
14振興局　全521件

所在エリア 所在地 施設名 住所

1 石狩振興局 石狩郡新篠津村 しんしのつ温泉　たっぷの湯 石狩郡新篠津村第45線北２番地

2 石狩振興局 石狩郡当別町 ふとみ銘泉万葉の湯 石狩郡当別町太美町1695-67

3 石狩振興局 石狩市 味の宿　浜の家 石狩市浜益区浜益６８番地２

4 石狩振興局 石狩市 ザ・吉岡 石狩市親船町２４－２

5 石狩振興局 石狩市 戸田旅館 石狩市厚田区厚田５

6 石狩振興局 石狩市 民宿レストラン海幸 石狩市浜益区浜益629-2

7 石狩振興局 石狩市 民宿日本海 石狩市浜益区川下70番地4

8 石狩振興局 江別市 ペンション優 江別市西野幌１１３番地１

9 石狩振興局 江別市 ホテル　リボーン野幌 江別市東野幌本町６－４３　ＪＲ野幌駅南口

10 石狩振興局 小樽市 株式会社　温泉宏楽園 小樽市新光５丁目２３番１号

11 石狩振興局 北広島市 札幌北広島クラッセホテル 北広島市中の沢３１６－１

12 石狩振興局 北広島市 株式会社竹山高原ホテル 北広島市富ヶ岡８９６－５

13 石狩振興局 札幌市 ANAクラウンプラザホテル札幌 札幌市中央区北3条西1丁目2番地9

14 石狩振興局 札幌市 ANAホリデイ・イン札幌すすきの 札幌市中央区南5条西3丁目7

15 石狩振興局 札幌市 GRIDS　SAPPORO 札幌市中央区南３条西５丁目３２

16 石狩振興局 札幌市 HOTEL POTMUM 札幌市白石区菊水1条1丁目3-17

17 石狩振興局 札幌市 JRタワーホテル日航札幌 札幌市中央区北５条西２丁目５番地

18 石狩振興局 札幌市 THE　STAY　SAPPORO 札幌市中央区南５条西９丁目１００８－１０

19 石狩振興局 札幌市 アパホテル（ＴＫＰ札幌駅前） 札幌市中央区北2条西2-19　TKP札幌ビル６階

20 石狩振興局 札幌市 アパホテル（ＴＫＰ札幌駅北口）EXCELLENT 札幌市北区北１０条西３丁目７番地

21 石狩振興局 札幌市 クロスホテル札幌 札幌市中央区北2条西2丁目23番地

22 石狩振興局 札幌市 京王プラザホテル札幌 札幌市中央区北５条西７丁目２－１

23 石狩振興局 札幌市 琴似バックパッカーズ 札幌市西区琴似１条5丁目4-18細川ビル２階

24 石狩振興局 札幌市 札幌エクセルホテル東急 札幌市中央区南８条西５丁目４２０番地

25 石狩振興局 札幌市 札幌グランドホテル 札幌市中央区北１条西４丁目２番地

26 石狩振興局 札幌市 札幌サンプラザ 札幌市北区北24条西５丁目１－１

27 石狩振興局 札幌市 札幌東急ＲＥＩホテル 札幌市中央区南４条西５丁目１番地

28 石狩振興局 札幌市 札幌パークホテル 札幌市中央区南10条西3丁目1-1

29 石狩振興局 札幌市 札幌ビューホテル大通公園 札幌市中央区大通西８丁目１番地

30 石狩振興局 札幌市 札幌プリンスホテル 札幌市中央区南2条西11丁目

31 石狩振興局 札幌市 札幌ホテルヤマチ 札幌市西区琴似１条３丁目３番６号

32 石狩振興局 札幌市 ジャスマックプラザ 札幌市中央区南７条西３丁目４２５番地

33 石狩振興局 札幌市 シャレーアイビー定山渓 札幌市南区定山渓温泉東３丁目２３１番地

34 石狩振興局 札幌市 章月グランドホテル 札幌市南区定山渓温泉東３丁目２３９番地

35 石狩振興局 札幌市 定山渓鶴雅リゾートスパ森の謌 札幌市南区定山渓温泉東３－１９２

36 石狩振興局 札幌市 定山渓ビューホテル 札幌市南区定山渓温泉東２丁目１１１番地２

37 石狩振興局 札幌市 定山渓万世閣ホテルミリオーネ 札幌市南区定山渓温泉東３丁目

38 石狩振興局 札幌市 定山渓第一寶亭留翠山亭 札幌市南区定山渓温泉西3丁目105

39 石狩振興局 札幌市 女性のための宿   翠蝶館 札幌市南区定山渓温泉西3丁目57

40 石狩振興局 札幌市 セジュール 札幌市豊平区平岸4条1丁目１－３

41 石狩振興局 札幌市 センチュリーロイヤルホテル 札幌市中央区北5条西5丁目2番地

42 石狩振興局 札幌市 旅籠屋   定山渓商店 札幌市南区定山渓温泉西2丁目5

43 石狩振興局 札幌市 廚翠山 札幌市南区定山渓温泉西3丁目4

44 石狩振興局 札幌市 ニューオータニイン札幌 札幌市中央区北2条西1丁目1番地

45 石狩振興局 札幌市 ぬくもりの宿ふる川 札幌市南区定山渓温泉西4丁目353番地

46 石狩振興局 札幌市 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丁目

47 石狩振興局 札幌市 プレミアホテル 中島公園 札幌 札幌市中央区南10条西6丁目1-21

48 石狩振興局 札幌市 プレミアホテル－ＴＳＵＢＡＫＩ－札幌 札幌市豊平区豊平４条１丁目１番１号

49 石狩振興局 札幌市 ポールスター札幌 札幌市中央区北４条西６丁目２番地

50 石狩振興局 札幌市 北海道母子福祉センター 札幌市中央区北１条東８丁目１番地

51 石狩振興局 札幌市 ホテルエミシア札幌 札幌市厚別区厚別中央２条５丁目５番２５号

52 石狩振興局 札幌市 ホテルオークラ札幌 札幌市中央区南１条西５丁目

53 石狩振興局 札幌市 ホテルクラビーサッポロ 札幌市中央区北2条東3丁目サッポロファクトリー西館

54 石狩振興局 札幌市 ホテル鹿の湯 札幌市南区定山渓温泉西

55 石狩振興局 札幌市 ホテル時計台 札幌市中央区北２条西３丁目１－３５

56 石狩振興局 札幌市 ホテルノースシティ 札幌市中央区南９条西１丁目

57 石狩振興局 札幌市 ホテルマイステイズプレミア札幌パーク 札幌市中央区南９条西２丁目2-10

58 石狩振興局 札幌市 ホテルマイステイズ札幌アスペン 札幌市北区北８条西４丁目５番地

59 石狩振興局 札幌市 ホテルモントレ札幌 札幌市中央区北４条東１丁目３番地

60 石狩振興局 札幌市 ホテルユキタ 札幌市東区北36条東15丁目3-15

61 石狩振興局 札幌市 ホテルライフォート札幌 札幌市中央区南１０条西１丁目

62 石狩振興局 札幌市 翠山亭倶楽部定山渓 札幌市南区定山渓温泉西2丁目10

63 石狩振興局 札幌市 武蔵 札幌市西区西町北4丁目1-17

64 石狩振興局 札幌市 メルキュールホテル札幌 札幌市中央区南４条西２丁目２－４

65 石狩振興局 札幌市 大和リゾート株式会社　ロイトン札幌 札幌市中央区北１条西１１丁目

66 石狩振興局 札幌市 湯元　小金湯　本館 札幌市南区小金湯25-1

