
所在地 施設名／URL 住所 電話

北海道 休暇村　支笏湖 千歳市支笏湖温泉 0123-25-2201

北海道 （伊東園ホテルズ）湯の川観光ホテル祥苑 函館市湯川町2-4-20 0138-36-1000

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

岩手県 休暇村　岩手網張温泉 岩手郡雫石町網張温泉 019-693-2211

岩手県 休暇村　陸中宮古 宮古市崎鍬ヶ崎18-25-3 0193-62-9911

宮城県 休暇村　気仙沼大島 気仙沼市外畑16 0226-28-2626

秋田県 休暇村　乳頭温泉郷 仙北市田沢湖駒ケ岳2-1 0187-46-2244

山形県 休暇村　庄内羽黒 鶴岡市羽黒町手向字羽黒山8番地 0235-62-4270

福島県 （伊東園ホテルズ）東山パークホテル新風月 会津若松市東山町大字湯本字積り99 0242-26-3690

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

福島県 山形屋 喜多方市熱塩加納町熱塩字北平田甲347-2 0241-36-2288

福島県 （伊東園ホテルズ）伊東園ホテル磐梯向滝 郡山市熱海町熱海5丁目295 024-955-6091

福島県 （伊東園ホテルズ）鏡が池 碧山亭 二本松市岳温泉2-13 0243-24-2008

福島県 （伊東園ホテルズ）伊東園ホテル飯坂 叶や 福島市飯坂町湯野字上川原2-4 024-541-2311

福島県 飯坂ホテルジュラク 福島市飯坂町西滝ノ町27 024-541-2501

福島県 季の郷　湯ら里 南会津郡只見町大字長浜字上平50 0241-84-2888

福島県 休暇村　裏磐梯 耶麻郡北塩原村桧原 0241-32-2421

茨城県 かんぽの宿　潮来 潮来市水原1830-1 0299-67-5611

茨城県 あんこうの宿　まるみつ 北茨城市平潟町235 0293-46-0569

茨城県 （伊東園ホテルズ）ホテル奥久慈館 久慈郡大子町池田2369-3 0295-72-0650

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

契約保養所
※2021年5月1日現在 （ 掲載の順番は住所の五十音順となっています ）

http://www.qkamura.or.jp/shikotsu/
https://www.itoenhotel.com/yunokawa/
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https://www.qkamura.or.jp/nyuto/
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栃木県 かんぽの宿　栃木喜連川温泉 さくら市喜連川5296-1 028-686-2822

栃木県 （伊東園ホテルズ）ホテルニューもみぢ 栃木県那須塩原市塩原1074 0287-32-3215

栃木県 （伊東園ホテルズ）ホテル湯西川 栃木県日光市湯西川597 0288-98-0370

栃木県 TOWAピュアコテージ 那須郡那須町高久乙3375 0287-78-1164

栃木県 休暇村　那須 那須郡那須町湯本137-14 0287-76-2467

栃木県 那須高原ホテルビューパレス 那須郡那須町湯本212 0287-76-1111

栃木県 かんぽの宿　塩原 那須塩原市塩原1256 0287-32-2845

栃木県 （伊東園ホテルズ）伊東園ホテル塩原 那須塩原市塩原2196-4 0287-32-2811

栃木県 ホテルニュー塩原 那須塩原市塩原705 0287-32-2611

栃木県 （伊東園ホテルズ）一柳閣本館 日光市川治温泉高原46 0288-78-1111

栃木県 （伊東園ホテルズ）伊東園ホテルニューさくら 日光市鬼怒川温泉大原1060 0288-77-0048

栃木県 きぬ川ホテル　三日月 日光市鬼怒川温泉大原1400 0288-77-2611

栃木県 （伊東園ホテルズ）鬼怒川ロイヤルホテル 日光市鬼怒川温泉大原1426-2 0288-77-2111

栃木県 鬼怒川観光ホテル 日光市鬼怒川温泉滝359-2 0288-77-1101

栃木県 休暇村　日光湯元 日光市湯元温泉 0288-62-2421

http://www.kanponoyado.japanpost.jp/yado/kitsuregawa/
https://www.itoenhotel.com/newmomiji/
https://www.itoenhotel.com/yunishigawa/
http://www.pure-cottages.jp/
http://www.qkamura.or.jp/nasu/
http://www.viewhotels.co.jp/nasu/
http://www.kanponoyado.japanpost.jp/yado/shiobara/
https://www.itoenhotel.com/shiobara/
https://newshiobara.ooedoonsen.jp/?_gl=1*101duw7*_ga*MzY5NjExNDM0LjE2MTk1NzQ3ODg.*_ga_V9Z9LSVVQX*MTYxOTU3NDc4OC4xLjAuMTYxOTU3NDc4OC42MA..&_ga=2.256838664.246089646.1619574788-369611434.1619574788
https://www.itoenhotel.com/ichiryukaku/
https://www.itoenhotel.com/newsakura/
http://www.mikazuki.co.jp/kinugawa/
https://www.itoenhotel.com/kinugawaroyal/
https://kinugawa-kanko.ooedoonsen.jp/
http://www.qkamura.or.jp/nikko/
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群馬県 喜びの宿　高松 吾妻郡草津町草津312 0279-88-3011

