
令和４年６月22日現在

No. 地区名 施設名 URL　（※URLがない場合は、電話番号）

1 横浜市 横浜クラシックアパートメント https://yokohama-classic.com/

2 横浜市 横浜ザ・アパートメント https://yokohama-stay.com/

3 横浜市 ザ・カハラ ホテル＆リゾート 横浜 https://thekahala.jp/yokohama/

4 横浜市 横浜ベイコート倶楽部ホテル＆スパリゾート https://baycourt.jp/yokohama/

5 横浜市 横浜桜木町ワシントンホテル https://washington-hotels.jp/yokohama/sakuragicho/

6 横浜市 旅館松島 http://r-matsushima.jp/

7 横浜市 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/

8 横浜市 ホテルユニゾ横浜駅西 https://www.unizo-hotel.co.jp/yokohamaeki.w/

9 横浜市 KKRポートヒル横浜 https://www.porthill-yokohama.jp/

10 横浜市 コンフォートホテル横浜関内 https://www.choice-hotels.jp/hotel/kannai/

11 横浜市 ローズホテル横浜 https://www.rosehotelyokohama.com

12 横浜市 横浜みなとみらい 万葉倶楽部 www.manyo.co.jp/mm21/

13 横浜市 京急ＥＸイン横浜駅東口 https://www.keikyu-exinn.co.jp/hotel/yokohama/

14 横浜市 ホテルリソル横浜桜木町 https://www.resol-yokohama-s.com/

15 横浜市 JR東日本ホテルメッツ横浜鶴見 https://www.hotelmets.jp/tsurumi/

16 横浜市 JR東日本ホテルメッツ横浜 https://www.hotelmets.jp/yokohama/

17 横浜市 JR東日本ホテルメッツ横浜桜木町 https://www.hotelmets.jp/sakuragicho/

18 横浜市 ハイアット リージェンシー 横浜 https://hyattregencyyokohama.jp/jp/

19 横浜市 ホテルアソシア新横浜 https://www.associa.com/syh/

20 横浜市 横浜ベイホテル東急 https://ybht.co.jp/

21 横浜市 新横浜グレイスホテル https://gracehotel.jp/

22 横浜市 Yokohama HY House https://www.yokohamahyhouse.com

23 横浜市 ホテルJALシティ関内 横浜 http://www.kannai-yokohama.jalcity.co.jp/

24 横浜市 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

25 横浜市 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/

26 横浜市 リッチモンドホテル横浜駅前 https://richmondhotel.jp/yokohama-ekimae/

27 横浜市 新横浜プリンスホテル https://www.princehotels.co.jp/shinyokohama/

28 横浜市 ホテルリブマックスBUDGET横浜鶴見 https://www.hotel-livemax.com/kanagawa/tsurumi/

29 横浜市 横浜テクノタワーホテル https://www.technotower.jp/

30 横浜市 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

31 横浜市 インターコンチネンタル横浜Pier 8 https://www.icyokohama-pier8.com

32 横浜市 ホテルニューグランド https://www.hotel-newgrand.co.jp/

33 横浜市 ホテルリブマックス横浜元町駅前 https://www.hotel-livemax.com/kanagawa/yokohamamotomachist/

34 横浜市 ホテルリブマックス横浜駅西口 https://www.hotel-livemax.com/kanagawa/yokohamast-nishiguchi/

35 横浜市 ホテルリブマックスBUDGET横浜関内 https://www.hotel-livemax.com/kanagawa/kannai/

36 横浜市 ホテルリブマックス横浜関内駅前 https://www.hotel-livemax.com/kanagawa/kannaist/

37 横浜市 ホテルリブマックス新横浜 https://www.hotel-livemax.com/kanagawa/shin-yokohama/

38 横浜市 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/

39 横浜市 ブリーズベイホテル　リゾート＆スパ https://breezbay-group.com/bbh/index.html

40 横浜市 ホテルテラス横浜桜木町 https://breezbay-group.com/terrace/

41 横浜市 スーパーホテル横浜・関内 https://www.superhotel.co.jp/s_hotels/kannai/

42 横浜市 スーパーホテル新横浜 https://www.superhotel.co.jp/s_hotels/shinyokohama/

43 横浜市 スーパーホテル戸塚駅東口 https://www.superhotel.co.jp/s_hotels/totsuka/

44 横浜市 ホテルマイステイズ横浜関内 https://www.mystays.com/hotel-mystays-yokohama-kannai-kanagawa/

45 横浜市 フレックステイイン桜木町 https://www.mystays.com/hotel-flexstay-inn-sakuragicho-kanagawa/

46 横浜市 ホテルマイステイズ横浜 https://www.mystays.com/hotel-mystays-yokohama-kanagawa/

47 横浜市 横浜ロイヤルパークホテル https://www.yrph.com/

48 横浜市 リッチモンドホテル横浜馬車道 https://richmondhotel.jp/yokohama/

49 横浜市 東横INN Jr.横浜伊勢佐木長者町 https://www.toyoko-inn.com/search/detail/00901/

50 横浜市 東横イン横浜新子安駅前 https://www.toyoko-inn.com/search/detail/00159/

51 横浜市 東横イン横浜関内 https://www.toyoko-inn.com/search/detail/00120

52 横浜市 東横INN横浜桜木町 https://www.toyoko-inn.com/search/detail/00050/

53 横浜市 横浜タウンホテル https://www.townhotel24.co.jp/

54 横浜市 レンブラントスタイル横浜関内 https://rembrandt-style.com/yokohama-kannai

55 横浜市 横浜桜木町タウンホテル https://www.townhotel24.co.jp/

56 横浜市 コートホテル新横浜 https://www.courthotels.co.jp/yokohama/

57 横浜市 HOTEL PLUMM http://www.hotel-plumm.jp/

58 横浜市 新横浜フジビューホテル　スパ＆レジデンス https://www.fujiview-hotel.jp/

59 横浜市 ニューオータニイン横浜プレミアム https://www.newotani.co.jp/innyokohama/index.html
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60 横浜市 Ray House https://peraichi.com/landing_pages/view/ray