67 石狩振興局 札幌市 湯元旬のお宿まつの湯 札幌市南区小金湯２４番地

68 石狩振興局 札幌市 中村屋旅館 札幌市中央区北3条西7丁目

69 石狩振興局 札幌市 中殿ホテル 札幌市中央区南１条西７丁目１４番地

70 石狩振興局 札幌市 SappoLodge 札幌市中央区南5条東1丁目1-4

71 石狩振興局 札幌市 Tマークシティホテル札幌 札幌市中央区南7条西5丁目

72 石狩振興局 札幌市 アパホテル〈札幌すすきの駅西〉 札幌市中央区南４条西７丁目１－１

73 石狩振興局 札幌市 新さっぽろアークシティホテル 札幌市厚別区厚別中央2条5丁目6番2号

74 石狩振興局 札幌市 ネストホテル札幌駅前 札幌市中央区北２条西２丁目９

75 石狩振興局 札幌市 プレミアホテル-ＣＡＢＩＮ-札幌 札幌市中央区南５条西７丁目

76 石狩振興局 札幌市 ホテルマイステイズ札幌中島公園 札幌市中央区南14条西1丁目1-20

77 石狩振興局 札幌市 ホテルモントレエーデルホフ札幌 札幌市中央区北4条東1丁目3番地

78 石狩振興局 札幌市 悠久の宿　白糸 札幌市南区定山渓温泉東２‐１３８-１

79 石狩振興局 千歳市 クイーンズホテル千歳 千歳市幸町５丁目６－１

80 石狩振興局 千歳市 支笏湖翠山亭倶楽部 千歳市支笏湖温泉

81 石狩振興局 千歳市 支笏湖第一寶亭留   翠山亭 千歳市支笏湖温泉

82 石狩振興局 千歳市 千歳エアポートホテル 千歳市千代田町６丁目１

83 石狩振興局 千歳市 千歳第一ホテル 千歳市幸町４丁目２５－１

84 石狩振興局 千歳市 ホテル　かめや 千歳市本町１丁目２５－３

85 石狩振興局 千歳市 ホテルグランテラス千歳 千歳市本町4丁目4番地4

86 石狩振興局 千歳市 レイクサイドヴィラ翠明閣 千歳市支笏湖温泉番外地

87 石狩振興局 千歳市 ログベアー 千歳市支笏湖温泉番外地

88 石狩振興局 千歳市 丸駒温泉旅館 千歳市幌美内7番地

89 石狩振興局 千歳市 休暇村　支笏湖 千歳市支笏湖温泉

90 石狩振興局 千歳市 ANAクラウンプラザホテル千歳 千歳市北栄2丁目2番地1



91 石狩振興局 千歳市 しこつ湖鶴雅別荘碧の座 千歳市支笏湖温泉

92 石狩振興局 千歳市 しこつこ鶴雅リゾートスパ水の謌 千歳市支笏湖温泉

93 石狩振興局 千歳市 ホテルホーリン 千歳市錦町２丁目１０番３号

94 胆振総合振興局 厚真町 こぶしの湯あつま 厚真町字本郷２２９－１

95 胆振総合振興局 虻田郡洞爺湖町 洞爺湖万世閣ホテルレイクサイドテラス 虻田郡洞爺湖町洞爺湖温泉２１番地

96 胆振総合振興局 虻田郡洞爺湖町 北海ホテル（洞爺湖町） 虻田郡洞爺湖町洞爺湖温泉１４７

97 胆振総合振興局 虻田郡洞爺湖町 ホテルニュー洞爺湖 虻田郡洞爺湖町洞爺湖温泉１４４

98 胆振総合振興局 虻田郡洞爺湖町 源泉の湯　洞爺　ごきらく亭 虻田郡洞爺湖町洞爺湖温泉１－４

99 胆振総合振興局 虻田郡洞爺湖町 ザ　レイクビューＴＯＹＡ　乃の風リゾート 虻田郡洞爺湖町洞爺湖温泉２９－１

100 胆振総合振興局 虻田郡洞爺湖町 絶景の湯宿　洞爺　湖畔亭 虻田郡洞爺湖町洞爺湖温泉７－８

101 胆振総合振興局 虻田郡洞爺湖町 ホテルグランドトーヤ 虻田郡洞爺湖町洞爺湖温泉１４４番地

102 胆振総合振興局 虻田郡洞爺湖町 洞爺観光ホテル 虻田郡洞爺湖町洞爺湖温泉33

103 胆振総合振興局 有珠郡壮瞥町 温泉旅館いこい荘 有珠郡壮瞥町字壮瞥温泉83番地

104 胆振総合振興局 有珠郡壮瞥町 レストランおおでら 有珠郡壮瞥町壮瞥温泉10番地

105 胆振総合振興局 有珠郡壮瞥町 ばんけい温泉　湯人家 有珠郡壮瞥町字蟠渓8-10

106 胆振総合振興局 有珠郡壮瞥町 洞爺サンパレスリゾート＆スパ 有珠郡壮瞥町字洞爺湖温泉７－１

107 胆振総合振興局 有珠郡壮瞥町 ペンションおおの 有珠郡壮瞥町字壮瞥温泉56-2

108 胆振総合振興局 白老郡白老町 虎杖浜温泉ホテル 白老郡白老町虎杖浜７３－５

109 胆振総合振興局 白老郡白老町 虎杖浜温泉　ホテルいずみ 白老郡白老町字虎杖浜３１２－１

110 胆振総合振興局 白老郡白老町 豊水館 白老郡白老町字竹浦115−15

111 胆振総合振興局 白老郡白老町 ホテル　ほくよう 白老郡白老町字竹浦１２１－４１

112 胆振総合振興局 伊達市 温泉民宿たかはし 伊達市大滝区北湯沢温泉町３９番地２

113 胆振総合振興局 伊達市 御宿　かわせみ 伊達市大滝区北湯沢温泉町４０

114 胆振総合振興局 伊達市 北湯沢温泉郷　湯元　ホロホロ山荘 伊達市大滝区北湯沢温泉町３４

115 胆振総合振興局 伊達市 ホテル　ローヤル 伊達市末永町３３－３

116 胆振総合振興局 伊達市 緑の風リゾート　きたゆざわ 伊達市大滝区北湯沢温泉町３００－２

117 胆振総合振興局 伊達市 森のソラニワ 伊達市大滝区北湯澤温泉町３００－７

118 胆振総合振興局 苫小牧市 オートリゾート苫小牧アルテンゆのみの湯 苫小牧市字樽前421番地4

119 胆振総合振興局 苫小牧市 新苫小牧プリンスホテル”和” 苫小牧市双葉町３丁目２番８号

120 胆振総合振興局 苫小牧市 ホテル　ニドム 苫小牧市字植苗４３０番地

121 胆振総合振興局 苫小牧市 ホテル於久仁 苫小牧市新中野町１丁目９番３号

122 胆振総合振興局 苫小牧市 グランドホテルニュー王子 苫小牧市表町4丁目3番1号

123 胆振総合振興局 登別市 御やど清水屋 登別市登別温泉町173番地

124 胆振総合振興局 登別市 登別プリンスホテル石水亭 登別市登別温泉町２０３番地１

125 胆振総合振興局 登別市 登別万世閣 登別市登別温泉町２１番地

126 胆振総合振興局 登別市 登別温泉郷　滝乃家 登別市登別温泉町１６２番地

127 胆振総合振興局 登別市 ホテルまほろば 登別市登別温泉町65番地

128 胆振総合振興局 登別市 ホテルゆもと登別 登別市登別温泉町２９－１７

129 胆振総合振興局 登別市 森の湯　山静館 登別市カルルス町16

130 胆振総合振興局 登別市 旅館四季 登別市上登別町４２番地２８

131 胆振総合振興局 登別市 望楼ＮＯＧＵＣＨＩ登別 登別市登別温泉町２００番地１

132 胆振総合振興局 登別市 旅亭花ゆら 登別市登別温泉町１００番地

133 胆振総合振興局 登別市 株式会社　第一滝本館 登別市登別温泉町５５番地

134 胆振総合振興局 登別市 祝いの宿　登別グランドホテル 登別市登別温泉町154

135 胆振総合振興局 室蘭市 第二プリンスホテル室蘭ビュー 室蘭市海岸町１丁目２０番地１８

