
【定番エリア】宿泊施設一覧　（宿泊施設にて直接予約可能な施設一覧）
※販売期間は施設により異なります。各施設へお問い合わせをお願いいたします。
※施設名がグレーとなっている施設は完売した施設です。

【横浜地域】　（横浜市）
地区名 施設名 URL　（※URLがない場合は、電話番号）
横浜 横浜クラシックアパートメント https://yokohama-classic.com/
横浜 横浜ザ・アパートメント https://yokohama-stay.com/
横浜 ザ・カハラ ホテル＆リゾート 横浜 https://thekahala.jp/yokohama/
横浜 横浜ベイコート倶楽部ホテル＆スパリゾート https://baycourt.jp/yokohama/
横浜 横浜桜木町ワシントンホテル https://washington-hotels.jp/yokohama/sakuragicho/
横浜 旅館松島 http://r-matsushima.jp/
横浜 横浜ベイシェラトン ホテル＆タワーズ https://www.marriott.co.jp/hotels/travel/tyoys-yokohama-bay-sheraton-hotel-and-towers/
横浜 ホテルユニゾ横浜駅西 https://www.unizo-hotel.co.jp/yokohamaeki.w/
横浜 KKRポートヒル横浜 https://www.porthill-yokohama.jp/
横浜 コンフォートホテル横浜関内 https://www.choice-hotels.jp/hotel/kannai/
横浜 ローズホテル横浜 https://www.rosehotelyokohama.com
横浜 横浜みなとみらい 万葉倶楽部 www.manyo.co.jp/mm21/
横浜 京急ＥＸイン横浜駅東口 https://www.keikyu-exinn.co.jp/hotel/yokohama/
横浜 ホテルリソル横浜桜木町 https://www.resol-yokohama-s.com/
横浜 JR東日本ホテルメッツ横浜鶴見 https://www.hotelmets.jp/tsurumi/
横浜 JR東日本ホテルメッツ横浜 https://www.hotelmets.jp/yokohama/
横浜 JR東日本ホテルメッツ横浜桜木町 https://www.hotelmets.jp/sakuragicho/
横浜 新横浜国際ホテル https://kokusai-hotels.com/shinyokohamakokusai/
横浜 ハイアット リージェンシー 横浜 https://hyattregencyyokohama.jp/jp/
横浜 ホテルアソシア新横浜 https://www.associa.com/syh/
横浜 横浜ベイホテル東急 https://ybht.co.jp/
横浜 新横浜グレイスホテル https://gracehotel.jp/
横浜 Yokohama HY House https://www.yokohamahyhouse.com
横浜 ホテルJALシティ関内 横浜 http://www.kannai-yokohama.jalcity.co.jp/
横浜 ファーイーストビレッジホテル横浜 https://www.villagehotels.asia/ja-JP/Hotels/Far-East-Village-Hotel-Yokohama
横浜 ホテルルートイン横浜馬車道 https://www.route-inn.co.jp/hotel_list/kanagawa/index_hotel_id_530/
横浜 リッチモンドホテル横浜駅前 https://richmondhotel.jp/yokohama-ekimae/
横浜 新横浜プリンスホテル https://www.princehotels.co.jp/shinyokohama/
横浜 ホテルリブマックスBUDGET横浜鶴見 https://www.hotel-livemax.com/kanagawa/tsurumi/
横浜 ベストウェスタン横浜 https://bwhotels.jp/yokohama
横浜 横浜テクノタワーホテル https://www.technotower.jp/
横浜 ヨコハマ グランド インターコンチネンタル ホテル https://www.icyokohama-grand.com
横浜 インターコンチネンタル横浜Pier 8 https://www.icyokohama-pier8.com
横浜 ホテルニューグランド https://www.hotel-newgrand.co.jp/
横浜 ホテルリブマックス横浜元町駅前 https://www.hotel-livemax.com/kanagawa/yokohamamotomachist/