61 横浜市 一石旅館 https://issekiryokan.co.jp/

62 横浜市 オークウッドスイーツ横浜 https://www.oakwood.com/ja-jp/japan/yokohama/suites-yokohama

63 横浜市 カプセルプラス横浜 https://capsule-plus.jp/yokohama

64 横浜市 ホテルパセラの森　横浜関内 https://hotel.pasela.co.jp/paselanomori/

65 横浜市 ホテルバリアンリゾート横浜関内店 https://www.balian.jp/shop/yokohama/

66 横浜市 ホテルエディット横濱 https://www.uds-hotels.com/edityokohama/

67 横浜市 ザ・スクエアホテル横浜みなとみらい https://www.the-squarehotel.com/sym/

68 横浜市 横浜マンスリーマンション https://www.yokohama-weekly.jp/shop/isezaki_new/

69 横浜市 横浜ウィークリーマンション（Rising place 横浜伊勢佐木）045-231-1633

70 横浜市 あけぼのウィークリー吉野町店 https://www.yokohama-weekly.jp/shop/yoshino/

71 横浜市 PROSTYLE旅館横浜馬車道 https://www.prostyleryokan.com/yokohamabashamichi/

72 横浜市 ダイワロイネットホテル横浜公園 https://www.daiwaroynet.jp/yokohama-koen/

73 横浜市 ダイワロイネットホテル横浜関内 https://www.daiwaroynet.jp/yokohama-kannai/

74 横浜市 ダイワロイネットホテル新横浜 https://www.daiwaroynet.jp/shin-yokohama/

75 横浜市 ホテルＲＯＹ https://www.hotel-roy.jp/

76 横浜市 横浜東急REIホテル https://www.tokyuhotels.co.jp/yokohama-r/index.html

77 横浜市 東横イン横浜鶴見駅東口 https://www.toyoko-inn.com/

78 横浜市 山城屋旅館 https://www.yamashiroya-ryokan.com

79 横浜市 リゾートカプセル桜木町 https://breezbay-group.com/resocap-sakuragi/

80 鎌倉市 We Base 鎌倉 https://we-base.jp/kamakura/

81 鎌倉市 KKR鎌倉わかみや https://www.kamakurawakamiya.jp/

82 鎌倉市 Ｈｏｔｅｌ鎌倉ｍｏｒｉ http://kamakuramori.net/

83 鎌倉市 鎌倉プリンスホテル https://www.princehotels.co.jp/kamakura/

84 鎌倉市 ホテルメトロポリタン鎌倉 https://kamakura.metropolitan.jp/

85 鎌倉市 かいひん荘鎌倉 http://kaihinso.jp

86 鎌倉市 鎌倉パークホテル http://kamakuraparkhotel.co.jp/

87 鎌倉市 日本私立学校振興・共済事業団　鎌倉保養所 0467-22-3506

88 鎌倉市 かきや旅館 http:///www.kakiya.co.jp

89 鎌倉市 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/

90 鎌倉市 腰越みなと館 0467-33-1658

91 鎌倉市 AS ONE STYLE in 湘南 https://asone.style/

92 鎌倉市 JR東日本ホテルメッツ かまくら大船 https://www.hotelmets.jp/kamakura/

93 鎌倉市 亀時間 https://kamejikan.com/

94 鎌倉市 Kamakura Vacation House https://www.kicca-soho.com/booking

95 鎌倉市 KAMAKURA HOTEL https://kamakurahotel.jp/

96 鎌倉市 HOTEL AO KAMAKURA https://hotelao.jp/

97 鎌倉市 KOSHIGOE seaside inn https://dime-kamakura.com/

98 鎌倉市 RIVERSIDE INN KAMAKURA https://dime-kamakura.com

99 鎌倉市 ダイヤモンド鎌倉別邸ソサエティ https://www.diamond-s.co.jp/kamakura/

100 鎌倉市 ゲストルーム鎌倉Nagomi～椿～ https://www.booking.com/hotel/jp/hoteru-aizalian-cang.ja.html

101 鎌倉市 ゲストルーム鎌倉Nagomi～紫陽花～ https://www.booking.com/hotel/jp/taro-kamakura-komachi.ja.html

102 鎌倉市 タローズハウス鎌倉ＨＡＳＥ https://www.booking.com/hotel/jp/taros-house-kamakura-hase.ja.html

103 鎌倉市 小泉正成 etomase@yahoo.co.jp

104 鎌倉市 Blue Lagoon https://www.treef-vacation-house.com/bluelagoon

105 鎌倉市 Pine Tree https://www.treef-vacation-house.com/pinetree

106 鎌倉市 Leaf https://www.treef-vacation-house.com/leaf

107 鎌倉市 琥珀 -AMBER- https://www.treef-vacation-house.com/kohaku-amber

108 鎌倉市 山葵-WASABI- https://www.treef-vacation-house.com/wasabi

109 鎌倉市 鎌倉浄明寺テラス https://airbnb.com/h/jomyoji-terrace

110 鎌倉市 トーセイホテルココネ鎌倉 https://tosei-hotel.co.jp/kamakura/

111 鎌倉市 ゲストハウス土幣 https://guesthouse-dohei.wixsite.com/home

112 鎌倉市 KIYAZA鎌倉RESORT https://kiyaza-kamakura.jp/

113 鎌倉市 BIRDHOTEL http://birdhotel.jp/

114 箱根町 箱根藍瑠 http://www.hakone-airu.com/

115 箱根町 箱根水明荘 http://www.suimeisou.com/

116 箱根町 あうら橘 http://www.aura-tachibana.com/

117 箱根町 エクシブ箱根離宮 https://xiv.jp/hakone/

118 箱根町 仙郷楼 http://senkyoro.co.jp/

119 箱根町 箱根小涌園 三河屋旅館 https://www.hakonekowakien-mikawaya.jp/

120 箱根町 雉子亭　豊栄荘 https://www.hoeiso.jp/
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121 箱根町 富士屋ホテル https://www.fujiyahotel.jp

