
やどみんのプロフィール

エリア 市町村 施設名 〒 住所 電話番号 公式サイト等

1 東葛ベイ 千葉市 三井ガーデンホテル千葉 260-0013 千葉市中央区中央1-11-1 043-224-1131 http://www.gardenhotels.co.jp/chiba/

2 東葛ベイ 千葉市 三恵シティホテル千葉 260-0013 千葉市中央区中央3-9-5 043-227-3330 http://www.sankei-cityhotel.com/

3 東葛ベイ 千葉市 京成ホテルミラマーレ 260-0014 千葉市中央区本千葉町15-1 043-222-2111 http://www.miramare.co.jp/

4 東葛ベイ 千葉市 ダイワロイネットホテル千葉中央 260-0014 千葉市中央区本千葉町2-11 043-205-4980 http://www.daiwaroynet.jp/chiba-chuo/

5 東葛ベイ 千葉市 The Cozy Hotel CHIBA 260-0015 千葉市中央区富士見1-13-1 043-222-4511 https://www.the-cozy-hotel.jp/

6 東葛ベイ 千葉市 ダイワロイネットホテル千葉駅前 260-0015 千葉市中央区富士見1-1-14 043-202-4755 http://www.daiwaroynet.jp/chibaekimae/

7 東葛ベイ 千葉市 東横INN 千葉駅前 260-0015 千葉市中央区富士見1-14-6 043-227-1045 http://www.toyoko-inn.com

8 東葛ベイ 千葉市 東横INN 千葉駅東口 260-0015 千葉市中央区富士見1-9-12 043-201-1045 http://www.toyoko-inn.com

9 東葛ベイ 千葉市 ホテル リブマックス千葉中央駅前 260-0015 千葉市中央区富士見2-17-1 043-222-3110 https://www.hotel-livemax.com/chiba/chiba-chuo-st/

10 東葛ベイ 千葉市 東横INN 千葉みなと駅前 260-0024 千葉市中央区中央港1-23-1 043-301-1045 http://www.toyoko-inn.com

11 東葛ベイ 千葉市 ホテル ポートプラザちば 260-0026 千葉市中央区千葉港8-5 043-247-7211 http://www.portplazachiba.com/

12 東葛ベイ 千葉市 ホテル サンルート千葉 260-0031 千葉市中央区新千葉1-4-1 ｳｪｽﾄﾘｵ1 043-301-3301 http://www.sunroute.jp/HotelInfo/kanto/chiba/index.html?

13 東葛ベイ 千葉市 ホテル リブマックス千葉駅前 260-0031 千葉市中央区新千葉2-3-2 043-241-1500 https://www.hotel-livemax.com/chiba/chibast/

14 東葛ベイ 千葉市 西千葉ホテル和光荘 260-0033 千葉市中央区春日2-8-7 043-241-1393 http://www8.plala.or.jp/wakoso/

15 東葛ベイ 千葉市 篠原旅館 260-0044 千葉市中央区松波2-2-8 043-251-6631 https://www.yado.or.jp/jp/yado/shinohara

16 東葛ベイ 千葉市 ホテル いこい 260-0044 千葉市中央区松波2-19-13 043-251-0010 https://www.yado.or.jp/jp/yado/ikoi

17 東葛ベイ 千葉市 ホテル ウキウキ 260-0044 千葉市中央区松波1-2-12 043-254-2255 http://www.hotenavi.com/ukiuki

18 東葛ベイ 千葉市 スーパーホテル千葉駅前 260-0045 千葉市中央区弁天1-15-10 043-255-9000 http://www.superhotel.co.jp

19 東葛ベイ 千葉市 アーバンホテル三幸 260-0834 千葉市中央区今井2-11-8 043-268-8611 http://www.sanko-hotel.jp/

20 東葛ベイ 千葉市 ホテル リブマックス千葉蘇我駅前 260-0842 千葉市中央区南町2-15-16 043-209-7100 https://www.hotel-livemax.com/chiba/sogast/

21 東葛ベイ 千葉市 ホテル プラザ菜の花 260-0854 千葉市中央区長洲1-8-1 043-222-8271 http://www.hotelplaza-nanohana.com/

22 東葛ベイ 千葉市 ホテル 平成 261-0002 千葉市美浜区新港93-1 043-245-2221 http://hotel-ichihara.co.jp/heisei/

23 東葛ベイ 千葉市 東横INN千葉幕張 261-0002 千葉市美浜区新港131 043-242-1045 https://www.toyoko-inn.com/search/detail/00005/

24 東葛ベイ 千葉市 テトランゼ幕張稲毛海岸ホテル 261-0004 千葉市美浜区高洲3-20-40 043-277-9330 https://www.tetoranze.com/

25 東葛ベイ 千葉市 ホテル グリーンタワー幕張 261-0021 千葉市美浜区ひび野2-10-3 043-296-1122 http://www.greentower.co.jp/

26 東葛ベイ 千葉市 幕張国際研修センター 261-0021 千葉市美浜区ひび野1-1 043-304-5851 http://www.mit-c.jp

27 東葛ベイ 千葉市 メイプルイン幕張 262-0033 千葉市花見川区幕張本郷1-12-1 043-275-6611 http://mapleinn.co.jp/

28 東葛ベイ 千葉市 ファミーイン幕張 262-0033 千葉市花見川区幕張本郷1-33-3 043-271-5555 https://www.famyinn.com/

29 東葛ベイ 千葉市 きらくホテル 263-0034 千葉市稲毛区稲毛1-14-3 043-243-2222 https://www.yado.or.jp/jp/yado/kiraku

30 東葛ベイ 千葉市 グランパークホテル パネックス千葉 264-0036 千葉市若葉区殿台町123-4 043-251-4123 http://www.grandpark-ex.jp/chiba/

31 東葛ベイ 松戸市 新松戸ステーションホテル 270-0034 松戸市新松戸2-120 047-343-7111 http://www.smsth.com/

千葉県旅館ホテル組合 加盟施設 （2021年4/19時点 321軒）
※施設都合により、休業している・もしくは宿泊営業を一時中断している施設を含みます。ご了承ください。
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32 東葛ベイ 松戸市 東横INN 松戸駅東口 271-0092 松戸市松戸1242-1 047-364-1045 http://www.toyoko-inn.com

33 東葛ベイ 流山市 東横INNつくばエクスプレス流山おおたかの森駅前 270-0128 流山市おおたかの森西1-2-6 04-7154-1045 https://www.toyoko-inn.com/index.php/search/detail/00330.html

34 東葛ベイ 野田市 シティホテル カワマダイ 270-0235 野田市尾崎815-100 04-7127-2739 http://www.hotel-net.co.jp/bh/kawamadai/

