
体験リピーターチケット配付事業者一覧 11月22日 現在

事業者名 地区 種別 電話番号 URL

ホテル日立ヒルズ 日立 ホテル 0294-26-8244 https://breezbay-group.com/hitachi-h/

ホテル日立プラザ 日立 ホテル 0294-21-7111 https://breezbay-group.com/hitachiplaza/

多賀ステーションホテル 日立 旅館 0294-33-0019 http://www.taga-st-hotel.jp/

ホテルウィングインターナショナル日立 日立 ホテル 0294-23-2111 https://www.hotelwing.co.jp/hitachi

ツーリストホテル日立 日立 ホテル 0294-25-0250 http://www.mito.ne.jp/~htourist/

ホテルテラスザスクエア日立 日立 ホテル 0294-22-5531 https://www.square-hitachi.jp

旅館東洋館 日立 旅館 0294-33-0220 https://www.ibarakiguide.jp/db-kanko/id-0800000000856.html

旅館千鳥屋 日立 旅館 0294-33-0566 https://chidoriya-ryokan-hitachi.jimdofree.com

茨城県立国民宿舎「鵜の岬」 日立 旅館 0294-39-2202 http://www.unomisaki.com

ホテル永野屋 日立 ホテル 0294-33-0428 https://hotelnaganoya.com

ひたち湯海の宿　はぎ屋 日立 旅館 0294-52-2522 http://www.hagi-ya.com

シーサイドホテル東館 日立 ホテル 0294-33-0030 http://www.azumakan.jp/

ホテル天地閣 日立 ホテル 0294-22-0188 http://www.tenchikaku.co.jp

うのしまヴィラ 日立 旅館 0294-42-4404 https://unoshima-villa.com/

ホテル網元 日立 ホテル 0294-23-3456 http://www.ami-moto.com

民宿　魚一 日立 民宿 0294-42-6588 http://www.aco.co.jp/uoichi/

薬湯旅館　「長寿の湯」 日立 旅館 0293-23-0126 https://www.choujunoyu-group.com

日立ホテルクレイン 日立 ホテル 0294-54-0711 http://hitachi-hotel.co.jp

旅館　須賀屋 日立 旅館 0294-52-2008 https://www.ibarakiguide.jp/db-kanko/id-0800000000845.html

ザ・オーシャンゴルフクラブホテルマグノリア 日立 ホテル 0294-43-8111 https://www.ocengolfculb.com/

ナードヒルズ 日立 ゲストハウス 090-2209-6219 https://naadhills.com/

ホテルノマド日立 日立 ホテル 0294-33-6123 http://hotelnomad.jp/

東横イン日立駅前 日立 ホテル 0294-89-1045 http://toyoko-inn.com/

久慈サンピア日立 日立 ホテル 0294-53-8000 https://www.kuji-sunpia-hitachi.com/

お城の民宿　花ぐるま 日立 民宿 0294-42-2184 https://hana-guruma.jp/

ＯＹＯホテル三幸園 日立 旅館 0294-33-1357 https://sankouen.biz/hitachi/

松島館 高萩 旅館 0293-22-2353 http://matsushimacan.com/

旅館高萩　「山の湯」 高萩 旅館 0293-23-0126 https://www.choujunoyu-group.com

天空の庭天馬夢 高萩 ホテル 0293-27-3901 https://www.amamu.jp/

としまや月浜の湯 北茨城 旅館 0293-43-1311 https://www.tukihama.co.jp

二ッ島観光ホテル 北茨城 ホテル 0293-42-0183 http://www.futatsushima.com

まるたか観光旅館 北茨城 旅館 0293-46-0527 https://marutaka-kanko.com

民宿魚彦 北茨城 民宿 0293-46-1020 https://www.ibarakiguide.jp/db-kanko/id-0800000001943.html

旅館浜庄 北茨城 旅館 0293-46-3373 http://www.hamasyo.jp

割烹旅館さらしな 北茨城 旅館 0293-42-1159 https://kitaiba-sarashina.jp

民宿暁園 北茨城 旅館 0293-46-5891 http://akatsukien.web.fc2.com/

五浦観光ホテル 北茨城 ホテル 0293-46-1111 http://www.izura.net/

ホテルエリアワン北茨城 北茨城 ホテル 0293-24-8200 http://www.hotel-areaone.com

旅館　長浜荘 北茨城 旅館 0293-46-2665 http://www13.plala.or.jp/nagahamasou/

グリーンパークホテル 北茨城 ホテル 0293-46-4111 http://ipcc.co.jp/hotel.html

グランピングビレッジIBARAKI 北茨城 コテージ 0293-44-7555 https://meismland.co.jp/

あんこうの宿まるみつ旅館 北茨城 旅館 0293-46-0569 http://www.marumitsu-net.com

磯原シーサイドホテル 北茨城 ホテル 0293-42-0213 http://www.isohara.co.jp

旅館　静海亭 北茨城 旅館 0293-46-0408 https://www.ibarakiguide.jp/db-kanko/id-0800000001275.html

