
提携対象ホテル⼀覧 提携対象ホテルのインルームスパ®･ にてご利⽤いただけます。
都道府県 ホテル名 アクセス
北海道 ホテルルートイン旭川駅前⼀条通 旭川市1条通6-39-1
北海道 スマイルホテル旭川 旭川市1条通6丁⽬左10号
北海道 Rホテルズイン旭川 旭川市2条通8丁⽬左3号
北海道 ホテルウィングインターナショナル旭川駅前 旭川市宮下通7-3112
北海道 ホテルルートインGrand旭川駅前 旭川市宮下通8-1962-1
北海道 ワイズホテル 旭川駅前 旭川市宮下通9-2-17
北海道 札幌ビューホテル⼤通公園（旧東京ドームホテル札幌） 札幌市中央区⼤通⻄8
北海道 ホテルWBF札幌中央 札幌市中央区南⼆条⻄1-2-2
北海道 プレミアホテル中島公園 札幌市中央区南10条⻄6-1-21
北海道 KITA HOTEL 札幌市中央区南14条⻄1-1-20
北海道 アパホテル札幌⼤通公園 札幌市中央区南1条⻄9-15-1
北海道 札幌プリンスホテル 札幌市中央区南2条⻄11
北海道 リッチモンドホテル札幌⼤通 札幌市中央区南2条⻄4-4-2
北海道 アパホテル札幌 札幌市中央区南2条⻄7-10-1
北海道 メルキュールホテル札幌 札幌市中央区南4条⻄2-2-4
北海道 アパホテル札幌すすきの駅前 札幌市中央区南4条⻄2-2-5
北海道 アパホテル札幌すすきの駅⻄ 札幌市中央区南4条⻄7-1-1
北海道 フェアフィールド・バイ・マリオット札幌 札幌市中央区南4条東1
北海道 アパホテル札幌すすきの 札幌市中央区南6条⻄1-11-2
北海道 スワンキーホテル・オートモ 札幌市中央区南6条⻄6
北海道 アパホテル札幌すすきの駅南 札幌市中央区南7条⻄1-19-1
北海道 ホテルリブマックス札幌 札幌市中央区南9条⻄3-1-26
北海道 東急ステイ札幌 札幌市中央区南⼀条⻄1-13-4
北海道 フィーノホテル札幌⼤通 札幌市中央区南⼀条⻄6-8-1
北海道 ベッセルイン札幌中島公園 札幌市中央区南九条⻄4-1-2
北海道 ANAホリデイ・イン札幌すすきの 札幌市中央区南五条⻄3-7
北海道 ルートイン札幌中央 札幌市中央区南五条⻄5-13-1
北海道 ベッセルホテルカンパーナすすきの 札幌市中央区南五条⻄6-16-1
北海道 ザ・ノット・札幌 札幌市中央区南三条⻄3-16-2
北海道 ダイワロイネットホテル札幌すすきの 札幌市中央区南四条⻄1-2-1
北海道 札幌東武ホテル 札幌市中央区南四条東1
北海道 ブルーウェーブイン札幌 札幌市中央区南七条⻄5
北海道 Tmark City Hotel Sapporo 札幌市中央区南七条⻄5
北海道 ホテルカイコー札幌 札幌市中央区南七条⻄5-1-7
北海道 ホテルリブマックス札幌すすきの 札幌市中央区南七条⻄6-4-1
北海道 東急ステイ札幌⼤通 札幌市中央区南⼆条⻄5-26-2
北海道 サンルートニュー札幌 札幌市中央区南⼆条⻄6
北海道 テンザホテル＆スカイスパ・札幌セントラル 札幌市中央区南⼆条⻄8-6-1
北海道 ホテルリブマックスPREMIUM札幌⼤通公園 札幌市中央区南⼆条⻄9-1-20
北海道 ホテルJALシティ札幌中島公園 札幌市中央区南⼋条⻄3-1-25
北海道 ホテルリリーフ 札幌 札幌市中央区南⼋条⻄3-1-4
北海道 チサングランド札幌 札幌市中央区南⼋条⻄5
北海道 スーパーホテル札幌すすきの 札幌市中央区南六条⻄2-8-1
北海道 ホテルウィングインターナショナル札幌すすきの 札幌市中央区南六条⻄6-2-2
北海道 ホテルローヤルステイサッポロ 札幌市中央区南六条⻄8-2-1
北海道 札幌グランドホテル 札幌市中央区北1条⻄4
北海道 ホテルモントレ・エーデルホフ札幌 札幌市中央区北2条⻄1-1
北海道 ホテルモントレ札幌 札幌市中央区北4条東1-3
北海道 ホテル札幌ガーデンパレス 札幌市中央区北⼀条⻄6
北海道 ONSEN RYOKAN 由縁 札幌 札幌市中央区北⼀条⻄7-6
北海道 センチュリーロイヤルホテル 札幌市中央区北五条⻄5
北海道 JRイン札幌 札幌市中央区北五条⻄6-1
北海道 三井ガーデンホテル札幌 札幌市中央区北五条⻄6-18-3
北海道 三井ガーデンホテル札幌ウエスト 札幌市中央区北五条⻄6-2-4
北海道 JRイン札幌駅南⼝ 札幌市中央区北三条⻄1-10
北海道 リッチモンドホテル札幌駅前 札幌市中央区北三条⻄1-1-7
北海道 ANAクラウンプラザホテル札幌 札幌市中央区北三条⻄1-2-9
北海道 ホテルフォルツァ札幌駅前 札幌市中央区北三条⻄2-1-1
北海道 ルートイン札幌北四条 札幌市中央区北四条⻄13-1-53
北海道 ホテルグレイスリー札幌 札幌市中央区北四条⻄4-1-8
北海道 ソラリア⻄鉄ホテル札幌 札幌市中央区北四条⻄5-1-2
北海道 ニューオータニイン札幌 札幌市中央区北⼆条⻄1-1
北海道 アパホテル 札幌市中央区北⼆条⻄2-2-19 TKP札幌ビル
北海道 JRイン札幌北２条 札幌市中央区北⼆条⻄2-8-1
北海道 ホテル法華クラブ札幌 札幌市中央区北⼆条⻄3
北海道 ホテルクラビーサッポロ 札幌市中央区北⼆条東3
北海道 APAホテル＆リゾート札幌 札幌市南区川沿四条2
北海道 ルートイン札幌⽩⽯ 札幌市⽩⽯区北郷四条2-1-5
北海道 プレミアホテル-TSUBAKI-札幌 札幌市豊平区豊平四条1-1-1
北海道 ホテルサンルート札幌 札幌市北区北7条⻄1-1-22
北海道 JR東⽇本ホテルメッツ 札幌 札幌市北区北七条⻄2-5-3
北海道 ルートイン札幌駅前北⼝ 札幌市北区北七条⻄4-2-2
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北海道 レジデンスホテル ストライプ札幌 札幌市北区北七条⻄6-2-27
北海道 アパホテル 札幌市北区北⼗条⻄3-7
北海道 ビジネスインノルテⅡ 札幌市北区北⼗条⻄4-1-22
北海道 北海道第⼀ホテルサッポロ 札幌市北区北⼆⼗三条⻄4-2-6
北海道 ホテルマイステイズ札幌アスペン 札幌市北区北⼋条⻄4-5
北海道 ホテル京阪札幌 札幌市北区北六条⻄6-1-9
北海道 ホテルリブマックス札幌駅前 札幌市北区北六条⻄7
北海道 函館ホテル駅前 函館市若松町21-8
北海道 JRイン函館 函館市若松町43-3
北海道 A-GATE HOTEL 函館市松⾵町10
北海道 ホテルサンシティー函館 函館市松⾵町13-14
北海道 函館パークホテル 函館市新川町29-15
北海道 アパホテル函館駅前 函館市⼤⼿町19-13
北海道 東急ステイ函館朝市 灯の湯 函館市⼤⼿町22-1-1
北海道 函館国際ホテル 函館市⼤⼿町5-10
北海道 ホテル函館ロイヤル 函館市⼤森町16-9
北海道 イマジンホテル＆リゾート函館 函館市湯川町3-1-17
北海道 ホテル法華クラブ函館 函館市本町27-1
北海道 ウイニングホテル函館 函館市末広町22-11
北海道 函館グランドホテル別館 ラ・ジョリー元町 函館市末広町6-6
北海道 ホテルテトラ 函館市梁川町17-16
北海道 クラブメッドトマム 勇払郡占冠村字中トマム
宮城県 テンザホテル・仙台ステーション 仙台市宮城野区榴岡4-6-28
宮城県 メルパルク仙台 仙台市宮城野区榴岡5-6-51
宮城県 アパヴィラホテル仙台駅五橋 仙台市若林区五橋3-1-1
宮城県 ANAホリデイ・イン仙台 仙台市若林区新寺1-4-1
宮城県 スマイルホテル仙台国分町 仙台市⻘葉区⼀番町4-3-22
宮城県 ホテルJALシティ仙台 仙台市⻘葉区花京院1-2-12
宮城県 ホテルモンテエルマーナ仙台 仙台市⻘葉区花京院1-2-15
宮城県 スーパーホテルInn仙台・国分町 仙台市⻘葉区国分町2-14-23
宮城県 ホテルリブマックス仙台国分町 仙台市⻘葉区国分町2-8-22
宮城県 ホテルリブマックス仙台⻘葉通 仙台市⻘葉区⼤町1-3-6
宮城県 アークホテル仙台⻘葉通り 仙台市⻘葉区⼤町2-2-10
宮城県 リッチモンドホテルプレミア仙台駅前 仙台市⻘葉区中央2-1-1
宮城県 スーパーホテル仙台・広瀬通り 仙台市⻘葉区中央2-9-23
宮城県 仙台ワシントンホテル 仙台市⻘葉区中央4-10-8
宮城県 モントレ仙台 仙台市⻘葉区中央4-1-8
宮城県 アパホテル勾当台公園 仙台市⻘葉区⼆⽇町4-10
宮城県 ホテル法華クラブ仙台 仙台市⻘葉区本町2-11-30
宮城県 ルートイン仙台⻑町インター 仙台市太⽩区東郡⼭2-49-5
栃⽊県 チサンホテル宇都宮 宇都宮市駅前通り3-2-3
栃⽊県 ホテルルートイン宇都宮 宇都宮市御幸町187-1
栃⽊県 ホテルメッツ宇都宮 宇都宮市川向町1-23
栃⽊県 宇都宮ホテル丸治 宇都宮市泉町1-22
栃⽊県 ホテル ニューイタヤ 宇都宮市⼤通り2-4-6
栃⽊県 チサンイン宇都宮⿅沼 宇都宮市鶴⽥町3020-1
栃⽊県 アパホテル宇都宮駅前 宇都宮市東宿郷2-4-4
栃⽊県 宇都宮東武ホテルグランデ 宇都宮市本町5-12
埼⽟県 カンデオホテルズ⼤宮 さいたま市⼤宮区桜⽊町1-401-1
埼⽟県 川⼝センターホテル 川⼝市幸町3-7-31
埼⽟県 アパホテル⻄川⼝駅東⼝ 川⼝市並⽊3-18-5
千葉県 オリエンタルホテル東京ベイ 浦安市美浜1-8-2
千葉県 東京ベイ舞浜ホテル 浦安市舞浜1-34
千葉県 グランドニッコー東京ベイ舞浜 浦安市舞浜1-7
千葉県 ヒルトン東京ベイ 浦安市舞浜1-8
千葉県 ハイアットプレイス東京ベイ 浦安市明海5-8-23
千葉県 ルートイン北松⼾駅前 松⼾市上本郷888
千葉県 サンルート千葉 千葉市中央区新千葉1-4-1 ウェストリオ1
千葉県 ホテルリブマックス千葉駅前 千葉市中央区新千葉2-3-13
千葉県 ホテルリブマックス千葉みなと駅前 千葉市中央区中央港1-23-4
千葉県 ダイワロイネットホテル千葉駅前 千葉市中央区富⼠⾒1-1-14
千葉県 ホテルリブマックス千葉中央駅前 千葉市中央区富⼠⾒2-17-1
千葉県 アパホテル千葉駅前 千葉市中央区弁天1-18-5
千葉県 アパホテル千葉中央駅前 千葉市中央区本千葉町8-18
千葉県 カンデオホテルズ千葉 千葉市中央区問屋町1-45 千葉ポートスクエア
東京都 メトロポリタン丸の内 千代⽥区丸の内1-7-12
東京都 アパホテル飯⽥橋駅前 千代⽥区飯⽥橋3-1-4
東京都 ホテルモントレ半蔵⾨ 千代⽥区⼀番町23-1
東京都 アパホテルプライド国会議事堂前 千代⽥区永⽥町2-10-2
東京都 ⾚坂エクセルホテル東急 千代⽥区永⽥町2-14-3
東京都 JR東⽇本ホテルメッツ秋葉原 千代⽥区外神⽥1-17-4
東京都 パレスホテル東京 千代⽥区丸の内1-1-1
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東京都 オークウッドプレミア東京 千代⽥区丸の内1-8-2
東京都 アパホテル神⽥駅東 千代⽥区岩本町2-1-1
東京都 東急ステイ⽔道橋 千代⽥区三崎町1-1-12
東京都 庭のホテル東京 千代⽥区三崎町1-1-16
東京都 相鉄フレッサイン東京神⽥ 千代⽥区神⽥紺屋町8-1
東京都 秋葉原ワシントンホテル 千代⽥区神⽥佐久間町1-8-3
東京都 アパホテル秋葉原駅前 千代⽥区神⽥佐久間町2-13-20
東京都 マンデーアパルトプレミアム秋葉原 千代⽥区神⽥佐久間町4-5
東京都 アパホテル神⽥神保町駅東 千代⽥区神⽥⼩川町3-1-22
東京都 お茶の⽔ホテル昇⿓館 千代⽥区神⽥⼩川町3-24-9
東京都 ヴィラフォンテーヌ神保町 千代⽥区神⽥神保町1-30
東京都 サクレン神保町・SAKU REN JIMBOCHO 千代⽥区神⽥神保町2-5-13
東京都 ドーミーインプレミアム神⽥ 千代⽥区神⽥須⽥町1-16
東京都 ヴィアイン秋葉原 千代⽥区神⽥須⽥町2-19-4
東京都 ホテルリソル秋葉原 千代⽥区神⽥須⽥町2-25-12
東京都 スーパーホテルＰｒｅｍｉｅｒ秋葉原 千代⽥区神⽥須⽥町2-25-8
東京都 ザ・ビーお茶の⽔ 千代⽥区神⽥淡路町1-7-5
東京都 お茶の⽔ホテルジュラク 千代⽥区神⽥淡路町2-9
東京都 ヴィラフォンテーヌ九段下 千代⽥区⻄神⽥2-4-4
東京都 アマン東京 千代⽥区⼤⼿町1-5-6 ⼤⼿町タワー
東京都 アパホテル神⽥駅前 千代⽥区鍛冶町2-10-3
東京都 ホテルリブマックス東京神⽥駅前 千代⽥区鍛冶町2-4-3