35 東葛ベイ 我孫子市 富桝旅館 270-1152 我孫子市寿2-22-19 0471-82-2003 http://www.tomimasu.com/

36 東葛ベイ 我孫子市 ホテル マークワンアビコ 270-1176 我孫子市柴崎台1-9-14 04-7186-1717 http://www.mark-1.jp/abiko/index.html

37 東葛ベイ 市川市 東横INN 西船橋原木インター 272-0004 市川市原木3-17-30 047-327-1045 https://www.toyoko-inn.com/search/detail/00284/

38 東葛ベイ 市川市 市川グランドホテル 272-0034 市川市市川1-3-18 047-324-1121 http://breezbay-group.com/ichikawa-gh/

39 東葛ベイ 市川市 スーパーホテル東西線・市川・妙典駅前 272-0111 市川市妙典4-4-27妙典ｾﾝﾀｰﾋﾞﾙ 047-397-9000 http://www.sperhotel.co.jp

40 東葛ベイ 船橋市 ホテル レモンツリー船橋 273-0002 船橋市東船橋4-40-7 047-423-1100 http://www.lemon-t.info/funabashi/

41 東葛ベイ 船橋市 ホテル市松 273-0003 船橋市宮本3-1-3 047-431-2330 http://ichimatu.jp/

42 東葛ベイ 船橋市 JR東日本ホテルメッツ船橋 273-0005 船橋市本町7-1-1 047-425-0011 http://www.hotelmets.jp/

43 東葛ベイ 船橋市 東横INN 津田沼駅北口 274-0825 船橋市前原西2-12-6 047-471-1045 http://www.toyoko-inn.com

44 東葛ベイ 鎌ヶ谷市 東横INN 千葉新鎌ヶ谷駅前 273-0107 鎌ヶ谷市新鎌ヶ谷2-8-18 047-774-1045 http://www.toyoko-inn.com

45 東葛ベイ 習志野市 JR東日本ホテルメッツ津田沼 275-0016 習志野市津田沼1-1-1 047-473-0007 http://www.hotelmets.jp/tsudanuma/

46 東葛ベイ 八千代市 ホテルドエル 276-0020 八千代市勝田台北1-11-11 047-486-8877 http://dwell.co.jp

47 東葛ベイ 八千代市 ビジネスホテル ダイアナ 276-0033 八千代市八千代台南1-4-3 047-483-7600 http://yachiyo-hoteldiana.com/

48 東葛ベイ 柏市 ホテル リオス柏 277-0005 柏市柏3-2-10 04-7163-0171 http://www.lios.jp/

49 東葛ベイ 柏市 グランパークホテル ザ・ルクソー南柏 277-0075 柏市南柏中央8-8 04-7128-6111 https://grandpark-lx.jp/minamikashiwa/

50 東葛ベイ 柏市 桜スカイホテル柏 277-0803 柏市小青田1-2-1 04-7137-1166 http://sakuraskyhotel.jp/kashiwa/

51 東葛ベイ 柏市 東横INN 柏駅西口 277-0842 柏市末広町4-15 047-180-1045 http://www.toyoko-inn.com

52 東葛ベイ 柏市 三井ガーデンホテル柏の葉 277-0871 柏市若柴178-4 柏の葉ｷｬﾝﾊﾟｽ148街区2 04-7134-3131 http://www.gardenhotels.co.jp/kashiwanoha/

53 東葛ベイ 柏市 ホテル サンオーク柏の葉 277-0871 柏市若柴281-104 04-7135-3009 http://www.sunoak.net/kashiwanoha/

54 東葛ベイ 柏市 ホテル トリフィート柏の葉 277-0871 柏市若柴264-1 04-7137-2644 https://torifito.jp/kashiwanoha/

55 東葛ベイ 野田市 割烹旅館 水明荘 278-0012 野田市瀬戸835 04-7138-0234 https://hpdsp.jp/suimeiso-noda/

56 東葛ベイ 野田市 クリアビューゴルフクラブ＆ホテル 278-0012 野田市瀬戸548 04-7138-2111 http://www.pacificgolf.co.jp/clearview/

57 東葛ベイ 野田市 ビジネス旅館 梓 278-0037 野田市野田430 04-7122-5761 https://www.yado.or.jp/jp/yado/azusa

58 東葛ベイ 浦安市 浦安サンホテル 279-0001 浦安市当代島1-19-13 047-382-8811 https://www.urayasu-sun-hotel.com/

59 東葛ベイ 浦安市 浦安ブライトンホテル 279-0011 浦安市美浜1-9 047-355-7777 http://www.brightonhotels.co.jp/

60 東葛ベイ 浦安市 オリエンタルホテル東京ベイ 279-0011 浦安市美浜1-8-2 047-350-8111 http://www.oriental-hotel.co.jp/

61 東葛ベイ 浦安市 ラ・ジェント・ホテル東京ベイ 279-0013 浦安市日の出5-7-1 047-305-8015 http://lagent.jp/tokyo-bay/

62 東葛ベイ 浦安市 イビススタイルズ東京ベイ 279-0013 浦安市日の出2-1-1 047-381-6775 https://all.accor.com/hotel/B2X6/index.ja.shtml

63 東葛ベイ 浦安市 三井ガーデンホテルプラナ東京ベイ 279-0014 浦安市明海6-2-1 047-382-3331 http://www.gardenhotels.co.jp/prana-tokyobay/

64 東葛ベイ 浦安市 マイステイズ新浦安ｺﾝﾌｧﾚﾝｽｾﾝﾀｰ 279-0014 浦安市明海2-1-4 047-709-1600 http://www.mystays.jp/location/shinurayasu/

65 東葛ベイ 浦安市 ハイアットリージェンシー東京ベイ 279-0014 浦安市明海5-8-23 047-305-1234 https://www.hyatt.com/ja-JP/hotel/japan/hyatt-place-tokyo-bay/nrtzt

66 東葛ベイ 浦安市 フレックステイイン新浦安 279-0022 浦安市今川4-1-29 047-381-8201 http://www.mystays.com/ja/hotel/Flexstay-Inn-Shin-Urayasu/

67 東葛ベイ 浦安市 ホテル マイステイズ舞浜 279-0025 浦安市鉄鋼通り3-5-1 047-304-3939 http://www.mystays.jp/

68 東葛ベイ 浦安市 東京ベイ舞浜ホテル ファーストリゾート 279-0031 浦安市舞浜1-6 047-355-1111 https://www.maihamahotel-firstresort.jp/index.html

69 東葛ベイ 浦安市 ｼｪﾗﾄﾝ･ｸﾞﾗﾝﾃﾞ･ﾄｰｷｮｰﾍﾞｲ・ﾎﾃﾙ 279-0031 浦安市舞浜1-9 047-355-5555 http://www.sheratontokyobay.co.jp/

70 東葛ベイ 浦安市 東京ベイ舞浜ホテル 279-0031 浦安市舞浜1-34 047-355-1222 http://www.maihamahotel.jp/