うぐいす谷温泉　竹の葉 北茨城 旅館 0293-42-2288 http://www.uguisudani-onsen.com

鉱泉旅館　友の湯 北茨城 旅館 0293-46-0551 http://www.kitaibarakishi-kankokyokai.gr.jp/page/page000232.html

砥上屋旅館 北茨城 旅館 0293-46-0418 https://tokamiya.com/

やまに郷作 北茨城 旅館 0293-46-1178 http://gousaku.jp

湯の網温泉　鹿の湯松屋 北茨城 旅館 0293-46-1086 http://www.jsdi.or.jp/~yunoami/

中野屋旅館 常陸太田 旅館 0294-82-3311 http://www.satomi-nakanoya.com/

山田屋旅館 常陸太田 旅館 0294-82-2236 https://www.motoyu-yamadaya.jp

ホテル釜萬 常陸太田 ホテル 0294-72-1188 http://www.kanko-hitachiota.com/page/page000232.html

宝来館 常陸太田 旅館 0294-85-0114 http://www.hitachioota-town.jp/15712111885354

スパ＆ゴルフリゾート久慈 常陸太田 ホテル 0294-76-1711 https://www.spagolf-kuji.jp

元湯旅館 常陸太田 旅館 0294-82-2712 https://www.ibarakiguide.jp/db-kanko/id-0800000000891-3.html

岩倉鉱泉 常陸太田 旅館 0294-85-1126 http://iwakura1126.com/

ビジネスホテル塩原 常陸太田 ホテル 0294-80-2225 http://www.bhotelshiobara.com/

竜神ふるさと村 常陸太田 コテージ 0294-87-0375 http://shinkokosha.ryujinkyo.jp/

ふるさとセンター　竜っちゃん乃湯 常陸太田 旅館 0294-87-0375 http://shinkokosha.ryujinkyo.jp/

一般財団法人里美ふるさと振興公社里美ふれあい館 常陸太田 複合宿泊施設 0294-82-2411 http://satomiful.jp/

一般財団法人里美ふるさと振興公社プラトーさとみ 常陸太田 複合宿泊施設 0294-82-2411 http://satomiful.jp/

新・西山荘カントリー倶楽部 常陸太田 ホテル 0294-70-1234 https://www.unimat-golf.jp/seizansou/

ホテル鮎亭 常陸大宮 ホテル 0120-174-809 http://ayutei.net/

湯の沢鉱泉 常陸大宮 旅館 0295-57-3794 https://yunosawakousen.com/

ログハウスいがっぺ 常陸大宮 ログハウス 080-1098-8650 https://hitachiomiyashi-hitamaruryokou.jp/list03/

マナゴルフクラブ 常陸大宮 ホテル 0295-53-7000 https://www.managolf.jp/

割烹旅館かめや 常陸大宮 旅館 0295-57-2409 http://www.kameya-ryokan.jp

ゴルフ5カントリーサニーフィールド・コテージ 常陸大宮 コテージ 0295-55-3232 https://www.alpen-group.net/sunnyfield/

ホテルカメヤ 常陸大宮 ホテル 0295-53-8882 http://www.hotel-kameya.jp/

カバヤゴルフクラブ 常陸大宮 ホテル 0295-56-2311 https://kabayagc.com/

マナゴルフクラブ 常陸大宮 ホテル 0295-53-1144 https://www.managolf.jp/

悠久の宿滝美館 大子 旅館 0295-72-4181 https://www.takimi-kan.com/

滝味の宿豊年万作 大子 旅館 0295-72-3011 http://www.fukuroda.co.jp

北條館別館 大子 旅館 0295-72-3511 https://houjyoukanbekkan.eyado.net

袋田温泉　思い出浪漫館 大子 ホテル 0295-72-3111 http://www.roman-kan.jp

鈴木屋旅館 大子 旅館 0295-72-0458 https://www.daigo-kanko.jp/spot-0056.html

旅館本田屋 大子 旅館 0295-72-0012 https://www.daigo-kanko.jp/spot-0052.html

栄屋旅館 大子 旅館 0295-72-2215 https://www.ibarakiguide.jp/db-kanko/id-0800000001216.html