東京都 アパホテル⽇本橋⾺喰町駅北 千代⽥区東神⽥1-14-1
東京都 ヴィラフォンテーヌ⼤⼿町 千代⽥区内神⽥1-8-8
東京都 トーセイホテルココネ神⽥ 千代⽥区内神⽥3-2-10
東京都 東京グリーンパレス 千代⽥区⼆番町2
東京都 ホテルグランドパレスホテル 千代⽥区飯⽥橋1-1-1
東京都 アパホテル東京九段下 千代⽥区飯⽥橋1-4-7
東京都 アパホテル飯⽥橋駅南 千代⽥区飯⽥橋3-1-4
東京都 アパホテル飯⽥橋駅前 千代⽥区飯⽥橋3-4-6
東京都 アパホテル半蔵⾨平河町 千代⽥区平河町1-3-5
東京都 ペニンシュラ東京 千代⽥区有楽町1-8-1
東京都 ザ・ゲートホテル東京 千代⽥区有楽町2-2-3
東京都 相鉄フレッサイン銀座７丁⽬ 中央区銀座7-11-10
東京都 アパホテル新富町駅北 中央区新富1-12-11
東京都 アパホテル⼋丁堀新富町 中央区新富1-17-8
東京都 アイホテル⽇本橋 中央区⽇本橋富沢町11-19
東京都 三井ガーデンホテル京橋 中央区京橋1-3-6
東京都 アパホテル銀座宝町 中央区京橋3-11-2
東京都 アパホテル銀座京橋 中央区京橋3-6-7
東京都 ホテルインターゲート東京 京橋 中央区京橋3-7-8
東京都 モントレラ・スールギンザ 中央区銀座1-10-18
東京都 ダイワロイネットホテル銀座 中央区銀座1-13-15
東京都 ダイワロイネットホテル銀座 中央区銀座1-13-15
東京都 ホテルサンルート銀座 中央区銀座1-15-11
東京都 モントレ銀座 中央区銀座2-10-2
東京都 ザ・スクエアホテル銀座 中央区銀座2-11-6
東京都 メルキュールホテル銀座東京 中央区銀座2-9-4
東京都 メルキュールホテル銀座東京 中央区銀座2-9-4
東京都 スーパーホテル プレミア銀座 中央区銀座3-11-15
東京都 ホテル銀座ダイエー 中央区銀座3-12-2
東京都 MUJI HOTEL GINZA 中央区銀座3-3-5 MUJI HOTEL GINZA 6F
東京都 東急ステイ銀座 中央区銀座4-10-5
東京都 クインテッサホテル東京銀座 中央区銀座4-11-4
東京都 ソラリア⻄鉄ホテル銀座 中央区銀座4-9-2
東京都 ハイアットセントリック銀座東京 中央区銀座6-6-7
東京都 レンタルサロン銀座 中央区銀座6-7-18 デイム銀座ビル7F
東京都 ホテルミュッセ銀座名鉄 中央区銀座7-12-9
東京都 三井ガーデンホテル銀座プレミア 中央区銀座8-13-1
東京都 銀座グランドホテル 中央区銀座8-6-15
東京都 ヴィラフォンテーヌ茅場町 中央区新川1-8-2
東京都 アパホテル新富町駅北 中央区新富1-12-8
東京都 アパホテル⼋丁堀駅南 中央区新富1-14-7
東京都 ⽇和 中央区新富1-2-13
東京都 ホテルリブマックス東京新富町 中央区新富1-7-12
東京都 アパホテル新富町駅前 中央区新富2-5-10
東京都 銀座キャピタルホテル本館 中央区築地2-1-4
東京都 京急EXイン東銀座 中央区築地2-15-15
東京都 ホテルオリエンタルエクスプレス東京銀座 中央区築地2-9
東京都 銀座キャピタルホテル茜 中央区築地3-1-5
東京都 銀座キャピタルホテル萌⽊ 中央区築地3-3-1
東京都 ホテル京阪 築地銀座グランデ 中央区築地3-5-4
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提携対象ホテル⼀覧 提携対象ホテルのインルームスパ®･ にてご利⽤いただけます。
都道府県 ホテル名 アクセス
東京都 東急ステイ築地 中央区築地4-11-5
東京都 アパホテル築地駅南 中央区築地7-10-11
東京都 アパホテル東⽇本橋駅前 中央区東⽇本橋3-12-14
東京都 アパホテル⽇本橋⾺喰横⼭駅前 中央区⽇本橋横⼭町5-6
東京都 セルメスイン⽇本橋 中央区⽇本橋蛎殻町1-1-1
東京都 相鉄フレッサイン⽇本橋⼈形町 中央区⽇本橋蛎殻町1-15-4
東京都 ホテルコレスト 中央区⽇本橋蛎殻町1-26-8
東京都 ゲートステイ⽔天宮前 中央区⽇本橋蛎殻町1-34-5
東京都 スマイルホテル東京⽇本橋 中央区⽇本橋茅場町2-13-5
東京都 京急EXイン東京・⽇本橋 中央区⽇本橋茅場町2-4-8
東京都 ヴィラフォンテーヌ東京⼋丁堀 中央区⽇本橋茅場町3-3-3
東京都 ホテルリブマックス茅場町 中央区⽇本橋茅場町3-7-3
東京都 ホテル法華イン⽇本橋 中央区⽇本橋⼩綱町4-6
東京都 スーパーホテル東京・⽇本橋三越前 中央区⽇本橋⼩⾈町14-13
東京都 ⻄鉄イン⽇本橋 中央区⽇本橋⼩⾈町15-18
東京都 ドーミーインPREMIUM東京⼩伝⾺町 中央区⽇本橋⼩伝⾺町2-3
東京都 ヴィアイン⽇本橋⼈形町 中央区⽇本橋⼩網町16-12
東京都 ホテル⽇本橋サイボー 中央区⽇本橋⼈形町3-3-16
東京都 アパホテル⼩伝⾺町駅前 中央区⽇本橋⼤伝⾺町14-20
東京都 箱崎ターミナルホテル 中央区⽇本橋中洲4-7
東京都 エスペリアイン⽇本橋箱崎 中央区⽇本橋中洲4-9
東京都 アパホテル⽇本橋⾺喰町駅前 中央区⽇本橋⾺喰町1-6-6
東京都 ヴィラフォンテーヌ⽇本橋箱崎 中央区⽇本橋箱崎町20-10
東京都 ホテルアクサス⽇本橋 中央区⽇本橋箱崎町20-12
東京都 HAMACHO HOTEL 中央区⽇本橋浜町3-20-2
東京都 アパホテル⽇本橋浜町駅南 中央区⽇本橋浜町3-43-8
東京都 アパホテル⼈形町駅東 中央区⽇本橋富沢町2-11
東京都 東京堀留ヴィラ 中央区⽇本橋堀留町1-10-10
東京都 アパホテル⼈形町駅北 中央区⽇本橋堀留町2-9-4
東京都 Jホテル東京ジオ 中央区⽇本橋本⽯町3-1-6
東京都 ヴィラフォンテーヌ⽇本橋三越前 中央区⽇本橋本町1-7-6
東京都 東急ステイ⽇本橋 中央区⽇本橋本町4-7-9
東京都 ゲートステイ⼋丁堀 中央区⼊船1-9-10
東京都 ホテル⿓名館東京 中央区⼋重洲1-3-22
東京都 からくさホテルTOKYO STATION 中央区⼋重洲1-5-3
東京都 スーパーホテルPremier東京駅⼋重洲中央⼝ 中央区⼋重洲2-2-7
東京都 ホテル⼋重の翠東京 中央区⼋丁堀2-13-8
東京都 銀座クレストン 中央区明⽯町8
東京都 新橋愛宕⼭東急REIホテル 港区愛宕1-6-6
東京都 アジュール⽵芝 港区海岸海岸1-11-2
東京都 ストリングス東京インターコンチネンタル 港区港南2-16-1 品川イーストタワー26F
東京都 東急ステイ⾼輪 港区⾼輪2-16-29
東京都 アパホテル品川泉岳寺駅前 港区⾼輪2-16-30
東京都 品川東武ホテル 港区⾼輪4-7-6
東京都 ゲートステイプレミアム浜松町 港区芝1-13-19
東京都 ヴィラフォンテーヌ浜松町 港区芝1-6-5
東京都 くれたけインプレミアム浜松町 港区芝1-8-18
東京都 スーパーホテル東京・芝 港区芝2-31-17
東京都 セレスティンホテル 港区芝3-23-1
東京都 アパホテル三⽥駅前 港区芝4-4-8
東京都 チサンホテル浜松町 港区芝浦1-3-10
東京都 プルマン 東京 ⽥町 港区芝浦3-1-21
東京都 ホテルJALシティ⽥町 港区芝浦3-16-18
東京都 静鉄ホテルプレジオ東京⽥町 港区芝浦3-6-18
東京都 ホテルグレイスリー⽥町 港区芝浦3-8-1
東京都 ヴィラフォンテーヌ⽥町 港区芝浦4-2-8
東京都 リッチモンドホテル東京芝 港区芝公園2-3-4
東京都 マンデーアパルト⼤⾨ 港区芝⼤⾨1-10-4
東京都 京急EXイン浜松町・⼤⾨駅前 港区芝⼤⾨1-15-4
東京都 ダイワロイネットホテル新橋 港区新橋1-17-2
東京都 からくさホテルプレミア東京銀座 港区新橋1丁⽬6-6
東京都 カンデオホテルズ東京新橋 港区新橋3-6-8
東京都 相鉄フレッサイン 新橋烏森⼝ 港区新橋4-10-2
東京都 東急ステイ新橋 港区新橋4-23-1
東京都 スーパーホテル新橋・烏森⼝ 港区新橋5-16-4
東京都 アパホテル新橋御成⾨ 港区新橋6-10-3
東京都 ホテルウィングインターナショナル新橋御成⾨ 港区新橋6-20-8
東京都 ホテル１８９９東京 港区新橋6-4-1
東京都 アパホテル新橋⻁ノ⾨ 港区⻄新橋2-6-9
東京都 六本⽊ホテルＳ 港区⻄⿇布1-11-6
東京都 アパホテル⻄⿇布 港区⻄⿇布4-4-5
東京都 ANAインターコンチネンタルホテル東京 港区⾚坂1-12-33
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提携対象ホテル⼀覧 提携対象ホテルのインルームスパ®･ にてご利⽤いただけます。
都道府県 ホテル名 アクセス
東京都 ホテル・ザ・エム インソムニア⾚坂 港区⾚坂2-14-14
東京都 ⾚坂タワーレジデンス トップ オブ ザ ヒル 港区⾚坂2-17-50
東京都 ホテルマイステイズ⾚坂 港区⾚坂2-17-54
東京都 ザ・センチュリオンクラシック⾚坂 港区⾚坂3-11-8
東京都 センチュリオンホテル・レジデンシャル⾚坂 港区⾚坂3-12-3
東京都 スーパーホテルLohas⾚坂 港区⾚坂3-16-7
東京都 アパヴィラホテル⾚坂⾒附 港区⾚坂3-19-10
東京都 センチュリオンホテル・グランド⾚坂 港区⾚坂3-19-3
東京都 ザ・ビー⾚坂⾒附 港区⾚坂3-21-7
東京都 ベストウェスタンホテルフィーノ東京⾚坂 港区⾚坂3-7-12
東京都 ホテルビスタプレミオ東京⾚坂 港区⾚坂4-3-2
東京都 ⾚坂陽光ホテル 港区⾚坂6-14-12
東京都 ホテルリブマックス⾚坂GRANDE 港区⾚坂6-4-7
東京都 ホテルリブマックス⾚坂 港区⾚坂7-9-4
東京都 オークウッドプレミア東京ミッドタウン 港区⾚坂9-7-4
東京都 ヒルトン東京お台場 港区台場1-9-1
東京都 グランドニッコー 港区台場2-6-1
東京都 グランドニッコー東京台場・SANATIO SPA 港区台場2-6-1 アトリュウム棟3階
東京都 コンラッド東京 港区東新橋1-9-1
東京都 ヴィラフォンテーヌ汐留 港区東新橋1-9-2
東京都 三井ガーデンホテル汐留イタリア街 港区東新橋2-14-24
東京都 ホテル アザブ テン 港区東⿇布2-26-8
東京都 東急ステイ⻘⼭プレミア 港区南⻘⼭2-27-18
東京都 名鉄イン浜松町 港区浜松町1-19-14
東京都 ホテルマイステイズプレミア浜松町 港区浜松町1-8-5
東京都 スーパーホテル東京・浜松町 港区浜松町2-2-16
東京都 三交インGrande東京浜松町 港区浜松町2-7-18
東京都 ザ・⻘⼭グランドホテル（THE AOYAMA GRAND HOTEL ） 港区北⻘⼭2-14-4
東京都 ヴィラフォンテーヌ六本⽊ 港区六本⽊1-6-2
東京都 アパホテル六本⽊SIX 港区六本⽊2-3-11
東京都 アパホテル六本⽊⼀丁⽬駅前 港区六本⽊2-3-9
東京都 相鉄フレッサイン東京六本⽊ 港区六本⽊3-10-1
東京都 ザ・ビー六本⽊ 港区六本⽊3-9-8
東京都 ホテルアルカトーレ六本⽊ 港区六本⽊6-1-23
東京都 カンデオホテルズ東京六本⽊ 港区六本⽊6-7-11
東京都 アパホテル六本⽊駅前 港区六本⽊6-7-8
東京都 ホテルグレイスリー新宿 新宿区歌舞伎町1-19-1
東京都 アパホテル新宿歌舞伎町タワー 新宿区歌舞伎町1-20-2
東京都 ウィングインターナショナル新宿 新宿区歌舞伎町1-21-7
東京都 新宿グランベルホテル 新宿区歌舞伎町2-14-5
東京都 アパホテル東新宿歌舞伎町東 新宿区歌舞伎町2-17-7
東京都 アパホテル東新宿歌舞伎町 新宿区歌舞伎町2-19-14
東京都 アパホテル新宿歌舞伎町中央 新宿区歌舞伎町2-26-5
東京都 アパホテル東新宿歌舞伎町⻄ 新宿区歌舞伎町2-31-17
東京都 イーホテル東新宿 新宿区歌舞伎町2-3-15
東京都 ホテルリブマックス新宿歌舞伎町明治通 新宿区歌舞伎町2-3-23
東京都 スーパーホテル歌舞伎町 新宿区歌舞伎町2-39-9
東京都 ラ・ジェント・ホテル新宿歌舞伎町 新宿区歌舞伎町2-40-5
東京都 ヴィラフォンテーヌ新宿 新宿区歌舞伎町2-40-9
東京都 東急ステイ四⾕ 新宿区四⾕2-1-3
東京都 ホテルウイングインターナショナルプレミアム東京四⾕ 新宿区四⾕3-14-1