横浜 ホテルリブマックス横浜駅西口 https://www.hotel-livemax.com/kanagawa/yokohamast-nishiguchi/
横浜 ホテルリブマックスBUDGET横浜関内 https://www.hotel-livemax.com/kanagawa/kannai/
横浜 ホテルリブマックス横浜関内駅前 https://www.hotel-livemax.com/kanagawa/kannaist/
横浜 ホテルリブマックス新横浜 https://www.hotel-livemax.com/kanagawa/shin-yokohama/
横浜 ホテルリブマックス横浜スタジアム前 https://www.hotel-livemax.com/kanagawa/yokohama-stadium-mae/
横浜 アパホテル〈横浜関内〉　 https://www.apahotel.com/hotel/syutoken/kanagawa/yokohamakannai/
横浜 ブリーズベイホテル　リゾート＆スパ https://breezbay-group.com/bbh/index.html
横浜 ホテルテラス横浜桜木町 https://breezbay-group.com/terrace/
横浜 スーパーホテル横浜・関内 https://www.superhotel.co.jp/s_hotels/kannai/
横浜 スーパーホテル新横浜 https://www.superhotel.co.jp/s_hotels/shinyokohama/
横浜 スーパーホテル戸塚駅東口 https://www.superhotel.co.jp/s_hotels/totsuka/
横浜 ホテルマイステイズ横浜関内 https://www.mystays.com/hotel-mystays-yokohama-kannai-kanagawa/
横浜 フレックステイイン桜木町 https://www.mystays.com/hotel-flexstay-inn-sakuragicho-kanagawa/
横浜 ホテルマイステイズ横浜 https://www.mystays.com/hotel-mystays-yokohama-kanagawa/
横浜 横浜ロイヤルパークホテル https://www.yrph.com/
横浜 リッチモンドホテル横浜馬車道 https://richmondhotel.jp/yokohama/

【鎌倉地域】　（鎌倉市）
地区名 施設名 URL　（※URLがない場合は、電話番号）
鎌倉 We Base 鎌倉 https://we-base.jp/kamakura/
鎌倉 KKR鎌倉わかみや https://www.kamakurawakamiya.jp/
鎌倉 Ｈｏｔｅｌ鎌倉ｍｏｒｉ http://kamakuramori.net/
鎌倉 鎌倉プリンスホテル https://www.princehotels.co.jp/kamakura/
鎌倉 ホテルメトロポリタン鎌倉 https://kamakura.metropolitan.jp/
鎌倉 かいひん荘鎌倉 http://kaihinso.jp
鎌倉 鎌倉パークホテル http://kamakuraparkhotel.co.jp/
鎌倉 日本私立学校振興・共済事業団　鎌倉保養所 http://www.shigakukyosai.jp/yado/kamakura/
鎌倉 かきや旅館 http:///www.kakiya.co.jp
鎌倉 シャングリラ鶴岡 https://m.facebook.com/%E3%82%B7%E3%83%A3%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%83%AA%E3%83%A9%E9%B6%B4%E5%B2%A1-483566421675493/

鎌倉 腰越みなと館 0467-33-1658
鎌倉 ANNEX SHONAN https://asone.style/
鎌倉 AS ONE STYLE in 湘南 https://asone.style/
鎌倉 JR東日本ホテルメッツ かまくら大船 https://www.hotelmets.jp/kamakura/
鎌倉 亀時間 https://kamejikan.com/
鎌倉 Kamakura Vacation House https://www.kicca-soho.com/booking
鎌倉 KAMAKURA HOTEL https://kamakurahotel.jp/
鎌倉 HOTEL AO KAMAKURA https://hotelao.jp/
鎌倉 KOSHIGOE seaside inn https://dime-kamakura.com/
鎌倉 RIVERSIDE INN KAMAKURA https://dime-kamakura.com
鎌倉 ダイヤモンド鎌倉別邸ソサエティ https://www.diamond-s.co.jp/kamakura/
