【再発見エリア】宿泊施設一覧 （宿泊施設にて直接予約可能な施設一覧）
※販売期間は施設により異なります。各施設へお問い合わせをお願いいたします。
【川崎地域】 （川崎市）
地区名
施設名
川崎
ホテルメトロポリタン川崎
川崎
ホテルノアノア
川崎
スカイハートホテル川崎
川崎
京急EXイン京急川崎駅前
川崎
川崎ホテルパーク
川崎
ホテル精養軒
川崎
有馬療養温泉旅館
川崎
slash kawasaki
川崎
ホテルリブマックスBUDGET川崎駅前
川崎
みんなの民泊 川崎新百合ヶ丘
川崎
スーパーホテルPremier武蔵小杉駅前
川崎
ホテル縁道
川崎
川崎日航ホテル
川崎
JR東日本ホテルメッツ川崎
川崎
JR東日本ホテルメッツ溝ノ口
川崎
川崎国際交流センターホテル
川崎
ホテルモリノ新百合丘
川崎
天然温泉 扇浜の湯 ドーミーイン川崎
川崎
川崎第一ホテル武蔵新城
川崎
川崎第一ホテル溝ノ口
川崎
川崎グリーンプラザホテル
川崎
フレックステイイン川崎貝塚
川崎
フレックステイイン多摩川
川崎
フレックステイイン川崎小川町
【横須賀・三浦地域】 （逗子市、葉山町、横須賀市、三浦市）
地区名
施設名
逗子市
小坪海岸凛花
ＫＫＲ逗子松汀園（国家公務員共済組合連合会逗子保養所）
逗子市
逗子市
MALIBU HOTEL
葉山町
葉山保養所 相洋閣
葉山町
The Bath & Bed Hayama
葉山町
四季倶楽部プレーゴ葉山
葉山町
平野邸Hayama
横須賀市 観音崎京急ホテル
横須賀市 佐島マリーナホテル
横須賀市 京急EXイン横須賀リサーチパーク
横須賀市 メルキュールホテル横須賀
横須賀市 ホテルニューヨコスカ
横須賀市 ホテル横須賀
横須賀市 ホテルニューポートヨコスカ
横須賀市 セントラルパークアパートメントホテル
横須賀市 磯料理・旅館やまに
横須賀市 湘南リリーフ
三浦市
三浦 海の学校/オーシャンヴィレッジ三浦
三浦市
ペットと泊まる宿 CARO FORESTA 三浦海岸 ARENA
三浦市
民宿グリーンハウス
三浦市
CARO FORESTA 城ヶ島遊ヶ崎 BASE
三浦市
城ヶ島さんご荘
三浦市
味な宿 静観荘
三浦市
民宿でぐち荘
三浦市
マホロバ・マインズ三浦
三浦市
民宿はら
三浦市
三崎館本店
三浦市
pen宿ひこや
三浦市
三崎船員保険保養所
三浦市
BEACHEND VILLA BLU
三浦市
ホテル京急油壺観潮荘

URL （※URLがない場合は、電話番号）
https://kawasaki.metropolitan.jp/
https://www.noa2.com
https://www.sky-hotel.jp/kawasaki/
https://www.keikyu-exinn.co.jp/hotel/kawasaki/
https://www.k-hotelpark.jp/
https://www.seiyoken.com
http://www.arimaonsen.jp
https://www.slashhotels.com/
https://www.hotel-livemax.com/kanagawa/kawasakist/
なし(個人携帯のみ）
https://www.superhotel.co.jp/s_hotels/musashikosugi/?_ga=2.264759439.1628677449.1635994528-2052283591.1602309892

https://en-michi.jp/
https://www.kawasaki-nikko-hotel.com/
https://www.hotelmets.jp/kawasaki/
https://www.hotelmets.jp/mizonokuchi/
http://www.k-kokusai.com
https://www.hotelmolino.co.jp/
https://www.hotespa.net/hotels/kawasaki/
https://k-dhs.com/
https://k-dh.co.jp/
http://www.greenplazahotel.co.jp/
https://www.mystays.com/hotel-flexstay-inn-kawasaki-kaizuka-kanagawa/
https://www.mystays.com/hotel-flexstay-inn-tamagawa-kanagawa/
https://www.mystays.com/hotel-flexstay-inn-kawasaki-ogawacho-kanagawa/