71 東葛ベイ 浦安市 ヒルトン東京ベイ 279-0031 浦安市舞浜1-8 047-355-5000 http://www.hiltontokyobay.jp/

72 東葛ベイ 浦安市 グランドニッコー東京ベイ舞浜 279-0031 浦安市舞浜1-7 047-350-3590 https://tokyobay.grandnikko.com/

73 東葛ベイ 浦安市 HOTEL 舞浜ユーラシアANNEX 279-0032 浦安市千鳥10番地5 047-700-7000 https://annex.hotel-eurasia.jp/

74 東葛ベイ 浦安市 スパ＆ホテル舞浜ユーラシア 279-0032 浦安市千鳥13-20 047-351-4139 http://www.my-spa.jp
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75 東葛ベイ 浦安市 日和ホテル舞浜 279-0042 浦安市東野2-25-8 047-390-7300 http://hiyori-hotel.sunfrt.co.jp/ja/

76 東葛ベイ 市原市 ビジネスホテル 大房 290-0047 市原市岩崎2-6-1 0436-21-3345 http://hotel-daibo.com/

77 東葛ベイ 市原市 五井グランドホテル 290-0056 市原市五井5584-1 0436-23-1211 http://www.goigrand-hotel.jp/

78 東葛ベイ 市原市 ビジネスホテル 佐藤 290-0056 市原市五井6318-5 0436-22-0769 http://www.nikukyuu.com/free_9_49.html

79 東葛ベイ 市原市 ビジネスホテル 五井温泉 290-0056 市原市五井5918-2 0436-23-2617 http://www.goionsen.com

80 東葛ベイ 市原市 すずき旅館 290-0066 市原市五所1500 0436-41-1632 https://www.ichihara-ryokumi.com/hotel_info/yawata/2018/03/194/

81 東葛ベイ 市原市 ホテル 市原クラブ 八幡北町店 290-0069 市原市八幡北町3-1-13 0436-40-1133 http://hotel-ichihara.co.jp/

82 東葛ベイ 市原市 市原イン ソーシャル五井 290-0081 市原市五井中央西2-24-1 0436-23-1200 http://hotel-social.jp/

83 東葛ベイ 市原市 五井キャピタルホテル 290-0081 市原市五井中央西2-3-2 0436-21-1101 http://www.goi-capital.co.jp/

84 東葛ベイ 市原市 市原マリンホテル 290-0081 市原市五井中央西2-22-8 0436-21-5119 http://www.marinehotel.jp/

85 東葛ベイ 市原市 黒湯の宿 喜代元 290-0536 市原市戸面397-3 0436-96-0345 http://www.ki-yo-moto.com/

86 東葛ベイ 市原市 旅館 加茂城 290-0555 市原市高滝9-2 0436-98-0025 http://www.uzushio.net/kamojo/

87 東葛ベイ 市原市 あねがさきロイヤルホテル 299-0111 市原市姉崎584 0436-61-2245 https://www.yado.or.jp/jp/yado/aneroiyal

88 東葛ベイ 市原市 ビジネスホテル タカザワ 姉崎店 299-0111 市原市姉崎700-1 0436-62-1771 http://www.hotel-takazawa.co.jp/

89 東葛ベイ 市原市 ビジネスホテル 王倉 299-0111 市原市姉崎846-1 0436-61-8888 http://www.h-okura.com/

90 東葛ベイ 市原市 ホテル 市原クラブ　姉崎店 299-0111 市原市姉崎854-1 0436-61-0598 http://hotel-ichihara.co.jp/anesaki/

91 東葛ベイ 市原市 スーパーホテル千葉・市原 299-0111 市原市姉崎994-9 0436-60-9000 http://www.superhotel.co.jp

92 東葛ベイ 市原市 ビジネスホテル たなか 299-0119 市原市姉崎西2-10-1 0436-62-4837 http://www.tanaka-ya.net/

93 東葛ベイ 市原市 市原イン ソーシャル姉崎 299-0119 市原市姉崎西1-7-2 0436-62-3200 http://hotel-social.jp/

94 北総 印西市 アパホテル 千葉印西牧の原駅前 270-1335 印西市原1-1-3 0476-48-5333 https://apahotel.com/hotel/shutoken/chiba-inzaimakinohara-ekimae/

95 北総 印西市 ホテル マークワンCNT 270-1340 印西市中央南1-10 0476-48-4141 http://www.mark-1.jp/cnt/index.html

96 北総 成田市 成田エアポートレストハウス 282-0004 成田市古込141 0476-32-1212 http://www.apo-resthouse.com/

97 北総 成田市 浜屋旅館 286-0024 成田市田町317 0476-24-1285 https://www.yado.or.jp/jp/yado/hamaya-ryokan

98 北総 成田市 桐之家旅館 286-0024 成田市田町58 0476-22-0724 http://www.naritakanko.jp/kirinoya/

99 北総 成田市 成田ひがし屋ホテル 286-0025 成田市東町92-2 0476-22-8171 http://www.naritakanko.jp/higashiya/

100 北総 成田市 ザ エディスターホテル成田 286-0025 成田市東町168-1 0476-23-2300 https://hedistarhotel.com/

101 北総 成田市 成田山門前　旅館　若松本店 286-0026 成田市本町355 0476-22-1136 http://www.wakamatsuhonten.jp/

102 北総 成田市 大黒屋 286-0027 成田市仲町376 0476-22-0130 https://www.yado.or.jp/jp/yado/daikokuya

103 北総 成田市 成毛家旅館 286-0028 成田市幸町395 0476-22-0239 http://www.narugeya.burari.biz/

104 北総 成田市 リッチモンドホテル成田 286-0033 成田市花崎町970 0476-24-6660 http://www.richmondhotel.jp/narita/index.php

105 北総 成田市 ホテル ウェルコ成田 286-0033 成田市花崎町818-1 0476-23-7000 https://www.hotelwelconarita.com/

106 北総 成田市 センターホテル成田 1 286-0033 成田市花崎町922 0476-23-1133 http://www.c-hotel.jp/

107 北総 成田市 センターホテル成田 2 R51 286-0033 成田市花崎町798-10 0476-23-1112 https://www.c-hotel.jp/r51/

108 北総 成田市 ミートイン成田 286-0033 成田市花崎町904 0476-23-1113 https://www.c-hotel.jp/meet/?gclid=CjwKCAjw-7LrBRB6EiwAhh1yXyF0QcX6nNt

109 北総 成田市 ホテル 日航成田 286-0106 成田市取香500 0476-32-0032 http://www.nikko-narita.com/

110 北総 成田市 東横INN 成田空港 286-0106 成田市取香560 0476-33-0451 http://www.toyoko-inn.com

111 北総 成田市 ANAクラウンプラザホテル成田 286-0107 成田市堀之内68 0476-33-1311 http://www.anacrowneplaza-narita.jp/

