん 095-824-2151



都道府県 市町村 宿泊補助対象施設 電話番号

長崎県 長崎市 にっしょうかん　別邸　紅葉亭 095-824-2152

長崎県 長崎市 にっしょうかん　新館　梅松鶴 095-824-2153

長崎県 長崎市 ホテルニュータンダ 095-827-6121

長崎県 長崎市 ホテルモントレ長崎 095-827-7111

長崎県 長崎市 矢太樓・矢太樓南館 095-828-1111

長崎県 長崎市 長崎ロイヤルチェスターホテル 095-856-1101

長崎県 長崎市 ガーデンテラス長崎　ホテル＆リゾート 095-864-7777

長崎県 長崎市 ホテルクオーレ長崎駅前 095-818-9000

長崎県 長崎市 ホテルウィング・ポート長崎 095-833-2800

長崎県 長崎市 ホテルベルビュー長崎出島 095-826-5030

長崎県 新上五島町 ホテルマリンピア 0959-42-2323

長崎県 五島市 五島コンカナ王国 0959-72-1348

長崎県 五島市 ホテル　上乃家 0959-72-2465

熊本県 熊本市 ジーアールホテル水道町 096-211-2222

熊本県 菊陽町 グリーンリッチホテルあそ熊本空港 096-232-8888

熊本県 熊本市 ジーアールホテル銀座通 096-319-8888

熊本県 熊本市 熊本東急ＲＥＩホテル 096-322-0109

熊本県 熊本市 ホテル法華クラブ　熊本 096-322-5001

熊本県 熊本市 ホテルウィングインターナショナルセレクト熊本 096-325-1000

熊本県 熊本市 ＫＫＲ　ホテル熊本 096-355-0121

熊本県 熊本市 ホテルメルパルク熊本 096-355-6311

熊本県 熊本市 水前寺コンフォートホテル 096-372-4000

熊本県 熊本市 グリーンリッチホテル水前寺 096-382-4444

熊本県 熊本市 水前寺共済会館 　グレーシア 096-383-1281

熊本県 熊本市 県庁前グリーンホテル 096-387-6666

熊本県 上天草市 旅亭　藍の岬 0964-59-0010

熊本県 八代市 ホテルウィングインターナショナル熊本八代 0965-32-0711

熊本県 人吉市 丸恵本館 0966-22-2291

熊本県 人吉市 鍋屋本館 0966-22-3131

熊本県 阿蘇市 阿蘇ホテル 0967-32-0008

熊本県 阿蘇市 阿蘇プラザホテル 0967-32-0711

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

熊本県 小国町 つえたて温泉ひぜんや 0967-48-0141

熊本県 小国町 ひぜんや和風別館杖立渓流の宿大自然 0967-48-0149

熊本県 高森町 休暇村　南阿蘇 0967-62-2111

熊本県 南阿蘇村 ホテル夢しずく 0967-67-4555

熊本県 山都市 国民宿舎　通潤山荘 0967-72-1161

熊本県 菊池市 菊池グランドホテル 0968-25-3111

熊本県 山鹿市 清流荘　鹿門亭・水鏡庵 0968-43-2101

熊本県 山鹿市 富士ホテル 0968-43-4146



都道府県 市町村 宿泊補助対象施設 電話番号

熊本県 荒尾市 ホテルヴェルデ 0968-66-3939

熊本県 南関町 ホテルセキア 0968-69-6111

熊本県 日田市 Caffelひなのさと 0973-22-2134

大分県 佐伯市 ホテル金水苑 0972-22-8181

大分県 佐伯市 佐伯セントラルホテル 0972-22-8511

大分県 臼杵市 クレドホテル臼杵 0972-63-5666

大分県 日田市 スマイルホテル大分日田 0973-22-0303

大分県 日田市 日田の宿　よろづや 0973-22-3138

大分県 日田市 小京都の湯 みくまホテル 0973-23-3000

大分県 日田市 ホテルソシア 0973-24-6000

大分県 日田市 プラザホテル　フジノイ 0973-24-7000

大分県 日田市 旅館　渓仙閣 0973-57-2355

大分県 日田市 山荘天水 0973-57-2424

大分県 九重町 名水の宿　宝珠屋 0973-79-2529

大分県 九重町 御宿　泉水 0973-79-2717

大分県 豊後大野市 ホテルますの井 0974-22-1050

大分県 竹田市 ホテル岩城屋 0974-62-2211

大分県 竹田市 御宿　割烹　一竹 0974-63-2138

大分県 竹田市 久住高原コテージ 0974-64-3111

大分県 竹田市 国民宿舎　久住高原荘 0974-76-1211

大分県 竹田市 レゾネイトクラブ　くじゅう 0974-76-1223

大分県 大分市 ホテルルートイン大分駅前 097-513-5000

大分県 大分市 コモドホテルOITA 097-514-4005

大分県 大分市 ホテル法華クラブ大分 097-532-1121

大分県 大分市 ホテル９１０ 097-532-3331