東京都 ホテルグランドヒル市ヶ⾕ 新宿区市⾕本村町4-1
東京都 アパホテル新宿御苑前 新宿区新宿2-2-8
東京都 東急ステイ新宿 新宿区新宿3-7-1
東京都 ホテルリブマックス新宿ＥＡＳＴ 新宿区新宿6-27-49
東京都 相鉄フレッサイン東新宿駅前 新宿区新宿7-27-9
東京都 新宿ワシントンホテル 本館 新宿区⻄新宿3-2-9
東京都 新宿ワシントンホテル新館 新宿区⻄新宿3-2-9
東京都 キンプトン新宿東京 新宿区⻄新宿3-4-7
東京都 東急ステイ⻄新宿 新宿区⻄新宿5-9-8
東京都 ダイワロイネットホテル⻄新宿 新宿区⻄新宿6-12-39
東京都 イビス東京新宿 新宿区⻄新宿7-10-5
東京都 ⻄鉄イン新宿 新宿区⻄新宿7-23-2
東京都 アパホテル東新宿駅前 新宿区⼤久保1-1-48
東京都 ハンドレッドステイ東京新宿 新宿区百⼈町2-27-7
東京都 東京グリーンホテル後楽園 ⽂京区後楽1-1-3
東京都 東京ドームホテル ⽂京区後楽1-3-61
東京都 東京ガーデンパレス ⽂京区湯島1-7-5
東京都 アパホテル御茶ノ⽔駅北 ⽂京区湯島3-1-6
東京都 ホテルウイングインターナショナル後楽園 ⽂京区本郷1-25-11
東京都 ザ・ビー⽔道橋 ⽂京区本郷1-25-27
東京都 アパホテル京成上野駅前 台東区上野2-14-26

 2021年2⽉1⽇現在 Passion Leaders 5



提携対象ホテル⼀覧 提携対象ホテルのインルームスパ®･ にてご利⽤いただけます。
都道府県 ホテル名 アクセス
東京都 アパホテル浅草 ⽥原町駅前 台東区⻄浅草1-2-3
東京都 プロスタイル旅館 東京浅草 台東区花川⼾2-12-11
東京都 アパホテル浅草駅前 台東区駒形1-12-16
東京都 ホテル法華クラブ浅草 台東区駒形1-4-17
東京都 トーセイホテルココネ浅草蔵前 台東区駒形2-3-3
東京都 アパホテル浅草蔵前 台東区駒形2-4-6
東京都 浅草ホテル旅籠 台東区駒形2-6-8
東京都 チサンイン浅草 台東区駒崎1-4-17
東京都 カンデオホテルズ上野公園 台東区根岸1-2-13
東京都 ヴィラフォンテーヌ上野 台東区⼩島2-4-4
東京都 センチュリオンホテル上野 台東区上野2-3-4
東京都 トーセイホテルココネ上野御徒町 台東区上野3-23-9
東京都 スーパーホテル秋葉原・末広町 台東区上野3-2-5
東京都 ベストウェスタンホテルフィーノ東京秋葉原 台東区上野5-1-6
東京都 スーパーホテル上野・御徒町 台東区上野5-23-12
東京都 アパホテル御徒町北S 台東区上野6-7-19
東京都 ドーミーイン上野・御徒町 台東区上野6-7-22
東京都 センチュリオンホテル&スパ上野駅前〈本館〉 台東区上野6-8-9
東京都 アパホテル上野駅前 台東区上野7-12-11
東京都 ホテルリソル上野 台東区上野7-2-9
東京都 サンルートステラ上野 台東区上野7-7-1
東京都 スーパーホテルJR上野⼊⾕⼝ 台東区上野7-9-14
東京都 ホテル京阪浅草 台東区浅草2-12-4
東京都 ホテルWBF東京浅草 台東区浅草2-27-10
東京都 ヴィアイン浅草 台東区浅草2-33-7
東京都 リッチモンドホテルプレミア浅草インターナショナル 台東区浅草2-6-7
東京都 リッチモンドホテル浅草 台東区浅草2-7-10
東京都 スマイルホテル浅草 台東区浅草6-35-8
東京都 京急EXイン浅草橋駅前 台東区浅草橋1-27-9
東京都 マンデーアパルトプレミアム浅草橋ステーション 台東区浅草橋1-5-2
東京都 アパホテル浅草橋駅北 台東区浅草橋3-1-10
東京都 ホテル蔵前 台東区蔵前3-7-1
東京都 アパホテル秋葉原駅北 台東区台東1-29-2
東京都 マンデーアパルト新御徒町 台東区東上野1-27-11
東京都 トーセイホテルココネ上野 台東区東上野2-18-5
東京都 上野ターミナルホテル 台東区東上野2-21-11
東京都 上野東⾦屋ホテル 台東区東上野3-17-5
東京都 三井ガーデンホテル上野 台東区東上野3-19-7
東京都 アパホテル上野稲荷町駅北 台東区東上野5-10-8
東京都 ホテル上野イースト 台東区東上野5-5-6
東京都 ベッセルイン上野⼊⾕駅前 台東区⼊⾕1-25-6
東京都 サンルート浅草 台東区雷⾨1-8-5
東京都 ホテルグレイスリー浅草 台東区雷⾨2-10
東京都 アパホテル浅草 雷⾨ 台東区雷⾨2-14-1
東京都 ザ・ゲートホテル雷⾨ 台東区雷⾨2-16-11
東京都 リッチモンドホテルプレミア東京押上 墨⽥区押上1-10-3
東京都 アパホテル＆リゾート両国駅タワー 墨⽥区横網1-11-10
東京都 ザ･ゲートホテル両国 by HULIC 墨⽥区横網1-2-13
東京都 東武ホテルレバント東京 墨⽥区錦⽷1-2-2
東京都 ロッテシティホテル錦⽷町 墨⽥区錦⽷4-6-1
東京都 相鉄フレッサイン東京錦⽷町 墨⽥区江東橋2-18-7
東京都 ホテルタバード東京 墨⽥区江東橋4-14-5
東京都 ホテルリンクス 江東区牡丹2-11-6
東京都 スーパーホテル東京・⻲⼾ 江東区⻲⼾2-13-6
東京都 JR東⽇本ホテルメッツ東京ベイ新⽊場 江東区新⽊場1-6-1
東京都 アパホテル東京⼤島 江東区⼤島1-8-7
東京都 東京イーストサイドホテル櫂会(カイエ) 江東区潮⾒2-8-11
東京都 東京ベイ潮⾒プリンスホテル 江東区潮⾒2-8-16
東京都 アパホテル東京潮⾒駅前 江東区潮⾒2-8-6
東京都 アパホテル東京⽊場 江東区東陽1-16-16
東京都 東急ステイ⾨前仲町 江東区富岡1-23-2
東京都 ホテルJALシティ東京豊洲 江東区豊洲6-4-20
東京都 ファーイーストビレッジホテル東京有明 江東区有明1-2-43
東京都 相鉄グランドフレッサ東京ベイ有明 江東区有明3-6-6
東京都 東京ベイ有明ワシントンホテル 江東区有明3-7-11
東京都 ダイワロイネットホテル東京有明 江東区有明3-7-3
東京都 アパホテル品川 ⼾越駅前 品川区⼾越1-15-17
東京都 ホテルアベスト⽬⿊ 品川区上⼤崎2-26-5
東京都 ホテルマイステイズ五反⽥駅前 品川区⻄五反⽥2-6-8
東京都 ホテルルートイン品川⼤井町 品川区⼤井1-35-2
東京都 東京バニアンホテル 品川区⼤井1-44-3
東京都 ヴィアイン東京⼤井町 品川区⼤井4-3-1
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提携対象ホテル⼀覧 提携対象ホテルのインルームスパ®･ にてご利⽤いただけます。
都道府県 ホテル名 アクセス
東京都 ダイワロイネットホテル東京⼤崎 品川区⼤崎2-1-3
東京都 東急ステイ五反⽥ 品川区東五反⽥1-12-2
東京都 サンルート五反⽥ 品川区東五反⽥1-20-3
東京都 JR東⽇本ホテルメッツ五反⽥ 品川区東五反⽥1-26-3
東京都 第⼀ホテル東京シーフォート 品川区東品川2-3-15
東京都 スーパーホテル品川・⻘物横丁 品川区東品川3-22-27
東京都 相鉄グランドフレッサ 品川シーサイド 品川区東品川4-12-8
東京都 ハートンホテル東品川 品川区東品川4-13-27
東京都 ホテルリコルド 品川区南⼤井3-29-2
東京都 京急EXイン⼤森海岸駅前 品川区南⼤井3-32-1
東京都 サンルートパティオ⼤森 品川区南⼤井3-33-3
東京都 ホテルマイステイズプレミア⼤森 品川区南⼤井6-19-3
東京都 ホテルバーグランティオス・HOTEL BAR GRANTiOS 品川区南⼤井6-24-4
東京都 京急EXイン品川・新⾺場駅北⼝ 品川区北品川2-18-1
東京都 スーパーホテル品川・新⾺場 品川区北品川2-30-26
東京都 マリオット東京 品川区北品川4-7-36
東京都 ホテルミッドイン⽬⿊ ⽬⿊区下⽬⿊1-2-19
東京都 ホテル雅叙園東京 ⽬⿊区下⽬⿊1-8-1
東京都 ウェスティン東京 ⽬⿊区恵⽐寿1-4-1
東京都 ホテルサーブ渋⾕ ⽬⿊区⼤橋2-24-4
東京都 東急ステイ⽬⿊・祐天寺 ⽬⿊区祐天寺2-15-7
東京都 タマディアホテル⽻⽥ ⼤⽥区⽻⽥4-14-4
東京都 京急EXイン⽻⽥・⽳守稲荷駅前 ⼤⽥区⽻⽥4-14-4
東京都 ホテルマイステイズ⽻⽥ ⼤⽥区⽻⽥5-1-13
東京都 京急EXイン⽻⽥ ⼤⽥区⽻⽥5-5-14
東京都 ホテルJALシティ⽻⽥東京 ⼤⽥区⽻⽥旭町4-11
東京都 ホテルJALシティ⽻⽥東京ウエストウイング ⼤⽥区⽻⽥旭町4-16
東京都 京急EXイン⽻⽥イノベーションシティ ⼤⽥区⽻⽥空港1-1-4
東京都 ⽻⽥エクセルホテル東急 ⼤⽥区⽻⽥空港3-4-2
東京都 ホテルルートイン東京蒲⽥ あやめ橋 ⼤⽥区蒲⽥3-18-2
東京都 アパホテル京急蒲⽥駅前 ⼤⽥区蒲⽥4-18-24
東京都 東急ステイ蒲⽥ ⼤⽥区蒲⽥4-23-1
東京都 チサンイン蒲⽥ ⼤⽥区蒲⽥4-23-13
東京都 アーヴェストホテル蒲⽥東⼝ ⼤⽥区蒲⽥5-12-12
東京都 相鉄フレッサイン東京蒲⽥ ⼤⽥区蒲⽥5-19-12
東京都 京急EXイン蒲⽥ ⼤⽥区蒲⽥5-28-18
東京都 アパホテル蒲⽥駅東 ⼤⽥区蒲⽥5-31-5
東京都 ホテルアジール東京蒲⽥ ⼤⽥区⻄蒲⽥7-30-5
東京都 アパホテル蒲⽥駅⻄ ⼤⽥区⻄蒲⽥7-34-2
東京都 ホテルビスタ蒲⽥東京 ⼤⽥区⻄蒲⽥8-20-11
東京都 アパホテル⼤森駅前 ⼤⽥区⼤森北1-1-4
東京都 ホテルバーグランティオス別邸・HOTEL BAR GRANTiOS ⼤⽥区⼤森北1-1-7
東京都 ⼤森東急REIホテル ⼤⽥区⼤森北1-6-16
東京都 変なホテル東京⽻⽥ ⼤⽥区東糀⾕2-11-18
東京都 ホテルオリエンタルエクスプレス東京蒲⽥ ⼤⽥区南蒲⽥1-3-15
東京都 東京イン ⼤⽥区北⾺込2-31-6
東京都 ザ・ビー三軒茶屋 世⽥⾕区太⼦堂2-17-9
東京都 東急ステイ⽤賀 世⽥⾕区⽤賀4-4-1
東京都 渋⾕東武ホテル 渋⾕区宇⽥川町3-1
東京都 SHIBUYA HOTEL EN 渋⾕区円⼭町1-1
東京都 アパホテル渋⾕道⽞坂上 渋⾕区円⼭町20-1
東京都 渋⾕東急REIホテル 渋⾕区渋⾕1-24-10
東京都 渋⾕ストリームエクセルホテル東急 渋⾕区渋⾕3-21-3
東京都 東急ステイ渋⾕ 新南⼝ 渋⾕区渋⾕3-26-21
東京都 ホテルメッツ渋⾕ 渋⾕区渋⾕3-29-17
東京都 トランクホテル 渋⾕区神宮前5-31
東京都 渋⾕クレストンホテル 渋⾕区神⼭町10-8
東京都 東急ステイ渋⾕ 渋⾕区神泉町8-14
東京都 サンルートプラザ新宿 渋⾕区代々⽊2-3-1
東京都 JR九州ホテルブラッサム新宿 渋⾕区代々⽊2-6-2
東京都 渋⾕エクセルホテル東急 渋⾕区道⽞坂1-12-2
東京都 サクラホテル幡ヶ⾕ 渋⾕区幡ヶ⾕1-32-3
東京都 アパホテル＆リゾート⻄新宿五丁⽬駅タワー 渋⾕区本町3-14-1
東京都 スマイルホテル東京阿佐ヶ⾕ 杉並区阿佐⾕南3-37-11
東京都 ホテルアークタワー⾼円寺 旧23区外 杉並区⾼円寺北2-4-3
東京都 ホテルメッツ⾼円寺 杉並区⾼円寺北2-5-1
東京都 ルートイン東京阿佐ヶ⾕ 杉並区成⽥東5-35-14
東京都 ホテルメッツ駒込 豊島区駒込2-1-39
東京都 アパホテル駒込駅前 豊島区駒込3-23-15
東京都 アパホテル東京板橋駅前 豊島区上池袋4-47-1
東京都 アパホテル巣鴨駅前 豊島区巣鴨2-9-7
東京都 スタープラザ池袋 豊島区池袋2-10-2
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都道府県 ホテル名 アクセス
東京都 東急ステイ池袋 豊島区池袋2-12-2
東京都 スーパーホテルJR池袋⻄⼝ 豊島区池袋2-14-12
東京都 ホテルストリックス東京 豊島区池袋2-3-1
東京都 アパホテル池袋駅北⼝ 豊島区池袋2-48-7
東京都 ニュースター池袋 豊島区池袋2-61-6
東京都 スーパーホテルCity池袋北⼝ 豊島区池袋2-62-14
東京都 ホテル オーエド＜HOTEL OHEDO＞ 豊島区池袋2-68-5
東京都 ホテルリブマックス池袋駅前 豊島区東池袋1-37-7
東京都 ウィングインターナショナル池袋 豊島区東池袋3-10-7