群馬県 （伊東園ホテルズ）伊東園ホテル草津 吾妻郡草津町草津464-1051 0279-88-1521

群馬県 草津グリーンパークパレス 吾妻郡草津町草津白根464-523 0279-88-3960

群馬県 休暇村　嬬恋鹿沢 吾妻郡嬬恋村鹿沢温泉 0279-98-0511

群馬県 万座ホテルジュラク 吾妻郡嬬恋村干俣2401 0279-97-3535

群馬県 お宿　花まめ 吾妻郡中之条町小雨21-1 0279-95-3650

群馬県 柏屋 吾妻郡中之条町四万3829 0279-64-2255

群馬県 （伊東園ホテルズ）伊東園ホテル四万 吾妻郡中之条町四万4358-1 0279-64-2201

群馬県 ホテル磯部ガーデン 安中市磯部1-12-5 027-385-0085

群馬県 雀のお宿　磯部館 安中市磯部1-5-5 027-385-6411

群馬県 （伊東園ホテルズ）伊香保グランドホテル 渋川市伊香保町伊香保550 0279-72-3131

群馬県 （伊東園ホテルズ）金太夫 渋川市伊香保町伊香保19 0279-72-3232

群馬県 （伊東園ホテルズ）伊香保温泉とどろき 渋川市伊香保町伊香保106 0279-72-2222

群馬県 一番湯の宿　ホテル木暮 渋川市伊香保町伊香保135 0279-72-2701

群馬県 ホテル松本楼 渋川市伊香保町伊香保164 0279-72-3306

群馬県 ホテル天坊 渋川市伊香保町伊香保396-20 0279-72-4489

群馬県 如心の里　ひびき野 渋川市伊香保町伊香保403-125 0279-72-7022

群馬県 千明仁泉亭 渋川市伊香保町伊香保45 0279-72-3355

群馬県 いかほ秀水園 渋川市伊香保町伊香保557 0279-72-3210

群馬県 ホテルきむら 渋川市伊香保町伊香保557-32 0279-72-3333

群馬県 よろこびの宿　しん喜 渋川市伊香保町伊香保557-34 0279-20-3255

http://www.h-takamatsu.com/
https://www.itoenhotel.com/kusatsu/
http://www.kusatsu-gpp.com/
http://www.qkamura.or.jp/kazawa/
http://www.hotel-juraku.co.jp/manza/
http://www.hanamame-kuni.com/
http://www.kashiwaya.org/
https://www.itoenhotel.com/shima/
http://www.isobesuzume.co.jp/
http://www.isobekan.com/
https://www.itoenhotel.com/ikaho/
https://www.itoenhotel.com/kindayu/
https://www.itoenhotel.com/ikahoonsen_todoroki/
http://www.hotel-kogure.com/
http://www.matsumotoro.com/
http://www.tenbo.com/
http://www.j-hibikino.com/
http://www.jinsentei.com/
http://www.syusuien.com/
http://www.hotel-kimura.co.jp/sp/
http://www.shin-ki.com/
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群馬県 尾瀬沼山荘 利根郡片品村戸倉字中原山898-13 0278-58-7311