122 箱根町 小田急箱根レイクホテル https://www.hakone-lakehotel.com/

123 箱根町 ホテル　マイユクール祥月 http://shougetsu.co.jp/

124 箱根町 ホテル南風荘 http://www.nanpuso.co.jp/

125 箱根町 リブマックスリゾート箱根芦ノ湖 https://www.livemax-resort.com/kanagawa/hakoneashinoko/

126 箱根町 リブマックスリゾート箱根仙石原 https://www.livemax-resort.com/kanagawa/hakonesengokuhara/

127 箱根町 箱根湯の花プリンスホテル https://www.princehotels.co.jp/yunohana/

128 箱根町 箱根エレガンス http://hakone-elegance.jp/

129 箱根町 箱根吟遊 http://www.hakoneginyu.co.jp/

130 箱根町 「四季の湯座敷」武蔵野別館 http://www.musasino.net/

131 箱根町 箱根　時の雫 http://www.tokinoshizuku.net/

132 箱根町 CARO FORESTA 元箱根 LUCIA https://caro-foresta.com/arena/

133 箱根町 箱根仙石原プリンスホテル https://www.princehotels.co.jp/hakone-sengokuhara/

134 箱根町 ホテル凛香　箱根強羅リゾート http://hakone-gora.hotel-rinka.jp/index.html

135 箱根町 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/

136 箱根町 近江屋旅館 http://www.o-miya.com/

137 箱根町 箱根小涌園　美山楓林 https://www.miyama-furin.com

138 箱根町 結いの宿 彌榮館 http://www.yaeikan.com

139 箱根町 箱根高原ホテル https://hakonekogenhotel.jp

140 箱根町 ホテル河鹿荘 https://www.kajikaso.co.jp

141 箱根町 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

142 箱根町 龍宮殿 www.princehotels.co.jp/ryuguden/

143 箱根町 ホテルおかだ https://www.hotel-okada.co.jp/

144 箱根町 箱根湯本ホテル明日香 http://www.hakone-asuka.com/

145 箱根町 箱根温泉　湯宿山の省 https://yamanosyou.com/

146 箱根町 伊東園ホテル箱根湯本 https://www.itoenhotel.com/hakoneyumoto/

147 箱根町 芦ノ湖ペンション森 https://www.e-pension.net/ashinoko-mori/

148 箱根町 日本私立学校振興・共済事業団　箱根宿泊所　対岳荘 0460-82-2094

149 箱根町 鶴井の宿　紫雲荘 https://www.shiunso.co.jp/

150 箱根町 ホテルグリーンプラザ箱根 https://www.hgp.co.jp/hakone/

151 箱根町 センチュリオン箱根別邸 https://www.centurion-hotel.com/hakone/#hakone

152 箱根町 きたの風茶寮 https://www.kitanokaze-saryou.com/

153 箱根町 湯本富士屋ホテル https://www.yumotofujiya.jp/

154 箱根町 天成園 https://www.tenseien.co.jp/

155 箱根町 ホテルインディゴ箱根強羅 https://hakonegora.hotelindigo.com

156 箱根町 温泉ホテル強羅館 https://www.hakone-ryokan.or.jp/search/00520/

157 箱根町 箱根パークス吉野 https://www.pax-yoshino.com/

158 箱根町 強羅花扇 https://gorahanaougi.com/hanaougi/

159 箱根町 強羅花扇　円かの杜 https://gorahanaougi.com/madokanomori/

160 箱根町 かっぱ天国 http://www.kappa1059.co.jp/

161 箱根町 きのくにや旅館 http://hakone-kinokuniya.co.jp/

162 箱根町 箱根強羅ホテルパイプのけむりプラス https://www.paipunokemuri.com/goura/

163 箱根町 箱根ふうら https://www.fura.jp

164 箱根町 白湯の宿山田家 https://2641.net/

165 箱根町 箱根の森おかだ https://www.hakonenomori-okada.jp/

166 箱根町 Fun Space芦ノ湖キャンプ村レイクサイドヴィラ https://campmura.com/

167 箱根町 箱根星のあかり https://www.hakone-hoshinoakari.jp/

168 箱根町 紬-TSUMUGI- http://www.jp-tsumugi.com

169 箱根町 華の宿　ふくや http://www.hakone-fukuya.com

170 箱根町 ドッグレストプレイス http://dogsrestplace.com/

171 箱根町 ホテルおくゆもと https://ssl.okuyumoto.co.jp/

172 箱根町 箱根・芦ノ湖 はなをり https://hanaori.jp/ashinoko/

173 箱根町 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/

174 箱根町 桐谷箱根荘 http://kiritani-hakoneso.com/

175 箱根町 自家源泉かけ流しの宿　箱根翠泉 https://www.suisen-hakone.com/

176 箱根町 塔ノ沢一の湯本館 https://www.ichinoyu.co.jp/honkan/

177 箱根町 姥子温泉芦ノ湖一の湯 https://www.ichinoyu.co.jp/ashinokoqs/

178 箱根町 仙石高原大箱根一の湯 https://www.ichinoyu.co.jp/daihakone/

179 箱根町 塔ノ沢一の湯新館 https://www.ichinoyu.co.jp/shinkan/

180 箱根町 仙石原品の木一の湯 https://www.ichinoyu.co.jp/shinanoki/

181 箱根町 強羅温泉　雪月花別邸翠雲 https://www.hotespa.net/hotels/suiun
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182 箱根町 仙石原ススキの原一の湯 https://www.ichinoyu.co.jp/susuki/

183 箱根町 箱根路開雲 https://www.ichinoyu.co.jp/kaiun/

184 箱根町 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

185 箱根町 強羅風の音 https://www.gora-kazenone.jp/

186 箱根町 星野リゾート　界 箱根 https://hoshinoresorts.com/ja/hotels/kaihakone/

187 箱根町 エンブレムフロー箱根 https://emblemflow.com/

188 箱根町 強羅環翠楼 https://gourakansuirou.co.jp/

189 箱根町 ＤＮＰ創発の杜　箱根芦ノ湖山荘 https://www.dnp.co.jp/group/dnp-facilityservices/benefits_hakone/

