
宿泊施設一覧 11月18日 現在

宿泊事業者名 地区 種別 電話番号 住所

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 茨城県日立市小木津町771-1

ナードヒルズ 日立 ゲストハウス 090-2209-6219 茨城県日立市東金沢町1-23-31

久慈サンピア日立 日立 ホテル 0294-53-8000 茨城県日立市みなと町6-1

ホテル天地閣 日立 ホテル 0294-22-0188 茨城県日立市旭町２丁目６−１３

シーサイドホテル東館 日立 ホテル 0294-33-0030 茨城県日立市河原子町２丁目２１−７

旅館千鳥屋 日立 旅館 0294-33-0566 茨城県日立市河原子町2丁目2-18

ホテル　永野屋 日立 ホテル 0294-33-0428 茨城県日立市河原子町3丁目28-8

旅館　須賀屋 日立 旅館 0294-52-2008 茨城県日立市久慈町３丁目３−１７

ホテルテラスザスクエア日立 日立 ホテル 0294-22-5531 茨城県日立市幸町1-20-3

東横イン日立駅前 日立 ホテル 0294-89-1045 茨城県日立市幸町1-3-5

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 茨城県日立市幸町１丁目５−１２

ホテル日立プラザ 日立 ホテル 0294-21-7111 茨城県日立市幸町２丁目３−２５

ＯＹＯホテル三幸園 日立 旅館 0294-33-1357 茨城県日立市桜川1-2-14

ホテル網元 日立 ホテル 0294-23-3456 茨城県日立市鹿島町1-15-11

ホテル日立ヒルズ 日立 ホテル 0294-26-8244 茨城県日立市鹿島町１丁目１０−３

ツーリストホテル日立 日立 ホテル 0294-25-0250 茨城県日立市鹿島町１丁目２０−２

茨城県立国民宿舎「鵜の岬」 日立 旅館 0294-39-2202 茨城県日立市十王町伊師640

お城の民宿　花ぐるま 日立 民宿 0294-42-2184 茨城県日立市小木津町5-5-1

ひたち湯海の宿　はぎ屋 日立 旅館 0294-52-2522 茨城県日立市水木町１丁目１−１５

多賀ステーションホテル 日立 旅館 0294-33-0019 茨城県日立市千石町１丁目２−１３

民宿　魚一 日立 民宿 0294-42-6588 茨城県日立市川尻町１丁目１０−１３

日立ホテルクレイン 日立 ホテル 0294-54-0711 茨城県日立市大みか町２丁目１−２２

サンホテル大みか 日立 ホテル 090-6172-2819 茨城県日立市大みか町2丁目26-19

薬湯旅館　「長寿の湯」 日立 旅館 0293-23-0126 茨城県日立市東滑川町3-11-17

うのしまヴィラ 日立 旅館 0294-42-4404 茨城県日立市東滑川町５丁目１０−１

ホテルノマド日立 日立 ホテル 0294-33-6123 茨城県日立市日高町１丁目２８−６

セントラルホテル高萩 高萩 ホテル 0293-24-3366 茨城県高萩市下手綱1473

高萩ホテルクレスト（有限会社イシヤス） 高萩 ホテル 0293-24-1414 茨城県高萩市春日町２丁目２５

旅館高萩　「山の湯」 高萩 旅館 0293-23-0126 茨城県高萩市上手綱３０２８

天空の庭天馬夢 高萩 ホテル 0293-27-3901 茨城県高萩市大能733-2

有限会社松島館 高萩 旅館 0293-22-2353 茨城県高萩市本町1-86

セントラルホテル磯原 北茨城 ホテル 0293-42-8111 茨城県北茨城市磯原町磯原1丁目242

ホテルエリアワン北茨城 北茨城 ホテル 0293-24-8200 茨城県北茨城市磯原町磯原１丁目２２７

としまや月浜の湯 北茨城 旅館 0293-43-1311 茨城県北茨城市磯原町磯原200-3

うぐいす谷温泉　竹の葉 北茨城 旅館 0293-42-2288 茨城県北茨城市磯原町磯原2275

グランピングビレッジIBARAKI 北茨城 コテージ 0293-44-7555 茨城県北茨城市磯原町磯原2547-3

磯原シーサイドホテル 北茨城 ホテル 0293-42-0213 茨城県北茨城市磯原町磯原二ツ島2550

二ッ島観光ホテル 北茨城 ホテル 0293-42-0183 茨城県北茨城市磯原町二ッ島2553

割烹旅館さらしな 北茨城 旅館 0293-42-1159 茨城県北茨城市磯原町本町３丁目３−２２

湯の網温泉　鹿の湯松屋 北茨城 旅館 0293-46-1086 茨城県北茨城市関南町神岡下1435

グリーンパークホテル 北茨城 ホテル 0293-46-4111 茨城県北茨城市関南町神岡上小沢1113

旅館　長浜荘 北茨城 旅館 0293-46-2665 茨城県北茨城市大津町２０８２

五浦観光ホテル 北茨城 ホテル 0293-46-1111 茨城県北茨城市大津町７２２