群馬県 （伊東園ホテルズ）ホテル湯の陣 利根郡みなかみ町ゆびそ208 0278-72-4111

群馬県 源泉湯の宿　千の谷 利根郡みなかみ町相俣248 0278-66-1151

群馬県 旅館たにがわ 利根郡みなかみ町谷川524-1 0278-72-2468

群馬県 源泉湯の宿　松乃井 利根郡みなかみ町湯原551 0278-72-3200

群馬県 みなかみホテルジュラク 利根郡みなかみ町湯原665 0278-72-2521

群馬県 （伊東園ホテルズ）伊東園ホテル尾瀬老神山楽荘 沼田市利根町老神583 0278-56-2511

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

埼玉県 ラフレさいたま さいたま市中央区新都心3-2 048-601-1111

埼玉県 国民宿舎　両神荘 秩父郡小鹿野町両神小森707 0494-79-1221

埼玉県 花のおもてなし　長生館 秩父郡長瀞町長瀞449 0494-66-1113

埼玉県 星音の宿ばいえる 秩父市下吉田483-2 0494-77-1500

埼玉県 ホテル美やま 秩父市山田1294 0494-24-6311

埼玉県 休暇村　奥武蔵 飯能市吾野７２番地 042-978-2888

https://www.tokyo-pt.co.jp/oze/mountain-villa/ozenuma
https://www.itoenhotel.com/yunojin/
http://www.sarugakyo.co.jp/
http://ryokan-tanigawa.com/
http://www.matsunoi.com/
http://www.hotel-juraku.co.jp/minakami/
https://www.itoenhotel.com/sanraku/
http://www.kanponoyado.japanpost.jp/yado/yorii/
http://www.rafre.co.jp/
http://www.ryokamiso-saitama.jp/
http://www.choseikan.com/
http://www.beyer.jp/
http://www.miyama-onsen.com/
http://www.qkamura.or.jp/musashi/
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千葉県 かんぽの宿　旭 旭市仁玉2280-1 0479-63-2161

千葉県 ホテルオークラ東京ベイ 浦安市舞浜1-8 047-355-3344

千葉県 勝浦ホテル三日月 勝浦市墨名820 0470-73-1115

千葉県 鴨川ホテル三日月 鴨川市内浦2781 0470-95-3115

千葉県 かんぽの宿　鴨川 鴨川市西町1137 04-7092-1231

千葉県 ホテル海光苑 鴨川市太海110 04-7092-2131

千葉県 龍宮城スパ・ホテル三日月 木更津市北浜町1 0438-41-8111

千葉県 国民宿舎サンライズ九十九里 山武郡九十九里町真亀4908 0475-76-4151

千葉県 休暇村　館山 館山市見物725 0470-29-0211

千葉県 ホテル＆スパ月美(太陽の里) 銚子市犬吠埼10292-1 0479-21-6300

千葉県 ホテルニュー・カネイ 長生郡白子町中里4442 0475-33-2511

千葉県 白子ニューシーサイドホテル 長生郡白子町中里4482 0475-30-3555

千葉県 スパ＆リゾート九十九里　太陽の里 長生郡長生村一松3445 0475-32-5550

千葉県 （伊東園ホテルズ）南国ホテル 南房総市白浜町2544-1 0470-38-5759

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

神奈川県 うたゆの宿　箱根 足柄下郡箱根町小涌谷笛塚442-10 0570-783-026

神奈川県 （伊東園ホテルズ）伊東園ホテル箱根湯本 足柄下郡箱根町湯本茶屋95-1 0460-85-7461

神奈川県 （伊東園ホテルズ）ホテル四季彩 足柄下郡湯河原町宮上235 0465-60-3334

神奈川県 青巒荘 足柄下郡湯河原町宮上679 0465-63-3111

神奈川県 マホロバ・マインズ三浦 三浦市南下浦町上宮田3231 03-3507-3161

http://www.kanponoyado.japanpost.jp/yado/asahi/
http://www.okuratokyobay.net/
http://www.mikazuki.co.jp/katuura/
http://www.mikazuki.co.jp/kamogawa/
http://www.kanponoyado.japanpost.jp/yado/kamogawa/
http://www.kaikoen.co.jp/
http://www.mikazuki.co.jp/ryugu/
http://www.sunrise99.jp/
http://www.qkamura.or.jp/tateyama/
http://www.inubou.jp/
http://www.newkanei.co.jp/
http://www.new-seaside.com/
http://www.taiyounosato.co.jp/
https://www.itoenhotel.com/nangoku/
http://www.kanponoyado.japanpost.jp/yado/oume/
http://www.utayu.com/hakone/
https://www.itoenhotel.com/hakoneyumoto/
https://www.itoenhotel.com/shikisai/
http://www.seiransou.co.jp/
http://www.maholova-minds.com/
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新潟県 （伊東園ホテルズ）ホテル湯元 魚沼市上折立460 025-795-2221