玉屋旅館 大子 旅館 0295-72-0123 https://daigo-tamaya.com/

ログテラス鰐ヶ渕 大子 ログハウス 0295-74-1387 http://log-wani.com/

リバーサイド奥久慈　福寿荘 大子 旅館 0295-72-0580 https://fukujusou.okukuji.jp/

民宿　芋の里 大子 民宿 0295-74-0123 https://www.daigo-kanko.jp/spot-0049.html

上小川レジャーペンション 大子 ペンション 0295-74-1113 https://www.kamiogawa.net

ホテル奥久慈館 大子 ホテル 0295-72-0650 https://www.itoenhotel.com/okukuji/

キャンプ村やなせ 大子 キャンプ場 080-2001-7399 https://yanase.camp/

HOTEL MIMATSU 水戸 ホテル 029-224-3005 http://www.mimatsu-hotel.co.jp

Mimatsu ANNEX 水戸 ホテル 029-231-8110 http://www.mimatsu-annex.jp
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ホテルいづみ屋 水戸 ホテル 029-231-2295 http://www.izumiya-mito.com

三の丸ホテル 水戸 ホテル 029-221-3011 http://www.sannomaru-hotel.co.jp

水戸リバーサイドホテル 水戸 ホテル 029-224-1515 https://breezbay-group.com/mito-riverside/

ホテルレイクビュー水戸 水戸 ホテル 029-224-2727 https://www.hotellakeviewmito.com/

水戸京成ホテル 水戸 ホテル 029-226-3111 http://www.mito-keiseihotel.com/

ホテルテラスザガーデン水戸 水戸 ホテル 029-300-2500 http://www.hotel-terrace.com/

ホテルシーズン 水戸 ホテル 029-227-0008 http://www.mito-hotelseason.com/

スマイルホテル水戸 水戸 ホテル 029-233-2511 https://smile-hotels.com/hotels/show/mito

ArC LIFESTYLE SPACE & HOTEL 水戸 ホテル 029-228-0333 https://arc-lsh.com/

JR東日本ホテルメッツ水戸 水戸 ホテル 029-222-3100 https://www.hotelmets.jp/mito/

アパホテル＜水戸駅北＞ 水戸 ホテル 029-225-8811 https://www.apahotel.com/

アパホテル＜水戸駅前＞ 水戸 ホテル 029-231-3151 https://www.apahotel.com/

民宿町の宿　歴史館前 水戸 民宿 029-353-6750 https://www.machinoyado.com/

内原鉱泉　湯泉荘 水戸 旅館 029-259-2020 http://yusenso.com/

プレジデントホテル水戸 水戸 ホテル 029-300-1100 http://www.president-hotel-mito.co.jp/

スーパーホテル水戸 水戸 ホテル 029-231-9000 https://www.superhotel.co.jp/s_hotels/mito/

コートホテル水戸 水戸 ホテル 029-233-3111 https://www.courthotels.co.jp/mito/

ホテルトレンド水戸 水戸 ホテル 029-231-6999 https://hotel-trend.jp/mito/

ホテル水戸シルバーイン 水戸 ホテル 029-225-0011 https://travel.rakuten.co.jp/HOTEL/5715/5715.html

ビジネスホテルかもした 水戸 ホテル 029-231-3900 http://www.kamoshita.net/

ダイワロイネットホテル水戸 水戸 ホテル 029-303-3311 https://www.daiwaroynet.jp/mito/

株式会社ヤスダ　ホテルドマーニ 水戸 ホテル 029-227-5501 https://mito-domani.com/

民泊　池の端　～Ikenohata～ 水戸 ゲストハウス 070-8444-3480 https://airbnb.com/h/ikenohata

まちの宿　歴史館前 水戸 ゲストハウス 029-353-6750 https://machinoyado.com

まちの宿　東照宮前３Ｆ 水戸 ゲストハウス 029-226-1166 https://machinoyado.com

まちの宿　東照宮前２Ｆ 水戸 ゲストハウス 029-226-1166 https://machinoyado.com

割烹旅館城山 笠間 旅館 0296-72-0861 http://www.siroyama.biz/

旅館いなみ 笠間 旅館 0296-72-0165 http://www.inamiya.com

宍戸ヒルズカントリークラブコテージ 笠間 ホテル 0296-77-2141 https://www.shishido.co.jp/shishido/

ビジネスホテルあさひ 笠間 ホテル 0296-77-1230 https://www.kasama-kankou.jp/map.php?code=53&mode=page_inner

ホテル　イオ　アルフェラッツ 笠間 ホテル 0296-72-7311 https://www.hotel-io.com/

小松館 笠間 旅館 0296-72-0668 https://www.ibarakiguide.jp/db-kanko/id-0800000001184.html