136 胆振総合振興局 室蘭市 ホテル　セピアス花壇 室蘭市入江町１－１２

137 胆振総合振興局 室蘭市 ホテルサンルート室蘭 室蘭市中島町２丁目２８番６号

138 胆振総合振興局 室蘭市 室蘭プリンスホテル 室蘭市中央町１－４－９

139 胆振総合振興局 勇払群安平町 追分ホテルわたなべ 勇払郡安平町追分本町3丁目16番地

140 渡島総合振興局 上磯郡木古内町 ホテル吉澤 上磯郡木古内町字本町154-2

141 渡島総合振興局 上磯郡木古内町 有限会社　知内温泉旅館 上磯郡木古内町字本町154-2知内町字湯ノ里284

142 渡島総合振興局 上磯郡知内町 海の宿　矢越 上磯郡知内町字小谷石３０

143 渡島総合振興局 上磯郡知内町 海峡の宿　然 上磯郡知内町字小谷石３７－１

144 渡島総合振興局 上磯郡知内町 竹内旅館 上磯郡知内町字重内６６－１３１

145 渡島総合振興局 上磯郡知内町 ニウロコ村上屋 上磯郡知内町字小谷石１８５

146 渡島総合振興局 上磯郡知内町 有限会社　清八 上磯郡知内町字湯ノ里242-103

147 渡島総合振興局 上磯郡知内町 和風レストラン　北都ビジネスホテル 上磯郡知内町字重内９７９

148 渡島総合振興局 亀田郡七飯町 函館大沼鶴雅リゾートエプイ 亀田郡七飯町大沼８５－９

149 渡島総合振興局 亀田郡七飯町 ステーションホテル　旭屋 亀田郡七飯町字大沼町１４５

150 渡島総合振興局 亀田郡七飯町 ニヤマ温泉ホテルＮＫヴィラ 亀田郡七飯町仁山６７０

151 渡島総合振興局 茅部郡鹿部町 温泉旅館　鹿の湯 茅部郡鹿部町字鹿部58

152 渡島総合振興局 茅部郡鹿部町 温泉旅館吉の湯 茅部郡鹿部町字鹿部45

153 渡島総合振興局 茅部郡森町 グリーンピア大沼株式会社 茅部郡森町赤井川２２９

154 渡島総合振興局 茅部郡森町 ペンション森の中の小さな家 茅部郡森町字33番地68

155 渡島総合振興局 茅部郡森町 ルーストンホテル 茅部郡森町字本町122

156 渡島総合振興局 七飯町 HOSTEL　WONDER 七飯町字大沼町２０６－１

157 渡島総合振興局 二海郡八雲町 温泉ホテル　八雲遊楽亭 二海郡八雲町浜松１５２

158 渡島総合振興局 二海郡八雲町 熊石ひらたない荘 二海郡八雲町熊石平町３２９

159 渡島総合振興局 二海郡八雲町 パシフィック温泉ホテル清龍園 二海郡八雲町上の湯１６２－１

160 渡島総合振興局 二海郡八雲町 旅館　二海 二海郡八雲町本町２１２

161 渡島総合振興局 二海郡八雲町 民宿まるみ 八雲町本町125

162 渡島総合振興局 二海郡八雲町 八雲温泉　おぼこ荘 二海郡八雲町鉛川６２２番地

163 渡島総合振興局 二海郡八雲町 民宿ささや 二海郡八雲町熊石見日町２５７

164 渡島総合振興局 二海郡八雲町 温泉旅館銀婚湯 二海郡八雲町上の湯１９９

165 渡島総合振興局 函館市 ＨＡＫＯＤＡＴＥ海峡の風 函館市湯川町１丁目１８番１５号

166 渡島総合振興局 函館市 ウイニングホテル 函館市末広町22番11号

167 渡島総合振興局 函館市 フォーポイントバイシェラトン函館 函館市若松町１４番１０号

168 渡島総合振興局 函館市 ホテルテトラ 函館市梁川町17番16号

169 渡島総合振興局 函館市 ホテルテトラ湯の川温泉 函館市湯川町3丁目12番11号

170 渡島総合振興局 函館市 ホテルテトラ函館駅前 函館市若松町19番11号

171 渡島総合振興局 函館市 ホテルパコ函館 函館市大森町25番3

172 渡島総合振興局 函館市 ホテルリソル函館 函館市若松町6-3

173 渡島総合振興局 函館市 ホテル恵風 函館市恵山岬町６１－２

174 渡島総合振興局 函館市 ホテル法華クラブ函館 函館市本町２７番１号

175 渡島総合振興局 函館市 民宿さくらば 函館市古川町３１７番地１４号

176 渡島総合振興局 函館市 湯の川観光ホテル　祥苑 函館市湯川町２－４－２０

177 渡島総合振興局 函館市 花びしホテル 函館市湯川町１丁目１６番１８号

178 渡島総合振興局 函館市 純和風旅館一乃松 函館市湯川町1丁目3番17号

179 渡島総合振興局 函館市 石田温泉 函館市柏野町１１７－７

180 渡島総合振興局 函館市 大黒屋旅館 函館市湯川町3丁目25番10号



181 渡島総合振興局 函館市 竹葉新葉亭 函館市湯川町2丁目6番22号

182 渡島総合振興局 函館市 湯の浜ホテル 函館市湯川町1丁目2-30

183 渡島総合振興局 函館市 函館パークホテル 函館市新川町29番15号

184 渡島総合振興局 函館市 函館国際ホテル 函館市大手町5番10号

185 渡島総合振興局 函館市 函館湯の川温泉　湯元　啄木亭 函館市湯川町１丁目１８番１５号

186 渡島総合振興局 函館市 望桜ＮＯＧＵＣＨＩ函館 函館市湯川町１丁目１７番２２号

187 渡島総合振興局 函館市 平成館しおさい亭 函館市湯川町１丁目２-37

188 渡島総合振興局 函館市 ホテル函館ひろめ荘 函館市大船町832-2

189 渡島総合振興局 函館市 湯の川プリンスホテル渚亭 函館市湯川町1丁目２－２５

190 渡島総合振興局 北斗市 やまに旅館 北斗市七重浜４丁目28-9

191 渡島総合振興局 北斗市 旅館　たねだ 北斗市本町１－１５－２

192 渡島総合振興局 松前郡松前町 温泉旅館　矢野 松前郡松前町福山１２３

193 渡島総合振興局 松前郡福島町 旅館　番屋 松前郡福島町字福島１９番地

194 渡島総合振興局 松前郡福島町 レストラン・宿屋　たかお 松前郡福島町字月崎３０６

195 渡島総合振興局 山越郡長万部町 長万部温泉ホテル 山越郡長万部町字長万部４０２番地

196 渡島総合振興局 山越郡長万部町 ホテルあづま 山越郡長万部町字長万部字402番地8

197 渡島総合振興局 山越郡長万部町 ホテル四国屋 山越郡長万部町字長万部４０３番地

198 渡島総合振興局 山越郡長万部町 旅館　昇月 山越郡長万部町字長万部４０３番地

199 渡島総合振興局 山越郡長万部町 温泉旅館大成館 山越郡長万部町字長万部400番地

200 渡島総合振興局 山越郡長万部町 丸金旅館 山越郡長万部町字長万部４０３番地

201 オホーツク総合振興局 網走郡大空町 ノーザンロッジカント 網走郡大空町女満別湖南

202 オホーツク総合振興局 網走郡大空町 ゲストハウス喜楽里 網走郡大空町女満別西７条４丁目2-12