新潟県 休暇村　妙高 妙高市関山 0255-82-3168

富山県 （湯快リゾート）黒部・宇奈月温泉　宇奈月グランドホテル 黒部市宇奈月温泉267 （予約センター）050-5846-1234

石川県 （湯快リゾート）山中温泉　よしのや依緑園 加賀市 山中温泉南町ニの5 （予約センター）050-5846-1234

石川県 （湯快リゾート）片山津温泉　NEW MARUYAホテル 加賀市片山津温泉ア2-1 （予約センター）050-5846-1234

石川県 （湯快リゾート）片山津温泉　矢田屋松濤園 加賀市片山津温泉セ 1-1 （予約センター）050-5846-1234

石川県 （湯快リゾート）片山津温泉　湯快わんわんリゾート片山津 加賀市片山津温泉堂後1-2 （予約センター）050-5846-1234

石川県 （湯快リゾート）山代温泉　彩朝楽 加賀市山代温泉桔梗ヶ丘2-10-3 （予約センター）050-5846-1234

石川県 （湯快リゾート）山中温泉　山中グランドホテル 加賀市山中温泉上野町15-4 （予約センター）050-5846-1234

石川県 （湯快リゾート）山中温泉　花・彩朝楽 加賀市山中温泉こおろぎ町イ-93 （予約センター）050-5846-1234

石川県 （湯快リゾート）粟津温泉　あわづグランドホテル　別館 小松市粟津町イ-35 （予約センター）050-5846-1234

石川県 （湯快リゾート）粟津温泉　あわづグランドホテル 小松市粟津町ワ-36 （予約センター）050-5846-1234

石川県 （湯快リゾート）和倉温泉　金波荘 七尾市和倉町ヨ部91-1 （予約センター）050-5846-1234

石川県 休暇村　能登千里浜 羽咋市羽咋町オ70 0767-22-4121

福井県 （湯快リゾート）あわら温泉 青雲閣 あわら市二面68-1 （予約センター）050-5846-1234

福井県 休暇村　越前三国 坂井市三国町崎15-45 0776-82-7400

福井県 かんぽの宿　福井 福井市渕町43-17 0776-36-5793

https://www.itoenhotel.com/yumoto/
http://www.qkamura.or.jp/myoukou/
https://yukai-r.jp/unazuki-gh/
https://yukai-r.jp/yoshinoyairokuen/
https://yukai-r.jp/newmaruya/
https://yukai-r.jp/yataya/
https://yukai-r.jp/wanwan-katayamazu/
https://yukai-r.jp/saichoraku/
https://yukai-r.jp/yamanaka-gh/
https://yukai-r.jp/hana-saichoraku/
https://yukai-r.jp/awazu-bk/
https://yukai-r.jp/awazu-gh/
https://yukai-r.jp/kinpaso/
http://www.qkamura.or.jp/noto/
https://yukai-r.jp/seiunkaku/
http://www.qkamura.or.jp/echizen/
http://www.kanponoyado.japanpost.jp/yado/fukui/


所在地 施設名／URL 住所 電話

契約保養所
※2021年5月1日現在 （ 掲載の順番は住所の五十音順となっています ）

山梨県 華やぎの章　慶山 笛吹市石和町市部822 055-262-2161

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

山梨県 ハイランドリゾート　ホテル＆スパ 富士吉田市新西原5-6-1 0555-22-1000

山梨県 （泉郷）ネオオリエンタルリゾート八ヶ岳高原　コテージ 北杜市大泉町谷戸字並木上8741 050-5846-1234

山梨県 （泉郷）ネオオリエンタルリゾート八ヶ岳高原　花ホテル 北杜市大泉町谷戸字並木上8741 050-5846-1234

山梨県 （泉郷）清里高原ホテル 北杜市高根町清里3545 050-5846-1234

山梨県 （泉郷）八ヶ岳わんわんパラダイス 北杜市長坂町小荒間1792 050-5846-1234

山梨県 ホテル　マウント富士 南都留郡山中湖村山中1360-83 0555-62-2111

山梨県 （泉郷）Wan's Resort 山中湖 南都留郡山中湖村山中343-1 050-5846-1234

http://www.keizan.com/
http://www.kanponoyado.japanpost.jp/yado/isawa/
http://www.highlandresort.co.jp/
http://yatsugatake.izumigo.co.jp/
http://yatsugatake.izumigo.co.jp/room/hana.html
https://kiyosato.izumigo.co.jp/?_ga=2.125828238.501283821.1555469143-1707108403.1555469143
https://www.wanpara.jp/yatsugatake/?_ga=2.58668590.501283821.1555469143-1707108403.1555469143
http://www.mtfuji-hotel.com/
https://www.wansresort.jp/yamanakako/?_ga=2.63855787.501283821.1555469143-1707108403.1555469143