秘湯ぶんぶくの湯 笠間 旅館 0296-72-6295 http://park16.wakwak.com/~sun/

ETOWA KASAMA 笠間 キャビン 070-3117-1929 https://www.cigr.co.jp/etowa/kasama/

Auberge de Y 笠間 ホテル 0296-72-4284 https://kasama-y.com/

ビジネスホテル六号 小美玉 ホテル 0299-48-0238 http://www.businesshotel6go.com/

橋本旅館 小美玉 旅館 0299-58-2038 http://www.hashimoto-inn.com/

古民家の宿　庄や山口 茨城 民宿 029-292-8055 https://shoya-yamaguchi.business.site/

大洗温泉小林楼 大洗 旅館 029-266-2005 http://www.kobayashirou.com/

大洗温泉とびた荘 大洗 ペンション 029-267-5070 https://tobitaso.com/

リゾート大洗まつもと 大洗 旅館 029-266-0555 http://www.oarai-matsumoto.jp

ホテル大洗舞凛館 大洗 ホテル 029-266-2221 http://www.marinkan.jp/

大洗シーサイドホテル 大洗 ホテル 029-267-2111 https://ooarai-seasidehotel.co.jp/

和風旅館日野治 大洗 旅館 029-266-1551 http://www.hinoji.co.jp

割烹旅館さかなや隠居 大洗 旅館 029-267-3175 http://www.sakanaya-inkyo.com/

大洗パークホテル 大洗 ホテル 0570-003-830 http://www.ooarai.co.jp

入船旅館 大洗 旅館 029-267-3220 http://www.ooarai-irifune.com/

有限会社大勘荘 大洗 旅館 029-267-2850 http://www.daikansou.com

大洗ホテル 大洗 ホテル 029-267-2151 http://www.oarai-hotel.co.jp

亀の井ホテル大洗 大洗 旅館 029-267-3191 https://www.kamenoi-hotels.com/

料亭旅館　大洗山口楼 大洗 旅館 029-267-3566 https://yamaguchirou.com/oarai/

民宿　鯖芳 大洗 民宿  029-266-0281 http://sabayosi.com/

大洗ホテルANNEX魚来庵 大洗 ホテル 029-212-3488 http://www.hotel-gyoraian.jp

割烹旅館　肴屋本店 大洗 旅館 029-267-2211 http://sakanaya-honten.com

旅館　いそや 大洗 旅館 029-266-1200 http://www.isoya-oarai.com/

民宿旅館　白浜荘 大洗 民宿 029-266-1276 http://www.shirahamasou.com

旅館・民宿セイラーズ 大洗 旅館 029-267-5387 http://oarai-sailors.sakura.ne.jp/

ペンションsiosai 大洗 ペンション 029-267-4031 http://www.siosai.jp/

浅野丸 大洗 民宿 029-266-3588 https://www.oarai-info.jp/hotel.php?mode=detail&code=44

グランマーレ茨城大洗 大洗 グランピング 029-212-5073 http://www.ibaraki-glamping.com/

城里町総合野外活動センターふれあいの里（一般財団法人城里町開発公社） 城里 複合宿泊施設 029-288-5505 http://fureai.shirosatocamp.jp/

ウィンザーパークゴルフアンドカントリークラブ 城里 ホテル 0296-88-2221 http://www.wpgcc.com/

ホテル大山城 城里 ホテル 029-289-2511 https://hotel-ooyamajyo.hp.gogo.jp/pc/

株式会社サザンヤードカントリークラブ　ホテルサザンヤード 城里 ホテル 029-288-5888 http://www.sycc.co.jp/

フォレストピア七里の森 城里 キャンプ場 0296-88-3245 https://ibaraki-camp.jp/camp_site/923.html

城里ゴルフ倶楽部　ホテルキャッスルビレッジ 城里 ホテル 0296-88-3611 http://www.shirosato-gc.com/

春日ホテル ひたちなか ホテル 029-262-3164 http://www.kasugahotel.co.jp/

テラスイン勝田 ひたちなか ホテル 029-219-7211 https://www.terrace-inn.com/

藤屋ホテル ひたちなか ホテル 029-262-4141 http://www.e-fujiya.co.jp

ホテルクリスタルパレス ひたちなか ホテル 029-273-7711 http://www.hotel-crystal.jp

海荘 大利 ひたちなか 旅館 029-265-7339 http://www.daitoshi.jp

潮騒の宿丸徳 ひたちなか 旅館 029-265-7006 http://marutokuryokan.web.fc2.com/

平磯館 ひたちなか 旅館 029-262-2706 https://www.hiraisokan.jp

ホテルニュー白亜紀 ひたちなか ホテル 029-265-7185 http://hakuaki.com

山形屋 ひたちなか 旅館 029-265-8207 https://www.ibarakiguide.jp/db-kanko/id-0800000001241.html

旅館海楽 ひたちなか 旅館 029-265-8512 http://www.ryokan-kairaku.com/

ホテルサンシティ勝田 ひたちなか ホテル 029-272-1111 http://suncity-katsuta.com

大扇旅館 ひたちなか 旅館 029-273-6226 https://www.ibarakiguide.jp/db-kanko/id-0800000001179.html