砥上屋旅館 北茨城 旅館 0293-46-0418 茨城県北茨城市平潟町１４１

旅館浜庄 北茨城 旅館 0293-46-3373 茨城県北茨城市平潟町１４８２ー２

民宿暁園 北茨城 旅館 0293-46-5891 茨城県北茨城市平潟町１５３８−１

温泉民宿かね久 北茨城 民宿090-1658-8047(0293-46-1486)茨城県北茨城市平潟町1576-3

あんこうの宿まるみつ旅館 北茨城 旅館 0293-46-0569 茨城県北茨城市平潟町２３５

まるたか観光旅館 北茨城 旅館 0293-46-0527 茨城県北茨城市平潟町243

やまに郷作 北茨城 旅館 0293-46-1178 茨城県北茨城市平潟町２７３

民宿相模屋 北茨城 民宿 0293-46-0512 茨城県北茨城市平潟町301

鉱泉旅館　友の湯 北茨城 旅館 0293-46-0551 茨城県北茨城市平潟町493

旅館　静海亭 北茨城 旅館 0293-46-0408 茨城県北茨城市平潟町603

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 茨城県常陸太田市大中町3420

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 茨城県常陸太田市大中町3420

竜神ふるさと村 常陸太田 コテージ 0294-87-0375 茨城県常陸太田市下高倉町２３６７

新・西山荘カントリー倶楽部 常陸太田 ホテル 0294-70-1234 茨城県常陸太田市下大門町明ヶ谷津1063

スパ＆ゴルフリゾート久慈 常陸太田 ホテル 0294-76-1711 茨城県常陸太田市岩手町1398

ビジネスホテル塩原 常陸太田 ホテル 0294-80-2225 茨城県常陸太田市金井町２９２３

銚子屋旅館 常陸太田 旅館 0294-72-0030 茨城県常陸太田市西一町2339

中野屋旅館 常陸太田 旅館 0294-82-3311 茨城県常陸太田市折橋町１４０４

山田屋旅館 常陸太田 旅館 0294-82-2236 茨城県常陸太田市折橋町１４０９

元湯旅館 常陸太田 旅館 0294-82-2712 茨城県常陸太田市大菅町２６１−１

宝来館 常陸太田 旅館 0294-85-0114 茨城県常陸太田市棚谷町1950



宿泊事業者名 地区 種別 電話番号 住所

ふるさとセンター　竜っちゃん乃湯 常陸太田 旅館 0294-87-0375 茨城県常陸太田市天下野町１６２９

岩倉鉱泉 常陸太田 旅館 0294-85-1126 茨城県常陸太田市天下野町5788

ビジネスホテル岡崎 常陸大宮 ホテル 0295-52-0296 茨城県常陸大宮市下町4029-1

カバヤゴルフクラブ 常陸大宮 ホテル 0295-56-2311 茨城県常陸大宮市国長2408-1

湯の沢鉱泉 常陸大宮 旅館 0295-57-3794 茨城県常陸大宮市山方４８４９

割烹旅館かめや 常陸大宮 旅館 0295-57-2409 茨城県常陸大宮市山方６３９

梅屋山荘 常陸大宮 旅館 0295-57-4480 茨城県常陸大宮市諸沢5060-1

ホテル鮎亭 常陸大宮 ホテル 0120-174-809 茨城県常陸大宮市小貫4-2

ひたちの圀の健楽園 常陸大宮 ホテル 0295-56-3131 茨城県常陸大宮市小瀬沢８１４

ロックヒルゴルフクラブ 常陸大宮 ホテル 0295-56-3211 茨城県常陸大宮市上小瀬5374-5

ホテルカメヤ 常陸大宮 ホテル 0295-53-8882 茨城県常陸大宮市上村田404-1

マナゴルフクラブ 常陸大宮 ホテル 0295-53-1144 茨城県常陸大宮市西塩子168

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 茨城県常陸大宮市野口1743-14

キャンプ村やなせ 大子 キャンプ場 080-2001-7399 茨城県久慈郡大子町頃藤5436

ログテラス鰐ヶ渕 大子 ログハウス 0295-74-1387 茨城県久慈郡大子町下津原1471

鈴木屋旅館 大子 旅館 0295-72-0458 茨城県久慈郡大子町下野宮２２５２

上小川レジャーペンション 大子 ペンション 0295-74-1113 茨城県久慈郡大子町頃藤４３６８

北條館別館 大子 旅館 0295-72-3511 茨城県久慈郡大子町袋田１３２５

滝味の宿豊年万作 大子 旅館 0295-72-3011 茨城県久慈郡大子町袋田１６９−３

悠久の宿滝美館 大子 旅館 0295-72-4181 茨城県久慈郡大子町袋田21-2

袋田温泉　思い出浪漫館 大子 ホテル 0295-72-3111 茨城県久慈郡大子町袋田９７８

玉屋旅館 大子 旅館 0295-72-0123 茨城県久慈郡大子町大子７１８

ホテル奥久慈館 大子 ホテル 0295-72-0650 茨城県久慈郡大子町池田2369-3