112 北総 成田市 マロウドインターナショナルホテル成田 286-0121 成田市駒井野763-1 0476-30-2222 https://www.marroad.jp/narita/

113 北総 成田市 成田ビューホテル 286-0127 成田市小菅700 0476-32-1111 http://www.viewhotels.co.jp/narita/

114 北総 成田市 ホテル マイステイズプレミア成田 286-0131 成田市大山31 0476-33-1661 https://www.mystays.com/hotel-mystays-premier-narita-chiba/

115 北総 成田市 宮本旅館 287-0204 成田市伊能2058 0476-73-2511 https://www.yado.or.jp/jp/yado/miyamotoryokan

116 北総 成田市 スカイハートホテル成田 287-0224 成田市新田161 0476-73-6211 http://www.sky-hotel.jp/narita/

117 北総 佐倉市 佐倉第一ホテル 285-0817 佐倉市大崎台1-13-1 043-484-5000 http://www.sakura-daiichihotel.com/
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118 北総 富里市 ホテル レモンツリー富里 286-0202 富里市日吉倉1205-1 0476-91-1563 http://www.lemon-t.info/tomisato/

119 北総 香取市 ホテル ホクエー 287-0002 香取市北1-2-6 0478-52-2055 http://www.hotel-choice.com/hokuei/hokuei1.htm

120 北総 香取市 川むら旅館 287-0003 香取市佐原ｲ-493 0478-52-3236 https://www.yado.or.jp/jp/yado/kawamura-ryokan

121 北総 香取市 旅館 一蘭荘 287-0003 香取市佐原ｲ-3839 0478-55-2029 http://www.ichiransou.com/

122 北総 香取市 ビジネスホテル 美松 287-0003 香取市佐原ｲ-594 0478-54-2611 http://www.businesshotel-mimatsu.com/

123 北総 香取市 ビジネスホテル 朋泉 佐原 287-0005 香取市佐原ﾎ-1199 0478-52-5015 http://www.hotel-housen.co.jp/

124 北総 香取市 水楽荘 287-0801 香取市扇島303 0478-56-1211 https://www.yado.or.jp/jp/yado/suirakusou

125 北総 香取市 丸山旅館 289-0313 香取市小見川47 0478-83-2181 http://maruyama.ie-yasu.com/

126 北総 香取郡 土善旅館 289-0601 香取郡東庄町笹川い624 0478-86-1155 http://www.dozenryokan.com/

127 北総 香取郡 ますがたや旅館 289-2241 香取郡多古町多古970 0479-76-2735 http://www.masugataya.com/index.html

128 北総 山武郡 国民宿舎 サンライズ九十九里 283-0114 山武郡九十九里町真亀4908 0475-76-4151 http://sunrise99.jp/

129 北総 山武郡 コテージ＆ペンション NANJAMONJA 289-1726 山武郡横芝光町木戸8549-1 0479-84-0317 https://nanja-monja.jp/

130 北総 山武郡 山柄荘 289-1726 山武郡横芝光町木戸9633-15 0479-84-0193 https://www.yamagarasou.jp/

131 北総 山武市 &WAN 九十九里 289-1306 山武市白幡2295-28 0475-53-3715 https://www.andwan-hotel.jp/kujukuri/

132 北総 山武市 蓮沼ガーデンハウスマリーノ 289-1803 山武市蓮沼ﾎ311 0475-86-2511 http://marino.hasunuma.co.jp/

133 北総 匝瑳市 ふくろう邸 289-2100 匝瑳市飯多香336-2 0479-85-5735 http://fukuroutei.com/

134 北総 匝瑳市 桐屋旅館 289-2144 匝瑳市八日市場ｲ-2945 0479-72-0050 https://www.yado.or.jp/jp/yado/kiriya-ryokan

135 北総 旭市 郷金旅館 289-2504 旭市ﾆ-2101 0479-62-0007 https://www.yado.or.jp/jp/yado/goukin

136 北総 旭市 九十九里の宿郷土料理の店 磯なぎ荘 289-2514 旭市椎名内3259-4 0479-62-0720 http://www.isonagisou.com/

137 北総 旭市 下根屋旅館 289-2516 旭市ﾛ-889 0479-62-0047 https://www.yado.or.jp/jp/yado/shimoneya

138 北総 旭市 矢指ケ浦温泉館 289-2522 旭市足川3918 0479-64-2218 https://maruchiba.jp/sys/data/index/page/id/290/

139 北総 旭市 いいおか潮騒ホテル 289-2713 旭市萩園1437 0479-85-6677 https://www.iioka-s718.net/

140 北総 銚子市 あかつきの宿 大徳 288-0005 銚子市海鹿島町5250 0479-22-0209 http://www.daitokuhotel.com/

141 北総 銚子市 旅館 あしか荘 288-0005 銚子市海鹿島町5287 0479-22-8165 http://www.catv9.ne.jp/ashika/

142 北総 銚子市 絶景の宿 犬吠埼ホテル 288-0012 銚子市犬吠埼9574-1 0479-22-8111 http://www.inubohsaki-hotel.com/

143 北総 銚子市 ぎょうけい館 288-0012 銚子市犬吠埼10293 0479-22-3600 http://www.gyoukeikan.com/

144 北総 銚子市 ホテル ニュー大新 288-0012 銚子市犬吠埼10292 0479-22-5024 http://www.newdaishin.com/

145 北総 銚子市 犬吠埼観光ホテル 288-0012 銚子市犬吠埼10293 0479-23-5111 http://www.inubou.co.jp/

146 北総 銚子市 ペンションヘルシーウイング 288-0012 銚子市犬吠埼9550-1 0479-24-8761 https://www.choshikanko.com/kankoDB/0049-10/

147 北総 銚子市 別邸 海と森 288-0012 銚子市犬吠埼10292-1 0479-21-6300 http://www.inubou.jp/index.html

148 北総 銚子市 大新旅館 288-0041 銚子市中央町10-27 0479-22-4190 http://www.newdaishin.com/daishin/

149 北総 銚子市 銚子プラザホテル 288-0044 銚子市西芝町11-2 0479-22-0070 http://www.choshiplaza.com/

150 北総 銚子市 ホテル サンライズ銚子 288-0045 銚子市三軒町14-1 0479-25-7070 http://www.sunrisechoshi.jp/

151 北総 銚子市 ビジネスホテル 近江屋 288-0048 銚子市双葉町2-2 0479-22-0105 http://www.choshi-ryokan.jp/hotel/004/index.html

152 北総 銚子市 木内旅館 288-0831 銚子市本城町2-37 0479-22-0649 http://www.kiuchi-ryokan.com/

153 北総 銚子市 かしや旅館 288-0863 銚子市野尻町4 0479-33-0025 https://www.yado.or.jp/jp/yado/kashiya-ryokan