203 オホーツク総合振興局 網走郡津別町 津別町体験交流施設 網走郡津別町字豊永４０番地

204 オホーツク総合振興局 網走郡津別町 奥屈斜路温泉ランプの宿森つべつ 網走郡津別町上里738番地

205 オホーツク総合振興局 網走市 温泉旅館　もとよし 網走市字呼人７４番地

206 オホーツク総合振興局 網走市 北天の丘あばしり湖鶴雅リゾート 網走市字呼人１５９番地

207 オホーツク総合振興局 網走市 ビジネスホテル幸楽 網走市呼人１７１番地１２

208 オホーツク総合振興局 網走市 北海ホテル 網走市新町１丁目１番地１号

209 オホーツク総合振興局 網走市 ホテル網走湖荘 網走市呼人78

210 オホーツク総合振興局 網走市 網走ロイヤルホテル 網走市北６条西７丁目

211 オホーツク総合振興局 北見市 サロマ湖鶴雅リゾート 北見市常呂町栄浦３０６番地１

212 オホーツク総合振興局 北見市 ふるさと旅館 北見市公園町１３９－５１

213 オホーツク総合振興局 北見市 ホテル黒部 北見市北７条西１丁目１番地

214 オホーツク総合振興局 北見市 松乃屋佐藤旅館 北見市常呂町字常呂206番地

215 オホーツク総合振興局 北見市 北見ピアソンホテル 北見市北3条西3丁目6番地

216 オホーツク総合振興局 北見市 北見プラザホテル 北見市とん田東町617番地139

217 オホーツク総合振興局 北見市 北見東和ホテル 北見市北5条西6丁目11番地

218 オホーツク総合振興局 北見市留辺蘂町 塩別つるつる温泉 北見市留辺蘂町滝の湯201番地

219 オホーツク総合振興局 斜里郡斜里町 キキ知床ナチュラルリゾート 斜里郡斜里町ウトロ香川１９２番地

220 オホーツク総合振興局 斜里郡斜里町 しれとこくらぶ 斜里郡斜里町文光町４１－１

221 オホーツク総合振興局 斜里郡斜里町 ホテル知床 斜里郡斜里町ウトロ香川37番地

222 オホーツク総合振興局 斜里郡斜里町 知床ノーブルホテル 斜里郡斜里町ウトロ東３

223 オホーツク総合振興局 斜里郡斜里町 北こぶし知床ホテル＆リゾート 斜里郡斜里町ウトロ東１７２番地

224 オホーツク総合振興局 斜里郡斜里町 知床第一ホテル 斜里郡斜里町ウトロ香川306

225 オホーツク総合振興局 斜里郡清里町 ロッジ風景画 斜里郡清里町向陽７８５－６

226 オホーツク総合振興局 斜里郡清里町 民宿・食事　富士 斜里郡清里町水元町５番地

227 オホーツク総合振興局 常呂郡訓子府町 旅の宿くんねっぷ 常呂郡訓子府町大町８１

228 オホーツク総合振興局 常呂郡佐呂間町 さろまにあん 常呂郡佐呂間町浜佐呂間86-3

229 オホーツク総合振興局 常呂郡佐呂間町 旅館　ピラオロ荘 常呂郡佐呂間町富武士番外地

230 オホーツク総合振興局 常呂郡佐呂間町 サロマ湖　悠林館 常呂郡佐呂間町字浪速１１８－１

231 オホーツク総合振興局 紋別郡遠軽町 ビジネスホテルタカハシ 紋別郡遠軽町岩見通北１丁目１番地

232 オホーツク総合振興局 紋別郡遠軽町 ビジネスホテルタカハシイン 紋別郡遠軽町岩見通北１丁目２－２７

233 オホーツク総合振興局 紋別郡遠軽町 ホテルサンシャイン 紋別郡遠軽町大通北1丁目1番地1号 

234 オホーツク総合振興局 紋別郡雄武町 オホーツク温泉ホテル日の出岬 紋別郡雄武町沢木３４６－３

235 オホーツク総合振興局 紋別郡興部町 ペンション鈴木屋・清寿し 紋別郡興部町字興部１２６－７

236 オホーツク総合振興局 紋別郡滝上町 末広旅館 紋別郡滝上町字滝ノ上市街地士別通３－７

237 オホーツク総合振興局 紋別郡西興部村 ホテル森夢 紋別郡西興部村字西興部492番地

238 オホーツク総合振興局 紋別郡湧別町 松屋旅館 紋別郡湧別町中湧別中町４９３－１

239 オホーツク総合振興局 紋別市 ホテルオホーツクパレス 紋別市幸町５丁目１－３５

240 オホーツク総合振興局 紋別市 紋別セントラルホテル 紋別市港町７丁目１－５８

241 オホーツク総合振興局 紋別市 紋別プリンスホテル 紋別市本町7丁目3番26号

242 オホーツク総合振興局 北見市 ノーザンアークリゾートホテル 北見市端野町二区８２９番地

243 オホーツク総合振興局 北見市 大江本家 北見市留辺蘂町温根湯温泉４６６番地１

244 上川総合振興局 旭川市 アートホテル旭川 旭川市7条通6丁目29番地2

245 上川総合振興局 旭川市 旭川アトーヨーホテル 旭川市7条通7丁目32-12

246 上川総合振興局 旭川市 東花苑 旭川市５条通

247 上川総合振興局 旭川市 ホテルＷＢＦグランデ旭川 旭川市宮下通１０丁目３－３

248 上川総合振興局 旭川市 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丁目３１１２

249 上川総合振興局 旭川市 ホテルクレッセント旭川 旭川市5条8丁目緑橋通り

250 上川総合振興局 旭川市 株式会社　旅館　花菱 旭川市永山２条１５丁目３番１１号

251 上川総合振興局 旭川市 有限会社　高砂温泉 旭川市高砂台8丁目1-5

252 上川総合振興局 旭川市 旅亭雪の屋 旭川市神居町富沢４０９

253 上川総合振興局 雨竜郡幌加内町 せいわ温泉ルオント 雨竜郡幌加内町字政和第一

254 上川総合振興局 上川郡愛別町 協和温泉 上川郡愛別町字協和１４３－３

255 上川総合振興局 上川郡上川町 温泉ペンション銀河 上川郡上川町字層雲峡無番地

256 上川総合振興局 上川郡上川町 層雲閣グランドホテル 上川郡上川町層雲峡温泉

257 上川総合振興局 上川郡上川町 ホテル大雪 上川郡上川町字層雲峡

258 上川総合振興局 上川郡上川町 マウントビューホテル 上川郡上川町層雲峡温泉

259 上川総合振興局 上川郡上川町 層雲峡　朝暘亭 上川郡上川町層雲峡

260 上川総合振興局 上川郡上川町 層雲峡温泉　朝暘リゾートホテル 上川郡上川町層雲峡

261 上川総合振興局 上川郡上川町 層雲峡温泉　ホテルクモイ 上川郡上川町字層雲峡

262 上川総合振興局 上川郡当麻町 まさ屋旅館 上川郡当麻町４条南３丁目7-14

263 上川総合振興局 上川郡当麻町 和のみ 上川郡当麻町6条東４丁目1-6

264 上川総合振興局 上川郡美瑛町 丘の宿　こえる 上川郡美瑛町大町１丁目１−７

265 上川総合振興局 上川郡美瑛町 てふてふ 上川郡美瑛町美沢双葉

266 上川総合振興局 上川郡美瑛町 ファームペンション　ウィズユー 上川郡美瑛町新星第一