鎌倉 ゲストルーム鎌倉Nagomi～椿～ https://www.booking.com/hotel/jp/hoteru-aizalian-cang.ja.html
鎌倉 ゲストルーム鎌倉Nagomi～紫陽花～ https://www.booking.com/hotel/jp/taro-kamakura-komachi.ja.html
鎌倉 タローズハウス鎌倉ＨＡＳＥ https://www.booking.com/hotel/jp/taros-house-kamakura-hase.ja.html

【箱根地域】　（箱根町）
地区名 施設名 URL　（※URLがない場合は、電話番号）
箱根 箱根藍瑠 http://www.hakone-airu.com/
箱根 箱根水明荘 http://www.suimeisou.com/
箱根 あうら橘 http://www.aura-tachibana.com/
箱根 エクシブ箱根離宮 https://xiv.jp/hakone/
箱根 仙郷楼 http://senkyoro.co.jp/
箱根 箱根小涌園 三河屋旅館 https://www.hakonekowakien-mikawaya.jp/
箱根 雉子亭　豊栄荘 https://www.hoeiso.jp/
箱根 富士屋ホテル https://www.fujiyahotel.jp
箱根 小田急箱根レイクホテル https://www.hakone-lakehotel.com/
箱根 ホテル　マイユクール祥月 http://shougetsu.co.jp/
箱根 ホテル南風荘 http://www.nanpuso.co.jp/
箱根 リブマックスリゾート箱根芦ノ湖 https://www.livemax-resort.com/kanagawa/hakoneashinoko/
箱根 リブマックスリゾート箱根仙石原 https://www.livemax-resort.com/kanagawa/hakonesengokuhara/
箱根 箱根湯の花プリンスホテル https://www.princehotels.co.jp/yunohana/
箱根 箱根エレガンス http://hakone-elegance.jp/
箱根 箱根吟遊 http://www.hakoneginyu.co.jp/
箱根 「四季の湯座敷」武蔵野別館 http://www.musasino.net/
箱根 箱根　時の雫 http://www.tokinoshizuku.net/
箱根 CARO FORESTA 元箱根 LUCIA https://caro-foresta.com/arena/
箱根 箱根仙石原プリンスホテル https://www.princehotels.co.jp/hakone-sengokuhara/
箱根 ホテル凛香　箱根強羅リゾート http://hakone-gora.hotel-rinka.jp/index.html



箱根 国家公務員共済組合連合会宮の下保養所（KKR宮の下） http://www.kkrmiyanosita.com/
箱根 近江屋旅館 http://www.o-miya.com/
箱根 箱根小涌園　美山楓林 https://www.miyama-furin.com
箱根 結いの宿 彌榮館 http://www.yaeikan.com
箱根 箱根高原ホテル https://hakonekogenhotel.jp
箱根 ホテル河鹿荘 https://www.kajikaso.co.jp
箱根 ザ・プリンス　箱根芦ノ湖 https://www.princehotels.co.jp/the_prince_hakone/?s_ms=SW_ADW_FN_00109159&gclid=EAIaIQobChMI0YejnNyk5QIViWkqCh1bCQcXEAAYASAAEgIqRPD_BwE

箱根 龍宮殿 www.princehotels.co.jp/ryuguden/
箱根 ホテルおかだ https://www.hotel-okada.co.jp/
箱根 箱根湯本ホテル明日香 http://www.hakone-asuka.com/
箱根 箱根温泉　湯宿山の省 https://yamanosyou.com/
箱根 伊東園ホテル箱根湯本 https://www.itoenhotel.com/hakoneyumoto/
箱根 芦ノ湖ペンション森 https://www.e-pension.net/ashinoko-mori/
箱根 日本私立学校振興・共済事業団　箱根宿泊所　対岳荘 0460-82-2094
箱根 鶴井の宿　紫雲荘 https://www.shiunso.co.jp/
箱根 ホテルグリーンプラザ箱根 https://www.hgp.co.jp/hakone/
箱根 センチュリオン箱根別邸 https://www.centurion-hotel.com/hakone/#hakone