154 北総 銚子市 銚子スポーツタウン 288-0863 銚子市野尻町1600 0479-30-1800 http://choshi-sportstown.com/

155 内房 袖ヶ浦市 亀寿し旅館 299-0242 袖ヶ浦市久保田3260-1 0438-62-2650 http://nttbj.itp.ne.jp/0438622650/index.html

156 内房 袖ヶ浦市 ゆたか旅館 本館 299-0243 袖ヶ浦市蔵波1940 0438-62-8940 http://toshimaya.net

157 内房 袖ヶ浦市 浜戸屋旅館 299-0243 袖ヶ浦市蔵波1983 0438-62-2607 https://www.yado.or.jp/jp/yado/hamatoya

158 内房 袖ヶ浦市 ビジネスホテル タカザワ 長浦店 299-0243 袖ヶ浦市蔵波24-5 0438-62-5551 http://www.hotel-takazawa.co.jp/

159 内房 袖ヶ浦市 ゆたか旅館 駅前館 299-0243 袖ヶ浦市蔵波24-3 0438-63-2311 http://yutakaryokan.com

160 内房 袖ヶ浦市 ホテル割烹 鈴や 299-0263 袖ヶ浦市奈良輪1-7-1 0438-62-2008 http://www.sodegaura.or.jp/member/suzuya/
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161 内房 袖ヶ浦市 ゆたか旅館 奈良輪館 299-0263 袖ヶ浦市奈良輪313-1 0438-64-1151 https://www.yutaka-r.net/

162 内房 袖ヶ浦市 東横INN 袖ケ浦駅北口 299-0269 袖ケ浦市袖ケ浦駅前1-39-6 0438-60-1045 https://www.toyoko-inn.com/index.php/search/detail/00307.html

163 内房 木更津市 龍宮城スパホテル三日月 (龍宮亭・富士見亭) 292-0006 木更津市北浜町1 0438-41-8111 http://mikazuki.co.jp/ryugu/

164 内房 木更津市 グランパークホテル エクセル木更津 292-0055 木更津市朝日1-1-40 0438-22-4123 http://www.grandpark-ex.jp/kisarazu/

165 内房 木更津市 ホテルロイヤルガーデン木更津 292-0805 木更津市大和1-8-14 0438-22-7211 http://hotel-royalgarden.co.jp/

166 内房 木更津市 HOTEL VARICIAN 木更津店 292-0816 木更津市下鳥田831-1 0438-36-1922 http://kisarazu.the-bale.com/

167 内房 木更津市 オークラアカデミアパークホテル 292-0818 木更津市かずさ鎌足2-3-9 0438-52-0111 http://www.kap.co.jp/oap/

168 内房 木更津市 東京ベイプラザホテル 292-0832 木更津市新田2-2-1 0438-25-8888 http://www.tokyobayplaza.com/

169 内房 木更津市 ホテル 銀河 292-0832 木更津市新田3-1-24 0438-23-7051 http://www.hotel-ginga.co.jp/

170 内房 木更津市 ホテル割烹 いづみ 292-0832 木更津市新田3-1-29 0438-22-5345 http://hk-izumi.com/

171 内房 君津市 山徳旅館 292-0421 君津市久留里市場118 0439-27-2003 https://www.kiminavi.jp/detail/index_219.html

172 内房 君津市 亀山温泉ホテル 292-0523 君津市豊田65 0439-39-2121 http://www.kameyamaonsen.jp/

173 内房 君津市 ペンションかめやま園 292-0523 君津市豊田旧菅間田33 0439-39-2336 http://kameyamaen.jp/

174 内房 君津市 大塚屋旅館 292-1155 君津市鹿野山369 0439-37-2028 https://oyado-kazusa.com/%e5%a4%a7%e5%a1%9a%e5%b1%8b%e6%97%85%e9%a4%a8/

175 内房 君津市 かずさリゾート鹿野山ビューホテル 292-1155 君津市鹿野山319 0439-37-3411 http://www.kresortkanozan.jp/

176 内房 君津市 島屋 292-1174 君津市正木199-2 0439-38-2523 https://www.city.kimitsu.lg.jp/site/kanko/2275.html

177 内房 君津市 ロマンの森共和国ホテルシルクヴィラ 292-1179 君津市豊英659-1 0439-38-2211 http://www.romannomori.co.jp/

178 内房 君津市 ホテル クラウンヒルズ君津 299-1141 君津市東坂田4-1-11 0439-50-3135 http://breezbay-group.com/hch-kimitsu/

179 内房 君津市 グランパークホテル パネックス君津 299-1144 君津市東坂田2-3-3 0439-57-0311 http://www.grandpark-px.jp/kimitsu/index.html

180 内房 君津市 ホテル 千成 299-1144 君津市東坂田4-1-1 0439-52-8511 http://www.hotel-sennari.com/

181 内房 君津市 燦美の宿 旅館かわな 299-1147 君津市人見915 0439-52-1318 http://www.kawana-inn.com/

182 内房 君津市 ハミルトンホテル上総 299-1151 君津市中野4-6-28 0439-54-3030 http://www.hamiltonhotel.jp/

183 内房 君津市 グランパークグループ ホテルかずさ 299-1151 君津市中野4-9-1 0439-52-1020 http://www.kimitsu-hotel.jp/

184 内房 富津市 パークサイドイン なかむら 293-0021 富津市富津2232 0439-87-2312 http://www5a.biglobe.ne.jp/~futtsu/

185 内房 富津市 味覚の宿 志ら井 293-0021 富津市富津26-1 0439-87-2914 http://www.yado-shirai.com/

186 内房 富津市 横田屋旅館 293-0021 富津市富津2025 0439-87-2511 http://yokotaya.world.coocan.jp/

187 内房 富津市 サカヒジリホテル・富津 293-0041 富津市上773番1 0439-29-7729 https://www.sakahijirifuttsu.com/

188 内房 富津市 さゞ波館 293-0042 富津市小久保2782 0439-65-3373 http://sazanami-kan.com/

189 内房 富津市 いとや旅館 293-0043 富津市岩瀬871 0439-65-1041 http://itoyaryokan.com/

190 内房 富津市 民宿 錦海亭 293-0056 富津市八幡158 0439-66-0445 https://www.yado.or.jp/jp/yado/kinkaitei

191 内房 富津市 竹岡清籃荘 299-1622 富津市萩生160 0439-69-8638 http://takeoka-seiransou.com/

192 内房 富津市 かぢや旅館 299-1861 富津市金谷3887 0439-69-2411 http://www.kajiyaryokan.com/

193 外房 東金市 ビジネス旅館 ふみわ 283-0811 東金市台方234-1 0475-52-2836 https://www.yado.or.jp/jp/yado/fumiwa