アパホテル＜ひたちなか勝田駅前＞ ひたちなか ホテル 029-212-8200 http://www.apahotel.com/hotel/.../hitachinaka-katsuta-ekimae/

つるやホテル ひたちなか ホテル 029-265-8322 https://tsuruyahotel.com

コーストインシャロームつるやアネックス ひたちなか 旅館 029-262-5111 https://coastinshalom.com/

民宿　黒勢 ひたちなか 民宿 029-265-8415 https://www.instagram.com/kurose_sushi/?r=nametag

満州屋 ひたちなか ゲストハウス 029-265-8151 http://www.mansyuya.jp

つるや旅館 ひたちなか 旅館 029-265-8250 https://www.ibarakiguide.jp/db-kanko/id-0800000001239.html

旅館　清水屋 ひたちなか 旅館 029-265-7544 http://www.ajigaurasimizuya.jp/

盛漁館 ひたちなか 旅館 029-265-8153 http://www.hitachinaka-sa.com/member/shukuhaku_seiryoukan.html

網元の宿　えびのや ひたちなか 民宿 029-265-8140 http://www.hitachinaka-sa.com/member/shukuhaku_ebinoya.html

旅館　きよみ荘 ひたちなか 旅館 029-265-8312 https://kiyomisou.net

松本屋 ひたちなか 旅館 029-265-8113 https://www.ibarakiguide.jp/db-kanko/id-0800000001980.html
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米屋旅館 ひたちなか 旅館 029-265-8103 http://www.komeya-ryokan.jp

阿字ヶ浦クラブ ひたちなか 旅館 029-265-7111 http://www.ajigaura.co.jp

クリスタルプラザ ひたちなか ホテル 029-275-1111 https://www.crystal-plaza.co.jp/

旅館千葉屋 ひたちなか 民宿 029-265-8416 http://www.ryokanchibaya.com/

とらや旅館 ひたちなか 旅館 029-265-8222 http://www.toraya.net

レストハウス砂丘 ひたちなか 旅館 029-265-7101 http://www.ajigaura-sakyu.com

たからや旅館 ひたちなか 旅館 080-5508-6834 http://www.hitachinaka-sa.com/member/shukuhaku_list.php?dtype=3&genre=1

日の出荘 ひたちなか 旅館 029-265-8307 https://www.ibarakiguide.jp/db-kanko/id-0800000001245.html

みなと観光ホテル株式会社 ひたちなか ホテル 029-262-4118 http://minato-kankohotel.com/

EASTCOAST FINEGLAMPING 茨城ひたちなか ひたちなか グランピング 090-8476-9720 https://fineglamping.com/

コトンひたちなかグランヴィラ ひたちなか グランピング 029-212-7077 https://www.isejin.co.jp/coton_hitachinaka/

シーサイド原屋 ひたちなか 旅館 029-262-4351 https://iraiso-s-haraya.com/

オーシャンフロントお宿浜田館 ひたちなか ホテル 029-265-7211 http://www.hitachinaka.co.jp/hamadakan/

HOTEL R9 The Yard ひたちなか ひたちなか ホテル 029-352-3363 https://hotel-r9.jp/hotels/hitachinaka/

割烹旅館満喜葉 那珂 旅館 029-296-0201 http://www17.plala.or.jp/makiba/

静ヒルズホテル 那珂 ホテル 029-296-2111 https://www.hillsgolf.jp/

ホテルエリアワン東海 東海 ホテル 029-212-3366 http://www.hotel-areaone.com

さくら屋旅館 東海 旅館 029-282-2028 https://sakurayaryokan.wixsite.com/home

沼田屋旅館 東海 旅館 029-282-2139 https://www.ibarakiguide.jp/db-kanko/id-0800000000904.html

神宮ホテル 鹿嶋 ホテル 0299-83-2211 http://www.ivy--jinnguu.shop-web.org/jingu.html

ホテル古保里 鹿嶋 ホテル 0299-82-1311 https://www.ibarakiguide.jp/db-kanko/id-0800000001066.html