所在地 施設名／URL 住所 電話

契約保養所
※2021年5月1日現在 （ 掲載の順番は住所の五十音順となっています ）

長野県 休暇村　リトリート安曇野ホテル 安曇野市穂高有明7682-4 0263-31-0874

長野県 （泉郷）ホテルアンビエント安曇野 安曇野市穂高牧2230 050-5846-1234

長野県 ペンション　じゅあん 北佐久郡立科町芦田八ケ野410-10 0267-55-7355

長野県 （泉郷）ホテルアンビエント蓼科 北佐久郡立科町大字芦田八ヶ野字女神湖975 050-5846-1234

長野県 （伊東園ホテルズ）白樺湖ビューホテル 北佐久郡立科町大字芦田八ヶ野白樺湖1525 0267-55-6211

長野県 （伊東園ホテルズ）小諸グランドキャッスルホテル 小諸市古城1-1-5 0267-22-8000

長野県 常盤館 小諸市菱平762-2 0267-22-0516

長野県 （伊東園ホテルズ）ホテル水明館 下高井郡 山ノ内町平穏2941 0269-33-2168

長野県 （伊東園ホテルズ）油屋旅館 諏訪市湖岸通り3-4-16 0266-52-2222

長野県 （伊東園ホテルズ）リバーサイド上田館 千曲市大字戸倉温泉3055 026-275-1881

長野県 白樺湖ロイヤルホテル 茅野市北山3419 0266-68-2336

長野県 （伊藤園ホテルズ）伊東園ホテル浅間の湯 松本市浅間温泉3-4-9 0263-46-1411

長野県 休暇村　乗鞍高原 松本市安曇4307 0263-93-2304

岐阜県 （湯快リゾート）下呂温泉 下呂彩朝楽 本館 下呂市幸田1605 （予約センター）050-5846-1234

岐阜県 （湯快リゾート）下呂温泉 下呂彩朝楽 別館 下呂市湯之島535 （予約センター）050-5846-1234

岐阜県 かんぽの宿　恵那 恵那市大井町2709 0573-26-4600

岐阜県 （湯快リゾート）恵那峡温泉 恵那峡国際ホテル 恵那市大井町2709-399 （予約センター）050-5846-1234

岐阜県 （泉郷）高山わんわんパラダイス 高山市丹生川町久手470-1 050-5846-1234

https://www.qkamura.or.jp/azumino_teaser/
https://azumino.izumigo.co.jp/?_ga=2.30396731.501283821.1555469143-1707108403.1555469143
http://www5b.biglobe.ne.jp/~juan/
https://tateshina.izumigo.co.jp/?_ga=2.130373899.501283821.1555469143-1707108403.1555469143
https://www.itoenhotel.com/shirakabako/
https://www.itoenhotel.com/komoro/
http://www.tokiwakan.com/
https://www.itoenhotel.com/suimeikan/
https://www.itoenhotel.com/aburaya/
https://www.itoenhotel.com/uedakan/
https://royalhill.co.jp/stay/
https://www.itoenhotel.com/asama/
http://www.qkamura.or.jp/norikura/
https://yukai-r.jp/gero-saichoraku/
https://yukai-r.jp/gero-saichoraku-bk/
http://www.kanponoyado.japanpost.jp/yado/ena/
https://yukai-r.jp/enakyo-kh/
https://www.wanpara.jp/takayama/?_ga=2.20987199.501283821.1555469143-1707108403.1555469143