190 箱根町 ラフォーレ倶楽部　箱根強羅　湯の棲 http://www.laforet.co.jp/gora/

191 箱根町 有限会社　万石の湯　よきや 0460-85-5741

192 箱根町 レジーナリゾート箱根仙石原 https://www.regina-resorts.com/sengokuhara/

193 箱根町 和心亭豊月 https://hakone-hougetu.com

194 箱根町 星野リゾート　界 仙石原 https://hoshinoresorts.com/ja/hotels/kaisengokuhara/

195 箱根町 月の宿　紗ら https://www.hotespa.net/hotels/sara/

196 箱根町 和の宿　華ごころ https://hakone-hanagokoro.com/

197 箱根町 四季倶楽部フォレスト箱根 http://www.shikiresorts.com/

198 箱根町 四季倶楽部箱根スタイル http://www.shikiresorts.com/

199 箱根町 四季倶楽部強羅彩香 http://www.shikiresorts.com/

200 箱根町 四季倶楽部ヴィラ箱根80 http://www.shikiresorts.com/

201 箱根町 四季倶楽部箱根星の家 http://www.shikiresorts.com/

202 箱根町 四季倶楽部箱根和の香 http://www.shikiresorts.com/

203 箱根町 ホテル花月園 https://hotel.kagetsuen.net

204 箱根町 HAKONE NICA https://hakone-nica.com/

205 箱根町 フォレストリゾート　箱根森のせせらぎ http://www.morinoseseragi.com/

206 箱根町 箱根小涌園　天悠 https://www.ten-yu.com/

207 箱根町 株式会社吉池旅館 https://www.yoshiike.org/

208 箱根町 季の湯　雪月花 https://www.hotespa.net/hotels/setsugetsuka/

209 箱根町 箱根小涌谷温泉　水の音 https://www.hotespa.net/resort/hotellist/mizunoto/

210 箱根町 オーベルジュ　オー・ミラドー http://mirador.co.jp

211 箱根町 匠の宿佳松 http://www.hakone.co.jp/

212 箱根町 箱根久織亭 https://hakonekuoritei.com/

213 箱根町 箱根仙石原　虎乃湯 https://www.sengokuharatoranoyu.com/

214 箱根町 強羅にごりの湯宿　のうのう箱根 http://nounou.cc/

215 箱根町 貸別荘プレジール箱根 http://plaisir-hakone.com/

216 箱根町 Trip7箱根仙石原温泉ホテル http://lgdhome.com/hakone.html

217 箱根町 万寿屋旅館 https://hakoneonsen-masuya.com/

218 箱根町 小田急山のホテル https://www.hakone-hoteldeyama.jp

219 箱根町 小田急箱根ハイランドホテル https://www.hakone-highlandhotel.jp

220 箱根町 あじわいの心金時山荘 http://www.kintoki-hakone.com/

221 箱根町 箱根ゆとわ https://www.hakoneyutowa-hotel.jp

222 箱根町 福住楼 https://www.fukuzumi-ro.com/

223 箱根町 ホテル佳山水 https://2641.net/page2

224 箱根町 リ・カーヴ箱根 https://www.courthotels.co.jp/hakone/

225 箱根町 箱根船員保険保養所　箱根嶺南荘 https://www.sempos.or.jp/hakone/

226 箱根町 箱根・翠松園 https://www.hakonesuishoen.jp/

227 箱根町 山の茶屋 https://www.yamanochaya.com

228 箱根町 温泉旅館湯さか荘 http://www.yusaka.jp

229 箱根町 箱根料理宿弓庵 http://kyuan.jp/

230 箱根町 ザグランリゾート箱根 https://www.granresort.jp/gr-member/hotel/hakone/

231 箱根町 喜仙荘 http://www.kisenso.com/

232 箱根町 RoheN Resort&Lounge HAKONE https://www.booking.com/hotel/jp/rohen-resort-amp-lounge-hakone.ja.html

233 箱根町 GuestHouse Azito https://www.booking.com/hotel/jp/guesthouse-azito.ja.html

234 箱根町 ドッグパレスリゾート箱根 http://www.dogpalace.sakura.ne.jp/

235 箱根町 マウントビュー箱根 https://www.mvhakone.jp/

236 箱根町 旅籠きんとうえん http://www.kintoen.com

237 箱根町 ダイヤモンド箱根ソサエティ https://www.diamond-s.co.jp/hakones/

238 箱根町 養生館はるのひかり https://harunohikari.com/

239 箱根町 箱根・強羅 佳ら久 https://www.gora-karaku.jp/

240 箱根町 紫陽花温泉旅館 070-4552-9724

241 箱根町 静観荘 http://www.seikansou.jp/

242 箱根町 箱根花紋 https://www.hakone-kamon.jp/

https://www.ichinoyu.co.jp/susuki/
https://www.ichinoyu.co.jp/kaiun/
https://www.regina-resorts.com/hakone/?fpc=57.1.365.01256620e9b0038q.1656842409000
https://www.gora-kazenone.jp/
https://hoshinoresorts.com/ja/hotels/kaihakone/
https://emblemflow.com/
https://gourakansuirou.co.jp/
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http://plaisir-hakone.com/
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https://www.hakone-highlandhotel.jp/
http://www.kintoki-hakone.com/
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243 箱根町 箱根強羅温泉　瑞の香り http://miz-k.xyz

244 箱根町 THE HIRAMATSU HOTELS & RESORTS 仙石原 https://www.hiramatsuhotels.com/sengokuhara/

245 箱根町 貸別荘サンテラス箱根 https://www.sunterrace.co.jp

246 箱根町 HakoneHOSTEL1914 https://hakonehostel1914.com/

247 箱根町 萬岳楼 http://www.bangakuro.com

248 箱根町 湯屋　やまざくら http://hakone-yamazakura.com/

249 箱根町 bar hotel 箱根香山 https://www.barhotel.com/

250 箱根町 箱根強羅グアムドッグ本店 https://www.guamdog.com/

251 箱根町 箱根湯宿　然-ZEN- https://www.hakone-zen.com/

252 箱根町 グランテラス　ルリアン　箱根 https://www.lelien-hakone.com

253 箱根町 WLC箱根 0460-82-4453

254 箱根町 箱根 金時荘 https://kintokisou.com/

255 箱根町 国民宿舎箱根太陽山荘 https://taiyosanso.com

256 箱根町 ホテルジャパン箱根 http://www.japantotalclub.co.jp

257 箱根町 ファミリーロッジ旅籠屋・箱根仙石原店 https://ssl.hatagoya.co.jp/044_Hakonesengokuhara/index.shtml