URL （※URLがない場合は、電話番号）
http://kotubo-linca.com/
http://kkrzushi.jp/
https://www.riviera.co.jp/malibuhotel/
https://www.shigakukyosai.jp/yado/search/ichiran/hayama/index.html
https://bathandbedhayama.com/
http://www.shikiresorts.com/
https://hiranoteihayama.com/
https://www.kannon-kqh.co.jp/
https://hpdsp.jp/sajima-hotel-south-of-hayama/
https://www.keikyu-exinn.co.jp/hotel/yokosuka-yrp/
https://mercureyokosuka.jp/
https://www.hotelnewyokosuka.co.jp/hotel_newyokosuka/
https://www.hotelnewyokosuka.co.jp/hotel_yokosuka/
https://www.hotelnewyokosuka.co.jp/hotelnewportyokosuka/
https://cpa-yokosuka.com
http://yamani-inn.com
https://shonan-relief.jp
https://ocean-academy.net/miura/
https://caro-foresta.com/arena/
http://www4.plala.or.jp/green_house/
https://caro-foresta.com/base/
http://park7.wakwak.com/~sango-so/
https://ajinayado.JP
https://deguchisou.sakura.ne.jp/
https://www.maholova-minds.com/
http://minsyuku-hara.jp/
https://www.misakikan.com/
https://www.hikoya.com/
http://www.sempos.or.jp/misaki
https://villa-blu.jp
https://www.misakikanko.co.jp/aburatsubo/

【県央地域】 （相模原市、愛川町、清川村、厚木市、座間市、大和市、海老名市、綾瀬市）
地区名
施設名
URL （※URLがない場合は、電話番号）
相模原市 橋本パークホテル
http://www.hashimoto-park.co.jp
相模原市 ホテルウィングインターナショナル相模原
https://www.hotelwing.co.jp/sagamihara/
相模原市 PICAさがみ湖
https://www.pica-resort.jp/sagamiko/
相模原市 アパホテル＜相模原 古淵駅前＞
https://www.apahotel.com/hotel/syutoken/kanagawa/sagamihara_kobuchi-ekimae/
相模原市 Oshima
なし(個人携帯のみ）
相模原市 ホテルクラウンヒルズ相模原
https://breezbay-group.com/hch-sagamihara/index.html
相模原市 ホテルルートイン相模原
https://www.route-inn.co.jp/hotel_list/kanagawa/index_hotel_id_568/
相模原市 ホテルリブマックスBUDGET相模原
https://www.hotel-livemax.com/kanagawa/sagamihara/
相模原市 ホテルリブマックス南橋本駅前
https://www.hotel-livemax.com/kanagawa/minamihashimotost/
相模原市 小田急ホテルセンチュリー相模大野
https://www.odakyu-hotel.co.jp/century-ono
相模原市 アパホテル〈相模原橋本駅前〉
https://www.apahotel.com/hotel/syutoken/kanagawa/sagamihara-hashimoto/
相模原市 ホテルリブマックス相模原駅前
https://www.hotel-livemax.com/kanagawa/sagamiharast/
相模原市 日相園
https://nissoen.com/
清川村
宮ヶ瀬Resort旅館みはる
http://miyagase-miharu.com/
厚木市
七沢荘
https://www.nanasawasou.jp/
厚木市
レンブラントホテル厚木
https://rembrandt-group.com/atsugi
厚木市
ＨＯＴＥＬ ＴＯＨＫＡＩ
http://www.hoteltohkai.co.jp/
厚木市
厚木アーバンホテル
https://www.auhf.co.jp
厚木市
元湯玉川館
http://www.tamagawakan.co.jp
厚木市
地の食材と四季の味 七沢温泉 盛楽苑
https://nanasawa-seirakuen.com/
厚木市
中屋旅館
www.nakayaryokan.com
厚木市
PARK IN HOTEL ATSUGI
https://www.parkinn-atsugi.jp/access/
厚木市
東横INN本厚木駅南口
https://www.toyoko-inn.com/search/detail/00248
厚木市
厚木飯山温泉 元湯旅館
https://www.motoyu.co.jp/
厚木市
ホテルビスタ厚木
https://atsugi.hotel-vista.jp/ja
厚木市
小田急ステーションホテル本厚木
https://www.odakyu-hotel.co.jp/atsugi-hotel
厚木市
福元館
http://fukumotokan.jp/

厚木市
大和市
海老名市
海老名市
海老名市
海老名市

スマイルホテル厚木
ホテル現代楽園 大和店
レンブラントホテル海老名
ホテルビスタ海老名
東横INN海老名駅東口
ホテルルートイン海老名駅前

https://smile-hotels.com/hotels/show/atsugi
https://gendairakuen.com/yamato/
https://rembrandt-group.com/ebina
https://ebina.hotel-vista.jp/ja
https://www.toyoko-inn.com/search/detail/00302/
https://www.route-inn.co.jp/hotel_list/kanagawa/index_hotel_id_631/