所在地 施設名／URL 住所 電話

契約保養所
※2021年5月1日現在 （ 掲載の順番は住所の五十音順となっています ）

静岡県 （伊東園ホテルズ）熱海ニューフジヤホテル 熱海市銀座町1-16 0557-81-0111

静岡県 （伊東園ホテルズ）アタミシーズンホテル 熱海市咲見町6-1 0557-86-1551

静岡県 （伊東園ホテルズ）熱海金城館 熱海市昭和町10-33 0557-81-6261

静岡県 （伊東園ホテルズ）伊東園ホテル熱海館 熱海市田原本町4-16 0557-83-2000

静岡県 うたゆの宿　熱海四季ホテル 熱海市梅園町21-7 0570-783-026

静岡県 熱海シーサイド・スパ＆リゾート 熱海市東海岸町6-53 0557-82-8111

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

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

静岡県 （伊東園ホテルズ）ウオミサキホテル 熱海市和田浜南町7-2 0557-86-2211

静岡県 （伊東園ホテルズ）ホテル大野屋 熱海市和田浜南町3-9 0557-82-1121

静岡県 （伊東園ホテルズ）伊東園ホテル土肥 伊豆市八木沢3864 0558-98-0168

静岡県 （伊東園ホテルズ）伊豆長岡金城館 伊豆の国市長岡1035-1 055-948-6500

静岡県 伊豆長岡ホテル天坊 伊豆の国市長岡431-1 055-947-1919

静岡県 （伊東園ホテルズ）大仁ホテル 伊豆の国市吉田1178 0558-76-1111

静岡県 伊東ホテルジュラク 伊東市岡281 0557-37-3161

静岡県 （泉郷）ホテルアンビエント伊豆高原　コテージ 伊東市大室高原3-490 050-5846-1234

静岡県 （泉郷）ホテルアンビエント伊豆高原　本館 伊東市大室高原3-490 050-5846-1234

静岡県 （泉郷）伊豆高原わんわんパラダイスホテル 伊東市大室高原8丁目 050-5846-1234

静岡県 （伊東園ホテルズ）伊東園ホテル松川館 伊東市寿町1-1 0557-37-3100

静岡県 （伊東園ホテルズ）伊東園ホテル別館 伊東市寿町2-4 0557-32-5500

静岡県 （伊東園ホテルズ）伊東園ホテル 伊東市松川町1-12 0557-35-1234

https://www.itoenhotel.com/atami_newfujiyahotel/
https://www.itoenhotel.com/atami_seasonhotel/
https://www.itoenhotel.com/atami_kinjokan/
https://www.itoenhotel.com/atamikan/
http://www.utayu.com/atami/
http://www.atamiseaside.com/
http://www.kanponoyado.japanpost.jp/yado/atami_honkan/
http://www.kanponoyado.japanpost.jp/yado/atami_bekkan/
https://www.itoenhotel.com/uomisaki/
https://www.itoenhotel.com/hoteloonoya/
https://www.itoenhotel.com/toi/
https://www.itoenhotel.com/nagaoka/
http://www.izu-tenbo.com/
https://www.itoenhotel.com/oohito/
http://www.hotel-juraku.co.jp/ito/
https://izu.izumigo.co.jp/cottage/?_ga=2.25178425.501283821.1555469143-1707108403.1555469143
https://izu.izumigo.co.jp/hotel/?_ga=2.25178425.501283821.1555469143-1707108403.1555469143
https://www.wanpara.jp/izu/?_ga=2.63855787.501283821.1555469143-1707108403.1555469143
https://www.itoenhotel.com/matsukawa/
https://www.itoenhotel.com/itoenhotel_annex/
https://www.itoenhotel.com/itoenhotel/


所在地 施設名／URL 住所 電話

契約保養所
※2021年5月1日現在 （ 掲載の順番は住所の五十音順となっています ）

静岡県 （泉郷）Wan's Resort 城ヶ崎海岸 伊東市八幡野1092-2 （予約センター）050-5846-1234

静岡県 ＪＰリゾート　伊豆高原 伊東市八幡野1104-5 0557-51-4400

静岡県 （伊東園ホテルズ）伊東園ホテル稲取 賀茂郡東伊豆町稲取1021-24 0557-95-8500

静岡県 （伊東園ホテルズ）西伊豆松崎伊東園ホテル 賀茂郡松崎町江奈211-5 0558-42-2111

静岡県 （伊東園ホテルズ）西伊豆クリスタルビューホテル 賀茂郡西伊豆町宇久須2102-1 0558-55-1111

静岡県 堂ヶ島ニュー銀水 賀茂郡西伊豆町仁科2977-1 0558-52-2211

静岡県 稲取東海ホテル湯苑 賀茂郡東伊豆町稲取1599-1 0557-95-2121

静岡県 銀水荘 賀茂郡東伊豆町稲取1624-1 0557-95-2211

静岡県 （伊東園ホテルズ）熱川ハイツ 賀茂郡東伊豆町奈良本1240-14 0557-23-2300

静岡県 （伊東園ホテルズ）伊藤園ホテル熱川 賀茂郡東伊豆町奈良本1267-2 0557-23-2200

静岡県 休暇村　南伊豆 賀茂郡南伊豆町湊889−1 0558-62-0535

静岡県 （伊東園ホテルズ）下田海浜ホテル 下田市3-26-7 0558-22-2065

静岡県 （伊東園ホテルズ）下田伊東園ホテル橤岬 下田市武ガ浜6-12 0558-22-3111

静岡県 美浜レステル 沼津市戸田362-5 0558-94-3555

静岡県 （泉郷）浜名湖グランドホテル　さざなみ館 浜松市西区舘山寺町260-1 050-5846-1234

静岡県 休暇村　富士 富士宮市佐折634 0544-54-5200

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

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

愛知県 休暇村　伊良湖 田原市中山町大松上1 0531-35-6411

愛知県 休暇村　茶臼山高原 北設楽郡豊根村字坂宇場御所平70-163 0536-87-2334

https://www.wansresort.jp/jogasaki/?_ga=2.188940075.187971672.1619574307-408648111.1619574307
http://www.kanponoyado.japanpost.jp/yado/izukougen/
https://www.itoenhotel.com/inatori/
https://www.itoenhotel.com/matsuzaki/
http://www.crystal-view.jp/
http://www.dougashima-newginsui.jp/
https://tokai-h.co.jp/
http://www.inatori-ginsuiso.jp/
https://www.itoenhotel.com/atagawa_heights/
https://www.itoenhotel.com/atagawa/
http://www.qkamura.or.jp/izu/
https://www.itoenhotel.com/shimoda/
https://www.itoenhotel.com/hanamisaki/
http://www.sporting.co.jp/mihama/
https://hamanako.izumigo.co.jp/?_ga=2.20969916.501283821.1555469143-1707108403.1555469143
http://www.qkamura.or.jp/fuji/
http://www.kanponoyado.japanpost.jp/yado/yaidu/
http://www.kanponoyado.japanpost.jp/yado/chitamihama/
http://www.qkamura.or.jp/irako/
http://www.qkamura.or.jp/chausu/