194 外房 茂原市 ビジネスあすか旅館 297-0021 茂原市高師町3-6-1 0475-23-6806 https://www.yado.or.jp/jp/yado/asuka

195 外房 茂原市 ホテル ニュー福本 297-0023 茂原市千代田町1-5-12 0475-24-0117 https://www.yado.or.jp/jp/yado/newfukumoto

196 外房 茂原市 ビジネスホテル 八千代 297-0024 茂原市八千代2-6-5 0475-22-0011 http://www.yachiyo-hotel.com/

197 外房 茂原市 HOTEL THE BELLE 297-0024 茂原市八千代2丁目1-15 0475-44-6556 http://sdi-hotel.com/

198 外房 茂原市 武田屋旅館 297-0026 茂原市茂原113 0475-24-2271 http://wp.airily.co.jp/takedaya/

199 外房 茂原市 旅館 鈴木屋 297-0026 茂原市茂原133 0475-24-2151 http://e-szky.com/

200 外房 茂原市 大和屋旅館 297-0026 茂原市茂原519 0475-24-1185 http://yamatoya.ecnet.jp/

201 外房 茂原市 ビジネスホテル セントラル 297-0029 茂原市高師3002-4 0475-22-0311 http://www.hotelcentral.co.jp/

202 外房 白子町 青松庭 白砂 299-4212 長生郡白子町古所3291 0475-33-3523 http://www.shirasuna.co.jp/

203 外房 白子町 国民宿舎 白子荘 299-4212 長生郡白子町古所3291-3 0475-33-4526 http://www.shirakoso.com/
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204 外房 白子町 ホテル 東天光 299-4214 長生郡白子町驚963 0475-33-3100 http://www.tohtenko.co.jp/

205 外房 白子町 ホテル ニューオーツカ 299-4214 長生郡白子町驚1014 0475-33-2363 http://www.new-otsuka.com/

206 外房 白子町 ホテル カアナパリ 299-4215 長生郡白子町中里4519 0475-33-2045 http://www.kaanapali.co.jp/

207 外房 白子町 サニーインむかい 299-4215 長生郡白子町中里4369 0475-33-2133 http://www.apollo-tc.co.jp/sunny/

208 外房 白子町 ホテル 東海荘 299-4215 長生郡白子町中里4437-1 0475-33-2061 http://www.tokaiso.co.jp/

209 外房 白子町 潮の香の湯宿 浜紫 299-4215 長生郡白子町中里4370-14 0475-33-3115 http://www.hamamurasaki.jp/

210 外房 白子町 ホテル ニューカネイ 299-4215 長生郡白子町中里4442 0475-33-2511 http://www.newkanei.co.jp/index.html

211 外房 白子町 城之内荘 299-4215 長生郡白子町中里4442-3 0475-33-2325 http://www.jounouchisou.co.jp/

212 外房 白子町 白子ニューシーサイドホテル 299-4215 長生郡白子町中里4482 0475-30-3555 http://www.new-seaside.com/

213 外房 白子町 グリーン向井 299-4215 長生郡白子町中里4428-2 0475-33-2203 http://www.green-mukai.com/

214 外房 白子町 ニュー山中荘 299-4215 長生郡白子町中里4370-1 0475-33-3226 http://www.new-yamanakaso.co.jp/

215 外房 白子町 和海の宿 ささ游 299-4215 長生郡白子町中里4429-1 0475-36-2233 https://www.shirako-sasayu.com/

216 外房 白子町 白子・サンライズオーツカ 299-4215 長生郡白子町中里4408-18 0475-30-2221 http://www.new-otsuka.com/index.html

217 外房 白子町 ホテル 白洋 299-4216 長生郡白子町幸治2866 0475-33-7511 http://www.hotel8940.com/

218 外房 一宮町 芥川龍之介ゆかりの宿 一宮館 299-4301 長生郡一宮町一宮9241 0475-42-2127 http://www.ichinomiyakan.com/

219 外房 一宮町 料亭旅館 松濤軒 299-4301 長生郡一宮町一宮2824 0475-42-2067 http://www.shotohken.com/

220 外房 一宮町 ホテル 一宮 シーサイドオーツカ 299-4301 長生郡一宮町一宮10000 0475-42-6411 http://www.seaside-otsuka.com/

221 外房 一宮町 一宮KAI 299-4301 長生郡一宮町一宮10130-2 080-5475-3180 https://waval.net/95294/

222 外房 一宮町 The garden hotel 299-4301 長生郡一宮町一宮10110-1 0475-44-6699 http://sdi-hotel.com/

223 外房 いすみ市 オーベルジュリングウッドフィールド 298-0025 いすみ市山田3976-10 0470-66-2011 http://www.ringwoodfield.com/

224 外房 いすみ市 いすみガーデンリトリート 298-0124 いすみ市弥正636-1 080-5171-7465 http://hanjoedagaya.wixsite.com/isumigardenretreat

225 外房 いすみ市 岬ペンションガジュマル 299-4502 いすみ市岬町中原129-2 0470-80-3131 http://www.boso.net/gajumaru/

226 外房 大多喜町 渓谷別庭 もちの木 298-0264 夷隅郡大多喜町大田代105-1 0470-80-9000 http://www.mochinoki.jp/

227 外房 大多喜町 渓流の宿 福水 298-0265 夷隅郡大多喜町小田代618 0470-85-0116 http://www.fukusui.com/

228 外房 大多喜町 川の家 298-0267 夷隅郡大多喜町葛藤93 0470-85-0021 http://www.kawanoya.net/

229 外房 大多喜町 嵯峨和 298-0267 夷隅郡大多喜町葛藤20 0470-85-0321 http://www.oyado-sagawa.com/

230 外房 大多喜町 秘湯の宿 滝見苑 298-0277 夷隅郡大多喜町粟又5 0470-85-0101 http://www.takimi.co.jp/

231 外房 勝浦市 勝浦つるんつるん温泉 299-5211 勝浦市松野1143 0470-77-0311 http://katuuraonsen.com/

232 外房 勝浦市 海なりの宿 花あさぎ 299-5224 勝浦市新宮176-1 0470-73-3970 http://www.hana-asagi.com/

233 外房 勝浦市 勝浦ホテル三日月 299-5225 勝浦市墨名820 0470-73-1111 http://www.mikazuki.co.jp/katuura/

234 外房 勝浦市 海味の宿 ひのでや 299-5225 勝浦市墨名815 0470-73-1102 http://www.sotobou.com/

235 外房 勝浦市 海辺の宿 かくい 299-5226 勝浦市串浜17 0470-73-1083 http://www.inn-kakui.com/

236 外房 勝浦市 臨海荘 299-5226 勝浦市串浜1253-2 0470-73-1234 http://www.rinkaisou.com/

237 外房 勝浦市 多津美 299-5231 勝浦市沢倉43-2 0470-73-2833 http://www.tatsumiryokan.com/

238 外房 勝浦市 勝浦ヒルトップホテル＆レジデンス 299-5231 勝浦市沢倉441-1 0470-73-6000 http://www.kgh.ne.jp/12/

