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地域 区分 施設名 所在地 電話番号 申込受付

北海道 休 休暇村 支笏湖 千歳市支笏湖温泉 0123-25-2201 6ヶ月前

岩手県 民 亀の井ホテル 一関 一関市厳美町字宝竜147-5 0191-29-2131 3ヶ月前

休 休暇村 岩手網張温泉 岩手郡雫石町網張温泉 019-693-2211 6ヶ月前

休 休暇村 陸中宮古 宮古市崎鍬ヶ崎18-25-3 0193-62-9911 6ヶ月前

宮城県 船 鳴子やすらぎ荘 大崎市鳴子温泉字星沼18-2 0229-87-2121 随時

休 休暇村 気仙沼大島 気仙沼市外畑16 0226-28-2626 6ヶ月前

秋田県 休 休暇村 乳頭温泉郷 仙北市田沢湖駒ケ岳2-1 0187-46-2244 6ヶ月前

山形県 休 休暇村 庄内羽黒 鶴岡市羽黒町手向字羽黒山8 0235-62-4270 6ヶ月前

福島県 休 休暇村 裏磐梯 耶麻郡北塩原村檜原 0241-32-2421 6ヶ月前

群馬県 休 休暇村 嬬恋鹿沢 吾妻郡嬬恋村鹿沢温泉 0279-98-0511 6ヶ月前

栃木県 民 亀の井ホテル 塩原 那須塩原市塩原1256 0287-32-2845 3ヶ月前

民 亀の井ホテル 喜連川 さくら市喜連川5296-1 028-686-2822 3ヶ月前

休 休暇村 那須 那須郡那須町湯本 0287-76-2467 6ヶ月前

休 休暇村 日光湯元 日光市湯元温泉 0288-62-2421 6ヶ月前

茨城県 民 亀の井ホテル 大洗 東茨城郡大洗町磯浜町7986-2 029-267-3191 3ヶ月前

民 亀の井ホテル 潮来 潮来市水原1830-1 0299-67-5611 3ヶ月前

埼玉県 民 亀の井ホテル 長瀞寄居 大里郡寄居町末野2267 048-581-1165 3ヶ月前

休 休暇村 奥武蔵 飯能市吾野72 042-978-2888 6ヶ月前

千葉県 民 亀の井ホテル 鴨川 鴨川市西町1137 04-7092-1231 3ヶ月前

民 亀の井ホテル 九十九里 旭市仁玉2280-1 0479-63-2161 3ヶ月前

休 休暇村 館山 館山市見物725 0470-29-0211 6ヶ月前

東京都 民 亀の井ホテル 青梅 青梅市駒木町3-668-2 0428-23-1171 3ヶ月前

民 東京マリオットホテル 品川区北品川4-7-36 03-5488-3939 随時

神奈川県 船 箱根嶺南荘 足柄下郡箱根町大平台442-1 0460-82-2898 随時

新潟県 休 休暇村 妙高 妙高市関山 0255-82-3168 6ヶ月前

長野県 休 休暇村 乗鞍高原 松本市安曇4307 0263-93-2304 6ヶ月前

休 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 6ヶ月前

静岡県 船 やいづマリンパレス 焼津市本町1-6-3 054-629-1011 随時

民 亀の井ホテル 焼津 焼津市浜当目1375-2 054-627-0661 3ヶ月前

民 亀の井ホテル 熱海 熱海市水口町2-12-3 0557-83-6111 3ヶ月前

民 亀の井ホテル 熱海別館 熱海市水口町2-13-77 0557-83-6111 3ヶ月前

民 亀の井ホテル 伊豆高原 伊東市八幡野1104-5 0557-51-4400 3ヶ月前

休 休暇村 富士 富士宮市佐折634 0544-54-5200 6ヶ月前

休 休暇村 南伊豆 賀茂郡南伊豆町湊 0558-62-0535 6ヶ月前

石川県 休 休暇村 能登千里浜 羽咋市羽咋町オ70 0767-22-4121 6ヶ月前

福井県 民 亀の井ホテル 福井 福井市渕町43-17 0776-36-5793 3ヶ月前