鹿島ハイツスポーツプラザ 鹿嶋 ホテル 0299-82-7941 http://www.kashima-hsp.com

ホテルがんけ 鹿嶋 ホテル 0299-82-3451 https://www.hotel-ganke.net/

長谷川旅館 神栖 旅館 0479-44-3400 http://www.hasegawaryokan.com/

鹿島アイビーホテル 神栖 ホテル 0299-93-4311 http://www.ivy--jinnguu.shop-web.org/ivy.html

鹿嶋パークホテル 神栖 ホテル 0299-90-0500 http://www.kashimaparkhotel.com/

コンフォートイン鹿島 神栖 ホテル 0299-92-1100 https://www.choice-hotels.jp/inn/kashima

鹿島セントラルホテル 神栖 ホテル 0299-95-5511 http://ekch.jp

割烹旅館　魚富旅館 神栖 旅館 0479-48-3000 http://www.tcs-net.ne.jp/~uotomi/

SPORTS＆RESORT　ミンションやまざき 神栖 民宿 0479-44-0388 https://minsyon.com/

ウォーターガーデンリゾート 神栖 コテージ 080-7897-7674 http://water-garden-resort.com

たびのホテル鹿島 神栖 ホテル 0299-95-5990 http://kashima.tabino-hotel.jp/

リゾートインあおの 神栖 旅館 0479-44-0023 https://www.resort-inn-aono.net/

いわせ旅館 神栖 旅館 0299-96-4187 http://www.kamisu-yado.jp/stay-page/iwase.html

ニュー鹿南 神栖 ホテル 0479-48-1100 http://www13.plala.or.jp/kanann/index.html

ホテルウィングインターナショナル鹿嶋 神栖 ホテル 0299-92-9012 https://www.hotelwing.co.jp/kasima/

アトンパレスホテル茶寮砂の栖 神栖 ホテル 0299-92-4411 https://atonpalacehotel.co.jp/saryo-sunanosumika

ホテルジャーニィーロード 神栖 ホテル 0479-44-1177 https://www.journeytoad.jp/

スーパーホテル鹿嶋 神栖 ホテル 0299-88-9000 https://www.superhotel.co.jp/s_hotels/kashima/

ノヴァホールホテル梅はら 神栖 ホテル 0479-44-2454 https://www.hotel-umehara.co.jp/

旅館とうわだ荘 神栖 旅館 0299-96-1957 https://www.touwadasou.com/

フラットスリーsakaeya 神栖 ホテル 0479-44-2039 https://flatthree-sakaeya.com/

HOTEL R9 The Yard　神栖 神栖 ホテル 090-9138-3216 https://www.dvlp.jp

ホテル芝田 潮来 ホテル 0299-66-2389 https://www.hotel-shibata.com/

潮来ホテル 潮来 ホテル 0299-62-3130 http://www.itakohotel.co.jp

水郷旧家磯山邸 潮来 旅館 0299-94-2800 https://itako-isoyamatei.com/

亀の井ホテル潮来 潮来 旅館 0299-67-5611 https://www.kamenoi-hotels.com/

阿や免旅館 潮来 旅館 0299-62-2127 http://www.ayame.co.jp

割烹旅館霞ヶ浦 潮来 旅館 0299-64-2721 http://kasumigaura1.sakura.ne.jp/

ホテル新まこも 潮来 ホテル 090-5411-1838 http://www.shinmakomo.com/

北浦宝来温泉つるるんの湯宿北浦湖畔荘 行方 旅館 0291-35-0123 http://www.kitaura-houraionsen.com

湖畔の宿　湖月 行方 旅館 0299-72-0581 http://namekan.jp/2017/09/29/kogetsu/

橋本屋旅館 行方 旅館 0299-73-3203 http://namekan.jp/2017/09/29/hashimoto/

別邸翠風荘慶山 行方 旅館 0299-57-3838 http://www.suifusou.jp/

湖畔の家ふくろう 行方 ゲストハウス 080-3454-1926 ―

旅館民宿くるみ屋 鉾田 旅館 0291-37-0555 http://www.kurumiya.com

いこいの村涸沼 鉾田 ホテル 0291-37-1171 http://www.ikoinomurahinuma.com/

ホテルさわや 鉾田 ホテル 0291-33-2188 https://www.hotel-sawaya.com

とっぷ・さんて大洋 鉾田 コテージ 0291-39-6500 http://www.topsante.jp

ライトハウス株式会社　スラックハウス 鉾田 民宿 090-3901-4344 https://reserva.be/slack

水平線 鉾田 ホテル 0291-37-4181 https://www.suiheisen.jp/oyado/

隠れ家　四季の月 鉾田 グランピング 090-4959-3553 https://sadam723.wixsite.com/shikinotsuki/

秘境の楽園 COCOS HARBOR 鉾田 ホテル 090-5566-0741 http://cocosharbor.studio.site/

ベルズイン・土浦 土浦 ホテル 029-826-1400 https://www.bells-inn.jp

ゑびすやホテル 土浦 ホテル 029-821-0360 http://hotel-ebisuya.net

ホテル明建 土浦 ホテル 029-823-6100 http://hotel.meiken-group.co.jp/

ホテルマロウド筑波 土浦 ホテル 029-822-3000 https://www.marroad.jp/tsukuba/

ホテルアルファ・ザ・土浦 土浦 ホテル 029-824-1211 https://www.alpha-yad.com/

ホテルつくばヒルズ土浦神立店 土浦 ホテル 029-832-0001 https://breezbay-group.com/tsuchiura-khills/

ビジネスホテルプラザ荒川沖 土浦 ホテル 029-843-4180 https://breezbay-group.com/hch-arakawaoki/

湖北ホテル 土浦 ホテル 029-824-3411 http://bh-kohoku.co.jp

ライフイン土浦駅東 土浦 ホテル 029-824-0500 https://www.lifehotels.jp/tsuchiura/

星野リゾート BEB5 土浦 土浦 ホテル 0298-25-0502 https://hoshinoresorts.com/ja/hotels/beb5tsuchiura/