リバーサイド奥久慈　福寿荘 大子 旅館 0295-72-0580 茨城県久慈郡大子町池田２６９４

丘の上ゲストハウス「Daigo house」 大子 ゲストハウス 090-8508-2875 茨城県久慈郡大子町北田気577-5

旅館本田屋 大子 旅館 0295-72-0012 茨城県久慈郡大子町矢田１３６３−１

大子温泉やみぞ 大子 ホテル 0295-72-1511 茨城県久慈郡大子町矢田524-2

ビジネスホテルかもした 水戸 ホテル 029-231-3900 茨城県水戸市三の丸2-1-29

ファミリーロッジ旅籠屋　水戸大洗店 水戸 ホテル 029-264-6600 茨城県水戸市島田町3404

ホテルトレンド水戸 水戸 ホテル 029-231-6999 茨城県水戸市城南2-6-1

ホテル水戸シルバーイン 水戸 ホテル 029-225-0011 茨城県水戸市宮町2-3-38

まちの宿　歴史館前 水戸 民宿 029-353-6750 茨城県水戸市緑町1-8-11

ホテル水戸ヒルズ 水戸 ホテル 029-309-0310 茨城県水戸市加倉井宿後509-6

ダイワロイネットホテル水戸 水戸 ホテル 029-303-3311 茨城県水戸市宮町1-7-44

JR東日本ホテルメッツ水戸 水戸 ホテル 029-222-3100 茨城県水戸市宮町１丁目１−１

ホテルレイクビュー水戸 水戸 ホテル 029-224-2727 茨城県水戸市宮町１丁目６−１

ホテルテラスザガーデン水戸 水戸 ホテル 029-300-2500 茨城県水戸市宮町1丁目7-20

まちの宿　東照宮前３Ｆ 水戸 ゲストハウス 029-226-1166 茨城県水戸市宮町2-3-2

まちの宿　東照宮前２Ｆ 水戸 ゲストハウス 029-226-1166 茨城県水戸市宮町2-3-2

HOTEL MIMATSU 水戸 ホテル 029-224-3005 茨城県水戸市宮町2-4-26

Mimatsu ANNEX 水戸 ホテル 029-231-8110 茨城県水戸市宮町３−２−１４

アパホテル＜水戸駅前＞ 水戸 ホテル 029-231-3151 茨城県水戸市桜川１丁目１−６

スマイルホテル水戸 水戸 ホテル 029-233-2511 茨城県水戸市桜川１丁目５−６

水戸プリンスホテル 水戸 ホテル 029-227-4111 茨城県水戸市桜川2-2-11

東横イン水戸駅南口 水戸 ホテル 029-221-1045 茨城県水戸市桜川2-8-40

水戸京成ホテル 水戸 ホテル 029-226-3111 茨城県水戸市三の丸1丁目4-73

三の丸ホテル 水戸 ホテル 029-221-3011 茨城県水戸市三の丸２丁目１−１

内原鉱泉　湯泉荘 水戸 旅館 029-259-2020 茨城県水戸市三湯町１１０５

プレジデントホテル水戸 水戸 ホテル 029-300-1100 茨城県水戸市城南2-2-2

コートホテル水戸 水戸 ホテル 029-233-3111 茨城県水戸市城南2-8-22

ArC LIFESTYLE SPACE & HOTEL 水戸 ホテル 029-228-0333 茨城県水戸市城南２丁目５−２８

ときわ邸 M-GARDEN 水戸 民泊 03-6228-0440 茨城県水戸市常磐町１丁目２−４４

ホテルいづみ屋 水戸 ホテル 029-231-2295 茨城県水戸市常磐町２丁目４−２６

ホテルニュー清香 水戸 ホテル 029-221-3221 茨城県水戸市新荘2-6-48

ホテルルートイン水戸県庁前 水戸 ホテル 029-305-0111 茨城県水戸市千波町1953-1

水戸プラザホテル 水戸 ホテル 029-305-8111 茨城県水戸市千波町２０７８−１

スーパーホテル水戸 水戸 ホテル 029-231-9000 茨城県水戸市泉町３丁目７−２４

ホテル・ザ・ウエストヒルズ・水戸 水戸 ホテル 029-303-5111 茨城県水戸市大工町1丁目2-1

民泊　池の端　～Ikenohata～ 水戸 ゲストハウス 070-8444-3480 茨城県水戸市大塚町1877-2

株式会社ヤスダ　ホテルドマーニ 水戸 ホテル 029-227-5501 茨城県水戸市中央2-1-23

水戸第一ホテル新館 水戸 ホテル 029-227-1111 茨城県水戸市中央2-3-19

水戸第一ホテル別館 水戸 ホテル 029-227-1111 茨城県水戸市中央2-3-23

水戸リバーサイドホテル 水戸 ホテル 029-224-1515 茨城県水戸市中央２丁目３−４

アパホテル＜水戸駅北＞ 水戸 ホテル 029-225-8811 茨城県水戸市南町１丁目３−１８

水戸第一ホテル本館 水戸 ホテル 029-221-8855 茨城県水戸市南町3-2-39
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ホテルサトー水戸 水戸 ホテル 029-228-2811 茨城県水戸市南町3丁目4-50