【湘南地域】 （秦野市、伊勢原市、寒川町、藤沢市、茅ヶ崎市、平塚市、大磯町、二宮町）
地区名
施設名
URL （※URLがない場合は、電話番号）
秦野市
はだの湯河原温泉 万葉の湯
https://www.manyo.co.jp/hadano/
秦野市
鶴巻温泉 元湯陣屋
https://www.jinya-inn.com/index.php/topic/home_ja
秦野市
大和旅館
http://www.yamato-ryokan.com
秦野市
グランドホテル神奈中・秦野
http://www.grandhotel-kanachu.co.jp/hadano/
伊勢原市 山荘なぎさ
https://www.sansou-nagisa.net
伊勢原市 ねぎし旅館
0463-95-2254
伊勢原市 古宮旅館
https://tofu-komiya.com
伊勢原市 旅館あさだ
http://www5c.biglobe.ne.jp/~asada/
伊勢原市 旅館目黒
0463-94-4866
伊勢原市 旅館かすみ荘
0463-95-2050
伊勢原市 下神崎荘
0463-95-2071
伊勢原市 ホテルルートイン伊勢原大山インター -国道246号https://www.route-inn.co.jp/hotel_list/kanagawa/index_hotel_id_628/
伊勢原市 東學坊
www.tougakubou.com
伊勢原市 大滝荘たけだ旅館
https://oodakiso-takeda.com/
伊勢原市 アパホテル〈伊勢原駅前〉
https://www.apahotel.com/hotel/syutoken/kanagawa/isehara-ekimae/
藤沢市
珊瑚 片瀬（Sango Katase Guest Rooms)
https://www.sangokatase.com
藤沢市
8HOTEL FUJISAWA
https://8hotel.jp/
藤沢市
Enoshima Apartment Hotel
https://dime-kamakura.com
藤沢市
ホテルウィングインターナショナル湘南藤沢
https://www.hotelwing.co.jp/shonan-fujisawa/
藤沢市
東横イン湘南鎌倉藤沢駅北口
0466-53-1045
藤沢市
PLAZA annex
https://www.plaza-annex.com
藤沢市
KKR江ノ島ニュー向洋
https://www.kkrenosima.com/
藤沢市
スマイルホテル湘南藤沢
https://smile-hotels.com/hotels/show/shonanfujisawa
藤沢市
岩本楼本館
http://www.iwamotoro.co.jp
藤沢市
スーパーホテル湘南・藤沢駅南口
https://www.superhotel.co.jp/s_hotels/fujisawa/
藤沢市
恵比寿屋
https://ebisuyaryokan.jp/
茅ヶ崎市 8HOTEL CHIGASAKI
https://chigasaki.8hotel.jp/
茅ヶ崎市 東横INN湘南茅ヶ崎駅北口
https://www.toyoko-inn.com/search/detail/00198/
平塚市
ホテルリブマックス平塚駅前
https://www.hotel-livemax.com/kanagawa/hiratsukast/
平塚市
東横イン湘南平塚駅北口Ⅱ
https://www.toyoko-inn.com/
平塚市
東横イン湘南平塚駅北口Ⅰ
https://www.toyoko-inn.com/
平塚市
3S HOTEL HIRATSUKA
https://hiratsuka.3shotel.jp/
平塚市
やまいち旅館
http://www.yamaichi-shonan.co.jp
平塚市
グランドホテル神奈中 平塚
https://www.grandhotel-kanachu.co.jp/hiratsuka/index.html
大磯町
EPINARD
0463-73-0948
大磯町
airbnb Oiso parents house
なし(個人携帯のみ）
大磯町
大磯プリンスホテル
https://www.princehotels.co.jp/oiso/
【西湘地域】 （山北町、松田町、開成町、大井町、中井町、小田原市、南足柄市、湯河原町、真鶴町）
地区名
施設名
URL （※URLがない場合は、電話番号）
山北町
魚山亭やまぶき
http://www.gyozantei-yamabuki.com/
山北町
西丹沢 大滝キャンプ場
http://ootakicampsite.com/
山北町
丹沢湖ロッヂ
http://www.navida.ne.jp/snavi/4415_3.html
山北町
西丹沢 箒沢荘
http://www15.plala.or.jp/santachi/
山北町
かくれ湯の里 信玄館
https://www.shingenkan.co.jp
山北町
丹沢ホテル時之栖
https://www.tokinosumika.com/tanzawa/
山北町
落合館
http://www.ochiaikan.net
開成町
ホテルとざんコンフォート開成（ホテル開成）
http://www.hakonetozan-totalservice.jp/service/hotel.html
小田原市 天成園小田原駅別館
https://odawara.tenseien.co.jp/
小田原市 ヒルトン小田原リゾート＆スパ
https://odawara.hiltonjapan.co.jp/
小田原市 東横INN小田原駅東口
0465-23-7045
小田原市 ホテルとざんコンフォート小田原
http://www.hakonetozan-totalservice.jp/service/hotel.html
南足柄市 モダン湯治おんりーゆー
http://www.ashigara-only-you.com/
南足柄市 ホテルとざんコンフォート大雄山
http://www.hakonetozan-totalservice.jp/service/hotel.html
湯河原町 エクシブ湯河原離宮
https://xiv.jp/yugawara/
湯河原町 おんやど恵
http://www.onyadomegumi.co.jp/
湯河原町 ひばり荘
0465-62-3375
湯河原町 湯河原温泉ふる里の風旅館栞
https://shiori-yugawara.com/
湯河原町 ホテルあかね
http://hotel-akane.com
湯河原町 山翠楼 SANSUIROU
https://sansuirou.co.jp/
湯河原町 温泉やどうおき
http://www.uoki.jp/
湯河原町 湯河原 千代田荘
https://chiyoda-sou.com/
湯河原町 BOSCAGEkariya
https://www.boscage.jp/
湯河原町 旅館 魚判
https://www.uohan.net
湯河原町 海石榴 つばき
https://www.tubaki.net/
湯河原町 ペンションはな
https://www.hana2009.com/
湯河原町 旅館グリーン荘
https://www.yugawara-green.com/
湯河原町 湯河原温泉ちとせ
http://www.yugawara-chitose.jp/
湯河原町 お宿 ながお
http://yado-nagao.jp/
湯河原町 石葉
https://www.sekiyou.com/
湯河原町 おやど瑞月
http://www.zuigetsu.com
湯河原町 コレドール湯河原 Dog＆Resort
https://corredor-y.jp/
湯河原町 Villa Magnolia
https://www.ikyu.com/vacation/00050928/
湯河原町 大滝ホテル
https://www.ootaki-hotel.com
湯河原町 温泉旅館水月
https://www.ryokansuigetsu.com
湯河原町 アポロ荘
http://apolosou.com/
湯河原町 三輪湯河原
https://miwayugawara.jp/
湯河原町 ラ・クラッセ・ドゥ・シェネガ
https://yugawara-classe.jp/
湯河原町 奥湯河原 結唯
https://okuyugawara.jp/
https://www.itoenhotel.com/shikisai/?_ga=2.120979328.909384955.1635486086-1311769521.1612142479
湯河原町 株式会社伊東園ホテルズ/湯河原ホテル四季彩
湯河原町 伊豆屋旅館
https://www.izuyaryokan.site
湯河原町 日本私立学校振興・共済事業団 湯河原宿泊所 敷島館 https://www.shigakukyosai.jp/yado/search/ichiran/yugawara/index.html
湯河原町 ふきや旅館
https://www.yugawarafukiya.com/
湯河原町 うおしづ
https://uoshizu.com/