箱根 きたの風茶寮 https://www.kitanokaze-saryou.com/
箱根 湯本富士屋ホテル https://www.yumotofujiya.jp/
箱根 天成園 https://www.tenseien.co.jp/
箱根 ホテルインディゴ箱根強羅 https://hakonegora.hotelindigo.com
箱根 温泉ホテル強羅館 https://www.hakone-ryokan.or.jp/search/00520/
箱根 箱根パークス吉野 https://www.pax-yoshino.com/
箱根 強羅花扇 https://gorahanaougi.com/hanaougi/
箱根 強羅花扇　円かの杜 https://gorahanaougi.com/madokanomori/
箱根 かっぱ天国 http://www.kappa1059.co.jp/
箱根 きのくにや旅館 http://hakone-kinokuniya.co.jp/
箱根 箱根強羅ホテルパイプのけむりプラス https://www.paipunokemuri.com/goura/
箱根 箱根ふうら https://www.fura.jp
箱根 白湯の宿山田家 https://2641.net/ ★12/1　14:00修正
箱根 箱根の森おかだ https://www.hakonenomori-okada.jp/
箱根 Fun Space芦ノ湖キャンプ村レイクサイドヴィラ https://campmura.com/
箱根 箱根星のあかり https://www.hakone-hoshinoakari.jp/
箱根 紬-TSUMUGI- http://www.jp-tsumugi.com
箱根 華の宿　ふくや http://www.hakone-fukuya.com
箱根 ドッグレストプレイス http://dogsrestplace.com/
箱根 ホテルおくゆもと https://ssl.okuyumoto.co.jp/
箱根 箱根・芦ノ湖 はなをり https://hanaori.jp/ashinoko/
箱根 ウィスタリアンライフクラブヴェルデの森 http://www.wlc-fujita.co.jp/verde/
箱根 桐谷箱根荘 http://kiritani-hakoneso.com/
箱根 自家源泉かけ流しの宿　箱根翠泉 https://www.suisen-hakone.com/
箱根 塔ノ沢一の湯本館 https://www.ichinoyu.co.jp/honkan/
箱根 姥子温泉芦ノ湖一の湯 https://www.ichinoyu.co.jp/ashinokoqs/
箱根 仙石高原大箱根一の湯 https://www.ichinoyu.co.jp/daihakone/
箱根 塔ノ沢一の湯新館 https://www.ichinoyu.co.jp/shinkan/
箱根 仙石原品の木一の湯 https://www.ichinoyu.co.jp/shinanoki/
箱根 強羅温泉　雪月花別邸翠雲 https://www.hotespa.net/hotels/suiun
箱根 仙石原ススキの原一の湯 https://www.ichinoyu.co.jp/susuki/
箱根 箱根路開雲 https://www.ichinoyu.co.jp/kaiun/
箱根 レジーナリゾート箱根雲外荘 https://www.regina-resorts.com/hakone/?fpc=57.1.365.01256620e9b0038q.1656842409000
箱根 強羅風の音 https://www.gora-kazenone.jp/
箱根 星野リゾート　界 箱根 https://hoshinoresorts.com/ja/hotels/kaihakone/
箱根 エンブレムフロー箱根 https://emblemflow.com/
箱根 強羅環翠楼 https://gourakansuirou.co.jp/
箱根 ＤＮＰ創発の杜　箱根芦ノ湖山荘 https://www.dnp.co.jp/group/dnp-facilityservices/benefits_hakone/
箱根 ラフォーレ倶楽部　箱根強羅　湯の棲 http://www.laforet.co.jp/gora/
箱根 有限会社　万石の湯　よきや 0460-85-5741
箱根 レジーナリゾート箱根仙石原 https://www.regina-resorts.com/sengokuhara/
箱根 和心亭豊月 https://hakone-hougetu.com
箱根 星野リゾート　界 仙石原 https://hoshinoresorts.com/ja/hotels/kaisengokuhara/
箱根 月の宿　紗ら https://www.hotespa.net/hotels/sara/