アーバンビジネスホテル 水戸 ホテル 029-221-3360 茨城県水戸市梅香１丁目２−５

Family Villa KASAMA 笠間 民泊 090-2555-6998 茨城県笠間市旭町468-26

割烹旅館城山 笠間 旅館 0296-72-0861 茨城県笠間市笠間１４−１

門前House 笠間 ゲストハウス 080-2623-2864 茨城県笠間市笠間1538-2

ホテル　イオ　アルフェラッツ 笠間 ホテル 0296-72-7311 茨城県笠間市笠間２５１７−１

ホテルエクシオ（XiO） 笠間 ホテル 090-8017-3692 茨城県笠間市笠間３９５８－１

小松館 笠間 旅館 0296-72-0668 茨城県笠間市笠間９８２−２

ETOWA KASAMA 笠間 キャビン 070-3117-1929 茨城県笠間市上郷２７７５−７

秘湯ぶんぶくの湯 笠間 旅館 0296-72-6295 茨城県笠間市大渕５３２

古民家 黒澤永之亟 笠間 民泊 070-3964-0735 茨城県笠間市池野辺１６３３

森の中のリトリート 笠間 民泊 0296-72-9245 茨城県笠間市南吉原416−21

Auberge de Y 笠間 ホテル 0296-72-4284 茨城県笠間市南吉原７０７−１

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 茨城県笠間市南小泉１３４０

ビジネスホテルあさひ 笠間 ホテル 0296-77-1230 茨城県笠間市友部駅前３−１４

伊勢屋旅館 笠間 旅館 0296-77-0010 茨城県笠間市友部駅前３−２

旅館いなみ 笠間 旅館 0296-72-0165 茨城県笠間市来栖45-5

ビジネスホテル六号 小美玉 ホテル 0299-48-0238 茨城県小美玉市小岩戸１７９６−１０

橋本旅館 小美玉 旅館 0299-58-2038 茨城県小美玉市中延

古民家の宿　庄や山口 茨城町 民宿 029-292-8055 茨城県東茨城郡茨城町常井473-3

有限会社大勘荘 大洗 旅館 029-267-2850 茨城県東茨城郡大洗町大貫町27

民宿　鯖芳 大洗 民宿  029-266-0281 茨城県東茨城郡大洗町磯浜町１９１

あんばいや 大洗 民宿 029-267-3637 茨城県東茨城郡大洗町磯浜町492-1

割烹旅館さかなや隠居 大洗 旅館 029-267-3175 茨城県東茨城郡大洗町磯浜町675

民宿旅館　白浜荘 大洗 民宿 029-266-1276 茨城県東茨城郡大洗町磯浜町６８６３

和風旅館日野治 大洗 旅館 029-266-1551 茨城県東茨城郡大洗町磯浜町6879-6

大洗温泉小林楼 大洗 旅館 029-266-2005 茨城県東茨城郡大洗町磯浜町６８８０

大洗シーサイドホテル 大洗 ホテル 029-267-2111 茨城県東茨城郡大洗町磯浜町6880-9

大洗ホテル 大洗 ホテル 029-267-2151 茨城県東茨城郡大洗町磯浜町6881

里海邸　金波楼本邸 大洗 旅館 029-267-2101 茨城県東茨城郡大洗町磯浜町６８８３

大洗ホテルANNEX魚来庵 大洗 ホテル 029-212-3488 茨城県東茨城郡大洗町磯浜町６８８５

旅館　いそや 大洗 旅館 029-266-1200 茨城県東茨城郡大洗町磯浜町6888

割烹旅館　肴屋本店 大洗 旅館 029-267-2211 茨城県東茨城郡大洗町磯浜町７１５

亀の井ホテル大洗 大洗 旅館 029-267-3191 茨城県東茨城郡大洗町磯浜町7986-2

大洗鷗松亭 大洗 旅館 029-266-1122 茨城県東茨城郡大洗町磯浜町８１７９−５

大洗温泉とびた荘 大洗 ペンション 029-267-5070 茨城県東茨城郡大洗町磯浜町８２２６