267 上川総合振興局 上川郡美瑛町 緩‧慢Adagio 上川郡美瑛町字みどりアダージオ

268 上川総合振興局 上川郡美瑛町 大雪山白金観光ホテル 上川郡美瑛町字白金温泉

269 上川総合振興局 上川郡美瑛町 湯元白金温泉ホテル 上川郡美瑛町字白金温泉

270 上川総合振興局 上川郡美瑛町 白金四季の森　ホテルパークヒルズ 上川郡美瑛町字白金



271 上川総合振興局 上川郡美瑛町 森の旅亭びえい 上川郡美瑛町字白金10522-1

272 上川総合振興局 川上郡東神楽町 森のゆ花神楽 上川郡東神楽町２５号

273 上川総合振興局 士別市 士別Inn翠月 士別市南士別町１８７１－２１

274 上川総合振興局 士別市 ホテル美し乃湯温泉 士別市大通東17丁目3143-215

275 上川総合振興局 士別市 士別グランドホテル 士別市東3条6丁目4

276 上川総合振興局 士別市上士別町 ファーム未来 士別市上士別町７線南６６番地

277 上川総合振興局 空知郡上富良野町 十勝岳温泉　カミホロ荘 空知郡上富良野町２２４２番地先

278 上川総合振興局 空知郡上富良野町 十勝岳温泉　湯元　凌雲閣 空知郡上富良野町東町４丁目３番１号

279 上川総合振興局 空知郡中富良野町 スパ＆ホテルリゾートふらのラテール 空知郡中富良野町字中富良野東１線北１８号

280 上川総合振興局 空知郡中富良野町 ペンション＆レストラン　ラ・コリーナ 空知郡中富良野町字中富良野鹿討農場

281 上川総合振興局 空知郡中富良野町 ペンション文月 空知郡中富良野町基線北８号

282 上川総合振興局 空知郡中富良野町 旅籠や　なんぷてい 空知郡南富良野町字幾寅966番地

283 上川総合振興局 空知郡富良野町 ゲストハウス柿の家 空知郡富良野町東６線北８号

284 上川総合振興局 空知郡上富良野町 フロンティアフラヌイ温泉 空知郡上富良野町新町4丁目４－２５

285 上川総合振興局 空知郡上富良野町 ペンション　ランドスケープふらの 空知郡上富良野町西2線北28号309-2

286 上川総合振興局 空知郡上富良野町 富良野ホップスホテル 空知郡上富良野町西2線北25号

287 上川総合振興局 中川郡美深町 ゲストハウス　ぴふか株式会社 中川郡美深町大通南６丁目１２番地４

288 上川総合振興局 中川郡美深町 びふか温泉 中川郡美深町字紋穂内139番地

289 上川総合振興局 中川郡美深町 TOURIST HOME & LIBRARY 青い星通信社 中川郡美深町紋穂内１０８番地

290 上川総合振興局 名寄市 グランドホテル　藤花 名寄市西５条南４丁目

291 上川総合振興局 名寄市 なよろ温泉サンピラー 名寄市日進

292 上川総合振興局 名寄市 なよろサンピラーユースホステル 名寄市字日進391番地2

293 上川総合振興局 富良野市 ニュー富良野ホテル 富良野市北の峰町

294 上川総合振興局 富良野市 ハイランドふらの 富良野市字島ノ下１９４５番地１

295 上川総合振興局 富良野市 富良野リゾートホテルエーデルヴェルメ 富良野市北の峰町９番地２０号

296 上川総合振興局 富良野市 フラノ寶亭留 富良野市学田三区

297 上川総合振興局 富良野市 山部太陽の里　ふれあいの家 富良野市字山部２２０９番１

298 上川総合振興局 富良野市 ホテルナトゥールヴァルト富良野 富良野市北の峰町１４番４６号

299 上川総合振興局 富良野市 新富良野プリンスホテル 富良野市中御料

300 上川総合振興局 富良野市 富良野ナチュラクスホテル 富良野市朝日町1-35

301 上川総合振興局 勇払郡占冠村 遊季館 勇払郡占冠村字中央

302 上川総合振興局 旭川市 エコノミーホテル旅の宿ウパシ 旭川市２条通７丁目２００４−１

303 上川総合振興局 旭川市 和風旅館扇松園 旭川市 高砂台３丁目８－３

304 上川総合振興局 勇払郡占冠村 占冠 湯の沢温泉 森の四季 勇払郡占冠村湯の沢峡

305 釧路総合振興局 阿寒郡鶴居村 HOTEL TAITO 阿寒郡鶴居村鶴居西１－５

306 釧路総合振興局 阿寒郡鶴居村 ウィルダネスロッジヒッコリーウィンド 阿寒郡鶴居村雪裡原野北１４線東１４－３２

307 釧路総合振興局 阿寒郡鶴居村 グリーンパークつるい 阿寒郡鶴居村鶴居北1丁目5番地

308 釧路総合振興局 厚岸郡厚岸町 民宿あっけし 厚岸郡厚岸町白浜３丁目１０９

309 釧路総合振興局 厚岸郡厚岸町 ホテル五味 厚岸郡厚岸町宮園1丁目11番地

310 釧路総合振興局 厚岸郡浜中町 旅館くりもと 厚岸郡浜中町霧多布東２条１－１１

311 釧路総合振興局 川上郡標茶町 ホテルテレーノ気仙 川上郡標茶町桜8-38

312 釧路総合振興局 川上郡弟子屈町 川湯観光ホテル 川上郡弟子屈町川湯温泉１丁目２番３０号

313 釧路総合振興局 川上郡弟子屈町 ホテルパークウェイ 川上郡弟子屈町川湯駅前3丁目２-１０

314 釧路総合振興局 川上郡弟子屈町 ホテル摩周 川上郡弟子屈町湯の島２丁目３番２２号

315 釧路総合振興局 川上郡弟子屈町 屈斜路湖鶴雅オーベルジュSoRa(そら） 川上郡弟子屈町屈斜路２６９

316 釧路総合振興局 川上郡弟子屈町 屈斜路湖ホテル 川上郡弟子屈町サワンチサップ

317 釧路総合振興局 川上郡弟子屈町 お宿　欣喜湯 川上郡弟子屈町川湯温泉1丁目5-10

318 釧路総合振興局 川上郡弟子屈町 湯の閣池田屋 川上郡弟子屈町川湯温泉２－６－２５

319 釧路総合振興局 川上郡弟子屈町 ＫＫＲかわゆ 川上郡弟子屈町川湯温泉1丁目2番15号

320 釧路総合振興局 川上郡標茶町 藤花温泉ホテル 川上郡標茶町旭2丁目8番23号

321 釧路総合振興局 釧路市 ANAクラウンプラザホテル釧路 釧路市錦町3-7

322 釧路総合振興局 釧路市 あかん遊久の里鶴雅 釧路市阿寒町阿寒湖温泉４丁目６番１０号

323 釧路総合振興局 釧路市 あかん湖鶴雅ウイングス 釧路市阿寒町阿寒湖温泉４丁目６番１０号

324 釧路総合振興局 釧路市 あかん鶴雅別荘鄙の座 釧路市阿寒町阿寒湖温泉２丁目８番１号

325 釧路総合振興局 釧路市 つたや旅館 釧路市大川町８－１７

326 釧路総合振興局 釧路市 ホテル　マーシュランド 釧路市鳥取大通５丁目２番５号

327 釧路総合振興局 釧路市 ホテル阿寒湖荘 釧路市阿寒町阿寒湖温泉1-5-10

328 釧路総合振興局 釧路市 ホテル御前水 釧路市阿寒町阿寒湖温泉4丁目5番1号

329 釧路総合振興局 釧路市 山花温泉リフレ 釧路市幸町７丁目１