東京都 ホテルルートイン東京池袋 豊島区東池袋3-5-5
東京都 アパホテル⼭⼿⼤塚駅タワー 豊島区南⼤塚3-31
東京都 ホテルベルクラシック東京 豊島区南⼤塚3-33-6
東京都 ホテルリブマックス東京⼤塚駅前 豊島区南⼤塚3-44-12
東京都 ホテルリソル池袋 豊島区南池袋2-30-14
東京都 スーパーホテル東京・⼤塚 豊島区北⼤塚2-17-13
東京都 ホテルメッツ⽬⽩ 豊島区⽬⽩1-4-1
東京都 リッチモンドホテル東京⽬⽩ 豊島区⽬⽩3-5-14
東京都 ホテルメッツ⾚⽻ 北区⾚⽻1-1-76
東京都 ホテルリブマックス⾚⽻駅前 北区⾚⽻1-3-10
東京都 スーパーホテル東京・⾚⽻ 北区⾚⽻1-41-13
東京都 ホテルウィングインターナショナル東京⾚⽻ 北区⾚⽻⻄1-39-17
東京都 ホテルミッドイン⾚⽻駅前 北区⾚⽻南1-5-4
東京都 ホテルメッツ⽥端 北区東⽥端 1-17-20
東京都 ホテル ラングウッド 荒川区東⽇暮⾥5-50-5
東京都 アパホテルTKP⽇暮⾥駅前 荒川区東⽇暮⾥5-52-9
東京都 ホテルリブマックス東京綾瀬駅前 ⾜⽴区綾瀬3-16-1
東京都 アパホテル綾瀬駅前 ⾜⽴区綾瀬3-7-18
東京都 マンデーアパルト⻄葛⻄アネックス 江⼾川区⻄葛⻄3-13-17
東京都 ホテルサンパティオ 江⼾川区⻄葛⻄3-15-5
東京都 ホテルルミエール⻄葛⻄ 江⼾川区⻄葛⻄6-20-3
東京都 ホテルルミエール葛⻄ 江⼾川区中葛⻄5-41-20
東京都 ビジネスホテル東華 江⼾川区平井3-11-8 TOKAビル
東京都 調布クレストンホテル 調布市⼩島町1-38-1
東京都 吉祥寺第⼀ホテル 武蔵野市吉祥寺本町2-4-14
東京都 リッチモンドホテル東京武蔵野 武蔵野市中町2-4-1
東京都 ホテルメッツ⽴川 ⽴川市柴崎町3-1-1
東京都 ⽴川ワシントンホテル ⽴川市柴崎町3-7-16

神奈川県 ホテルリブマックス横浜鶴⾒ 横浜市鶴⾒区鶴⾒中央1-21-13
神奈川県 ホテルメッツ横浜鶴⾒ 横浜市鶴⾒区鶴⾒中央1-31-2
神奈川県 アパホテル横浜鶴⾒ 横浜市鶴⾒区鶴⾒中央4-20-6
神奈川県 ベストウェスタン横浜 横浜市鶴⾒区鶴⾒中央4-29-1
神奈川県 相鉄フレッサイン横浜駅東⼝ 横浜市神奈川区⾦港町5-10
神奈川県 京急EXイン横浜駅東⼝ 横浜市神奈川区⾦港町5-7
神奈川県 リッチモンドホテル横浜駅前 横浜市神奈川区鶴屋町2-13-7 第7安⽥ビル
神奈川県 横浜東急REIホテル 横浜市⻄区みなとみらい4-3-6
神奈川県 ホテルビスタプレミオ横浜[みなとみらい] 横浜市⻄区みなとみらい6-3-4
神奈川県 ホテルリブマックス横浜駅⻄⼝ 横浜市⻄区北幸2-10-32
神奈川県 ホテルプラムコスモワイ 横浜市⻄区北幸2-9-1
神奈川県 ホテルリブマックス横浜 関内 横浜市中区伊勢佐⽊町4-117
神奈川県 ダイワロイネットホテル横浜関内 横浜市中区⽻⾐町2-7-4
神奈川県 ホテルアルファーワン横浜関内 横浜市中区⽻⾐町2-8-5
神奈川県 アパホテル＆リゾート横浜ベイタワー 横浜市中区海岸通5-25
神奈川県 横浜桜⽊町ワシントンホテル 横浜市中区桜⽊町1-101-1
神奈川県 ニューオータニイン横浜 横浜市中区桜⽊町1-1-7
神奈川県 スターホテル横浜 横浜市中区⼭下町11
神奈川県 ホテルリブマックス横浜元町駅前 横浜市中区⼭下町187
神奈川県 スーパーホテル横浜・関内 横浜市中区⼭下町195-1
神奈川県 ダイワロイネットホテル横浜公園 横浜市中区⼭下町204-1
神奈川県 ハイアットリージェンシー横浜 横浜市中区⼭下町280-2
神奈川県 ホテルJALシティ関内横浜 横浜市中区⼭下町72
神奈川県 アパホテル横浜関内 横浜市中区住吉町3-37-2
神奈川県 リッチモンドホテル横浜⾺⾞道 横浜市中区住吉町5-59
神奈川県 ホテルエディット横浜 横浜市中区住吉町6-78-1
神奈川県 ブランズ横濱⾺⾞道レジデンシャル 横浜市中区住吉町6-78-1
神奈川県 横浜平和プラザホテル 横浜市中区太⽥町5-65
神奈川県 横浜伊勢佐⽊町ワシントンホテル 横浜市中区⻑者町5-53
神奈川県 ホテルマイステイズ横浜関内 横浜市中区尾上町5-67-1
神奈川県 ホテルWBF横浜桜⽊町 横浜市中区尾上町6-90-1
神奈川県 ホテルウィングインターナショナル横浜関内 横浜市中区不⽼町1-2
神奈川県 ルートイン横浜⾺⾞道 横浜市中区弁天通4-53-1
神奈川県 ホテルリブマックス横浜関内駅前 横浜市中区蓬莱町2-3-5
神奈川県 オークウッドスイーツ横浜 横浜市中区北仲通5-57-2
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提携対象ホテル⼀覧 提携対象ホテルのインルームスパ®･ にてご利⽤いただけます。
都道府県 ホテル名 アクセス
神奈川県 相鉄フレッサイン横浜桜⽊町 横浜市中区本町5-49
神奈川県 ホテルリブマックス新横浜 横浜市港北区新横浜2-14-19
神奈川県 ベストウェスタンホテルフィーノ新横浜 横浜市港北区新横浜2-2-11
神奈川県 新横浜：スーパーホテル新横浜 横浜市港北区新横浜2-6-20
神奈川県 ラグナスイート新横浜 横浜市港北区新横浜2-6-6
神奈川県 ラグナスイート新横浜 横浜市港北区新横浜2-6-6
神奈川県 ダイワロイネットホテル新横浜 横浜市港北区新横浜3-17-1
神奈川県 新横浜グレイスホテル 横浜市港北区新横浜3-6-15
神奈川県 ホテルリブマックス川崎駅前 川崎市幸区南幸町2-20-8
神奈川県 ホテルメッツ川崎 川崎市幸区堀川町72-2
神奈川県 相鉄フレッサイン川崎駅東⼝ 川崎市川崎区砂⼦2-11-17
神奈川県 ダイワロイネットホテル川崎 川崎市川崎区砂⼦2-6-15
神奈川県 川崎キングスカイフロント東急REIホテル 川崎市川崎区殿町3-25-11
神奈川県 ドーミーイン川崎 川崎市川崎区東⽥町9-3
神奈川県 ホテルスカイコート川崎 川崎市川崎区南町12-9
神奈川県 川崎⽇航ホテル 川崎市川崎区⽇進町1
神奈川県 リッチモンドホテルプレミア武蔵⼩杉 川崎市中原区新丸⼦東3-1175-1
神奈川県 強羅温泉 雪⽉花別邸 翠雲 ⾜柄下郡箱根町強羅1300-61
神奈川県 箱根⼩涌園天悠 ⾜柄下郡箱根町⼆ノ平1297
神奈川県 箱根⼩涌園ユネッサン ⾜柄下郡箱根町⼆ノ平1297
神奈川県 箱根⼩涌園ユネッサン ⾜柄下郡箱根町⼆ノ平1297
新潟県 ホテルオークラ新潟 新潟市中央区川端町6-53
新潟県 ホテルサンルート新潟 新潟市中央区東⼤通1-11-25
新潟県 ホテルリブマックス新潟駅前 新潟市中央区花園1-7-10
新潟県 ホテルアルファーワン新潟 新潟市中央区花園1-7-18
新潟県 チサンイン新潟中央インター 新潟市中央区湖南14-5
新潟県 アパホテル新潟東中通 新潟市中央区東中通2番町289-2
新潟県 アパホテル新潟古町 新潟市中央区東堀通6番町1037-1
新潟県 新潟京浜ホテル 新潟市中央区弁天1-3-15
新潟県 コートホテル新潟 新潟市中央区弁天2-3-35
新潟県 スーパーホテル新潟 新潟市中央区明⽯1-6-13
富⼭県 スーパーホテル⾼岡駅南 ⾼岡市駅南1-8-36
富⼭県 アパホテル⾼岡丸の内 ⾼岡市丸の内2-17-28
富⼭県 アパホテル富⼭ 富⼭市窪新町6-1
富⼭県 ダイワロイネットホテル富⼭ 富⼭市荒町6-1
富⼭県 ダイワロイネットホテル富⼭駅前 富⼭市桜町1-3-1
富⼭県 アパヴィラホテル富⼭駅前 富⼭市桜町1-5-20
富⼭県 ホテルリブマックス富⼭ 富⼭市新桜町5-2
富⼭県 富⼭エクセルホテル東急 富⼭市新富町1-2-3 CICビル
富⼭県 アパホテル富⼭駅前 富⼭市明輪町88-2
⽯川県 ホテルリブマックス⾦沢医⼤前 河北郡内灘町⼤学2-216
⽯川県 ホテルフォルツァ⾦沢 ⾦沢市安江町2-10
⽯川県 ザ・スクエアホテル⾦沢 ⾦沢市下堤町10
⽯川県 アパホテル⾦沢⻄ ⾦沢市古府3-127
⽯川県 ダイワロイヤルホテルD-PREMIUM⾦沢 ⾦沢市広岡1-3-37
⽯川県 ハイアットセントリック⾦沢 ⾦沢市広岡1-5-2
⽯川県 ハイアットハウス⾦沢 ⾦沢市広岡1-5-2
⽯川県 アパホテル⾦沢駅前 ⾦沢市広岡1-9-28
⽯川県 ホテルマイステイズプレミア⾦沢 ⾦沢市広岡2-13-5
⽯川県 変なホテル⾦沢⾹林坊 ⾦沢市⾹林坊1-2-32
⽯川県 ホテルインターゲート⾦沢 ⾦沢市⾼岡町2-5
⽯川県 ホテルマイステイズ⾦沢キャッスル ⾦沢市此花町10-17
⽯川県 ⾦沢駅前ホテル ⾦沢市此花町2-24
⽯川県 ホテルルートイン⾦沢駅前 ⾦沢市昭和町22-5
⽯川県 ⾦沢シティホテル ⾦沢市昭和町6-8
⽯川県 アパホテル⾦沢⽚町 ⾦沢市池⽥町⼆番丁21-1
⽯川県 ホテルリブマックス⾦沢駅前 ⾦沢市中橋町7-12
⽯川県 東急ステイ⾦沢 ⾦沢市南町157
⽯川県 ⾬庵 ⾦沢 ⾦沢市尾⼭町6-30
⽯川県 ホテルリソルトリニティ⾦沢 ⾦沢市武蔵町1-18
⽯川県 スマイルホテル⾦沢 ⾦沢市⽚町1-10-18
⽯川県 アパホテル⾦沢中央 ⾦沢市⽚町1-5-24
⽯川県 アパヴィラホテル⾦沢⽚町 ⾦沢市⽚町2-2-13
⽯川県 ホテル⾦沢 ⾦沢市堀川新町1-1
⽯川県 ダイワロイネットホテル⾦沢 ⾦沢市堀川新町2-20
⽯川県 ホテルウィングインターナショナルプレミアム⾦沢駅前 ⾦沢市堀川新町8-13
⽯川県 スーパーホテルPremier⾦沢駅東⼝ ⾦沢市本町2-5-15
⽯川県 ヴィアイン⾦沢 ⾦沢市⽊ノ新保町1-1
⽯川県 アパホテル⾦沢野町 ⾦沢市野町2-4-22
⻑野県 ホテルリブマックスPREMIUM⻑野駅前 ⻑野市栗⽥995-1
⻑野県 スマイルホテル⻑野・⻑野市インルーム ⻑野市⼤字鶴賀上千歳町1177-3
⻑野県 ホテル国際21⻑野・⻑野市インルーム ⻑野市⼤字南⻑野県町576

 2021年2⽉1⽇現在 Passion Leaders 9



提携対象ホテル⼀覧 提携対象ホテルのインルームスパ®･ にてご利⽤いただけます。
都道府県 ホテル名 アクセス
⻑野県 チサングランド⻑野・⻑野市インルーム ⻑野市南千歳2-17-1
⻑野県 レジーナリゾート旧軽井沢 北佐久郡軽井沢町軽井沢1323-510
⻑野県 アパホテル軽井沢駅前 軽井沢荘 北佐久郡軽井沢町⼤字軽井沢1178-1135
⻑野県 ルグラン旧軽井沢 北佐久郡軽井沢町⼤字軽井沢469-4
⻑野県 ルシアン旧軽井沢 北佐久郡軽井沢町⼤字軽井沢字東野沢原1323-111
⻑野県 チサンイン軽井沢 北佐久郡軽井沢町⻑倉6-47
⻑野県 レジーナリゾート御影⽤⽔ 北佐久郡軽井沢町追分49-2
静岡県 静岡タウンホテル 静岡市葵区呉服町2-8-8
静岡県 くれたけインプレミアム静岡駅前 静岡市葵区栄町1-15
静岡県 静鉄ホテルプレジオ 静岡駅北 静岡市葵区御幸町11-6
静岡県 アパホテル静岡駅北 静岡市葵区昭和町4-5
静岡県 三交イン静岡北⼝ 静岡市葵区常磐町1-6-3
静岡県 ホテルオーレイン 静岡市葵区常磐町2-1-1
静岡県 ホテルアーバント静岡 静岡市葵区伝⾺町12-5
静岡県 スマイルホテル静岡 静岡市葵区伝⾺町23-5
静岡県 アセントプラザホテル静岡 静岡市駿河区中村町322-1
静岡県 ホテルセンチュリー静岡 静岡市駿河区南町18-1
静岡県 ホテルニュー⾼尾 静岡市駿河区国吉⽥1-4
静岡県 サンパレスホテル 静岡市駿河区南町11-29
静岡県 静鉄ホテルプレジオ 静岡駅南 静岡市駿河区南町13-21
静岡県 ホテルプリヴェ静岡 静岡市駿河区南町8-5
静岡県 アパホテル浜松駅南 浜松市中区海⽼塚2-3-1
静岡県 ホテルコンコルド浜松 浜松市中区元城町109-18
静岡県 リッチモンドホテル浜松 浜松市中区元城町218-1
静岡県 ホテルソリッソ浜松 浜松市中区砂⼭町322-7
静岡県 コートホテル浜松 浜松市中区砂⼭町324-15
静岡県 ホテルサウスガーデン浜松 浜松市中区砂⼭町325-30
静岡県 アセント浜松 浜松市中区砂⼭町353-1
静岡県 浜松ホテル 浜松市中区砂⼭町362-25
静岡県 ホテルリブマックス浜松駅前 浜松市中区鍛冶町1-2 かじ町プラザ6階
静岡県 ホテルレオン浜松 浜松市中区伝⾺町94
静岡県 ホテルアセントプラザ浜松 浜松市中区板屋町2-109