浅野丸 大洗 民宿 029-266-3588 茨城県東茨城郡大洗町磯浜町8244-6

大洗パークホテル 大洗 ホテル 0570-003-830 茨城県東茨城郡大洗町磯浜町8249-10

料亭旅館　大洗山口楼 大洗 旅館 029-267-3566 茨城県東茨城郡大洗町磯浜町８２４９−４

入船旅館 大洗 旅館 029-267-3220 茨城県東茨城郡大洗町磯浜町８２５２−９

旅館　南荘 大洗 旅館 029-267-3241 茨城県東茨城郡大洗町桜道445

グランマーレ茨城大洗 大洗 グランピング 029-212-5073 茨城県東茨城郡大洗町大貫町12-12-11

旅館・民宿セイラーズ 大洗 旅館 029-267-5387 茨城県東茨城郡大洗町大貫町１６３−６

Primitive hut　夏海の家 大洗 ゲストハウス 080-1231-661 茨城県東茨城郡大洗町大貫町256-82

ホテル大洗舞凛館 大洗 ホテル 029-266-2221 茨城県東茨城郡大洗町大貫町３５７

ニューさかえや 大洗 民宿 029-267-5370 茨城県東茨城郡大洗町大貫町64-371

リゾート大洗まつもと 大洗 旅館 029-266-0555 茨城県東茨城郡大洗町大貫町６４−８３

ホテル大山城 城里 ホテル 029-289-2511 茨城県東茨城郡城里町阿波山２３０５−２

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 茨城県東茨城郡城里町塩子３４７３

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 茨城県東茨城郡城里町下古内７７６

城里町総合野外活動センターふれあいの里 城里 複合宿泊施設 029-288-5505 茨城県東茨城郡城里町上入野4384

フォレストピア七里の森 城里 キャンプ場 0296-88-3245 茨城県東茨城郡城里町徳蔵３９９

フォレストピア七里の森 城里 コテージ 0296-88-3245 茨城県東茨城郡城里町徳蔵399 

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 茨城県東茨城郡城里町徳蔵436-1

みなと観光ホテル株式会社 ひたちなか ホテル 029-262-4118 茨城県ひたちなか市湊本町18-25

米屋旅館 ひたちなか 旅館 029-265-8103 茨城県ひたちなか市阿字ヶ浦町162

旅館　清水屋 ひたちなか 旅館 029-265-7544 茨城県ひたちなか市阿字ヶ浦町3235

山形屋 ひたちなか 旅館 029-265-8207 茨城県ひたちなか市阿字ケ浦町117

はらや旅館 ひたちなか 旅館 029-265-7479 茨城県ひたちなか市阿字ヶ浦町148-4

日の出荘 ひたちなか 旅館 029-265-8307 茨城県ひたちなか市阿字ヶ浦町170番地

旅館　きよみ荘 ひたちなか 旅館 029-265-8312 茨城県ひたちなか市阿字ケ浦町２０

レストハウス砂丘 ひたちなか 旅館 029-265-7101 茨城県ひたちなか市阿字ケ浦町2228-2

旅館海楽 ひたちなか 旅館 029-265-8512 茨城県ひたちなか市阿字ケ浦町２２２９−２

つるやホテル ひたちなか ホテル 029-265-8322 茨城県ひたちなか市阿字ケ浦町２２２９−２０

たからや旅館 ひたちなか 旅館 080-5508-6834 茨城県ひたちなか市阿字ケ浦町３
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EASTCOAST FINEGLAMPING 茨城ひたちなか ひたちなか グランピング 029-212-8318 茨城県ひたちなか市阿字ヶ浦町442