大分県 大分市 ホテルクドウ大分 097-532-3981

大分県 大分市 ホテル日航大分　オアシスタワー 097-533-4411

大分県 大分市 ダイワロイネットホテル大分 097-535-0022

大分県 大分市 グリーンリッチホテル大分都町 097-535-2525

大分県 大分市 大分リーガルホテル 097-536-3000

大分県 大分市 グリーンリッチホテル大分駅前 097-573-3333

大分県 別府市 城島高原ホテル 0977-22-1163

大分県 別府市 ホテル別府パストラル 0977-23-4201

大分県 別府市 別府豊泉荘 0977-23-4281

大分県 別府市 別府ステーションホテル 0977-24-5252

大分県 別府市 ホテルうみね 0977-26-0002

大分県 別府市 ホテルサンバリーアネックス 0977-26-6555

大分県 別府市 ホテルSEAWAVE別府 0977-27-1311

大分県 別府市 湯快リゾート　プレミアムホテル風月 0570-550-078

大分県 由布市 由布院倶楽部 0977-28-2600



都道府県 市町村 宿泊補助対象施設 電話番号

大分県 別府市 山荘神和苑 0977-66-2111

大分県 別府市 杉乃井ホテル 0977-78-8888

大分県 由布市 ゆふいん山水館 0977-84-2101

大分県 由布市 旅想ゆふいん　やまだ屋 0977-85-3185

大分県 豊後高田市 真玉温泉　山翆荘（スパランド真玉） 0978-53-4390

大分県 豊後高田市 海浜旅庵　しおじ 0978-54-3382

大分県 国東市 ホテルベイグランド国東 0978-72-4111

大分県 国東市 和の宿　割烹　三國屋 0978-82-0168

大分県 中津市 グランプラザ中津ホテル 0979-24-7111

大分県 中津市 ルートイン中津駅前 0979-85-0050

宮崎県 延岡市 延岡アーバンホテル 0982-22-8800

宮崎県 延岡市 ホテルルートイン延岡駅前 0982-23-1300

宮崎県 延岡市 エンシティホテル延岡 0982-32-6060

宮崎県 延岡市 延岡第一ホテル 0982-34-1181

宮崎県 日向市 ホテル　ベルフォート日向 0982-52-0001

宮崎県 日向市 日向第一ホテル 0982-52-8151

宮崎県 高千穂町 今国旅館 0982-72-2175

宮崎県 高千穂町 国民宿舎　ホテル高千穂 0982-72-3255

宮崎県 高千穂町 ホテルグレイトフル高千穂 0982-72-4111

宮崎県 高千穂町 ソレスト高千穂 HOTEL 0982-83-0001

宮崎県 五ヶ瀬町 ホテルフォレストピア 0982-83-2321

宮崎県 高鍋町 ホテル泉屋 0983-22-3366

宮崎県 高鍋町 ホテル四季亭 0983-23-0043

宮崎県 西都市 ホテルプリムローズ西都 0983-43-3313

宮崎県 小林市 ビジネスホテル　くらいし 0984-21-0800

宮崎県 小林市 ホテルプラザ 0984-23-3100

宮崎県 えびの市 国民宿舎　えびの高原荘 0984-33-0161

宮崎県 宮崎市 シェラトン・グランデ・オーシャンリゾート 0985-21-1113

宮崎県 宮崎市 コテージヒムカ　／　ラグゼ一ツ葉 0985-21-1113

宮崎県 宮崎市 宮崎ライオンズホテル 0985-22-6111

宮崎県 宮崎市 ニューウェルシティ宮崎 0985-23-3311

宮崎県 宮崎市 ひまわり荘 0985-24-5285

宮崎県 宮崎市 ホテル金住 0985-25-3455

宮崎県 宮崎市 ホテルセンチュリー宮崎 0985-26-5555

宮崎県 宮崎市 ホテルメリージュ 0985-26-6666

宮崎県 宮崎市 グリーンリッチホテル宮崎 0985-26-7411

宮崎県 宮崎市 宮崎観光ホテル 0985-27-1212

宮崎県 宮崎市 ホテルマリックス 0985-28-6161

宮崎県 宮崎市 エアラインホテル 0985-29-7070

宮崎県 宮崎市 ホテルスカイタワー宮崎駅前 0985-31-1111



都道府県 市町村 宿泊補助対象施設 電話番号

宮崎県 宮崎市 ホテルブリスベンズ 0985-32-8888

宮崎県 宮崎市 ホテルマリックスラグーン 0985-38-5000

宮崎県 宮崎市 ホテル青島サンクマール 0985-55-4390

宮崎県 宮崎市 グリーンリッチホテル宮崎橘通２ 0985-61-0088

宮崎県 宮崎市 ホテルルートイン宮崎橘通 0985-61-1488

宮崎県 宮崎市 ルートイングランティアあおしま太陽閣 0985-65-1531

宮崎県 宮崎市 ANAホリデイ・イン　リゾート宮崎 0985-65-1555

宮崎県 綾町 フォレスト綾川荘（旧　綾てるはの森の宿） 0985-77-1227

宮崎県 都城市 ホテルウィングインターナショナル都城 0986-22-2111