愛知県 ストリングスホテル⼋事NAGOYA 名古屋市昭和区⼋事本町100-36
愛知県 ホテルリブマックス名古屋桜通⼝ 名古屋市⻄区那古野2-26-4
愛知県 名鉄イン名古屋駅前 名古屋市⻄区名駅
愛知県 ルートイン名古屋今池駅前 名古屋市千種区内⼭3-31-7
愛知県 ホテルレオパレス名古屋 名古屋市千種区内⼭3-4-4
愛知県 ハミルトンホテル-ブラック 名古屋市中区栄1-11-17
愛知県 ダイワロイヤルホテルD−CITY名古屋納屋橋 名古屋市中区栄1-2-27
愛知県 リッチモンドホテル名古屋納屋橋 名古屋市中区栄1-2-7
愛知県 ダイワロイヤルホテルD−CITY名古屋伏⾒ 名古屋市中区栄1-5-21
愛知県 三交イン名古屋伏⾒ 名古屋市中区栄1-7-7
愛知県 名古屋クラウンホテル 名古屋市中区栄1-8-33
愛知県 ホテルウィング インターナショナルセレクト 名古屋栄 名古屋市中区栄3-12-23-2
愛知県 名古屋クレストンホテル 名古屋市中区栄3-29-1
愛知県 アパホテル名古屋栄 名古屋市中区栄4-10-16
愛知県 スマイルホテル名古屋栄 名古屋市中区栄4-10-5
愛知県 ホテルリブマックス名古屋栄EAST 名古屋市中区栄4-7-15
愛知県 アパホテル名古屋栄東 名古屋市中区栄4-9-20
愛知県 アパヴィラホテル名古屋丸の内駅前 名古屋市中区丸の内2-17-28
愛知県 アパホテル名古屋栄北 名古屋市中区丸の内3-18-30
愛知県 ホテル・アンドルームス名古屋栄 名古屋市中区丸の内6-8
愛知県 ランプライトブックスホテル名古屋 名古屋市中区錦1-13-18
愛知県 ホテルJALシティ名古屋 錦 名古屋市中区錦1-16-36
愛知県 名古屋観光ホテル 名古屋市中区錦1-19-30
愛知県 ウィングインターナショナル名古屋 名古屋市中区錦1-4-11
愛知県 名古屋リッチホテル錦 名古屋市中区錦1-8-22
愛知県 ⻄鉄イン名古屋錦 名古屋市中区錦2-10-12
愛知県 ドーミーイン PREMIUM 名古屋栄 名古屋市中区錦2-20-1
愛知県 グレイスイン名古屋 名古屋市中区錦2-6-30
愛知県 グリーンリッチホテル名古屋錦 名古屋市中区錦2-7-4
愛知県 ホテル・アンドルームス名古屋伏⾒ 名古屋市中区錦2-8-28
愛知県 ホテル名古屋ガーデンパレス 名古屋市中区錦3-11-13
愛知県 ラグナスイート名古屋 名古屋市中区錦3-12-13
愛知県 ベッセルイン栄駅前 名古屋市中区錦3-14-13
愛知県 アパホテル名古屋錦エクセレント 名古屋市中区錦3-15-30
愛知県 名古屋栄グリーンホテル 名古屋市中区錦3-17-26
愛知県 東京第⼀ホテル錦 名古屋市中区錦3-18-21
愛知県 名鉄イン名古屋錦 名古屋市中区錦3-3-222
愛知県 ⻄鉄ホテルクルーム名古屋 名古屋市中区錦3-4-3
愛知県 三交イン名古屋錦〜四季乃湯〜 名古屋市中区錦3-7-23
愛知県 ホテルリブマックス名古屋栄 名古屋市中区錦3-8-21
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提携対象ホテル⼀覧 提携対象ホテルのインルームスパ®･ にてご利⽤いただけます。
都道府県 ホテル名 アクセス
愛知県 名鉄イン名古屋⾦⼭アネックス 名古屋市中区⾦⼭1
愛知県 名鉄イン名古屋⾦⼭ 名古屋市中区⾦⼭1-11-7
愛知県 ⾦⼭ホテル 名古屋市中区⾦⼭4-6-25
愛知県 ANAクラウンプラザホテルグランコート名古屋 名古屋市中区⾦⼭町1-1-1
愛知県 KKRホテル名古屋 名古屋市中区三の丸1-5-1
愛知県 ルートイン名古屋東別院 名古屋市中区富⼠⾒町1-26
愛知県 ホテルレオン⾦⼭ 名古屋市中区平和2-11-13
愛知県 ホテルリブマックス名古屋 名古屋市中川区尾頭橋3-1-22
愛知県 リッチモンドホテル名古屋新幹線⼝ 名古屋市中村区⻲島2-12-3
愛知県 スーパーホテル名古屋駅前 名古屋市中村区⻲島2-12-6
愛知県 ホテルリブマックス名古屋新幹線⼝ 名古屋市中村区則武
愛知県 チサンイン名古屋 名古屋市中村区則武1-12-8
愛知県 アパホテル名古屋駅新幹線⼝北  名古屋市中村区則武1-2-4
愛知県 名鉄イン名古屋駅新幹線⼝ 名古屋市中村区則武1-6-3
愛知県 ビジネスホテル新名 名古屋市中村区椿町
愛知県 ダイワロイネットホテル名古屋新幹線⼝ 名古屋市中村区椿町1-23
愛知県 第⼀富⼠ホテル名古屋駅前 名古屋市中村区椿町13-17
愛知県 ナゴヤグランドホテル 名古屋市中村区椿町17-21
愛知県 ダイワロイネットホテル名古屋太閤通⼝ 名古屋市中村区椿町18-10
愛知県 アパホテル名古屋駅新幹線⼝南 名古屋市中村区椿町22-7
愛知県 名鉄ニューグランドホテル 名古屋市中村区椿町6-9
愛知県 三交イン名古屋新幹線⼝ 名古屋市中村区椿町7-23
愛知県 三交イン名古屋新幹線⼝ANNEX 名古屋市中村区椿町7-4
愛知県 名古屋プリンスホテル スカイタワー 名古屋市中村区平池町4-60-12
愛知県 ストリングスホテル名古屋 名古屋市中村区平池町4-60-7
愛知県 ベッセルホテルカンパーナ名古屋 名古屋市中村区名駅2-30-7
愛知県 サンルートプラザ名古屋 名古屋市中村区名駅2-35-24
愛知県 名鉄イン名古屋桜通 名古屋市中村区名駅3-17-21
愛知県 三交インGrande名古屋 名古屋市中村区名駅3-21-7
愛知県 イビススタイルズ名古屋 名古屋市中村区名駅4-22-24
愛知県 相鉄フレッサイン名古屋駅桜通⼝ 名古屋市中村区名駅4-4-15
愛知県 ニッコースタイル名古屋 名古屋市中村区名駅5-20-13
愛知県 ホテルリブマックス名駅 名古屋市中村区名駅南1-11-5
愛知県 ハミルトンホテル ブルー 名古屋市中村区名駅南1-11-8
愛知県 ダイワロイネットホテル名古屋駅前 名古屋市中村区名駅南1-23-20
愛知県 名鉄グランドホテル 名古屋市中村区名鉄1-2-4
愛知県 ホテルメルパルクNAGOYA 名古屋市東区葵3-16-16
愛知県 くれたけイン名古屋久屋⼤通 名古屋市東区泉1-12-32
愛知県 第⼆富⼠ホテル 名古屋市東区東桜2-10-24
愛知県 サイプレスガーデンホテル 名古屋市熱⽥区⾦⼭町1-9-8
滋賀県 ホテル ボストンプラザ草津 びわ湖 草津市1-1 草津駅⻄⼝ボストンスクエア内
滋賀県 スーパーホテル滋賀・草津国道１号沿 天然温泉あおばなの湯 草津市草津1-20-19
滋賀県 びわ湖⼤津プリンスホテル ⼤津市におの浜4-7-7
滋賀県 スーパーホテル⼤津駅前 ⼤津市京町3-2-7
滋賀県 ホテルアルファーワン⼤津 ⼤津市梅林2-6-28
滋賀県 琵琶湖ホテル ⼤津市浜町2-40
京都府 ホテルリブマックス京都駅前 京都市下京区夷之町713
京都府 スーパーホテル京都・烏丸五条 京都市下京区烏丸通五条下る⼤阪町396-3
京都府 からすま京都ホテル 京都市下京区烏丸通市場下ル
京都府 京都タワーホテル 京都市下京区烏丸通七条下ル
京都府 ダイワロイネットホテル京都駅前 京都市下京区烏丸通七条下る東塩⼩路町707-2
京都府 京王プレリアホテル京都烏丸五条 京都市下京区烏丸通松原下る五条烏丸町396
京都府 ダイワロイネットホテル京都四条烏丸 京都市下京区烏丸通仏光寺下ル⼤政所町678
京都府 京都リッチホテル 京都市下京区河原町通五条上ル
京都府 ホテルWBF五条堀川 京都市下京区柿本町575
京都府 ホテルリブマックス京都五条 京都市下京区柿本町698-2
京都府 梅⼩路ポテル京都 京都市下京区観喜寺町15
京都府 ホテル法華クラブ京都 京都市下京区京都駅烏丸中央⼝正⾯
京都府 ネストホテル京都四条烏丸 京都市下京区⼭王町551
京都府 ザ・ビー 京都 四条 京都市下京区四条通堀川⻄⼊ル唐津屋町535
京都府 ホテルリソル京都 四条室町 京都市下京区室町通⾼辻上る⼭王町554
京都府 ホテルエミオン京都 京都市下京区朱雀堂ノ⼝町20-4
京都府 ホテル・京都・ベース 四条烏丸 京都市下京区俊成町438
京都府 アーバンホテル京都五条プレミアム 京都市下京区⼩泉町94
京都府 リーガロイヤルホテル京都 京都市下京区松明町1
京都府 京都タワーホテルアネックス 京都市下京区新町七条下ル
京都府 京湯元ハトヤ瑞宝閣 京都市下京区⻄洞院通塩⼩路下ル南不動堂町802
京都府 アパホテル京都駅前 京都市下京区⻄洞院通塩⼩路下ル南不動堂町806
京都府 エスペリアホテル京都 京都市下京区中堂寺壬⽣川町22
京都府 京都新阪急ホテル 京都市下京区東塩⼩路町 JR京都駅(烏丸中央⼝)正⾯
京都府 アパホテル京都駅東 京都市下京区東塩⼩路町551-1
京都府 アパホテル京都駅北 京都市下京区東塩⼩路町597-2
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提携対象ホテル⼀覧 提携対象ホテルのインルームスパ®･ にてご利⽤いただけます。
都道府県 ホテル名 アクセス
京都府 京都センチュリーホテル 京都市下京区東塩⼩路町680
京都府 ホテルエムズエスト四条烏丸 京都市下京区東洞院四条下る元悪王⼦町41
京都府 ベッセルホテルカンパーナ京都五条 京都市下京区東洞院通五条下る下万寿寺町498
京都府 アパヴィラホテル京都駅前 京都市下京区東洞院通七条下ル塩⼩路町533
京都府 相鉄フレッサイン四条烏丸 京都市下京区童侍者町160
京都府 ホテルWBF五条⼤宮 京都市下京区南⾨前町467
京都府 ホテルサンルート京都⽊屋町 京都市下京区難波町403-1
京都府 サンルート京都 京都市下京区難波町406
京都府 ホテル空 京都 京都市下京区不明⾨通正⾯下る卓屋町58
京都府 エンソウ アンゴ 富⼩路通Ⅱ 京都市下京区富⼩路通⾼辻下る恵美須屋町187
京都府 リッチモンドホテルプレミア京都駅前 京都市下京区北不動堂町565-3
京都府 オリエンタルホテル京都 六条 京都市下京区⼘味⾦仏町181
京都府 京都東急ホテル 京都市下京区堀川通五条下ル柿本町580
京都府 アーバンホテル京都四条プレミアム 京都市下京区堀川通四条下る四条堀川町272-6
京都府 コートホテル京都四条 京都市下京区妙伝寺町698
京都府 三井ガーデンホテル京都四条 京都市下京区妙伝寺町707-1
京都府 メルキュール京都ステーション 京都市下京区油⼩路町288
京都府 アパホテル京都駅堀川通 京都市下京区油⼩路通塩⼩路⻄油⼩路町1
京都府 アーバイン京都 河原町通 京都市下京区溜池359-1
京都府 ホテルリブマックス京都鴨川前 京都市下京区六軒通⾼瀬川筋東⼊早尾町161
京都府 ホテルウィングインターナショナルプレミアム京都三条 京都市左京区和国町407-6
京都府 京都⼭科 ホテル⼭楽 京都市⼭科区安朱桟敷町23
京都府 ホテルリブマックス京都⼆条城北 京都市上京区左⾺松町775
京都府 リヴェルト京都鴨川 京都市上京区⻘⿓町202
京都府 THE JUNEI HOTEL京都 御所⻄ 京都市上京区東堀川通下⻑者町下る三町⽬14
京都府 京都ガーデンパレス 京都市上京区⿓前町605
京都府 ホテルモントレ京都 京都市中京区烏丸通三条下ル饅頭屋町604
京都府 ザ・セレクトン京都堀川三条 京都市中京区下⼋⽂字町692
京都府 ホテルビスタプレミオ京都 京都市中京区河原町通り六⾓⻄⼊ル松ヶ枝町457
京都府 井筒ホテル〜京都・河原町三条〜 京都市中京区河原町通三条下る⼤⿊町52
京都府 ホテル グランエムズ京都 京都市中京区河原町通三条上ル下丸屋町410-3
京都府 ホテルアルファ京都 京都市中京区河原町通三条上ル⻄側
京都府 ホテルエムズプラス四条⼤宮 京都市中京区錦⼤宮町114
京都府 三井ガーデンホテル京都三条 京都市中京区御倉町80
京都府 ホテルギンモンド京都 京都市中京区御池通⾼倉⻄⼊⻲甲屋町595
京都府 ホテルグランバッハ京都御池セレクト 京都市中京区御池之町314
京都府 ホテルグレイスリー京都三条北館 京都市中京区桜之町406
京都府 ホテルグレイスリー京都三条南館 京都市中京区桜之町406
京都府 ホテルリソル京都 河原町三条 京都市中京区三条下る⼤⿊町59-1
京都府 エースホテル京都 京都市中京区姉⼩路通東洞院⻄⼊⾞屋町245-2