所在地 施設名／URL 住所 電話

契約保養所
※2021年5月1日現在 （ 掲載の順番は住所の五十音順となっています ）

三重県 （湯快リゾート）伊勢・志摩 志摩彩朝楽 志摩市阿児町神明687-2 （予約センター）050-5846-1234

三重県 （泉郷）ホテルアルティア鳥羽 鳥羽市安楽島町1061-9 050-5846-1234

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

三重県 （泉郷）鳥羽わんわんパラダイス 鳥羽市小浜町272 050-5846-1234

三重県 （湯快リゾート）伊勢・志摩 鳥羽彩朝楽 鳥羽市小浜町城山610 （予約センター）050-5846-1234

三重県 （泉郷）松阪わんわんパラダイス森のホテルスメール 松阪市飯高町森2296-1 050-5846-1234

滋賀県 休暇村　近江八幡 近江八幡市沖島町宮ヶ浜 0748-32-3138

滋賀県 かんぽの宿　彦根 彦根市松原町3759 0749-22-8090

滋賀県 彦根ビューホテル 彦根市松原町網代口1435-91 0749-26-1111

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

兵庫県 かんぽの宿　赤穂 赤穂市御崎883-1 0791-43-7501

兵庫県 かんぽの宿　淡路島 淡路市富島824 0799-82-1073

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

兵庫県 休暇村　竹野海岸 豊岡市竹野町竹野 0796-47-1511

兵庫県 （湯快リゾート）湯村温泉 三好屋 美方郡新温泉町湯1671-3 （予約センター）050-5846-1234

兵庫県 休暇村　南淡路 南あわじ市福良丙870-1 0799-52-0291

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

奈良県 かんぽの宿　奈良 奈良市二条町3-9-1 0742-33-2351

https://yukai-r.jp/shima-saichoraku/
https://toba.izumigo.co.jp/?_ga=2.20987199.501283821.1555469143-1707108403.1555469143
http://www.kanponoyado.japanpost.jp/yado/toba/
https://www.wanpara.jp/toba/?_ga=2.20987199.501283821.1555469143-1707108403.1555469143
https://yukai-r.jp/toba-saichoraku/
https://www.wanpara.jp/matsusaka/?_ga=2.55980335.501283821.1555469143-1707108403.1555469143
http://www.qkamura.or.jp/ohmi/
http://www.kanponoyado.japanpost.jp/yado/hikone/
https://www.itoenhotel.com/hikone/
http://www.kanponoyado.japanpost.jp/yado/tondabayashi/
http://www.kanponoyado.japanpost.jp/yado/akou/
http://www.kanponoyado.japanpost.jp/yado/awajishima/
http://www.kanponoyado.japanpost.jp/yado/arima/
http://www.qkamura.or.jp/takeno/
https://yukai-r.jp/miyoshiya/
http://www.qkamura.or.jp/awaji/
http://www.kanponoyado.japanpost.jp/yado/yamatoheguri/
http://www.kanponoyado.japanpost.jp/yado/nara/
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※2021年5月1日現在 （ 掲載の順番は住所の五十音順となっています ）