湯河原町
湯河原町
湯河原町
湯河原町
湯河原町
湯河原町
湯河原町
湯河原町
湯河原町
湯河原町
湯河原町
湯河原町
湯河原町
湯河原町
湯河原町
真鶴町
真鶴町
真鶴町
真鶴町
真鶴町

ペンション マンダリンハウス
湯河原リトリート ご縁の杜
伊藤屋
フォレストリゾート ホテル城山
フォレストリゾート ゆがわら水の香里
フォレストリゾート ゆがわら万葉荘
フォレストリゾート 湯の里杉菜
フォレストリゾート 湯もと小町館
旅館天作
湯河原 富士屋旅館
ペンション ボンファム
温泉旅館岩亀荘
旅館まんりょう
源泉 上野屋
旅館 なわ井
入船旅館
Manazuru真凛ホテル
展望の宿 峰
Trip7 真鶴潮騒新館
旅館 磯風荘

http://www.mandarinhouse.net/
http://goennomori.jp
https://www.itouya-net.jp/
https://www.hotel-shiroyama.com/
https://www.mizunokaori.com/
http://www.manyoso.com/
https://www.yunosato-sugina.com/
https://www.komachikan.com/
0465-62-3147
https://fujiyaryokan.jp/
http://hotel-bf.com/
https://iwakiso.com/
https://www.ryokanmanryou.com
https://www.uenoya-net.jp/
https://hpdsp.jp/ryokannawai/
0465-68-2181
http://manazuru-marin.com/
http://manazuru-mine.sakura.ne.jp/
http://lgdhome.com/manazuru.html
http://shintoku.info/iso/