京都府 スーパーホテル京都四条河原町 京都市中京区新京極通り四条上る中之町538-1
京都府 東急ステイ京都新京極通 京都市中京区新京極通四条上る中之町557
京都府 ホテルビスタプレミオ京都 和邸 京都市中京区新町通六⾓下ル六⾓町371
京都府 アークホテル京都 京都市中京区壬⽣賀陽御所町1
京都府 アーバイン京都 四条⼤宮 京都市中京区壬⽣坊城町14-2
京都府 ヴィラージュ京都 京都市中京区壬⽣坊城町5
京都府 静鉄ホテルプレジオ京都四条 京都市中京区⻄洞院通錦⼩路上る古⻄町452
京都府 ノク京都 京都市中京区⼤倉町205-1
京都府 ホテルKADO御所南 京都市中京区⼤倉町206
京都府 静鉄ホテルプレジオ京都烏丸御池 京都市中京区塗師屋町339
京都府 ホテルミュッセ京都四条河原町名鉄 京都市中京区奈良屋町301-1
京都府 ザ･ゲートホテル京都⾼瀬川 by HULIC 京都市中京区備前島町310-2
京都府 京都堀川イン 京都市中京区堀川通三条上る東側
京都府 ソラリア⻄鉄ホテル京都プレミア 京都市中京区⽊屋町通三条上る上⼤阪町509
京都府 THE HIRAMATSU 京都 京都市中京区役⾏者町361
京都府 東急ステイ 京都両替町通 京都市中京区両替町通姉⼩路下る柿本町392
京都府 東急ステイ京都 両替町通 別館 はなれ 京都市中京区両替町通姉⼩路下ル柿本町392
京都府 三井ガーデンホテル京都新町別邸 京都市中京区六⾓町361
京都府 アーバンホテル京都⼆条プレミアム 京都市中京区聚楽廻南町25-5
京都府 ホテルリソルトリニティ京都 御池麩屋町 京都市中京区麩屋町通御池上る上⽩⼭町249
京都府 アパホテル京都祇園EXCELLENT 京都市東⼭区祇園町南側555
京都府 KIZASHI THE SUITE 京都市東⼭区祇園町北側275
京都府 アビタホテル京都鴨川 京都市東⼭区鍵屋町497-1
京都府 京都悠洛ホテルMギャラリー 京都市東⼭区三条通⼤橋東⼊⼤橋町84
京都府 清⽔⼩路 坂のホテル京都 京都市東⼭区清⽔4-200
京都府 ザ・ホテル⻘⿓ 京都清⽔ 京都市東⼭区清⽔⼆-204-2
京都府 京都祇園ユウベルホテル 京都市東⼭区清本町359-1
京都府 京都グランベルホテル 京都市東⼭区⼤和町27
京都府 アーバイン京都清⽔五条 京都市東⼭区東橋詰町13
京都府 京都花ホテル 京都市東⼭区⼆町⽬53-1
京都府 京都インギオン２号館 京都市東⼭区毘沙⾨町46-7
京都府 ホテル呉⽵荘 京都清⽔五条 京都市東⼭区芳野町79-2
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提携対象ホテル⼀覧 提携対象ホテルのインルームスパ®･ にてご利⽤いただけます。
都道府県 ホテル名 アクセス
京都府 ホテルセンレン京都東⼭清⽔ 京都市東⼭区本町1-45
京都府 THE JUNEI HOTEL京都（ザ・ジュネイホテル） 京都市東⼭区本町4-139
京都府 京都インギオン 京都市東⼭区林下町435
京都府 ホテルWBF京都東寺 京都市南区⻄九条蔵王町11-6
京都府 ロイヤルツインホテル京都⼋条⼝ 京都市南区東九条室町46-2
京都府 ホテル京阪 京都駅南 京都市南区東九条室町55
京都府 レフ京都⼋条⼝ by ベッセルホテルズ 京都市南区東九条室町57
京都府 ヴィアイン京都駅⼋条⼝ 京都市南区東九条上殿⽥町44-1
京都府 イビススタイルズ京都ステーション 京都市南区東九条上殿⽥町47
京都府 三交イン京都⼋条⼝ 京都市南区東九条上殿⽥町48-1
京都府 ダイワロイヤルホテルグランデ 京都 京都市南区東九条⻄岩本町15
京都府 アルモントホテル京都 京都市南区東九条⻄岩本町26-1
京都府 相鉄フレッサイン京都⼋条⼝ 京都市南区東九条⻄⼭王町11
京都府 ホテル京阪京都グランデ 京都市南区東九条⻄⼭王町31
京都府 京都ユウベルホテル 京都市南区東九条⽯⽥町38-1
京都府 ダイワロイネットホテル京都テラス⼋条東⼝ 京都市南区東九条東⼭王町14-1
京都府 ホテルセントノーム京都 京都市南区東九条東⼭王町19-1
京都府 ホテル京阪 京都⼋条⼝ 京都市南区東九条南⼭王町5-1
京都府 ダイワロイネットホテル京都⼋条⼝ 京都市南区東九条北烏丸町9-2
京都府 ホテルアンテルーム京都 京都市南区東九条明⽥町7
⼤阪府 桜ガーデンホテル ⼤阪市都島区中野町4-1-23
⼤阪府 ホテル京阪京橋 ⼤阪市都島区東野⽥町2-1-38
⼤阪府 ヴィアイン⼤阪京橋 ⼤阪市都島区⽚町2
⼤阪府 ⼤阪シティホテル京橋 ⼤阪市都島区⽚町2-11-24
⼤阪府 ラ・ジェント・ホテル⼤阪ベイ ⼤阪市此花区桜島1-1-57
⼤阪府 ザ シンギュラリ ホテル ＆ スカイスパ アット ユニバーサル・スタジオ・ジャパン ⼤阪市此花区島屋6-2-25
⼤阪府 ホテル近鉄ユニバーサル・シティ ⼤阪市此花区島屋6-2-68
⼤阪府 スーパーホテル梅⽥・肥後橋 ⼤阪市⻄区江⼾堀1-20-1
⼤阪府 スーパーホテル湯元花乃井⼤阪天然温泉 ⼤阪市⻄区江⼾堀3-6-35
⼤阪府 ダイワロイネットホテル四ツ橋 ⼤阪市⻄区新町1-10-12
⼤阪府 ヴィアイン⼼斎橋四ツ橋 ⼤阪市⻄区新町1-5-10
⼤阪府 エスペリアイン⼤阪本町 ⼤阪市⻄区⻄本町1-11-8
⼤阪府 スーパーホテルPremier⼤阪本町 ⼤阪市⻄区⻄本町1-5-10
⼤阪府 ホテル ユルリト ⼤阪市⻄区⻄本町1-8-19
⼤阪府 ルートイン⼤阪本町 ⼤阪市⻄区⻄本町2-6-6
⼤阪府 ホテルリブマックス⼤阪ドーム前 ⼤阪市⻄区千代崎2-19-2
⼤阪府 ホテル・アンドルームス⼤阪本町 ⼤阪市⻄区靱本町1-7-7
⼤阪府 ホテルサンライフ ⼤阪市⻄区靱本町3-3-6
⼤阪府 アートホテル⼤阪ベイタワー ⼤阪市港区弁天1-2-1
⼤阪府 HOTEL TRAD ⼤阪市天王寺区東上町8-22
⼤阪府 スーパーホテル⼤阪・天王寺 ⼤阪市天王寺区逢坂2-3-3
⼤阪府 ダイワロイネットホテル⼤阪上本町 ⼤阪市天王寺区上本町6-7-5
⼤阪府 ホテルアウィーナ⼤阪 ⼤阪市天王寺区⽯ヶ辻町19-12
⼤阪府 HOTEL. LINKS NAMBA ⼤阪市浪速区稲荷1-9-27
⼤阪府 ホテルリブマックスなんば ⼤阪市浪速区稲荷2-1-3
⼤阪府 ホテルヴェルテックス⼤阪 ⼤阪市浪速区恵美須東3-6-16
⼤阪府 ホテルグレイスリー⼤阪なんば ⼤阪市浪速区元町1-4-4
⼤阪府 フェアフィールド・バイ・マリオット⼤阪難波 ⼤阪市浪速区元町2-3-25
⼤阪府 ホテルWBFなんば元町 ⼤阪市浪速区元町2-7-20
⼤阪府 スマイルホテルなんば ⼤阪市浪速区幸町3-3-9
⼤阪府 グランパスinn ⼤阪 ⼤阪市浪速区難波中1-13-18
⼤阪府 イルクオーレなんば ⼤阪市浪速区難波中1-15-15
⼤阪府 フレイザーレジデンス南海⼤阪 ⼤阪市浪速区難波中1-17-11
⼤阪府 相鉄フレッサイン⼤阪なんば駅前 ⼤阪市浪速区難波中1-6-5
⼤阪府 ホテル⼀栄 ⼤阪市浪速区難波中1-6-8
⼤阪府 グリッズプレミアムホテル⼤阪なんば ⼤阪市浪速区難波中1-7-7
⼤阪府 ⽇和 ⼤阪市浪速区難波中3-1-2
⼤阪府 ホテルリリーフなんば⼤国町 ⼤阪市浪速区難波中3-17-15
⼤阪府 SARASA HOTEL ⽇本橋 ⼤阪市浪速区⽇本橋3-6-6
⼤阪府 アパホテルなんば南 恵美須町駅 ⼤阪市浪速区⽇本橋5-6-14
⼤阪府 ホテルWBF ARTSTAYなんば ⼤阪市浪速区⽇本橋5-8-25
⼤阪府 ホテルWBFなんばえびす ⼤阪市浪速区敷津東3-4-21
⼤阪府 ホテルモントレグラスミア⼤阪 ⼤阪市浪速区湊町1-2-3
⼤阪府 ホテルリブマックス新⼤阪 ⼤阪市東淀川区東中島1-15-7
⼤阪府 ホテル新⼤阪 ⼤阪市東淀川区東中島1-20-33
⼤阪府 アパホテル新⼤阪駅前 ⼤阪市東淀川区東中島1-21-27
⼤阪府 名鉄イン新⼤阪駅東⼝ ⼤阪市東淀川区東中島1-21-4
⼤阪府 アパホテル天王寺駅前 ⼤阪市阿倍野区阿倍野筋1-4-11
⼤阪府 シティイン⻄⽥辺 ⼤阪市阿倍野区⻄⽥辺町1-5-16
⼤阪府 ⻑居パークホテル ⼤阪市住吉区⻑居2-13-13
⼤阪府 エフピーホテルズグランド難波南 ⼤阪市⻄成区花園北1-2-23
⼤阪府 エフピーホテルズ難波南 ⼤阪市⻄成区萩之茶屋1-2-7
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提携対象ホテル⼀覧 提携対象ホテルのインルームスパ®･ にてご利⽤いただけます。
都道府県 ホテル名 アクセス
⼤阪府 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
⼤阪府 ホテルクォーツ新⼤阪 ⼤阪市淀川区宮原2-8-11
⼤阪府 からくさホテルグランデ新⼤阪タワー ⼤阪市淀川区宮原3-3-24
⼤阪府 メルパルク⼤阪 ⼤阪市淀川区宮原4-2-1
⼤阪府 アスティルホテル⼗三プレシャス ⼤阪市淀川区⼗三本町1-10-13
⼤阪府 MyDear マイディア ⼤阪市淀川区⼗三本町1-18-23
⼤阪府 MyDear2 マイディア2 ⼤阪市淀川区⼗三本町1-20-20
⼤阪府 ホテルランタナ⼤阪 ⼤阪市淀川区新北野1-8-5
⼤阪府 ホテルプラザオーサカ ⼤阪市淀川区新北野1-9-15
⼤阪府 ⼤阪ガーデンパレス ⼤阪市淀川区⻄宮原1-3-35
⼤阪府 ホテル・アンドルームス新⼤阪 ⼤阪市淀川区⻄宮原1-4-28
⼤阪府 オークウッドホテル＆アパートメンツ新⼤阪 ⼤阪市淀川区⻄宮原1-7-31
⼤阪府 シュアステイ プラスホテル バイ ベストウェスタン新⼤阪 ⼤阪市淀川区⻄中島2-11-21
⼤阪府 ホテルクライトン新⼤阪 ⼤阪市淀川区⻄中島2-13-32
⼤阪府 アパホテル新⼤阪 南⽅駅前 ⼤阪市淀川区⻄中島3-10-5
⼤阪府 新⼤阪サニーストンホテル ⼤阪市淀川区⻄中島4-12-2
⼤阪府 ホテルマイステイズ新⼤阪コンファレンスセンター ⼤阪市淀川区⻄中島6-2-19
⼤阪府 ホテルWBF新⼤阪スカイタワー ⼤阪市淀川区⻄中島7-4-20
⼤阪府 アパホテル新⼤阪駅南 ⼤阪市淀川区⻄中島7-9-18
⼤阪府 ウイングインターナショナル新⼤阪 ⼤阪市淀川区東三国2-32-9
⼤阪府 スーパーホテルJR新⼤阪東⼝ ⼤阪市淀川区東中島1-13-26
⼤阪府 ⼤阪ジョイテルホテル ⼤阪市住之江区新北島1-2-1 オスカードリーム9階
⼤阪府 ホテルリブマックスPremium梅⽥EAST ⼤阪市北区⼭崎町4-16
⼤阪府 イビス⼤阪梅⽥ ⼤阪市北区⼩松原町1-5
⼤阪府 ホテルイルグランデ梅⽥ ⼤阪市北区⻄天満3-5-23
⼤阪府 ホテルリブマックス梅⽥WEST ⼤阪市北区⻄天満6-9-14
⼤阪府 ホテルエルシエント⼤阪 ⼤阪市北区曽根崎1-2-7
⼤阪府 ホテルドンルクール⼤阪梅⽥ ⼤阪市北区曽根崎2-15-24
⼤阪府 ホテルマイステイズ堂島 ⼤阪市北区曽根崎新地2-4-1
⼤阪府 アルモニーアンブラッセ⼤阪 ⼤阪市北区茶屋町7-20
⼤阪府 ホテルリブマックス梅⽥中津 ⼤阪市北区中津3-3-22
⼤阪府 ホテル法華クラブ⼤阪 ⼤阪市北区兎我野町12-19
⼤阪府 アパホテル⼤阪天満 ⼤阪市北区同⼼2-16-15
⼤阪府 ⼤阪東急REIホテル ⼤阪市北区堂⼭町2-1
⼤阪府 ホテルイルモンテ ⼤阪市北区堂⼭町7-13
⼤阪府 ホテルリブマックス梅⽥堂⼭ ⼤阪市北区堂⼭町8-15
⼤阪府 ANAクラウンプラザホテル⼤阪 ⼤阪市北区堂島浜1-3-1
⼤阪府 プレミアホテル-CABIN-⼤阪 ⼤阪市北区南森町1-3-19
⼤阪府 アパホテル東梅⽥南森町駅前 ⼤阪市北区南森町2-4-36
⼤阪府 ホテルインターゲート⼤阪梅⽥ ⼤阪市北区梅⽥2-5-2
⼤阪府 ハートンホテル⻄梅⽥ ⼤阪市北区梅⽥3-3-55
⼤阪府 ホテルリブマックス梅⽥ ⼤阪市北区豊崎1-2-8
⼤阪府 ハートンホテル北梅⽥ ⼤阪市北区豊崎3-12-10
⼤阪府 ホテルビナリオ梅⽥ ⼤阪市北区豊崎3-9-1
⼤阪府 ヴィアーレ⼤阪 ⼤阪市中央区安⼟町3-1-3
⼤阪府 アパホテル御堂筋本町駅東 ⼤阪市中央区⽡町2-3-6
⼤阪府 東急ステイ⼤阪本町 ⼤阪市中央区久太郎町2-4-24
⼤阪府 ホテルリブマックス⼤阪本町 ⼤阪市中央区久太郎町3-1-13
⼤阪府 ⼤阪エクセルホテル東急 ⼤阪市中央区久太郎町4-1-15