宮崎県 都城市 メインホテル 0986-23-3135

宮崎県 都城市 都城ロイヤルホテル 0986-25-0111

宮崎県 都城市 都城グリーンホテル 0986-25-6111

宮崎県 都城市 ベッセルホテル都城 0986-46-7777

宮崎県 日南市 旅館　ふじやす 0987-22-2738

宮崎県 日南市 日南第一ホテル 0987-23-9111

宮崎県 日南市 ホテル日南北郷リゾート 0987-55-3333

宮崎県 日南市 日南海岸南郷プリンスホテル 0987-64-2111

宮崎県 串間市 ホテル中村荘 0987-72-0038

鹿児島県 鹿児島市 SHIROYAMA HOTEL kagoshima 0570-07-4680

鹿児島県 鹿児島市 天然温泉　ホテル自治会館 099-206-1010

鹿児島県 鹿児島市 ホテルウェルビューかごしま 099-206-3838

鹿児島県 鹿児島市 ホテル法華クラブ　鹿児島 099-223-0551

鹿児島県 鹿児島市 ホテル吹上荘 099-224-3500

鹿児島県 鹿児島市 グリーンリッチホテル鹿児島天文館 099-224-5551

鹿児島県 鹿児島市 温泉ホテル　中原別荘 099-225-2800

鹿児島県 鹿児島市 サンディズイン鹿児島 099-227-5151

鹿児島県 鹿児島市 スパランド裸・楽・良 099-245-7070

鹿児島県 鹿児島市 マリンパレスかごしま 099-253-8822

鹿児島県 鹿児島市 鹿児島東急ＲＥＩホテル 099-256-0109

鹿児島県 鹿児島市 国民宿舎　レインボー桜島 099-293-2323

鹿児島県 鹿児島市 ゲートイン鹿児島 099-223-9100

鹿児島県 日置市 国民宿舎　吹上砂丘荘 099-296-2330

鹿児島県 指宿市 指宿海上ホテル 0993-22-2221

鹿児島県 指宿市 休暇村　指宿 0993-22-3211

鹿児島県 指宿市 いぶすき秀水園 0993-23-4141

鹿児島県 指宿市 指宿ベイヒルズ　Ｈｏｔｅｌ＆Ｓｐａ 0993-23-5552

鹿児島県 肝付町 国民宿舎　コスモピア内之浦 0994-67-4110

鹿児島県 姶良市 鹿児島高牧カントリークラブ 0995-52-1603

鹿児島県 霧島市 かごしま空港ホテル 0995-58-2331

鹿児島県 霧島市 霧島ホテル 0995-78-2121



都道府県 市町村 宿泊補助対象施設 電話番号

鹿児島県 霧島市 ホテル霧島キャッスル 0995-78-2211

鹿児島県 霧島市 霧島観光ホテル 0995-78-2531

鹿児島県 さつま町 インターナショナルゴルフリゾート京セラ 0996-57-1511

鹿児島県 出水市 ホテルウィングインターナショナル出水 0996-63-8111

鹿児島県 奄美市 ホテルビッグマリン奄美 0997-53-1321

鹿児島県 奄美市 奄美リゾートばしゃ山村 0997-63-1178

鹿児島県 知名町 国民宿舎　おきえらぶフローラルホテル 0997-93-2111

沖縄県 名護市 グリーンリッチホテル沖縄名護 0980-51-0111

沖縄県 名護市 ホテルゆがふいんおきなわ 0980-53-0031

沖縄県 宮古島市 宮古島東急ホテル＆リゾーツ 0980-76-2109

沖縄県 石垣市 南の美ら花　ホテルミヤヒラ 0980-82-6111

沖縄県 那覇市 アルモントホテル那覇おもろまち 098-860-6611

沖縄県 那覇市 グリーンリッチホテル那覇 098-863-2400

沖縄県 那覇市 ホテルサンパレス球陽館 098-863-4181

沖縄県 恩納村 パレスインムーンビーチ 098-863-4184

沖縄県 那覇市 アルモントホテル那覇県庁前 098-866-3811

沖縄県 那覇市 ホテルニューおきなわ 098-867-7200

沖縄県 那覇市 那覇東急ＲＥＩホテル 098-869-0109

沖縄県 久米島町 久米島イーフビーチホテル 098-985-7111

ＩＤ【wing】パスワード【1105】

●　東急ホテルズ

専用法人サイト利用　https://www.tokyuhotels.co.jp/ja/biz/

法人会員番号【301504413】パスワード【301504413】

●　プリンスホテル

専用サイト利用　http://www.princehotels.co.jp/keiyaku

ユーザ名【prkeiyaku】パスワード【prkeiyaku】

●　ホテルウィングインターナショナル

専用サイト利用　https://www.hotelwing.co.jp/houjininfo/

●　四季倶楽部（四季リゾーツ）

専用法人サイト利用　http://www.shikiresorts.com/reserve/reserve/index.html

または電話（03-5695-2500）

パートナー企業コード【352-347】登録名【全国教職員互助団体協議会】

※ 予約時に「優待プランでの宿泊希望」との申し出（入力）が必要