258 箱根町 箱根本箱 https://hakonehonbako.com/

259 箱根町 株式会社　強羅花壇 https://www.gorakadan.com/

260 箱根町 箱根園コテージ https://www.princehotels.co.jp/hakone-west/

261 箱根町 蔵のや http://www.kuranoya.jp/

262 箱根町 宿来宿往・竹乃庄/養心庄/和心庄 https://hakoneprivatevilla.business.site

263 箱根町 ホテル四季の館箱根芦ノ湖 https://www.shikinoyakata-hakone-ashinoko.com/

264 箱根町 ふふ箱根 https://www.fufuhakone.jp/

265 箱根町 ホテル楽々花 https://lalaca.com

266 箱根町 箱根ホテル https://www.hakonehotel.jp/

267 箱根町 箱根温泉山荘なかむら https://hpdsp.jp/hakonesanso-nakamura/

268 箱根町 KANAYA RESORT HAKONE https://hakonekanaya.com/

269 箱根町 強羅茶寮 gorasaryo.com

270 箱根町 TKP HOTEL&RESORT レクトーレ箱根強羅 https://www.tkp-resort.net/lectore/hakone/

271 箱根町 ホテル仙石原５３３ https://hotel533.jp

272 箱根町 箱根茶寮金時 hakonesaryo-kintoki.com

273 箱根町 フィールド箱根リゾート https://field-hakone-resort.com/

274 箱根町 ホテルハーヴェスト箱根明神平 https://www.resorthotels109.com/hakone-myouzin/

275 箱根町 ますとみ旅館 http://www.mamaneyu.jp/

276 箱根町 ＨＯＴＥＬ　ＲＡ・ＫＵＵＮ https://www.rakuun.com/

277 箱根町 箱根七福荘 https://www.hakone-shichifukusou.jp

278 箱根町 箱根ゲストハウスGAKU https://www.hakonegaku.com/

279 箱根町 いちい亭 www.ichiitei.com

280 箱根町 温泉旅館みたけ http://www.mitakeryokan.jp

281 箱根町 ホテルマロウド箱根 https://www.marroad.jp/hakone/

282 箱根町 ハイアットリージェンシー箱根リゾート＆スパ https://www.hyatt.com/ja-JP/hotel/japan/hyatt-regency-hakone-resort-and-spa/hakhr

283 箱根町 箱根湯本ホテル https://www.hakone-yumotohotel.com/

284 川崎市 ホテルメトロポリタン川崎 https://kawasaki.metropolitan.jp/

285 川崎市 ホテルノアノア https://www.noa2.com

286 川崎市 スカイハートホテル川崎 https://www.sky-hotel.jp/kawasaki/

287 川崎市 京急EXイン京急川崎駅前 https://www.keikyu-exinn.co.jp/hotel/kawasaki/

288 川崎市 川崎ホテルパーク https://www.k-hotelpark.jp/

289 川崎市 ホテル精養軒 https://www.seiyoken.com

290 川崎市 有馬療養温泉旅館 http://www.arimaonsen.jp

291 川崎市 slash kawasaki https://www.slashhotels.com/

292 川崎市 ホテルリブマックスBUDGET川崎駅前 https://www.hotel-livemax.com/kanagawa/kawasakist/

293 川崎市 スーパーホテルPremier武蔵小杉駅前 https://www.superhotel.co.jp/s_hotels/musashikosugi/?_ga=2.264759439.1628677449.1635994528-2052283591.1602309892

294 川崎市 川崎日航ホテル https://www.kawasaki-nikko-hotel.com/

295 川崎市 JR東日本ホテルメッツ川崎 https://www.hotelmets.jp/kawasaki/

296 川崎市 JR東日本ホテルメッツ溝ノ口 https://www.hotelmets.jp/mizonokuchi/

297 川崎市 川崎国際交流センターホテル http://www.k-kokusai.com

298 川崎市 ホテルモリノ新百合丘 https://www.hotelmolino.co.jp/

299 川崎市 川崎第一ホテル武蔵新城 https://k-dhs.com/

300 川崎市 川崎第一ホテル溝ノ口 https://k-dh.co.jp/

301 川崎市 川崎グリーンプラザホテル http://www.greenplazahotel.co.jp/

302 川崎市 フレックステイイン川崎貝塚 https://www.mystays.com/hotel-flexstay-inn-kawasaki-kaizuka-kanagawa/

303 川崎市 フレックステイイン多摩川 https://www.mystays.com/hotel-flexstay-inn-tamagawa-kanagawa/
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304 川崎市 フレックステイイン川崎小川町 https://www.mystays.com/hotel-flexstay-inn-kawasaki-ogawacho-kanagawa/

305 川崎市 東横INNJr.川崎駅前 https://www.toyoko-inn.com/index.php/search/detail/00902.html

306 川崎市 東横INN武蔵中原駅前 https://www.toyoko-inn.com/sp/search/detail/00112

307 川崎市 東横INN川崎駅前市役所通 https://www.toyoko-inn.com/search/detail/00111/

308 川崎市 東横INN川崎駅前砂子 https://www.toyoko-inn.com/search/detail/00010/

309 川崎市 アールズフォレストイン https://www.rio-hotels.co.jp/kawasaki/

310 川崎市 川崎生涯研修センター https://www.shiraku.jp/

311 川崎市 ホテルバリアンリゾート東名川崎I.C店 https://www.balian.jp/shop/kawasaki/

312 川崎市 レックスイン川崎 https://www.rexinn.co.jp/kawasaki/

313 川崎市 ダイワロイネットホテル川崎 https://www.daiwaroynet.jp/kawasaki/

314 川崎市 川崎キングスカイフロント東急REIホテル https://www.tokyuhotels.co.jp/kawasaki-r/index.html

315 川崎市 パールホテル川崎 https://www.pearlhotels.jp/kawasaki/index.html?vk=e5d47de0097a320024b65bbc482f0bc2f06fb42efb6068437230dfc841d9da7f