⼤阪府 ホテルWBFなんばBUNRAKU ⼤阪市中央区⾼津2-4-10
⼤阪府 ダイワロイネットホテル⼤阪北浜 ⼤阪市中央区⾼麗橋2-2-14
⼤阪府 アパホテル堺筋北浜駅前 ⼤阪市中央区⾼麗橋2-3-10
⼤阪府 ホテルリソルトリニティ⼤阪 ⼤阪市中央区⾼麗橋2-6-7
⼤阪府 ベストウェスタンプラスホテルフィーノ⼤阪北浜 ⼤阪市中央区今橋1-7-17
⼤阪府 ホテルフォルツァ⼤阪北浜 ⼤阪市中央区今橋2-2-21
⼤阪府 ホリデイ・イン⼤阪難波 ⼤阪市中央区宗右衛⾨5-15
⼤阪府 イビススタイルズ⼤阪 ⼤阪市中央区宗右衛⾨町2-13
⼤阪府 ホテル モントレ ラ・スール⼤阪 ⼤阪市中央区城⾒2-2-22
⼤阪府 ニューオーサカホテル⼼斎橋 ⼤阪市中央区⻄⼼斎橋1-10-36
⼤阪府 ⻄鉄イン⼼斎橋 ⼤阪市中央区⻄⼼斎橋1-15-12
⼤阪府 アパホテルなんば⼼斎橋 ⼤阪市中央区⻄⼼斎橋2-7-12
⼤阪府 からくさホテル⼤阪なんば ⼤阪市中央区⻄⼼斎橋2-9-13
⼤阪府 なんばオリエンタルホテル ⼤阪市中央区千⽇前2-8-17
⼤阪府 ホテル京阪天満橋 ⼤阪市中央区⾕町1-2-10
⼤阪府 アパホテル⼤阪天満橋駅前 ⼤阪市中央区⾕町1-3
⼤阪府 ラクスケアホテル(LUXCARE HOTEL) ⼤阪市中央区⾕町2-2-15
⼤阪府 ホテル・ザ・ルーテル ⼤阪市中央区⾕町3-1-6
⼤阪府 ホテルマイステイズ堺筋本町 ⼤阪市中央区淡路町1-4-8
⼤阪府 ホテルWBF北船場EAST ⼤阪市中央区淡路町2-6-8
⼤阪府 ホテルリブマックス⼤阪淀屋橋 ⼤阪市中央区淡路町2-6-9
⼤阪府 ホテルWBF北船場WEST ⼤阪市中央区淡路町3-2-7
⼤阪府 ⼤阪キャッスルホテル ⼤阪市中央区天満橋京町1-1
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提携対象ホテル⼀覧 提携対象ホテルのインルームスパ®･ にてご利⽤いただけます。
都道府県 ホテル名 アクセス
⼤阪府 ホテル京阪 天満橋駅前 ⼤阪市中央区天満橋京町2-13
⼤阪府 ホテルロア⼼斎橋 ⼤阪市中央区島之内1-18-8
⼤阪府 アークホテル⼤阪⼼斎橋 ⼤阪市中央区島之内1-19-18
⼤阪府 グランパスinn ⼼斎橋 ⼤阪市中央区島之内2-6-4
⼤阪府 ホテルマイステイズ⼼斎橋イースト ⼤阪市中央区島之内2-6-4
⼤阪府 相鉄フレッサイン⼤阪⼼斎橋 ⼤阪市中央区東⼼斎橋1-12-23
⼤阪府 SARASA HOTEL ⼼斎橋 ⼤阪市中央区東⼼斎橋1-1-3
⼤阪府 ホテルフェリーチェ⼼斎橋 by リリーフ ⼤阪市中央区東⼼斎橋1-17-11
⼤阪府 ベストウェスタンホテルフィーノ⼤阪⼼斎橋 ⼤阪市中央区東⼼斎橋1-2-19
⼤阪府 カンデオホテルズ⼤阪 ⼤阪市中央区東⼼斎橋2-2-5
⼤阪府 ベッセルインなんば ⼤阪市中央区道頓堀2-2-18
⼤阪府 道頓堀ホテル ⼤阪市中央区道頓堀2-3-25
⼤阪府 ベッセルイン⼼斎橋 ⼤阪市中央区南船場2-12-11
⼤阪府 ホテルリブマックス⼼斎橋EAST ⼤阪市中央区南船場2-3-7
⼤阪府 ネストホテル⼤阪⼼斎橋 ⼤阪市中央区南船場2-4-10
⼤阪府 ホテルWBF⼼斎橋 ⼤阪市中央区南船場2-9-15
⼤阪府 ヴィラフォンテーヌ⼼斎橋 ⼤阪市中央区南船場3-5-24
⼤阪府 コートヤード・バイ・マリオット⼤阪本町 ⼤阪市中央区南本町2-3-7
⼤阪府 ホテルロイヤルクラシック⼤阪 ⼤阪市中央区難波4-3-3
⼤阪府 アパホテルなんば駅東 ⼤阪市中央区難波千⽇前4-29
⼤阪府 ホテルWBFなんば⿊⾨ ⼤阪市中央区⽇本橋1-20-6
⼤阪府 ホテルWBFなんば⽇本橋 ⼤阪市中央区⽇本橋2-10-10
⼤阪府 チサンイン⼤阪ほんまち ⼤阪市中央区博労町2-3-8
⼤阪府 ホテルアルファーワン北⼼斎橋 ⼤阪市中央区博労町3-3-10
⼤阪府 ホテルブライトンシティ⼤阪北浜 ⼤阪市中央区伏⾒町1-1
⼤阪府 ホテルWBF北浜 ⼤阪市中央区平野町1-6-6
⼤阪府 ホテルWBF淀屋橋南 ⼤阪市中央区平野町3-1-6
⼤阪府 くれたけイン⼤阪御堂筋本町 ⼤阪市中央区北久宝寺町
⼤阪府 都シティ ⼤阪本町 ⼤阪市中央区北久宝寺町1-8-7
⼤阪府 ホテルWBF本町 ⼤阪市中央区北久宝寺町4-4-10
⼤阪府 センターホテル⼤阪 ⼤阪市中央区北浜3-2-18
⼤阪府 ホテルビスタプレミオ⼤阪［本町］ ⼤阪市中央区本町1-5-10
⼤阪府 ホテルマイステイズ御堂筋本町 ⼤阪市中央区本町3-2-11
⼤阪府 アパホテル御堂筋本町駅前 ⼤阪市中央区本町4-5-12
⼤阪府 くれたけイン南海堺駅前 堺市堺区栄橋町1-3-12
⼤阪府 アパホテル堺駅前 堺市堺区戎島町4-28-6
⼤阪府 ダイワロイネットホテル堺東 堺市堺区新町5-13
⼤阪府 スーパーホテル堺マリティマ 堺市堺区⼤町⻄3-4-1
⼤阪府 カンデオホテルズ⼤阪岸辺 吹⽥市岸部新町17
⼤阪府 スーパーホテル御堂筋線・江坂 吹⽥市広芝町12-33
⼤阪府 アパホテル新⼤阪 江坂駅前 吹⽥市江の⽊町1-3
⼤阪府 ホテルリブマックス江坂 吹⽥市江の⽊町2-7
⼤阪府 ホテルクライトン江坂 吹⽥市豊津町1-40
⼤阪府 新⼤阪江坂東急REIホテル 吹⽥市豊津町9-6
⼤阪府 リッチモンドホテル東⼤阪 東⼤阪市⻑⽥中1-3-16
⼤阪府 ホテルウィングインターナショナルセレクト東⼤阪 東⼤阪市⻑⽥東2-1-2
⼤阪府 スーパーホテル⾨真 ⾨真市新橋町15-20
兵庫県 ヴィラフォンテーヌ神⼾三宮 神⼾市中央区旭通4-1-4
兵庫県 サンルートソプラ神⼾ 神⼾市中央区磯部通1-1-22
兵庫県 神⼾三宮 東急REIホテル 神⼾市中央区雲井通6-1-5
兵庫県 神⼾元町東急REIホテル 神⼾市中央区栄町通1-2-35
兵庫県 ホテルモントレ神⼾ 神⼾市中央区下⼭⼿通2-11-13
兵庫県 アパホテル神⼾三宮駅前 神⼾市中央区下⼭⼿通2-11-26
兵庫県 スーパーホテル神⼾ 神⼾市中央区加納町2-1-11
兵庫県 グリーンヒルホテルアーバン 神⼾市中央区加納町2-5-16
兵庫県 グリーンヒルホテル神⼾ 神⼾市中央区加納町2-8-3
兵庫県 神⼾プラザホテル 神⼾市中央区元町通1-13-12
兵庫県 スマイルホテル神⼾元町 神⼾市中央区元町通2-5-8
兵庫県 神⼾プラザホテルウエスト 神⼾市中央区元町通3-4-7
兵庫県 アパホテル神⼾三宮 神⼾市中央区御幸通5-2-14
兵庫県 センチュリオンホテル ヴィンテージ神⼾ 神⼾市中央区港島1-1-6
兵庫県 カンデオホテルズ神⼾トアロード 神⼾市中央区三宮町3-8-8
兵庫県 神⼾北野ホテル 神⼾市中央区⼭本通3-3-20
兵庫県 センチュリオンホテルグランド神⼾駅前 神⼾市中央区相⽣町2-3-7
兵庫県 モンテエルマーナ神⼾アマリー 神⼾市中央区中⼭⼿通2-2-28
兵庫県 チサンホテル神⼾ 神⼾市中央区中町通2-3-1
兵庫県 ホテルピエナ神⼾ 神⼾市中央区⼆宮町4-20-5
兵庫県 神⼾メリケンパーク オリエンタルホテル 神⼾市中央区波⽌場町5-6
兵庫県 神⼾ベイシェラトンホテル&タワーズ 神⼾市東灘区向洋町中2-13
兵庫県 ホテルリブマックス神⼾ 神⼾市兵庫区⽔⽊通1-2-8
兵庫県 ホテルサンルートソプラ神⼾アネッサ 神⼾市兵庫区湊町4-1-11
岡⼭県 ANAクラウンプラザホテル岡⼭ 岡⼭市北区駅元町15-1
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提携対象ホテル⼀覧 提携対象ホテルのインルームスパ®･ にてご利⽤いただけます。
都道府県 ホテル名 アクセス
岡⼭県 ダイワロイネットホテル岡⼭駅前 岡⼭市北区駅前町1-1-1
岡⼭県 アパホテル岡⼭駅前 岡⼭市北区下⽯井1-3-12
岡⼭県 アークホテル岡⼭ 岡⼭市北区下⽯井2-6-1
岡⼭県 ホテルリブマックス岡⼭ 岡⼭市北区錦町4-14
岡⼭県 メルパルク岡⼭ 岡⼭市北区桑⽥町1-13
岡⼭県 ホテルエリアワン岡⼭ 岡⼭市北区幸町7-1
岡⼭県 ホテルレオパレス岡⼭ 岡⼭市北区柳町2-12-13
岡⼭県 くれたけイン岡⼭ 岡⼭市北区柳町2-12-13
岡⼭県 ホテルリブマックス岡⼭倉敷駅前 倉敷市阿知1-5-13
岡⼭県 アパホテル倉敷駅前 倉敷市阿知1-7-2
岡⼭県 センチュリオンホテル＆スパ倉敷 倉敷市阿知2-4-6
岡⼭県 グリーンリッチホテル倉敷駅前 倉敷市阿知3-14-5
岡⼭県 コートホテル倉敷 倉敷市中央2-2-26
岡⼭県 ホテル１２３倉敷 倉敷市⽼松町2-12-15
広島県 ホテルメルパルク広島 広島市中区基町6-36
広島県 リーガロイヤルホテル広島 広島市中区基町6-78
広島県 リーガロイヤル広島ヘルスクラブ 広島市中区基町6-78
広島県 ヴィアイン広島銀⼭町 広島市中区銀⼭町10-17
広島県 ホテルPAO 広島市中区銀⼭町3-12
広島県 コートホテル広島 広島市中区銀⼭町7-8
広島県 広島東急REIホテル 広島市中区三川町10-1
広島県 ホテルリブマックス広島⾈⼊町リバーサイド 広島市中区⾈⼊町4-13
広島県 ホテルプロモート広島 広島市中区⼩網町4-3
広島県 ホテルフレックス 広島市中区上幟町7-1
広島県 広島ワシントンホテル 広島市中区新天地2-7
広島県 ホテルリブマックス広島平和公園前 広島市中区⼤⼿町2-10-23
広島県 パークサイドホテル広島平和公園前 広島市中区⼤⼿町2-6-24
広島県 ザ・ノット・広島(THE KNOT HIROSHIMA) 広島市中区⼤⼿町3-1-1
広島県 相鉄グランドフレッサ広島 広島市中区⼤⼿町3-3-1
広島県 ホテル呉⽵荘広島⼤⼿町 広島市中区⼤⼿町3-7-3
広島県 広島リッチホテル並⽊通り 広島市中区中町2-9
広島県 ホテル法華クラブ広島 広島市中区中町7-7
広島県 三井ガーデンホテル広島 広島市中区中町9-12
広島県 ホテルインターゲート広島 広島市中区鉄砲町5-16
広島県 アーバイン広島セントラル 広島市中区鉄砲町5-20
広島県 ホテルビスタ広島 広島市中区鉄砲町6-15
広島県 スーパーホテル広島天然温泉・薬研堀通り 広島市中区⽥中町2-28
広島県 オリエンタルホテル広島 広島市中区⽥中町6-10
広島県 KKRホテル広島 広島市中区東⽩島町19-65
広島県 カンデオホテルズ広島⼋丁堀 広島市中区⼋丁堀14-1
広島県 ひろしま国際ホテル 広島市中区⽴町3-13
広島県 ネストホテル広島⼋丁堀 広島市中区幟町13-12
広島県 チサンホテル広島 広島市中区幟町14-7
広島県 ホテル広島ガーデンパレス 広島市東区光町1-15
広島県 アーバイン広島エグゼクティブ 広島市東区若草町16-13
広島県 ダイワロイネットホテル広島駅前 広島市東区⼆葉の⾥3-5-7
広島県 アパホテル広島駅前⼤橋 広島市南区京橋町2-25
広島県 アパホテル広島駅前 広島市南区松原町10-11
広島県 アークホテル広島駅南 広島市南区⻄荒神町1-45
広島県 ホテルニューヒロデン 広島市南区⼤須賀町14-9
広島県 ホテルセンチュリー21広島 広島市南区的場町1-1-25
⾹川県 ロイヤルパークホテル⾼松 ⾼松市⽡町1-3-11
⾹川県 リーガホテルゼスト⾼松 ⾼松市古新町9-1
⾹川県 チサンイン⾼松 ⾼松市福⽥町11-1
⾹川県 ⾼松東急REIホテル ⾼松市兵庫町9-9
福岡県 平和台ホテル荒⼾ 福岡市中央区荒⼾1-5-27
福岡県 平和台ホテル5 福岡市中央区今川1-4-2
福岡県 ホテルイルパラッツォ 福岡市中央区春吉3-13-1
福岡県 5TH HOTEL EAST 福岡市中央区春吉3-14-36
福岡県 5TH HOTEL WEST 福岡市中央区春吉3-14-36
福岡県 コートホテル福岡天神 福岡市中央区春吉3-21-10
福岡県 東急ステイ福岡天神 福岡市中央区春吉3-21-24
福岡県 ホテルWBF福岡天神南 福岡市中央区春吉3-23-31
福岡県 アパホテル福岡渡辺通 福岡市中央区清川1-10-1
福岡県 ホテルリブマックス福岡天神 福岡市中央区清川1-12-17
福岡県 ベニキアカルトンホテル福岡天神 福岡市中央区清川1-14-15
福岡県 博多サンライトホテル檜乃扇 福岡市中央区清川2-6-23
福岡県 平和台ホテル 本館 福岡市中央区⼤⼿⾨1-3-26