休 休暇村 越前三国 坂井市三国町崎15-45 0776-82-7400 6ヶ月前

愛知県 民 亀の井ホテル 知多美浜 知多郡美浜町奥田砂原39 0569-87-1511 3ヶ月前

休 休暇村 伊良湖 田原市中山町大松上1 0531-35-6411 6ヶ月前

休 休暇村 茶臼山高原 北設楽郡豊根村 0536-87-2334 6ヶ月前

三重県 民 亀の井ホテル 鳥羽 鳥羽市安楽島町1200-7 0599-25-4101 3ヶ月前

滋賀県 民 亀の井ホテル 彦根 彦根市松原町3759 0749-22-8090 3ヶ月前

休 休暇村 近江八幡 近江八幡市沖島町宮ヶ浜 0748-32-3138 6ヶ月前

大阪府 民 亀の井ホテル 富田林 富田林市龍泉880-1 0721-33-0700 3ヶ月前

民 コートヤード・バイ・マリオット新大阪ステーション 大阪市淀川区宮原1-2-70 06-6350-4441 随時

奈良県 民 亀の井ホテル 大和平群 生駒郡平群町上庄2-16-1 0745-45-0351 3ヶ月前

民 亀の井ホテル 奈良 奈良市二条町3-9-1 0742-33-2351 3ヶ月前
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兵庫県 民 亀の井ホテル 有馬 神戸市北区有馬町1617-1 078-904-0951 3ヶ月前

民 亀の井ホテル 淡路島 淡路市富島824 0799-82-1073 3ヶ月前

民 亀の井ホテル 赤穂 赤穂市御崎883-1 0791-43-7501 3ヶ月前

休 休暇村 南淡路 南あわじ市福良 0799-52-0291 6ヶ月前

休 休暇村 竹野海岸 豊岡市竹野町竹野 0796-47-1511 6ヶ月前

和歌山県 民 亀の井ホテル 紀伊田辺 田辺市目良24-1 0739-24-2900 3ヶ月前

休 休暇村 紀州加太 和歌山市深山483 073-459-0321 6ヶ月前

休 休暇村 南紀勝浦 東牟婁郡那智勝浦町宇久井 0735-54-0126 6ヶ月前

鳥取県 休 休暇村 奥大山 日野郡江府町御机字鏡ヶ城709-1 0859-75-2300 6ヶ月前

岡山県 休 休暇村 蒜山高原 真庭市蒜山上福田 0867-66-2501 6ヶ月前

広島県 休 休暇村 大久野島 竹原市忠海町大久野島 0846-26-0321 6ヶ月前

休 休暇村 帝釈峡 庄原市東城町三坂962-1 08477-2-3110 6ヶ月前

山口県 民 亀の井ホテル せとうち光 光市室積東ノ庄31-1 0833-78-1515 3ヶ月前

香川県 民 亀の井ホテル 観音寺 観音寺市池之尻町1101-4 0875-27-6161 3ヶ月前

休 休暇村 讃岐五色台 坂出市大屋冨町3042 0877-47-0231 6ヶ月前

愛媛県 休 休暇村 瀬戸内東予 西条市河原津 0898-48-0311 6ヶ月前

高知県 民 亀の井ホテル 高知 吾川郡いの町波川1569 088-892-1580 3ヶ月前

福岡県 民 亀の井ホテル 柳川 柳川市弥四郎町10-1 0944-72-6295 3ヶ月前

民 亀の井ホテル 玄界灘 北九州市若松区有毛2829 093-741-1335 3ヶ月前

休 休暇村 志賀島 福岡市東区大字勝馬1803-1 092-603-6631 6ヶ月前

熊本県 民 亀の井ホテル 阿蘇 阿蘇市一の宮町宮地5936 0967-22-1122 3ヶ月前

休 休暇村 南阿蘇 阿蘇郡高森町高森3219 09676-2-2111 6ヶ月前

鹿児島県 休 休暇村 指宿 指宿市東方10445 0993-22-3211 6ヶ月前
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