箱根 和の宿　華ごころ https://hakone-hanagokoro.com/
箱根 四季倶楽部フォレスト箱根 http://www.shikiresorts.com/
箱根 四季倶楽部箱根スタイル http://www.shikiresorts.com/
箱根 四季倶楽部強羅彩香 http://www.shikiresorts.com/
箱根 四季倶楽部ヴィラ箱根80 http://www.shikiresorts.com/
箱根 四季倶楽部箱根星の家 http://www.shikiresorts.com/
箱根 四季倶楽部箱根和の香 http://www.shikiresorts.com/
箱根 ホテル花月園 https://hotel.kagetsuen.net
箱根 HAKONE NICA https://hakone-nica.com/
箱根 フォレストリゾート　箱根森のせせらぎ http://www.morinoseseragi.com/
箱根 箱根小涌園　天悠 https://www.ten-yu.com/
箱根 株式会社吉池旅館 https://www.yoshiike.org/
箱根 季の湯　雪月花 https://www.hotespa.net/hotels/setsugetsuka/
箱根 箱根小涌谷温泉　水の音 https://www.hotespa.net/resort/hotellist/mizunoto/
箱根 オーベルジュ　オー・ミラドー http://mirador.co.jp
箱根 匠の宿佳松 http://www.hakone.co.jp/
箱根 箱根久織亭 https://hakonekuoritei.com/
箱根 箱根芦ノ湖虎乃湯 https://ashinokotoranoyu.com/
箱根 箱根仙石原　虎乃湯 https://www.sengokuharatoranoyu.com/
箱根 強羅にごりの湯宿　のうのう箱根 http://nounou.cc/
箱根 貸別荘プレジール箱根 http://plaisir-hakone.com/
箱根 Trip7箱根仙石原温泉ホテル http://lgdhome.com/hakone.html
箱根 万寿屋旅館 https://hakoneonsen-masuya.com/
箱根 小田急山のホテル https://www.hakone-hoteldeyama.jp
箱根 小田急箱根ハイランドホテル https://www.hakone-highlandhotel.jp
箱根 あじわいの心金時山荘 http://www.kintoki-hakone.com/
箱根 箱根ゆとわ https://www.hakoneyutowa-hotel.jp
箱根 福住楼 https://www.fukuzumi-ro.com/
箱根 ホテル佳山水 https://2641.net/page2
箱根 リ・カーヴ箱根 https://www.courthotels.co.jp/hakone/
箱根 箱根船員保険保養所　箱根嶺南荘 https://www.sempos.or.jp/hakone/
箱根 箱根・翠松園 https://www.hakonesuishoen.jp/
箱根 山の茶屋 https://www.yamanochaya.com
箱根 ホテルはつはな https://www.hakone-hotelhatsuhana.jp
箱根 温泉旅館湯さか荘 http://www.yusaka.jp
箱根 箱根料理宿弓庵 http://kyuan.jp/
箱根 ザグランリゾート箱根 https://www.granresort.jp/gr-member/hotel/hakone/
箱根 喜仙荘 http://www.kisenso.com/
箱根 RoheN Resort&Lounge HAKONE https://www.booking.com/hotel/jp/rohen-resort-amp-lounge-hakone.ja.html
箱根 YumotoStationHotel MIRAHAKONE https://www.booking.com/hotel/jp/yumoto-station-mirahakone.ja.html
箱根 GuestHouse Azito https://www.booking.com/hotel/jp/guesthouse-azito.ja.html
箱根 AshinokoPortVilla MIRAHAKONE https://www.booking.com/hotel/jp/ashinoko-port-villa-mirahakone.ja.html
箱根 Condominium MIRAHAKONE https://www.booking.com/hotel/jp/condominium-mirahakone.ja.html
箱根 ドッグパレスリゾート箱根 http://www.dogpalace.sakura.ne.jp/