330 釧路総合振興局 釧路市 釧路センチュリーキャッスルホテル 釧路市大川町2-5

331 釧路総合振興局 釧路市 阿寒町サイクリングターミナル 釧路市阿寒町上阿寒２３線３６番地１

332 釧路総合振興局 釧路市 ニュー阿寒ホテル 釧路市阿寒町阿寒湖温泉２丁目８番８号

333 釧路総合振興局 釧路市 阿寒の森鶴雅リゾート花ゆう香 釧路市阿寒町温泉１丁目６番１号

334 釧路総合振興局 釧路市 ゲストハウスコケコッコー 釧路市阿寒町新町２−４−３３

335 釧路総合振興局 白糠郡白糠町 ホテル　まつや 白糠郡白糠町東２丁目南１丁目１番地１１

336 後志総合振興局 虻田郡倶知安町 Ｐark hyatt Ｎiseko HANAZONO 虻田郡倶知安町字岩尾別３２８－４７

337 後志総合振興局 虻田郡倶知安町 ペンショングランパパ 虻田郡倶知安町163

338 後志総合振興局 虻田郡ニセコ町 ホテルリゾートインニセコ 虻田郡ニセコ町字里見１５１‐２

339 後志総合振興局 虻田郡ニセコ町 ニセコ昆布温泉鶴雅別荘杢の抄 虻田郡ニセコ町ニセコ３９３

340 後志総合振興局 虻田郡ニセコ町 ニセコ昆布温泉ホテル甘露の森 虻田郡ニセコ町字ニセコ415番地

341 後志総合振興局 虻田郡ニセコ町 ヒルトンニセコビレッジ 虻田郡ニセコ町東山温泉

342 後志総合振興局 虻田郡ニセコ町 いこいの湯宿いろは 虻田郡ニセコ町ニセコ477

343 後志総合振興局 虻田郡倶知安町 SKYE NISEKO 虻田郡倶知安町山田204-7

344 後志総合振興局 虻田郡倶知安町 シャレーアイビー 虻田郡倶知安町山田１８８－１９

345 後志総合振興局 虻田郡倶知安町 ペンション香暖 虻田郡倶知安町字山田165-25

346 後志総合振興局 虻田郡倶知安町 ペンションフルノート 虻田郡倶知安町山田170-238

347 後志総合振興局 虻田郡留寿都村 YOUTEI 北海道虻田郡留寿都村字泉川２４番地

348 後志総合振興局 磯谷郡蘭越町 月美の宿　紅葉音 磯谷郡蘭越町湯里680-13

349 後志総合振興局 岩内郡共和町 民宿　Tsu ttsu 岩内郡共和町発足123-59

350 後志総合振興局 岩内郡岩内町 いわない温泉おかえりなさい 岩内郡岩内町字野束４９１番地21

351 後志総合振興局 岩内郡岩内町 いわない高原ホテル 岩内郡岩内町野束５０５

352 後志総合振興局 岩内郡岩内町 ホテルグリーンパークいわない 岩内郡岩内町字野束５００

353 後志総合振興局 岩内郡共和町 宿みつがしわ 岩内郡共和町小沢１７２５番地

354 後志総合振興局 小樽市 ホテルソニア小樽 小樽市色内１－４－２０

355 後志総合振興局 小樽市 ホテルノルド小樽 小樽市色内１－４－１６

356 後志総合振興局 小樽市 O'popo home オポポホーム 小樽市色内２丁目８－２

357 後志総合振興局 小樽市 UNWIND HOTEL ＆ BAR 小樽 小樽市色内1-8-25

358 後志総合振興局 小樽市 小樽朝里クラッセホテル 小樽市朝里川温泉２丁目６７６

359 後志総合振興局 小樽市 御宿櫻井 小樽市堺町2-12

360 後志総合振興局 小樽市 グランドパーク小樽 小樽市築港11番3号



361 後志総合振興局 小樽市 小樽ゲストハウス 小樽市緑３丁目９番５号

362 後志総合振興局 積丹郡積丹町 汐さいの宿海浜館 積丹郡積丹領大字美国町字船澗366-4

363 後志総合振興局 積丹郡積丹町 お宿　かさい 積丹郡積丹町大字美国町字船潤１０５

364 後志総合振興局 積丹郡積丹町 海鮮の宿　食事　みはらし荘 積丹郡積丹町美国町厚苫１０－１７

365 後志総合振興局 積丹郡積丹町 海鮮味処御宿新生 積丹郡積丹町大字余別町30番地

366 後志総合振興局 積丹郡積丹町 美国観光ハウス 積丹町美国町船澗49

367 後志総合振興局 寿都郡寿都町 株式会社ダイマル大谷会館 寿都郡寿都町字大磯町１２番地

368 後志総合振興局 寿都郡寿都町 寿都町コテージ 寿都郡寿都町字湯別町下湯別４６２

369 後志総合振興局 古宇郡神恵内村 民宿　きのえ荘 古宇郡神恵内村大字神恵内１３－１３

370 後志総合振興局 古宇郡泊村 盃温泉　潮香荘 古宇郡泊村大字興志内村２２番地

371 後志総合振興局 余市郡赤井川村 ひるねの里 余市郡赤井川村赤井川２１２－３

372 後志総合振興局 余市郡赤井川村 ペンションあかいがわ 余市郡赤井川村字赤井川７８－５

373 後志総合振興局 余市郡赤井川村 カルデラ食堂　梅津 余市郡赤井川村余市郡字赤井川88-2

374 後志総合振興局 余市郡赤井川村 キロロ トリビュートポートフォリオホテル 北海道 余市郡赤井川村字常盤128-1

375 後志総合振興局 余市郡赤井川村 シェラトン北海道キロロリゾート 余市郡赤井川村字常盤650

376 後志総合振興局 余市郡仁木町 NIKI　Hills　ヴィレッジ 余市郡仁木町旭台１４８番地１

377 後志総合振興局 余市郡余市町 かくと徳島屋旅館 余市郡余市町黒川町8-12

378 後志総合振興局 余市郡余市町 ホテル　水明閣 余市郡余市町山田町６８７番地

379 宗谷総合振興局 枝幸郡浜頓別町 浜頓別町サイクリングターミナル　はまとんべつ温泉ウイング 枝幸郡浜頓別町クッチャロ湖畔４０番地

380 宗谷総合振興局 宗谷郡猿払村 笠井旅館 宗谷郡猿払村鬼志別南町１１６番地

381 宗谷総合振興局 天塩郡豊富町 ウカスイモシリ湯治の宿 天塩郡豊富町字温泉

382 宗谷総合振興局 天塩郡豊富町 ニュー温泉閣ホテル 天塩郡豊富町字温泉

383 宗谷総合振興局 天塩郡幌延町 ビジネスホテル北斗荘 天塩郡幌延町一条北2丁目47番地

384 宗谷総合振興局 天塩郡幌延町 光栄荘 天塩郡幌延町１条北１丁目

385 宗谷総合振興局 利尻郡利尻富士町 夕陽館 利尻郡利尻富士町鴛泊字本泊38-1

386 宗谷総合振興局 利尻郡利尻富士町 ホテル雲丹御殿 利尻郡利尻富士町鴛泊字野塚261番地１

387 宗谷総合振興局 利尻郡利尻富士町 利尻マリンホテル 利尻郡利尻富士町鴛泊字港町８１番地５

388 宗谷総合振興局 礼文郡礼文町 旅館　桜井 礼文郡礼文町大字香深村字トンナイ１８９－２

389 宗谷総合振興局 礼文郡礼文町 礼文島プチホテルコリンシアン 礼文郡礼文町大字船泊村字ｳｴﾝﾅｲﾎ２９３番地１

390 宗谷総合振興局 礼文郡礼文町 花れぶん 礼文郡礼文町大字香深村字トンナイ558-16