316 川崎市 ホテル　ルション http://www.hotelroussillon.com

317 逗子市 小坪海岸凛花 http://kotubo-linca.com/

318 逗子市 ＫＫＲ逗子松汀園（国家公務員共済組合連合会逗子保養所） http://kkrzushi.jp/

319 逗子市 MALIBU HOTEL https://www.riviera.co.jp/malibuhotel/

320 葉山町 葉山保養所　相洋閣 https://www.shigakukyosai.jp/yado/search/ichiran/hayama/index.html

321 葉山町 The Bath & Bed Hayama https://bathandbedhayama.com/

322 葉山町 四季倶楽部プレーゴ葉山 http://www.shikiresorts.com/

323 葉山町 平野邸Hayama https://hiranoteihayama.com/

324 葉山町 The Canvas Hayama Park https://thecanvashotel.jp/

325 葉山町 葉山うみのホテル　SAND BAR https://www.umino-hotel.com/

326 葉山町 ホテル葉山館 https://hotel-hayamakan.jp/info/

327 葉山町 とめぞう丸 https://tomezoumaru.com/

328 横須賀市 観音崎京急ホテル https://www.kannon-kqh.co.jp/

329 横須賀市 佐島マリーナホテル https://hpdsp.jp/sajima-hotel-south-of-hayama/

330 横須賀市 京急EXイン横須賀リサーチパーク https://www.keikyu-exinn.co.jp/hotel/yokosuka-yrp/

331 横須賀市 メルキュールホテル横須賀 https://mercureyokosuka.jp/

332 横須賀市 ホテルニューヨコスカ https://www.hotelnewyokosuka.co.jp/hotel_newyokosuka/

333 横須賀市 ホテル横須賀 https://www.hotelnewyokosuka.co.jp/hotel_yokosuka/

334 横須賀市 ホテルニューポートヨコスカ https://www.hotelnewyokosuka.co.jp/hotelnewportyokosuka/

335 横須賀市 セントラルパークアパートメントホテル https://cpa-yokosuka.com

336 横須賀市 磯料理・旅館やまに http://yamani-inn.com

337 横須賀市 湘南リリーフ https://shonan-relief.jp

338 横須賀市 セントラルホテル https://www.central-wedding.com

339 横須賀市 産後ケアホテル　マームガーデン葉山 https://www.mom-garden.jp/

340 横須賀市 割烹旅館　東京湾 http://ryokan-tokyowan.com/

341 横須賀市 新きらく旅館 https://shinkiraku.eyado.net/

342 三浦市 三浦 海の学校/オーシャンヴィレッジ三浦 https://ocean-academy.net/miura/

343 三浦市 ペットと泊まる宿　CARO FORESTA 三浦海岸 ARENA https://caro-foresta.com/arena/

344 三浦市 民宿グリーンハウス http://www4.plala.or.jp/green_house/

345 三浦市 CARO FORESTA　城ヶ島遊ヶ崎 BASE https://caro-foresta.com/base/

346 三浦市 城ヶ島さんご荘 http://park7.wakwak.com/~sango-so/

347 三浦市 味な宿　静観荘 https://ajinayado.JP

348 三浦市 民宿でぐち荘 https://deguchisou.sakura.ne.jp/

349 三浦市 マホロバ・マインズ三浦 https://www.maholova-minds.com/

350 三浦市 民宿はら http://minsyuku-hara.jp/

351 三浦市 三崎館本店 https://www.misakikan.com/

352 三浦市 pen宿ひこや https://www.hikoya.com/

353 三浦市 BEACHEND VILLA BLU https://villa-blu.jp

354 三浦市 ホテル京急油壺観潮荘 https://www.misakikanko.co.jp/aburatsubo/

355 相模原市 橋本パークホテル http://www.hashimoto-park.co.jp

356 相模原市 ホテルウィングインターナショナル相模原 https://www.hotelwing.co.jp/sagamihara/

357 相模原市 PICAさがみ湖 https://www.pica-resort.jp/sagamiko/

358 相模原市 アパホテル＜相模原　古淵駅前＞ https://www.apahotel.com/hotel/syutoken/kanagawa/sagamihara_kobuchi-ekimae/

359 相模原市 Oshima nakazatomasami@gmail.com

360 相模原市 ホテルクラウンヒルズ相模原 https://breezbay-group.com/hch-sagamihara/index.html

361 相模原市 ホテルルートイン相模原 https://www.route-inn.co.jp/hotel_list/kanagawa/index_hotel_id_568/

362 相模原市 ホテルリブマックスBUDGET相模原 https://www.hotel-livemax.com/kanagawa/sagamihara/

363 相模原市 ホテルリブマックス南橋本駅前 https://www.hotel-livemax.com/kanagawa/minamihashimotost/

364 相模原市 小田急ホテルセンチュリー相模大野 https://www.odakyu-hotel.co.jp/century-ono
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365 相模原市 アパホテル〈相模原橋本駅前〉 https://www.apahotel.com/hotel/syutoken/kanagawa/sagamihara-hashimoto/