ビジネスホテルつくし 土浦 ホテル 029-821-2195 http://www.tukushi.info

ビジネスホテルトキワ 土浦 ホテル 029-822-9378 https://travel.rakuten.co.jp/HOTEL/32433/32433.html

ホテルいやしの里 土浦 ホテル 029-862-2400 https://iyashinosato.cm/

ビジネスホテル若藤 土浦 ホテル 029-821-1034 ―

アウラテラス茨城 土浦 グランピング 050-3198-5845 https://www.glamping-ibaraki.com/

ザ・セレクトン土浦駅前 土浦 ホテル 029-896-9888 https://celecton.com/tsuchiura/

ホテル　フィット 土浦 ホテル 029-822-4111 https://www.hotelfit.jp/

スイートヴィラ　No.3　Tsuchiura　CYCLE/HOME/HOTEL 土浦 ゲストハウス 03-3346-8383 https://www.no3tsuchiura.com/

HOTEL SOSHA 石岡 ホテル 0299-23-5511 https://hotel-sosha.jp

有限会社ホテル橋本楼 石岡 ホテル 0299-22-2021 http://www.hashimotorou.co.jp

石岡プラザホテル 石岡 ホテル 0299-24-1110 https://www.ishiokaplaza.com/

ホテルグランマリアージュ 石岡 ホテル 090-5765-6766 http://hotel-grandmariage.com/

花やさと山（石岡市ふれあいの森） 石岡 ロッジ 0299-57-2525 https://www.hanayasatoyama.com/

割烹旅館いづみ荘 石岡 旅館 0299-26-3232 https://www.izumisou.info/

ゲストハウスjicca 石岡 ゲストハウス 090-8477-7119 https://jicca-gh.com/

さぬきシティホテル 龍ケ崎 ホテル 0297-66-8177 http://www.rph.jp
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https://hotel-sosha.jp/
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https://jicca-gh.com/
http://www.rph.jp/


旅館㐂仙 龍ケ崎 旅館 0297-62-0269 https://www.r-kisen.com

竜ヶ崎プラザホテル新館 龍ケ崎 ホテル 0297-65-2345 https://rph.jp

ビジネスホテル大京 龍ケ崎 ホテル 0297-66-6400 https://rph.jp

さぬきグリーンホテル 龍ケ崎 ホテル 0297-66-1188 https://rph.jp

竜ヶ崎プラザホテル本館 龍ケ崎 ホテル 0297-65-3456 https://rph.jp

サンライズホテル 龍ケ崎 ホテル 0297-62-8800 https://www.ibarakiguide.jp/db-kanko/id-0800000001047.html

セントラルホテル取手 取手 ホテル 0297-72-1123 http://www.central-hotel-group.co.jp

Guest house shang鈴木 取手 ゲストハウス 080-3931-8900 https://guesthouse-shang.conohawing.com/