391 宗谷総合振興局 礼文郡礼文町 三井観光ホテル 礼文郡礼文町大字香深村字トンナイ277

392 宗谷総合振興局 礼文町 ホテル礼文 礼文町大字香深村字ワウシ958-25

393 宗谷総合振興局 稚内市 ホテル大将 稚内市大黒１丁目７番１９号

394 宗谷総合振興局 稚内市 ホテルめぐま 稚内市声問２丁目13-14

395 宗谷総合振興局 稚内市 稚内グランドホテル 稚内市大黒２丁目１３－１１

396 宗谷総合振興局 稚内市 旅館山一 稚内市港2丁目1番13号

397 宗谷総合振興局 稚内市 ホテル御園 稚内市大黒２丁目７番１５号

398 空知総合振興局 岩見沢市 北海道グリーンランドホテルサンプラザ 岩見沢市４條東１丁目６番１号

399 空知総合振興局 歌志内市 うたしないチロルの湯 歌志内市字中村７８番地３

400 空知総合振興局 雨竜郡秩父別町 秩父別温泉ちっぷ・ゆう＆ゆ 雨竜郡秩父別町４１０１番地

401 空知総合振興局 雨竜郡沼田町 ほろしん温泉ほたる館 雨竜郡沼田町字幌新３７７番地

402 空知総合振興局 樺戸郡浦臼町 浦臼町自然休養村センター 樺戸郡浦臼町キナウスナイ１８８番地

403 空知総合振興局 樺戸郡新十津川町 ピンネ荘 樺戸郡新十津川字総進２５４－２

404 空知総合振興局 空知郡中富良野町 ノーザンスターロッジ 空知郡中富良野町西１線北１４号

405 空知総合振興局 滝川市 ホテル三浦華園 滝川市花月町1丁目2番26号

406 空知総合振興局 美唄市 ピパの湯　ゆ～りん館 美唄市東明町３区

407 空知総合振興局 夕張市 ビジネスホテルＹＵＵＢＡＲＩ 夕張市南清水沢４丁目６０－６

408 空知総合振興局 芦別市 秋田屋旅館 芦別市北１条西２丁目１番地

409 空知総合振興局 芦別市旭町 芦別温泉スターライトホテル 芦別市旭町油谷１

410 空知総合振興局 雨竜町 味工房日の出　本店 雨竜町字渭の津132-34

411 空知総合振興局 樺戸郡新十津川町 グリーンパークしんとつかわ 樺戸郡新十津川町総進１８９－１

412 空知総合振興局 岩見沢市 ホテルニューカワチュウ 岩見沢市6条西５丁目２番地１

413 空知総合振興局 岩見沢市 ログホテル　メープルロッジ 岩見沢市毛陽町１８３-２

414 空知総合振興局 雨竜郡北竜町 サンフラワーパークホテル 雨竜郡北竜町字板谷１６３番地の２

415 空知総合振興局 樺戸郡月形町 月形温泉ホテルはな工房 樺戸郡月形町1219番地

416 空知総合振興局 樺戸郡新十津町 サンヒルズサライ 樺戸郡新十津川町字総進188番地5

417 空知総合振興局 砂川市 砂川パークホテル 砂川市東２条北３丁目１－１

418 空知総合振興局 空知郡上砂川町 上砂川岳温泉パンケの湯 空知郡上砂川町字上砂川６５番地１０６

419 空知総合振興局 深川市 ラ・カンパーニュホテル深川 深川市3条6番7号

420 空知総合振興局 夕張郡栗山町 くりやま旅館 夕張郡栗山町中央2-98

421 空知総合振興局 夕張郡由仁町 ユンニの湯 夕張郡由仁町伏見１２２

422 十勝総合振興局 帯広市 十勝ガーデンズホテル 帯広市西２條南１１丁目１６番地

423 十勝総合振興局 帯広市 ホテル日航ノースランド帯広 帯広市西2条南13丁目1番地

424 十勝総合振興局 帯広市 京屋旅館 帯広市東２条南４丁目２０

425 十勝総合振興局 帯広市 森のスパリゾート　北海道ホテル 帯広市西７条南１９丁目１番地

426 十勝総合振興局 河西郡芽室町 モクモク十勝 河西郡芽室町上芽室南１－５－１４

427 十勝総合振興局 河東郡音更町 第一ホテル 河東郡音更町十勝川温泉南１２－１

428 十勝総合振興局 河東郡音更町 ホテル大平原 河東郡音更町十勝川温泉南１５丁目１番地

429 十勝総合振興局 河東郡音更町 ホテルテトラリゾート十勝川 河東郡音更町十勝川温泉北9丁目1

430 十勝総合振興局 河東郡音更町 ホリデーイン　ホテル十勝川 河東郡音更町十勝川温泉南１６丁目２

431 十勝総合振興局 河東郡音更町 観月苑 河東郡音更町十勝川温泉南１４丁目２番地

432 十勝総合振興局 河東郡音更町 笹井ホテル 河東郡音更町十勝川温泉北１５丁目１番地

433 十勝総合振興局 河東郡音更町 十勝川国際ホテル筒井 河東郡音更町字長流枝1番地

434 十勝総合振興局 河東郡音更町 富士ホテル 河東郡音更町十勝川温泉南14丁目1番地

435 十勝総合振興局 河東郡上士幌町 糠平温泉ホテル 河東郡上士幌町字ぬかびら温泉郷　南区３５番地１

436 十勝総合振興局 河東郡上士幌町 糠平館観光ホテル 河東郡上士幌町字ぬかびら温泉郷北区４８－１

437 十勝総合振興局 河東郡上士幌町 中村屋 河東郡上士幌町字ぬかびら源泉郷南区

438 十勝総合振興局 河東郡鹿追町 コテージ カントリーパパ 河東郡鹿追町鹿追北5線11―1

439 十勝総合振興局 河東郡鹿追町 然別湖畔温泉ホテル風水 河東郡鹿追町然別湖畔

440 十勝総合振興局 河東郡鹿追町 平山旅館 河東郡鹿追町栄町1丁目61番地1

441 十勝総合振興局 河東郡士幌町 きくや旅館 河東郡士幌町字士幌西2線157

442 十勝総合振興局 河東郡士幌町 しほろ温泉プラザ緑風 河東郡士幌町字下居辺西２線134

443 十勝総合振興局 河東郡士幌町 士幌高原ヌプカの里 河東郡士幌町字上音更21-173

444 十勝総合振興局 上川郡新得町 さんたり 上川郡新得町屈足幸町1丁目４２番地

445 十勝総合振興局 上川郡新得町 湯宿くったり温泉レイクイン 上川郡新得町字屈足８０８番地

446 十勝総合振興局 上川郡新得町 国民宿舎　東大雪荘 上川郡新得町屈足トムラウシ

447 十勝総合振興局 中川郡池田町 すゞき旅館 中川郡池田町字旭町２丁目２０番地

448 十勝総合振興局 中川郡幕別町 十勝幕別温泉グランヴィリオホテル 中川郡幕別町字依田３８４

449 十勝総合振興局 中川郡幕別町 幕別温泉パークホテル悠湯館 中川郡幕別町依田１２６番地

450 十勝総合振興局 広尾郡広尾町 ホテル　東陽館 広尾町西１条６丁目



451 十勝総合振興局 広尾郡広尾町 ホテル大宝 広尾郡広尾町並木通東３丁目1-9

452 十勝総合振興局 中川郡幕別町 十勝ナウマン温泉ホテルアルコ 中川郡幕別町忠類白銀町384番地1

453 十勝総合振興局 帯広市 帯広グランドホテル 帯広市西２条南３丁目２０番地

454 根室振興局 標津郡標津町 標津川温泉ぷるけの館　ホテル川畑 標津郡標津町南３条西１丁目１－３