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 茨城県ひたちなか市阿字ヶ浦町4番地

つるや旅館 ひたちなか 旅館 029-265-8250 茨城県ひたちなか市阿字ケ浦町５

旅館　昌栄館 ひたちなか 旅館 0292-65-7588 茨城県ひたちなか市阿字ケ浦町58

海荘 大利 ひたちなか 旅館 029-265-7339 茨城県ひたちなか市阿字ケ浦町６８

阿字ヶ浦クラブ ひたちなか 旅館 029-265-7111 茨城県ひたちなか市阿字ケ浦町９

民宿　黒勢 ひたちなか 民宿 029-265-8415 茨城県ひたちなか市磯崎町４１００−２

潮騒の宿丸徳 ひたちなか 旅館 029-265-7006 茨城県ひたちなか市磯崎町4318

ホテルニュー白亜紀 ひたちなか ホテル 029-265-7185 茨城県ひたちなか市磯崎町４６０４

松本屋 ひたちなか 旅館 029-265-8113 茨城県ひたちなか市磯崎町4606-10

満州屋 ひたちなか ゲストハウス 029-265-8151 茨城県ひたちなか市磯崎町４６２５−２

網元の宿　えびのや ひたちなか 民宿 029-265-8140 茨城県ひたちなか市磯崎町４６４０

盛漁館 ひたちなか 旅館 029-265-8153 茨城県ひたちなか市磯崎町4644

旅館千葉屋 ひたちなか 民宿 029-265-8416 茨城県ひたちなか市磯崎町４６４４

とらや旅館 ひたちなか 旅館 029-265-8222 茨城県ひたちなか市磯崎町４６４７−１

ホテルクラウンヒルズ勝田2号元町店 ひたちなか ホテル 029-229-3666 茨城県ひたちなか市共栄町４−１

ひたちなか　暖　-DAN- ひたちなか ゲストハウス 03-6379-7591 茨城県ひたちなか市山ノ上町3-10-1

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 茨城県ひたちなか市勝田中央１０−７

テラスイン勝田 ひたちなか ホテル 029-219-7211 茨城県ひたちなか市勝田中央1-3

クリスタルプラザ ひたちなか ホテル 029-275-1111 茨城県ひたちなか市勝田中央３−４１Ｆ

ホテルサンシティ勝田 ひたちなか ホテル 029-272-1111 茨城県ひたちなか市勝田中央７−６

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 茨城県ひたちなか市新光町25

HOTEL R9 The Yard ひたちなか ひたちなか ホテル 029-352-3363 茨城県ひたちなか市大字稲田1059-27

ホテルクリスタルパレス ひたちなか ホテル 029-273-7711 茨城県ひたちなか市大平1丁目22-1

中根の湯　はこや旅館 ひたちなか 旅館 029-273-8511 茨城県ひたちなか市中根3484

チサンインひたちなか ひたちなか ホテル 029-276-3011 茨城県ひたちなか市田彦950-11

大扇旅館 ひたちなか 旅館 029-273-6226 茨城県ひたちなか市東大島3丁目25-2

ホテルクラウンヒルズ勝田表町店 ひたちなか ホテル 029-354-2755 茨城県ひたちなか市表町１１−６

ニューセントラルホテル勝田 ひたちなか ホテル 029-274-0048 茨城県ひたちなか市表町２０−３

ライフイン勝田駅西 ひたちなか ホテル 029-270-0333 茨城県ひたちなか市武田１１１８−３

平磯館 ひたちなか 旅館 029-262-2706 茨城県ひたちなか市平磯町１００１

シーサイド原屋 ひたちなか 旅館 029-262-4351 茨城県ひたちなか市平磯町1033