東横イン取手駅東口 取手 ホテル 0297-70-1045 http://toyoko-inn.com/

ライフツリーひたち野うしく 牛久 ホテル 029-878-2005 https://www.lifehotels.jp/ushiku/

古民家　江口屋 かすみがうら 民宿 080-9095-7800 http://www.kasumigaura-kankou.jp/eguchiya/

HOTEL R9 The Yard　阿見 阿見 ホテル 080-7109-4013 https://www.dvlp.jp

筑波山江戸屋 つくば 旅館 029-866-0321 http://www.tsukubasan.co.jp/

つくばグランドホテル つくば ホテル 029-866-1111 http://tsukuba-grandhotel.co.jp

筑波山京成ホテル つくば ホテル 029-866-0831 http://tsukubasan-keiseihotel.co.jp/

ホテル松島 つくば ホテル 029-856-1191 http://www.hotelmatsushima.co.jp/

彩香の宿一望 つくば 旅館 029-866-2222 https://www.ichibou.com

筑波山ホテル青木屋 つくば ホテル 029-866-0311 http://www.aokiya-hotel.com

株式会社ホテルベストランド つくば ホテル 029-863-1515 https://www.hotel-bestland.co.jp

ホテルマークワンつくば研究学園 つくば ホテル 029-875-7272 http://www.mark-1.jp/tsukuba/

ウッディホテルスワ つくば ホテル 029-836-7123 https://woodysuwa.com

株式会社大三　アーバンホテル つくば ホテル 029-877-0001 https://www.urbanhotel.co.jp

ホテルニューたかはし高野台店 つくば ホテル 029-836-1110 http://www.new-takahashi.co.jp/

ホテルニューたかはし竹園店 つくば ホテル 029-851-2255 http://www.new-takahashi.co.jp/

ホテルレイクサイドつくば つくば ホテル 029-876-5050 https://lakeside-tsukuba.jp

ホテルルートつくば つくば ホテル 029-860-2111 https://www.route-tsukuba.jp

ホテル日航つくば つくば ホテル 029-861-1166 https://www.nikko-tsukuba.com

ホテルつくばヒルズ梅園店 つくば ホテル 029-893-3512 https://breezbay-group.com/tsukuba-hills-u/

ホテルつくばヒルズ西大通り店 つくば ホテル 029-896-3331 https://breezbay-group.com/tsukuba-hills/

筑波マルニホテル つくば ホテル 029-852-0502 http://ichitabi.tabi-kura.com/dom/h/h06890790.html

ホテルグランド東雲 つくば ホテル 029-856-2211 http://www.hg-shinonome.co.jp

ホテルニュー梅屋 つくば ホテル 029-838-0311 http://hotel-umeya.jp/

ファミリーステイつくば つくば ホテル 029-886-3700 https://family-stay.com/

筑波温泉ホテル つくば ホテル 029-866-0521 http://tsukuba-onsen.co.jp

ビジネス旅館高橋 つくば 旅館 080-9540-5087 http://www.br-takahashi.jp/

ホテル東光 つくば ホテル 029-847-1113 http://www.hoteltoko.jp/

アジアンタイムリゾート隠れ屋 稲敷 ホテル 0297-87-0110 https://www.kakure-ya.com

有限会社飯野屋 稲敷 旅館 029-892-2625 http://www.inashiki.com/member/iinoya.html

有限会社エヌプラン　タイムリゾート隠れ屋 稲敷 ホテル 0297-87-0110 https://kakure-ya.com/

ホテル山水 古河 ホテル 0280-22-0226 http://www.hotelsansui.co.jp

アパホテル＜茨城古河駅前＞ 古河 ホテル 0280-23-3372 https://www.apahotel.com/hotel/shutoken/ibaraki-koga-ekimae/

大谷旅館 古河 旅館 090-6165-4080 https://kogajoho.com/2021/05/07/ohtaniryokan/

HOTEL R9　The　Yard　古河 古河 ホテル 0280-23-6923 https://hotel-r9.jp/hotels/koga/

ホテル・割烹　野村屋 常総 旅館 0297-22-0165 http://www.nomurayaryokan.com

つくばタウンホテル 常総 ホテル 0297-42-2038 http://tsukubatownhotel.com

水海道第一ホテル 常総 ホテル 0297-23-2011 https://www.mitsukaido.co.jp/

ホテルグリーンコア坂東 坂東 ホテル 0297-36-4400 https://www.gc-bando.com

ホテルスタンバイリーグさかい 境 ホテル 0280-23-1473 https://www.standby-league.co.jp/sakai/

御老公の湯境店 境 旅館 0280-33-4126 http://5650-sakai.jp/

ホテルクラウンヒルズ結城 結城 ホテル 0296-33-1511 https://breezbay-group.com/yuki-dh/

ビアスパーク　しもつま 下妻 ホテル 0296-30-5121 https://www.beerspark.com

ホテル新東 筑西 ホテル 0296-24-3351 https://www.hotel-shinto.co.jp

平成ホテル 筑西 ホテル 0296-28-6444 http://www.heisei-hotel.co.jp

株式会社ホテルニューつたや 筑西 ホテル 0296-24-8181 http://new-tsutaya.com/

ザ・ヒロサワ・シティ　ロッジ 筑西 ロッジ 0296-45-5601 http://www.shimodate.jp/

見晴らしの丘　真壁 うり坊 桜川 ホテル 0296-45-8988 http://www.uribou.jp

岩瀬城総合娯楽センター 桜川 複合宿泊施設 0296-76-1364 http://iwasejo.sakuragawa.jp

伊勢屋旅館 桜川 旅館 0296-55-0176 http://www.kankou-sakuragawa.jp/page/page000136.html

高砂旅館 桜川 旅館 0296-75-2165 http://www.kankou-sakuragawa.jp/page/page001194.html

農家民宿Iimura 桜川 民宿 080-1205-6910 https://farm-inn.wixsite.com/iimura
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