366 相模原市 ホテルリブマックス相模原駅前 https://www.hotel-livemax.com/kanagawa/sagamiharast/

367 相模原市 日相園 https://nissoen.com/

368 相模原市 東横イン横浜線淵野辺駅南口 https://www.toyoko-inn.com/search/detail/00213/

369 相模原市 東横イン京王線橋本駅北口 https://www.toyoko-inn.com/search/detail/00230/

370 清川村 宮ヶ瀬Resort旅館みはる http://miyagase-miharu.com/

371 厚木市 七沢荘 https://www.nanasawasou.jp/

372 厚木市 レンブラントホテル厚木 https://rembrandt-group.com/atsugi

373 厚木市 ＨＯＴＥＬ　ＴＯＨＫＡＩ http://www.hoteltohkai.co.jp/

374 厚木市 厚木アーバンホテル https://www.auhf.co.jp

375 厚木市 元湯玉川館 http://www.tamagawakan.co.jp

376 厚木市 地の食材と四季の味　七沢温泉　盛楽苑 https://nanasawa-seirakuen.com/

377 厚木市 中屋旅館 www.nakayaryokan.com

378 厚木市 東横INN本厚木駅南口 https://www.toyoko-inn.com/search/detail/00248

379 厚木市 厚木飯山温泉　元湯旅館 https://www.motoyu.co.jp/

380 厚木市 ホテルビスタ厚木 https://atsugi.hotel-vista.jp/ja

381 厚木市 小田急ステーションホテル本厚木 https://www.odakyu-hotel.co.jp/atsugi-hotel

382 厚木市 福元館 http://fukumotokan.jp/

383 厚木市 厚木ホテル夕霧 http://www.mukamura-shouji-group.co.jp

384 厚木市 かぶと湯温泉 山水楼 http//:www.kabutoyu.com

385 厚木市 旅館さがみ http://www.sagami.cc/

386 大和市 ホテル現代楽園　大和店 https://gendairakuen.com/yamato/

387 海老名市 レンブラントホテル海老名 https://rembrandt-group.com/ebina

388 海老名市 ホテルビスタ海老名 https://ebina.hotel-vista.jp/ja

389 海老名市 東横INN海老名駅東口 https://www.toyoko-inn.com/search/detail/00302/

390 海老名市 ホテルルートイン海老名駅前 https://www.route-inn.co.jp/hotel_list/kanagawa/index_hotel_id_631/

391 秦野市 はだの湯河原温泉　万葉の湯 https://www.manyo.co.jp/hadano/

392 秦野市 鶴巻温泉　元湯陣屋 https://www.jinya-inn.com/index.php/topic/home_ja

393 秦野市 大和旅館 http://www.yamato-ryokan.com

394 伊勢原市 山荘なぎさ https://www.sansou-nagisa.net

395 伊勢原市 ねぎし旅館 0463-95-2254

396 伊勢原市 古宮旅館 https://tofu-komiya.com

397 伊勢原市 旅館あさだ http://www5c.biglobe.ne.jp/~asada/

398 伊勢原市 旅館目黒 0463-94-4866

399 伊勢原市 旅館かすみ荘 0463-95-2050

400 伊勢原市 ホテルルートイン伊勢原大山インター -国道246号- https://www.route-inn.co.jp/hotel_list/kanagawa/index_hotel_id_628/

401 伊勢原市 東學坊 www.tougakubou.com

402 伊勢原市 大滝荘たけだ旅館 https://oodakiso-takeda.com/

403 伊勢原市 アパホテル〈伊勢原駅前〉 https://www.apahotel.com/hotel/syutoken/kanagawa/isehara-ekimae/

404 伊勢原市 ホテルセレクトイン伊勢原 https://select-hotels.jp/isehara/

405 藤沢市 珊瑚　片瀬（Sango Katase Guest Rooms) https://www.sangokatase.com

406 藤沢市 8HOTEL FUJISAWA https://8hotel.jp/

407 藤沢市 Enoshima Apartment Hotel https://dime-kamakura.com

408 藤沢市 ホテルウィングインターナショナル湘南藤沢 https://www.hotelwing.co.jp/shonan-fujisawa/

409 藤沢市 PLAZA annex 0466-41-5805

410 藤沢市 KKR江ノ島ニュー向洋 https://www.kkrenosima.com/

411 藤沢市 スマイルホテル湘南藤沢 https://smile-hotels.com/hotels/show/shonanfujisawa

412 藤沢市 岩本楼本館 http://www.iwamotoro.co.jp

413 藤沢市 スーパーホテル湘南・藤沢駅南口 https://www.superhotel.co.jp/s_hotels/fujisawa/

414 藤沢市 恵比寿屋 https://ebisuyaryokan.jp/

415 藤沢市 Grand Bleu https://www.treef-vacation-house.com/grandbleu

416 藤沢市 SUNNYSIDE HOUSE 片瀬江ノ島 https://www.airbnb.jp/users/351650757/listings

417 藤沢市 EN HOTEL Fujisawa https://www.courthotels.co.jp/fujisawa/new/jp/

418 茅ヶ崎市 8HOTEL CHIGASAKI https://chigasaki.8hotel.jp/

419 茅ヶ崎市 東横INN湘南茅ヶ崎駅北口 https://www.toyoko-inn.com/search/detail/00198/

420 平塚市 ホテルリブマックスBUDGET平塚駅前 https://www.hotel-livemax.com/kanagawa/hiratsukast/

421 平塚市 東横イン湘南平塚駅北口Ⅱ https://www.toyoko-inn.com/index.php/search/detail/00211.html

422 平塚市 東横イン湘南平塚駅北口Ⅰ https://www.toyoko-inn.com/index.php/search/detail/00204.html

423 平塚市 3S HOTEL HIRATSUKA https://hiratsuka.3shotel.jp/

424 平塚市 やまいち旅館 http://www.yamaichi-shonan.co.jp

425 平塚市 ホテルサンライフガーデン https://www.sunlife-garden.com/sp/
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426 平塚市 HOTELアーユル湘南 http://shonan-hotel-ayur.com

427 大磯町 EPINARD 0463-73-0948

428 大磯町 airbnb Oiso parents house yoshidashizuko67@gmail.com

429 大磯町 大磯プリンスホテル https://www.princehotels.co.jp/oiso/

430 山北町 魚山亭やまぶき http://www.gyozantei-yamabuki.com/

431 山北町 西丹沢　大滝キャンプ場 http://ootakicampsite.com/

432 山北町 民宿ロッヂ八戒荘 http://www.hakkaisou.com/

433 山北町 丹沢湖ロッヂ http://www.navida.ne.jp/snavi/4415_3.html

434 山北町 西丹沢　箒沢荘 http://www15.plala.or.jp/santachi/

435 山北町 かくれ湯の里　信玄館 https://www.shingenkan.co.jp

436 山北町 落合館 http://www.ochiaikan.net

437 山北町 西丹沢マウントブリッジキャンプ場 https://sites.google.com/view/mount-bridge/

438 開成町 ホテルとざんコンフォート開成（ホテル開成） http://www.hakonetozan-totalservice.jp/service/hotel.html