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 茨城県ひたちなか市平磯町１２４５

春日ホテル ひたちなか ホテル 029-262-3164 茨城県ひたちなか市湊本町11-4

藤屋ホテル ひたちなか ホテル 029-262-4141 茨城県ひたちなか市湊本町１−３２

静ヒルズホテル 那珂 ホテル 029-296-2111 茨城県那珂市静１６７８

さくら屋旅館 東海 旅館 029-282-2028 茨城県那珂郡東海村村松31

ホテルエリアワン東海 東海 ホテル 029-212-3366 茨城県那珂郡東海村白方1752-36

ホテルがんけ 鹿嶋 ホテル 0299-82-3451 茨城県鹿嶋市宮中１丁目３−６

ホテル古保里 鹿嶋 ホテル 0299-82-1311 茨城県鹿嶋市宮中２丁目１−８

神宮ホテル 鹿嶋 ホテル 0299-83-2211 茨城県鹿嶋市宮中４丁目４−２５

鹿島ハイツスポーツプラザ 鹿嶋 ホテル 0299-82-7941 茨城県鹿嶋市田野辺６５９

鹿嶋シティホテル 鹿嶋 ホテル 080-5853-3179 鹿嶋市宮中2丁目2−8　

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 茨城県神栖市大野原1-24-1

ホテルジャーニィーロード 神栖 ホテル 0479-44-1177 茨城県神栖市波崎8614

ファミリーロッジ旅籠屋　神栖店 神栖 ホテル 0299-92-8854 茨城県神栖市平泉266-7

プチハウス　アトリエ 神栖 民宿 080-1204-2830 茨城県 神栖市 波崎 9306

やすらぎ館 神栖 民宿 0299-97-0936 茨城県神栖市奥野谷1800-2

旅館とうわだ荘 神栖 旅館 0299-96-1957 茨城県神栖市奥野谷8057

スーパーホテル鹿嶋 神栖 ホテル 0299-88-9000 茨城県神栖市居切1270-11

鈴嘉旅館 神栖 旅館 0479-46-0050 茨城県神栖市太田129−23

アトンパレスホテル茶寮砂の栖 神栖 ホテル 0299-92-4411 茨城県神栖市大野原1-12-1

鹿嶋パークホテル 神栖 ホテル 0299-90-0500 茨城県神栖市大野原４丁目１−２

鹿島セントラルホテル 神栖 ホテル 0299-95-5511 茨城県神栖市大野原４丁目７−１１

ホテルルートイン神栖 神栖 ホテル 0299-95-0255 茨城県神栖市知手3106-15

鈴屋旅館 神栖 旅館 0299-97-0681 茨城県神栖市知手3259-9

民宿旅館　たかぎ 神栖 民宿 0299-96-5277 茨城県神栖市知手中央10-9-18

いわせ旅館 神栖 旅館 0299-96-4187 茨城県神栖市知手中央１０丁目１０−４２

鹿島ポートホテル 神栖 ホテル 0299-97-0808 茨城県神栖市知手中央1-9-1

若松旅館 神栖 旅館 0299-96-7500 茨城県神栖市知手中央2丁目8−13

鹿島アイビーホテル 神栖 ホテル 0299-93-4311 茨城県神栖市筒井１６６６

ウォーターガーデンリゾート 神栖 コテージ 080-7897-7674 茨城県神栖市日川3183-3

波崎グリーンホテル 神栖 ホテル 0479-44-1205 茨城県神栖市波崎1251

大利根荘 神栖 旅館 0479-44-0635 茨城県神栖市波崎4630

スポーツプラザイシバシ 神栖 旅館 0479-44-2162 茨城県神栖市波崎6510-3
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大黒谷旅館 神栖 旅館 0479-44-1655 茨城県神栖市波崎7535-7