239 外房 勝浦市 旅館 松の家 299-5234 勝浦市勝浦30 0470-73-0047 http://katsuura-matsunoya.com/

240 外房 勝浦市 磯香の湯宿 鵜原館 299-5243 勝浦市鵜原998 0470-76-0521 http://www.ubarakan.com/

241 外房 勝浦市 緑水亭 勝浦別館 翠海 299-5246 勝浦市興津久保山台1990 0470-64-6811 http://www.suika-k.jp

242 外房 鴨川市 満ちてくる心の宿 吉夢 299-5501 鴨川市小湊182-2 04-7095-2111 http://www.kichimu.com/

243 外房 鴨川市 海鮮問屋の宿 くろしお 299-5501 鴨川市小湊196 04-7095-3455 https://newkurosio.com/

244 外房 鴨川市 魚彩和みの宿 三水 299-5501 鴨川市小湊182-2 04-7095-3333 http://www.sansuihotel.com/

245 外房 鴨川市 海の庭 299-5501 鴨川市小湊169 04-7095-2611 http://www.uminoniwa.jp/

246 外房 鴨川市 旅館 安房家 299-5502 鴨川市内浦2779 04-7095-3351 http://www.chuokai-chiba.or.jp/kominato/mbrs/awaya/public_html/
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247 外房 鴨川市 小湊温泉・実入の湯 豊明殿 299-5502 鴨川市内浦14 04-7095-2334 http://www.homeiden.jp/

248 外房 鴨川市 鴨川ホテル三日月 299-5502 鴨川市内浦2781 04-7095-3111 http://www.mikazuki.co.jp/kamogawa/

249 外房 鴨川市 旬彩の宿 緑水亭 299-5502 鴨川市内浦1385 04-7095-3030 http://ryokusuitei.jp/

250 外房 鴨川市 内浦山県民の森 森の宿 せせらぎ 299-5502 鴨川市内浦3228 04-7095-2821 http://uchiuraseseragi.web.fc2.com/facilities/seseragi.html

251 外房 鴨川市 ホテル グリーンプラザ鴨川 299-5503 鴨川市天津3289-2 04-7094-2525 http://www.hgp.co.jp/inf/Z14/hgp/

252 外房 鴨川市 宿 中屋 299-5503 鴨川市天津3287 04-7094-1111 http://www.nakayahotel.com/

253 外房 鴨川市 鴨川ヒルズリゾートホテル 299-5503 鴨川市天津3164-7 04-7094-2535 http://kamogawahills.com/

254 外房 鴨川市 蓬莱屋 299-5503 鴨川市天津1376 04-7094-0029 http://www.houraiya.net/

255 外房 鴨川市 ひだまりＩＮＮ 299-5503 鴨川市天津1072 04-7094-0899 http://www.hidamari-inn.com

256 外房 鴨川市 鴨川温泉 ホテル中村 296-0001 鴨川市横渚843 04-7092-2258 http://www.hotel-nakamura.co.jp/

257 外房 鴨川市 魚眠庵 マルキ本館 296-0001 鴨川市横渚543 04-7093-2181 http://www.gyominan.com/

258 外房 鴨川市 鴨川ユニバースホテル 296-0002 鴨川市前原69 04-7092-1361 http://www.kuh.co.jp/

259 外房 鴨川市 旅館 磯波 296-0004 鴨川市貝渚2611-1 04-7092-0369 http://www.isonami.jp/

260 外房 鴨川市 旅館 松島 296-0004 鴨川市貝渚2278 04-7092-0364 http://www.chiba-kamogawa.jp/ja/app/controller.php/09_member_db/ycDB_00shisetsu-pc-kkDetail.html?mode:select=1&mode:view=1&view:oid=80&opt:htmlcache=1

261 外房 鴨川市 鴨川シーワールドホテル 296-0041 鴨川市東町1464-18 04-7092-2121 http://www.kamogawa-seaworld.jp/hotel/

262 外房 鴨川市 鴨川館 296-0043 鴨川市西町1179 04-7093-4111 http://www.kamogawakan.co.jp/

263 外房 鴨川市 鴨川グランドホテル 296-0044 鴨川市広場820 04-7092-2111 http://www.kgh.ne.jp/04/

264 外房 鴨川市 海鮮の宿 舟付 299-2842 鴨川市江見青木65 04-7096-1200 http://www.funatuki.com/

265 外房 鴨川市 アラビアンアート Hotel＆Gallery 299-2861 鴨川市太海西乙3-332-7 04-7098-2100 https://arabianart.jp/

266 外房 鴨川市 海辺の名湯　ホテル海光苑 299-2862 鴨川市太海110 04-7092-2131 http://www.kaikoen.co.jp/

267 外房 鴨川市 海辺の宿 恵比寿 299-2862 鴨川市太海2345 04-7092-2226 http://www.ebisu.cn/

268 外房 鴨川市 画家ゆかりの宿 江澤館 299-2863 鴨川市太海浜153 04-7092-2270 http://ezawakan.com/

269 外房 鴨川市 是空 299-2863 鴨川市太海浜24-1 04-7092-1143 http://zekuu.jp/

270 外房 鴨川市 よしのや 299-2863 鴨川市太海浜193 04-7092-1167 http://www.awa.or.jp/home/yosinoya/

271 外房 鴨川市 潮騒リゾート鴨川 299-2863 鴨川市太海浜73-1 04-7092-1341 http://shiosai-resort.jp/

272 南房総 鋸南町 ゆうみ 299-1901 安房郡鋸南町元名442 0470-55-0123 http://awa-umi.com/

273 南房総 鋸南町 安房温泉 紀伊乃国屋 299-2118 安房郡鋸南町竜島970-6 0470-55-1571 http://www.awa-kinokuniya.com/

274 南房総 鋸南町 さざね 299-2118 安房文鋸南町竜島973-9 0470-55-3333 https://www.sazane.jp/

275 南房総 鋸南町 お宿 ひるた 299-2118 安房郡鋸南町竜島973 0470-55-3522 https://www.oyadohiruta.com/

276 南房総 館山市 たてやま温泉 千里の風 294-0024 館山市藤原1495-1 0470-28-4611 http://www.senrinokaze.jp/

277 南房総 館山市 さくらや旅館 294-0036 館山市館山1560-33 0470-22-0762 https://tateyamacity.com/ryokan/hotels/detail13.html

278 南房総 館山市 松善旅館 294-0036 館山市館山1560 0470-22-7515 https://tateyamacity.com/ryokan/hotels/detail12.html