439 小田原市 RYOKAN PLUM www.ryokanplum.jp

440 小田原市 天成園小田原駅別館 https://odawara.tenseien.co.jp/

441 小田原市 ヒルトン小田原リゾート＆スパ https://odawara.hiltonjapan.co.jp/

442 小田原市 東横INN小田原駅東口 0465-23-7045

443 小田原市 ホテルとざんコンフォート小田原 http://www.hakonetozan-totalservice.jp/service/hotel.html

444 小田原市 離れのやど　星ヶ山 http://www.hosigayama.com/

445 南足柄市 モダン湯治おんりーゆー http://www.ashigara-only-you.com/

446 南足柄市 ホテルとざんコンフォート大雄山 http://www.hakonetozan-totalservice.jp/service/hotel.html

447 湯河原町 THE RETREATMENT 湯河原 https://r-yugawara.com/

448 湯河原町 まいきゃっと湯河原 http://www.mycat-yugawara.com/

449 湯河原町 The Ryokan Tokyo YUGAWARA https://www.theryokantokyo.com/

450 湯河原町 若松ゆがわら石亭 https://www.wakamatsuryokan.com/yugawara/

451 湯河原町 青巒荘 https://www.seiransou.co.jp/

452 湯河原町 エクシブ湯河原離宮 https://xiv.jp/yugawara/

453 湯河原町 おんやど恵 http://www.onyadomegumi.co.jp/

454 湯河原町 ひばり荘 0465-62-3375

455 湯河原町 湯河原温泉ふる里の風旅館栞 https://shiori-yugawara.com/

456 湯河原町 ホテルあかね http://hotel-akane.com

457 湯河原町 山翠楼 SANSUIROU https://sansuirou.co.jp/

458 湯河原町 温泉やどうおき http://www.uoki.jp/

459 湯河原町 湯河原　千代田荘 https://chiyoda-sou.com/

460 湯河原町 BOSCAGEkariya https://www.boscage.jp/

461 湯河原町 旅館　魚判 https://www.uohan.net

462 湯河原町 海石榴 つばき https://www.tubaki.net/

463 湯河原町 ペンションはな https://www.hana2009.com/

464 湯河原町 旅館グリーン荘 https://www.yugawara-green.com/

465 湯河原町 湯河原温泉ちとせ http://www.yugawara-chitose.jp/

466 湯河原町 お宿　ながお http://yado-nagao.jp/

467 湯河原町 石葉 https://www.sekiyou.com/

468 湯河原町 おやど瑞月 http://www.zuigetsu.com

469 湯河原町 コレドール湯河原　Dog＆Resort https://corredor-y.jp/

470 湯河原町 Villa Magnolia https://www.ikyu.com/vacation/00050928/

471 湯河原町 大滝ホテル https://www.ootaki-hotel.com

472 湯河原町 温泉旅館水月 https://www.ryokansuigetsu.com

473 湯河原町 アポロ荘 http://apolosou.com/

474 湯河原町 三輪湯河原 https://miwayugawara.jp/

475 湯河原町 ラ・クラッセ・ドゥ・シェネガ https://yugawara-classe.jp/

476 湯河原町 奥湯河原　結唯 https://okuyugawara.jp/

477 湯河原町 株式会社伊東園ホテルズ/湯河原ホテル四季彩 https://www.itoenhotel.com/shikisai/?_ga=2.120979328.909384955.1635486086-1311769521.1612142479

478 湯河原町 伊豆屋旅館 https://www.izuyaryokan.site

479 湯河原町 日本私立学校振興・共済事業団　湯河原宿泊所　敷島館 https://www.shigakukyosai.jp/yado/search/ichiran/yugawara/index.html

480 湯河原町 ふきや旅館 https://www.yugawarafukiya.com/

481 湯河原町 ペンション　マンダリンハウス http://www.mandarinhouse.net/

482 湯河原町 湯河原リトリート　ご縁の杜 http://goennomori.jp

483 湯河原町 伊藤屋 https://www.itouya-net.jp/

484 湯河原町 フォレストリゾート　ホテル城山 https://www.hotel-shiroyama.com/

485 湯河原町 フォレストリゾート　ゆがわら水の香里 https://www.mizunokaori.com/

486 湯河原町 フォレストリゾート　ゆがわら万葉荘 http://www.manyoso.com/
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487 湯河原町 フォレストリゾート　湯の里杉菜 https://www.yunosato-sugina.com/

488 湯河原町 フォレストリゾート　湯もと小町館 https://www.komachikan.com/

489 湯河原町 旅館天作 0465-62-3147

490 湯河原町 湯河原　富士屋旅館 https://fujiyaryokan.jp/

491 湯河原町 ペンション　ボンファム http://hotel-bf.com/

492 湯河原町 旅館まんりょう https://www.ryokanmanryou.com

493 湯河原町 源泉　上野屋 https://www.uenoya-net.jp/

494 湯河原町 旅館　なわ井 https://hpdsp.jp/ryokannawai/

495 湯河原町 THE BASE GLAMPING YUGAWARA https://thebase-gp.com/

496 湯河原町 万葉の里　白雲荘 https://www.hakuunsou.com/

497 湯河原町 湯河原温泉グリーンパル湯河原 www.gp-yugawara.com

498 湯河原町 温泉旅館　千鶴 https://www.chizuru.co.jp

499 真鶴町 入船旅館 0465-68-2181

500 真鶴町 Manazuru真凛ホテル http://manazuru-marin.com/

501 真鶴町 展望の宿　峰 http://manazuru-mine.sakura.ne.jp/

502 真鶴町 Trip7 真鶴潮騒新館 http://lgdhome.com/manazuru.html

503 真鶴町 ペンションSHIOSAI https://shiosai-resort.com/

504 愛川町 観泉荘こまや https://www.0100.co.jp

505 松田町 民宿せど https://town.matsuda.kanagawa.jp/site/kankou-sub/sedo.html

506 松田町 寄自然休養村管理センター https://town.matsuda.kanagawa.jp/site/kankou-sub/center.html

507 松田町 民宿仙口 https://town.matsuda.kanagawa.jp/site/kankou-sub/senguchi.html
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