455 根室振興局 標津郡標津町 ホテル楠 標津郡標津町南８条西１丁目４番１号

456 根室振興局 標津郡標津町 万月堂 標津郡標津町字埼無意180

457 根室振興局 標津郡標津町 民宿　船長の家 標津郡標津町南８条東１丁目１－７

458 根室振興局 標津郡中標津町 トーヨーグランドホテル 標津郡中標津町東２０条北１丁目１番地２

459 根室振興局 標津郡中標津町 ホテル・マルエー温泉俵橋 標津郡中標津町俵橋１５線４０－３６

460 根室振興局 標津郡中標津町 ホテルマルエー温泉 標津郡中標津町西１条北３丁目３番地

461 根室振興局 標津郡中標津町 中標津保養所温泉旅館 標津郡中標津町東20条北８丁目

462 根室振興局 標津郡中標津町 湯宿だいいち 標津郡中標津町字養老牛518

463 根室振興局 根室市 根室グランドホテル 根室市大正町２丁目２番池

464 根室振興局 根室市 照月旅館 根室市梅ケ枝町２－３

465 根室振興局 野付郡別海町 野付湯元うたせ屋 野付郡別海町尾岱沼港町１３２

466 根室振興局 野付郡別海町 マグハウス 野付郡別海町別海旭町80番地

467 根室振興局 野付郡別海町 ミートハウスながの四季の宿泊所 野付郡別海町尾岱沼岬町６５番地

468 根室振興局 野付郡別海町 株式会社　郊楽苑 野付郡別海町別海１４１－１００

469 根室振興局 野付郡別海町 別海パークホテル 野付郡別海町西春別駅前曙町１－１１

470 根室振興局 野付郡別海町 西春別温泉　ペンションクローバーハウス 野付郡別海町西春別９５－３

471 根室振興局 目梨郡羅臼町 民宿　よね丸 目梨郡羅臼町本町１-２

472 根室振興局 目梨郡羅臼町 ペンション　ラウスクル 目梨郡羅臼町海岸町７４

473 根室振興局 目梨郡羅臼町 高島屋旅館 目梨郡羅臼町本町１３番地

474 日高振興局 浦河郡浦河町 浦河イン 浦河郡浦河町築地３丁目１番地３

475 日高振興局 沙流郡平取町 びらとり温泉　ゆから 沙流郡平取町字二風谷９２番地６

476 日高振興局 浦河郡浦河町 うらかわ優駿ビレッジＡＥＲＵ 浦河郡浦河町字西舎１４１番地４０

477 日高振興局 浦河郡浦河町 浦河ウエリントンホテル 浦河郡浦河町大通８丁目４０－１

478 日高振興局 浦河町堺町 GUESTHOUSEMASAGO（ゲストハウスまさご） 浦河町堺町東1丁目11-1

479 日高振興局 沙流郡日高町 株式会社　日高高原荘 沙流郡日高町字富岡４４４番地１

480 日高振興局 日高郡新ひだか町 静内エクリプスホテル 日高郡新ひだか町静内吉野町3-1-1

481 日高振興局 日高郡新ひだか町 ホテル ローレル 日高郡新ひだか町静内本町1-1-1

482 日高振興局 日高郡新ひだか町 ホテルサトウ 日高郡新ひだか町静内本町

483 日高振興局 日高郡新ひだか町 三石旅館 日高郡新ひだか町三石旭町18

484 日高振興局 新冠郡新冠町 新冠温泉レ・コードの湯ホテルヒルズ 新冠郡新冠町字西泊津16-3

485 檜山振興局 久遠郡せたな町 あわび山荘 久遠郡せたな町大成区貝取澗388

486 檜山振興局 久遠郡せたな町 茂津多旅館 久遠郡せたな町瀬棚区北島歌

487 檜山振興局 久遠郡せたな町 温泉ホテル　きたひやま 久遠郡せたな町北檜山徳島４番地６

488 檜山振興局 久遠郡せたな町 新矢旅館 久遠郡せたな町北桧山区北桧山２６１

489 檜山振興局 久遠郡せたな町 民宿 おがわ 久遠郡せたな町瀬棚区本町104

490 檜山振興局 久遠郡せたな町 民宿　海の家 久遠郡せたな町瀬棚区三本杉9

491 檜山振興局 久遠郡せたな町 民宿 窓岩 久遠郡せたな町瀬棚区島歌154

492 檜山振興局 久遠郡せたな町 民宿 伏見屋 久遠郡せたな町瀬棚区島歌181

493 檜山振興局 瀬棚郡今金町 クアプラザピリカ 瀬棚郡今金町字美利河205-1

494 檜山振興局 瀬棚郡今金町 ホテル　いまかね 瀬棚郡今金町今金435-270

495 檜山振興局 爾志郡乙部町 宿泊体験施設　おとべ温泉郷　光林荘 爾志郡乙部町字館浦５２７番地の２

496 檜山振興局 久遠郡せたな町 民宿　いこい 久遠郡せたな町北桧山区豊岡８１－１３

497 檜山振興局 檜山郡厚沢部町 俄虫温泉旅館大成 檜山郡厚沢部町字上里９２番地

498 檜山振興局 檜山郡上ノ国町 民宿　弁天 檜山郡上ノ国字大留１４３番地１０

499 檜山振興局 檜山郡江差町 辻旅館 檜山郡江差町字中歌町５６

500 檜山振興局 檜山郡江差町 ふじや旅館 檜山郡江差町字愛宕町１

501 檜山振興局 檜山郡江差町 目谷旅館 檜山郡江差町字橋本町３７

502 檜山振興局 檜山郡江差町 港旅館 檜山郡江差町字姥神町８

503 檜山振興局 檜山郡江差町 ホテルニューえさし 檜山郡江差町字新地町52番地

504 檜山振興局 檜山郡上ノ国町 旅館よ志栄 檜山郡上ノ国町字上ノ国281-5

505 檜山振興局 奥尻郡奥尻町 御宿きくち 奥尻郡奥尻町字宮津11番地6

506 檜山振興局 久遠郡せたな町 さわだ旅館 久遠郡せたな町北檜山区北檜山311-19

507 檜山振興局 久遠郡せたな町 民宿 長栄 久遠郡せたな町瀬棚区三本杉71

508 留萌振興局 天塩郡天塩町 てしお温泉　夕映 天塩郡天塩町更岸５８０７番地２

509 留萌振興局 留萌郡小平町 三上民宿　別館 留萌郡小平町字鬼鹿港町１６３－２

510 留萌振興局 苫前郡羽幌町 民宿栄丸 苫前郡羽幌町大字天売字前浜64-3

511 留萌振興局 苫前郡羽幌町 萬谷旅館 苫前郡羽幌町大字天売字和浦６８

512 留萌振興局 苫前郡羽幌町 島の宿大一 苫前郡羽幌町大字天売字弁天39

513 留萌振興局 苫前郡羽幌町 旅館　のがみ 苫前郡羽幌町大字天売字弁天14-1

514 留萌振興局 苫前郡苫前町 とままえ温泉ふわっと 苫前郡苫前町字苫前１１９－１

515 留萌振興局 苫前郡苫前町 苫前町ななかまどの館 苫前郡苫前町字古丹別１７１番の５３

516 留萌振興局 増毛郡増毛町 オーベルジュましけ 増毛郡増毛町別狩217番地1

517 留萌振興局 留萌郡小平町 音尾旅館 留萌郡小平町字鬼鹿港町61-1

518 留萌振興局 留萌市 ホテル神居岩 留萌市大字留萌村字カムイワ495

519 留萌振興局 留萌市 ホテルニューホワイトハウス 留萌市明元町6丁目36-1

520 留萌振興局 苫前郡羽幌町 富士屋旅館 苫前郡羽幌町南3条2丁目14番地

521 留萌振興局 留萌郡小平町 小平町総合交流ターミナル施設　ゆったりかん 留萌郡小平町字小平町458-25