279 南房総 館山市 旅館 大浜 294-0036 館山市館山794 0470-22-2503 http://www.tateyama-oohama.com/

280 南房総 館山市 幸田旅館 294-0045 館山市北条1837 0470-22-3258 http://kouda-ryokan.sakura.ne.jp

281 南房総 館山市 館山旅館 294-0045 館山市北条2645-63 0470-22-3385 http://www.awa.or.jp/home/tateryo/

282 南房総 館山市 ホテル ニュービジネスＩＴＯ 294-0045 館山市北条2645-27 0470-22-8851 http://www.b-ito.com/

283 南房総 館山市 ホテル マイグラント 294-0045 館山市北条1834-11 0470-24-1122 http://migrant.jp/

284 南房総 館山市 小笠原旅館 294-0046 館山市新宿58 0470-22-0212 https://tateyamacity.com/ryokan/hotels/detail10.html

285 南房総 館山市 館山シーサイドホテル 294-0047 館山市八幡822 0470-22-0151 http://www.tateyamaseaside.com/

286 南房総 館山市 夕日海岸 昇鶴 294-0047 館山市八幡822 0470-23-8111 http://www.yuhikaigan.com/

287 南房総 館山市 ビジネス旅館 日の出 294-0051 館山市正木1225‐9 0470-27-3377 https://tateyamacity.com/ryokan/hotels/detail01.html

288 南房総 館山市 鏡ケ浦温泉 rokuza 294-0055 館山市那古1672-88 0470-20-5693 http://www.rokuza.com/

289 南房総 館山市 旅館 清風荘 294-0226 館山市犬石159 0470-28-0697 http://tateyama-seifusou.com/
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290 南房総 館山市 海の湯宿 花しぶき 294-0302 館山市塩見233-4 0470-29-0236 http://hanashibuki.com/

291 南房総 館山市 おさしみの宿 たろべ 294-0302 館山市塩見225 0470-29-1188 http://www.tarobe.net/

292 南房総 館山市 THE SHINRA (森羅) 294-0302 館山市塩見284-1 0470-29-1233 https://www.shinra-chiba.com/

293 南房総 館山市 休暇村 館山 294-0305 館山市見物725 0470-29-0211 http://www.qkamura.or.jp/tateyama/

294 南房総 館山市 館山リゾートホテル 294-0312 館山市小沼352 0470-29-2100 http://www.tateyama-resort.com

295 南房総 館山市 ドッグホテルわん楽 294-0313 館山市坂足381 0470-29-1220 http://wanraku.jp/

296 南房総 館山市 平砂浦ビーチホテル 294-0314 館山市伊戸1535番地 0470-29-1100 http://www.heisaurabeach.com/

297 南房総 館山市 ホテル 川端 294-0315 館山市西川名855 0470-29-0341 http://www.hotelkawabata.co.jp/

298 南房総 館山市 ホテル 洲の崎 風の抄 294-0316 館山市洲崎198-1 0470-29-0301 http://sunosaki.com/

299 南房総 館山市 喜多山旅館 294-0316 館山市洲崎1378 0470-29-0805 https://kitayamaryokan.com/

300 南房総 館山市 岬の宿善平 294-0316 館山市洲崎1279 0470-29-1274 http://park8.wakwak.com/~zennbei/index.html

301 南房総 南房総市 和風ペンション ニュー川善 295-0004 南房総市千倉町瀬戸2944 0470-44-1517 http://www.awa.or.jp/home/kawazen/

302 南房総 南房総市 美味しい温泉 夢みさき 295-0004 南房総市千倉町瀬戸3137 0470-44-2000 http://www.yumemisaki.co.jp/

303 南房総 南房総市 矢原荘 295-0004 南房総市千倉町瀬戸3291 0470-44-1761 http://www.yawarasou.com/

304 南房総 南房総市 旅館 青倉亭 295-0004 南房総市千倉町瀬戸3140-1 0470-44-3221 http://aokuratei.com/

305 南房総 南房総市 ホテル 千倉 295-0004 南房総市千倉町瀬戸2980-12 0470-44-3111 http://www.hotelchikura.jp/

306 南房総 南房総市 魚拓荘 鈴木屋 295-0011 南房総市千倉町北朝夷2801 0470-44-2811 http://www.gyotakuso.com/

307 南房総 南房総市 千倉温泉 千倉館 295-0012 南房総市千倉町南朝夷1045 0470-44-3211 http://www.chikurakan.net/

308 南房総 南房総市 銀鱗荘 ことぶき 295-0021 南房総市千倉町平館684 0470-44-2527 http://g-kotobuki.net/

309 南房総 南房総市 磯浜旅館 295-0024 南房総市千倉町平磯2217 0470-43-8681 http://chikuraryokanga.com/yado/isohamaryokan/

310 南房総 南房総市 季粋の宿 紋屋 295-0102 南房総市白浜町白浜232 0470-38-3151 http://www.monya.co.jp/

311 南房総 南房総市 ホテル 南海荘 295-0102 南房総市白浜町白浜623-13 0470-38-3500 http://www.nankaiso.jp/

312 南房総 南房総市 南国ホテル 295-0102 南房総市白浜町白浜2544-1 0470-38-5759 http://www.itoenhotel.com/search_hotel/hotellist/810_nangoku/tabid/163

313 南房総 南房総市 白浜オーシャンリゾート 295-0102 南房総市白浜町白浜2784 0470-38-2511 https://shirahama-ocean-resort.com/

314 南房総 南房総市 グランドホテル 太陽 295-0102 南房総市白浜町白浜3535-5 0470-38-3331 http://www.grandhoteltaiyo.co.jp/

315 南房総 南房総市 おやど すえひろ 295-0102 南房総市白浜町白浜623-45 0470-38-3902 https://oyado-suehiro.com/

316 南房総 南房総市 割烹旅館 清都 295-0103 南房総市白浜町滝口6241 0470-30-5030 http://www.kiyoto.co.jp/

317 南房総 南房総市 海辺の宿 最南端 295-0103 南房総市白浜町滝口6768-1 0470-38-2763 http://sainantan.ec-net.jp/

318 南房総 南房総市 岩井湯元温泉網元の宿 ろくや 299-2216 南房総市久枝494 0470-57-2011 http://www.rokuya-resort.com/

319 南房総 南房総市 旅館 弁天鉱泉 299-2224 南房総市小浦487 0470-57-2528 http://www.bentenkousen.com/

320 南房総 南房総市 ホテル&リゾーツ 南房総 299-2404 南房総市富浦多田良1212 0470-33-3811 http://www.daiwaresort.jp/tomiura/

321 南房総 南房総市 旅館 沖見屋 299-2715 南房総市和田町下三原393 0470-47-2050 http://ryokan-okimiya.com/
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