福岡県 平和台ホテル⼤⼿⾨ 福岡市中央区⼤⼿⾨1-5-4
福岡県 ホテルリブマックス福岡天神WEST 福岡市中央区⼤名2-11-23
福岡県 ⻄鉄グランドホテル 福岡市中央区⼤名2-6-60
福岡県 ヴァリエホテル天神 福岡市中央区⼤名2-8-12
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提携対象ホテル⼀覧 提携対象ホテルのインルームスパ®･ にてご利⽤いただけます。
都道府県 ホテル名 アクセス
福岡県 ホテルモントレラ・スール福岡 福岡市中央区⼤名2-8-27
福岡県 博多グリーンホテル天神店 福岡市中央区⼤名2-9-11
福岡県 ヒルトン福岡シーホーク 福岡市中央区地⾏浜2-2-3
福岡県 ソラリア⻄鉄ホテル福岡 福岡市中央区天神2-2-43
福岡県 アークホテルロイヤル福岡天神 福岡市中央区天神3-13-20
福岡県 クインテッサホテル福岡天神 福岡市中央区天神3-2-10
福岡県 ホテルアセント福岡 福岡市中央区天神3-3-14
福岡県 福岡ガーデンパレス 福岡市中央区天神4-8-15
福岡県 ホテルモントレ福岡 福岡市中央区渡辺通3-4-13
福岡県 ホテルモンテエルマーナ福岡 福岡市中央区渡辺通3-4-24
福岡県 ⻄鉄イン天神 福岡市中央区渡辺通4-7-1
福岡県 リッチモンドホテル福岡天神 福岡市中央区渡辺通4-8-25
福岡県 HOTEL CASVI TENJIN ホテルキャスヴィ テンジン 福岡市中央区渡辺通5-20-6
福岡県 平和台ホテル天神 福岡市中央区舞鶴1-5-6
福岡県 KKRホテル博多 福岡市中央区薬院4-21-1
福岡県 福岡リーセントホテル 福岡市東区箱崎2-52-1
福岡県 ダイワロイネットホテル博多祇園 福岡市博多区祇園町1-24
福岡県 スカイハートホテル博多 福岡市博多区祇園町4-73
福岡県 エフピーホテルズ福岡博多キャナルシティ前 福岡市博多区祇園町6-22
福岡県 キャナルシティ・福岡ワシントンホテル 福岡市博多区住吉1-2-20
福岡県 ホテル法華クラブ福岡 福岡市博多区住吉3-1-90
福岡県 アメニティホテル in 博多 福岡市博多区上川端町14-25
福岡県 アールイン博多 福岡市博多区上川端町3-6
福岡県 ホテルエクレール博多 福岡市博多区須崎町1-1
福岡県 ホテルグランビュー福岡空港 福岡市博多区⼤井2-10-6
福岡県 博多マリンホテル 福岡市博多区築港本町4-16
福岡県 THE HOTELS HAKATA KASANE BAYSIDE 福岡市博多区築港本町4-16
福岡県 ホテルWBF福岡中洲 福岡市博多区中洲3-6-19
福岡県 ホテルリブマックス博多中洲 福岡市博多区中洲5-4-21
福岡県 デュークスホテル中洲 福岡市博多区中洲中島町1-1
福岡県 マリンホテル新館 福岡市博多区奈良屋町10-21
福岡県 ルートイン博多駅前 福岡市博多区博多駅前1-1-20
福岡県 ⻄鉄ホテルクルーム博多 福岡市博多区博多駅前1-17-6
福岡県 博多東急REIホテル 福岡市博多区博多駅前1-2-23
福岡県 ネストホテル博多駅前 福岡市博多区博多駅前2-11-27
福岡県 エスペリアホテル博多 福岡市博多区博多駅前2-11-4
福岡県 ホテル⽇航福岡 福岡市博多区博多駅前2-18-25
福岡県 JR九州ホテルブラッサム博多中央 福岡市博多区博多駅前2-2-11
福岡県 デュークスホテル博多 福岡市博多区博多駅前2-3-9
福岡県 ホテルリブマックス博多駅前 福岡市博多区博多駅前2-7-9
福岡県 ザ・ブラッサム博多プレミア 福岡市博多区博多駅前2-8-12
福岡県 ホテルウィングインターナショナルセレクト 博多駅前 福岡市博多区博多駅前3-22-15
福岡県 コートホテル博多駅前 福岡市博多区博多駅前3-30-25
福岡県 サットンホテル博多シティ 福岡市博多区博多駅前3-4-8
福岡県 アパホテル博多駅前 福岡市博多区博多駅前4-10-15
福岡県 静鉄ホテルプレジオ博多駅前 福岡市博多区博多駅前4-17-6
福岡県 ⼋百治博多ホテル 福岡市博多区博多駅前4-9-2
福岡県 博多グリーンホテル2号館 福岡市博多区博多駅中央街3-11
福岡県 オリエンタルホテル福岡 博多ステーション 福岡市博多区博多駅中央街4-23
福岡県 博多グリーンホテルアネックス 福岡市博多区博多駅中央街4-32
福岡県 博多グリーンホテル1号館 福岡市博多区博多駅中央街4-4
福岡県 ホテルセンチュリーアート 福岡市博多区博多駅中央街5-15
福岡県 ホテルウィングインターナショナルセレクト 博多新幹線⼝ 福岡市博多区博多駅東1-17-17
福岡県 都ホテル博多 福岡市博多区博多駅東2-1-1
福岡県 JR九州ホテルブラッサム福岡 福岡市博多区博多駅東2-2-4
福岡県 センチュリオンホテル CEN 福岡博多 福岡市博多区博多駅東2-9-29
福岡県 東急ステイ博多 福岡市博多区博多駅南1-11-11
福岡県 ホテルWBFグランデ博多 福岡市博多区博多駅南2-2-5
福岡県 ルートイン博多駅南 福岡市博多区博多駅南2-8-19
福岡県 ホテルリブマックス博多駅南 福岡市博多区博多駅南3-7-32
福岡県 ホテルルートイン北九州若松駅東 北九州市若松区本町3-6-6
福岡県 ダイワロイネットホテル⼩倉駅前 北九州市⼩倉北区⿂町1-5-14
福岡県 スーパーホテル⼩倉駅南⼝ 北九州市⼩倉北区京町1-6-34
福岡県 ホテルリブマックス⼩倉駅前 北九州市⼩倉北区京町2-3-2
福岡県 ホテルリリーフ⼩倉駅前 北九州市⼩倉北区京町3-6-1
福岡県 ホテル１２３⼩倉 北九州市⼩倉北区古船場町1-1
福岡県 JR九州ステーションホテル⼩倉 北九州市⼩倉北区浅野1-1-1
福岡県 ビジネスYANAGI 北九州市⼩倉北区浅野2-12-33
福岡県 ユタカホテル 北九州市⼩倉北区浅野2-13-22
福岡県 アパホテル⼩倉駅新幹線⼝ 北九州市⼩倉北区浅野2-13-22
福岡県 アパホテル⼩倉駅前 北九州市⼩倉北区浅野2-14-65
福岡県 ⼩倉ベイホテル第⼀ 北九州市⼩倉北区浅野2-17-31
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提携対象ホテル⼀覧 提携対象ホテルのインルームスパ®･ にてご利⽤いただけます。
都道府県 ホテル名 アクセス
福岡県 あさのホテル 北九州市⼩倉北区浅野2-9-6
福岡県 ⼩倉リーセントホテル 北九州市⼩倉北区⼤⾨1-1-17
福岡県 アーバンホテルかじまち 北九州市⼩倉北区鍛冶町1-5-13
福岡県 ホテルクラウンパレス⼩倉 北九州市⼩倉北区⾺借1-2-1
福岡県 ⻄鉄イン⿊崎 北九州市⼋幡⻄区⿊崎3-15-3
福岡県 ホテルクラウンパレス北九州 北九州市⼋幡⻄区東曲⾥3-1
福岡県 プレミアホテル⾨司港 北九州市⾨司区港町9-11
福岡県 ホテルルートイン⾨司港 北九州市⾨司区⻄海岸2-11-2
⻑崎県 ホテルオークラJRハウステンボス 佐世保市ハウステンボス町10
⻑崎県 ウォーターマークホテル⻑崎 佐世保市ハウステンボス町7-9
⻑崎県 ⻄海橋コラソンホテル 佐世保市針尾東町2523-1
⻑崎県 ホテル ローレライ 佐世保市南⾵崎町449
⻑崎県 アパホテル⻑崎駅南 ⻑崎市元船町9-2
⻑崎県 ホテルニュータンダ ⻑崎市常盤町2-24
⻑崎県 ⻑崎にっしょうかん ⻑崎市⻄坂町20-1
⻑崎県 アパホテル⻑崎駅前 ⻑崎市⼤⿊町2-1
⻑崎県 JR九州ホテル⻑崎 ⻑崎市尾上町1-1
⻑崎県 にっしょうかん 新館 松梅鶴 ⻑崎市浜平2-14-1
⻑崎県 にっしょうかん 別邸 紅葉亭 ⻑崎市⽴⼭5-13-65
熊本県 ホテルルートイン熊本駅前 熊本市⻄区春⽇1-14-19
熊本県 アパホテル熊本交通センター南 熊本市中央区⼭崎町31-3
熊本県 熊本東急REIホテル 熊本市中央区新市街7-25
熊本県 ネストホテル熊本 熊本市中央区⾟島町4-39
熊本県 ホテル熊本テルサ 熊本市中央区⽔前寺公園28-51
熊本県 ホテルメルパルク熊本 熊本市中央区⽔道町14-1
熊本県 チサンイン熊本御幸笛⽥ 熊本市南区御幸笛⽥2-16-1

⿅児島県 セントイン2番館 ⿅児島市呉服町1-20
⿅児島県 アイホテル ⿅児島市呉服町1-3
⿅児島県 ホテルセントコスモ ⿅児島市⼭之⼝町2-7
⿅児島県 サンデイズイン⿅児島 ⿅児島市⼭之⼝町9-8
⿅児島県 ホテルリブマックス⿅児島 ⿅児島市⼩川町15-1
⿅児島県 セントイン⿅児島 ⿅児島市照国町12-18
⿅児島県 ホテルタイセイ ⿅児島市⻄⽥1-4-23
⿅児島県 アパホテル⿅児島中央駅前 ⿅児島市⻄⽥2-21-22
⿅児島県 アパホテル⿅児島天⽂館 ⿅児島市千⽇町13-23
⿅児島県 ホテルニューニシノ ⿅児島市千⽇町13-24
⿅児島県 リッチモンドホテル⿅児島天⽂館 ⿅児島市千⽇町14-28
⿅児島県 ⿅児島東急REIホテル ⿅児島市中央町5-1
⿅児島県 HOTEL&RESIDENCE南洲館 ⿅児島市東千⽯町19-17
⿅児島県 ホテルアービック⿅児島 ⿅児島市武1-3-1
沖縄県 アートホテル⽯垣島 ⽯垣市⼤川559
沖縄県 アパホテル⽯垣島 ⽯垣市⼋島町1-2-3
沖縄県 レクー沖縄北⾕スパ＆リゾート 中頭郡北⾕町美浜34-2
沖縄県 Araha Resort Arapana 中頭郡北⾕町北⾕2-16-7
沖縄県 ホテルストーク那覇新都⼼ 那覇市おもろまち2-6-40
沖縄県 ホテル法華クラブ那覇・新都⼼ 那覇市おもろまち4-3-8
沖縄県 アルモントホテル那覇おもろまち（旧：ホテル法華クラブ那覇・新都⼼） 那覇市おもろまち4-3-8
沖縄県 那覇東急REIホテル 那覇市旭町116-37
沖縄県 リーガロイヤルグラン沖縄 那覇市旭町1-9
沖縄県 ホテルオーシャン 那覇市安⾥2-4-8
沖縄県 HOTEL AZAT 那覇市安⾥2-8-8
沖縄県 ホテルグレイスリー那覇 那覇市沖縄県那覇市松尾1-3-6
沖縄県 レッドプラネット那覇 沖縄 那覇市沖縄県那覇市前島3-1-4
沖縄県 ホテルリブマックス那覇 那覇市久⽶2-2-7
沖縄県 ⻄鉄リゾートイン那覇 那覇市久⽶2-3-13
沖縄県 リッチモンドホテル那覇久茂地 那覇市久茂地2-23-12
沖縄県 ホテル パークスタジアム那覇 那覇市⼭下町10-2
沖縄県 ダブルツリーbyヒルトン那覇⾸⾥城 那覇市⾸⾥⼭川町1-132-1
沖縄県 ホテルランタナ那覇松⼭ 那覇市松⼭1-13-20
沖縄県 アパホテル那覇 那覇市松⼭1-4-16
沖縄県 ホテルリブマックス那覇松⼭ 那覇市松⼭2-12-6
沖縄県 ノボテル沖縄那覇 那覇市松川40
沖縄県 ホテルコレクティブ 那覇市松尾2-5-7
沖縄県 ホテルランタナ那覇国際通り 那覇市松尾2-8-1
沖縄県 コスモスおもろまちステーション 那覇市真嘉⽐1-10-1
沖縄県 ネストホテル那覇 那覇市⻄1-6-1
沖縄県 ティサージホテル那覇 那覇市⻄2-14
沖縄県 ホテルグランティア那覇 那覇市⻄2-25-12
沖縄県 ホテルグランビュー沖縄 那覇市⾚嶺2-3-2
沖縄県 ルートイン那覇旭橋駅東 那覇市泉崎1-19-12
沖縄県 ルートイン那覇泊港 那覇市前島2-12-5
沖縄県 ホテルリブマックス那覇泊港 那覇市前島2-23-12
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提携対象ホテル⼀覧 提携対象ホテルのインルームスパ®･ にてご利⽤いただけます。
都道府県 ホテル名 アクセス
沖縄県 ホテルアクアチッタナハ by WBF 那覇市前島3-2-20
沖縄県 ホテル アンテルーム 那覇 那覇市前島3-27-11
沖縄県 RYUKA HOTEL NAHA （リュウカホテル那覇） 那覇市那覇市松川300-2
沖縄県 ホテルグランビューガーデン沖縄 那覇市豊⾒城市豊崎3-82
沖縄県 沖縄第⼀ホテル 那覇市牧志1-1-12
沖縄県 ホテル ストレータ 那覇 那覇市牧志1-19-8
沖縄県 ホテルWBFアートステイ那覇 那覇市牧志1-3-43
沖縄県 ハイアットリージェンシー那覇 那覇市牧志3-6-20
沖縄県 東急ステイ沖縄那覇 那覇市壺川3-2-1
沖縄県 メルキュールホテル沖縄那覇 那覇市壺川3-3-19
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