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

和歌山県 INFINITO HOTEL&SPA 南紀白浜 西牟婁郡白浜町2018番地 0739-42-2733

和歌山県 （湯快リゾート）南紀白浜温泉 白浜御苑 西牟婁郡白浜町1011 （予約センター）050-5846-1234

和歌山県 （湯快リゾート）南紀白浜温泉 ホテル千畳 西牟婁郡白浜町1680-1 （予約センター）050-5846-1234

和歌山県 （湯快リゾート）南紀白浜温泉 白浜彩朝楽 西牟婁郡白浜町3753 （予約センター）050-5846-1234

和歌山県 休暇村　南紀勝浦 東牟婁郡那智勝浦町宇久井 0735-54-0126

和歌山県 （湯快リゾート）南紀勝浦温泉 越之湯 東牟婁郡那智勝浦町湯川1108 （予約センター）050-5846-1234

和歌山県 休暇村　紀州加太 和歌山市深山４８３ 073-459-0321

鳥取県 （湯快リゾート）三朝温泉 斉木別館 東伯郡三朝町山田 70 （予約センター）050-5846-1234

鳥取県 休暇村　奥大山 日野郡江府町御机字鏡ヶ成709-1 0859-75-2300

鳥取県 （湯快リゾート）皆生温泉 かいけ彩朝楽 米子市皆生温泉4-29-11 （予約センター）050-5846-1234

岡山県 （湯快リゾート）湯原温泉 輝乃湯 真庭市豊栄1429-2 （予約センター）050-5846-1234

岡山県 休暇村　蒜山高原 真庭市蒜山上福田 0867-66-2501

広島県 かんぽの郷　庄原 庄原市新庄町281-1 0824-73-1800

広島県 休暇村　帝釈峡 庄原市東城町三坂962-1 0847-72-3110

広島県 休暇村　大久野島 竹原市忠海町大久野島 0846-26-0321

広島県 安芸グランドホテル＆SPA 廿日市市宮島口1-1-17 0829-56-1717

山口県 かんぽの宿　光 光市室積東ノ庄31-1 0833-78-1515

香川県 かんぽの宿　観音寺 観音寺市池之尻町1101-4 0875-27-6161

香川県 休暇村　讃岐五色台 坂出市大屋冨町3042 0877-47-0231

http://www.kanponoyado.japanpost.jp/yado/kiitanabe/
https://hotel-infinito.co.jp/
https://yukai-r.jp/shirahamagyoen/
https://yukai-r.jp/senjo/
https://yukai-r.jp/shirahama-saichoraku/
http://www.qkamura.or.jp/katsuura/
https://yukai-r.jp/special/premium-compare/#koshinoyu
http://www.qkamura.or.jp/kada/
https://yukai-r.jp/saikibekkan/
http://www.qkamura.or.jp/daisen/
https://yukai-r.jp/kaike-saichoraku/
https://yukai-r.jp/terunoyu/
http://www.qkamura.or.jp/hiruzen/
http://www.kanponoyado.japanpost.jp/yado/shoubara/
https://www.qkamura.or.jp/taishaku/
http://www.qkamura.or.jp/ohkuno/
https://www.akigh.co.jp/
http://www.kanponoyado.japanpost.jp/yado/hikari/
http://www.kanponoyado.japanpost.jp/yado/kanonji/
http://www.qkamura.or.jp/goshiki/


所在地 施設名／URL 住所 電話

契約保養所
※2021年5月1日現在 （ 掲載の順番は住所の五十音順となっています ）

愛媛県 休暇村　瀬戸内東予 西条市河原津 0898-48-0311

愛媛県 （湯快リゾート）道後温泉 道後彩朝楽 松山市道後姫塚112番地1 （予約センター）050-5846-1234

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

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

福岡県 休暇村　志賀島 福岡市東区大字勝馬1803‐1 092-603-6631

福岡県 かんぽの宿　柳川 柳川市弥四郎町10-1 0944-72-6295

佐賀県 （湯快リゾート）嬉野温泉 嬉野館 嬉野市嬉野町下宿乙2091 （予約センター）050-5846-1234

長崎県 （湯快リゾート）雲仙温泉 雲仙東洋館 雲仙市小浜町雲仙128 （予約センター）050-5846-1234

長崎県 （湯快リゾート）平戸千里ヶ浜温泉 ホテル蘭風 平戸市川内町55 （予約センター）050-5846-1234

熊本県 休暇村　南阿蘇 阿蘇郡高森町高森3219 0967-62-2111

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

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

鹿児島県 指宿温泉 こらんの湯 錦江楼 指宿市西方4507 0993-22-3377

鹿児島県 休暇村　指宿 指宿市東方10445 0993-22-3211

ホテル東雲サロン（長野県）は、2021年3月31日宿泊分をもって保養所契約が終了となりました

ロッヂ　なかとし（新潟県）は、2021年3月31日宿泊分をもって保養所契約が終了となりました

契約解除

http://www.qkamura.or.jp/toyo/
https://yukai-r.jp/dogo-saichoraku/
http://www.kanponoyado.japanpost.jp/yado/ino/
http://www.kanponoyado.japanpost.jp/yado/kitakyushu/
http://www.qkamura.or.jp/shikano/
http://www.kanponoyado.japanpost.jp/yado/yanagawa/
https://yukai-r.jp/ureshinokan/
https://yukai-r.jp/unzen-toyokan/
https://yukai-r.jp/ranpu/
https://www.qkamura.or.jp/aso/
http://www.kanponoyado.japanpost.jp/yado/aso/
http://www.kanponoyado.japanpost.jp/yado/hita/
https://www.kinkouroh.co.jp/
http://www.qkamura.or.jp/ibusuki/