リゾートインあおの 神栖 旅館 0479-44-0023 茨城県神栖市波崎９１０２

ノヴァホールホテル梅はら 神栖 ホテル 0479-44-2454 茨城県神栖市波崎9231

ホテルチェックイーンきたがわ 神栖 ホテル 0479-44-0708 茨城県神栖市波崎9346-3

民宿　土佐屋 神栖 民宿 090-8053-8477 茨城県神栖市波崎9572-108

長谷川旅館 神栖 旅館 0479-44-3400 茨城県神栖市波﨑5519

フラットスリーsakaeya 神栖 ホテル 0479-44-2039 茨城県神栖市波﨑9572-1

HOTEL R9 The Yard　神栖 神栖 ホテル 090-9138-3216 茨城県神栖市平泉239-12

TOTAL　STAY　inn　KAMISU 神栖 ホテル 0299-94-8811 茨城県神栖市平泉久保山2761-1

たびのホテル鹿島 神栖 ホテル 0299-95-5990 茨城県神栖市平泉東１丁目64番地36

コンフォートイン鹿島 神栖 ホテル 0299-92-1100 茨城県神栖市堀割２丁目１−２３

ニュー鹿南 神栖 ホテル 0479-48-1100 茨城県神栖市矢田部１１３０７−３

スポーツポート寿 神栖 旅館 0479-48-1085 茨城県神栖市矢田部11785

グランドサイドインウオトミ 神栖 旅館 0479-48-3000 茨城県神栖市矢田部11917

ミンションやまざき 神栖 民宿 0479-44-0388 神栖市波崎９５７３

ホテル新まこも 潮来 ホテル 090-5411-1838 茨城県潮来市潮来100-15

潮来ホテル 潮来 ホテル 0299-62-3130 茨城県潮来市あやめ１丁目１０−７

割烹旅館霞ヶ浦 潮来 旅館 0299-64-2721 茨城県潮来市永山４８−１

千歳屋旅館 潮来 旅館 0299-64-2003 茨城県潮来市牛堀11 

潮来　川辺の土蔵　島源 潮来 ゲストハウス 03-6379-7591 茨城県潮来市牛堀111

ホテル芝田 潮来 ホテル 0299-66-2389 茨城県潮来市新宮南１５１６

亀の井ホテル潮来 潮来 旅館 0299-67-5611 茨城県潮来市水原1830-1

阿や免旅館 潮来 旅館 0299-62-2127 茨城県潮来市潮来１０８−２４

水郷旧家磯山邸 潮来 旅館 0299-94-2800 茨城県潮来市潮来５９５

橋本屋旅館 行方 旅館 0299-73-3203 茨城県行方市矢幡370

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 茨城県行方市山田３９６９

湖畔の家ふくろう 行方 ゲストハウス 080-3454-1926 茨城県行方市藤井96-1

別邸翠風荘慶山 行方 旅館 0299-57-3838 茨城県行方市浜2796-1

湖畔の宿　湖月 行方 旅館 0299-72-0581 茨城県行方市麻生１９４

水平線 鉾田 ホテル 0291-37-4181 茨城県鉾田市荒地475-273

隠れ家　四季の月 鉾田 グランピング 090-4959-3553 茨城県鉾田市上釜165-250

秘境の楽園 COCOS HARBOR 鉾田 ホテル 090-5566-0741 茨城県鉾田市上釜178-1

ライトハウス株式会社　スラックハウス 鉾田 民宿 090-3901-4344 茨城県鉾田市上幡木1656-250

旅館民宿くるみ屋 鉾田 旅館 0291-37-0555 茨城県鉾田市造谷６０５−６１

ザ・ロイヤルゴルフクラブ 鉾田 ホテル 0291-39-7511 茨城県鉾田市大蔵200

ホテルさわや 鉾田 ホテル 0291-33-2188 茨城県鉾田市鉾田1583-2

いこいの村涸沼 鉾田 ホテル 0291-37-1171 茨城県鉾田市箕輪３６０４

ビジネスホテルトキワ 土浦 ホテル 029-822-9378 茨城県土浦市蓮河原新町3-12

ホテルディオールセブンつくば 土浦 ホテル 029-843-8555 茨城県土浦市卸町2-15-17

湖北ホテル 土浦 ホテル 029-824-3411 茨城県土浦市湖北１丁目１−８

東横イン土浦駅東口 土浦 ホテル 029-835-1045 茨城県土浦市港町1-3-17

ホテルアルファ・ザ・土浦 土浦 ホテル 029-824-1211 茨城県土浦市港町1-4-26

ザ・セレクトン土浦駅前 土浦 ホテル 029-896-9888 茨城県土浦市港町1-7-10

ホテル　フィット 土浦 ホテル 029-822-4111 茨城県土浦市港町1-8-26

ライフイン土浦駅東 土浦 ホテル 029-824-0500 茨城県土浦市港町１丁目５−５

ビジネスホテル若藤 土浦 ホテル 029-821-1034 茨城県土浦市桜町2-11-4

ホテル明建 土浦 ホテル 029-823-6100 茨城県土浦市小松１丁目１１−２

ホテルマロウド筑波 土浦 ホテル 029-822-3000 茨城県土浦市城北町２−２４

スイートヴィラ　No.3　Tsuchiura　CYCLE/HOME/HOTEL 土浦 ゲストハウス 03-3346-8383 茨城県土浦市千鳥ケ丘1-14

ベルズイン・土浦 土浦 ホテル 029-826-1400 茨城県土浦市大和町6-5

ビジネスホテルプラザ荒川沖 土浦 ホテル 029-843-4180 茨城県土浦市中荒川沖町3-4

ホテルつくばヒルズ土浦神立店 土浦 ホテル 029-832-0001 茨城県土浦市中神立町２−１５

アウラテラス茨城 土浦 グランピング 050-3198-5845 茨城県土浦市東城寺503

ビジネスホテルつくし 土浦 ホテル 029-821-2195 茨城県土浦市東真鍋町１−３８

ゑびすやホテル 土浦 ホテル 029-821-0360 茨城県土浦市富士崎１丁目１８−１６

ホテルいやしの里 土浦 ホテル 029-862-2400 茨城県土浦市本郷2141-2

星野リゾート BEB5 土浦 土浦 ホテル 0298-25-0502 茨城県土浦市有明町1-30 プレイアトレ土浦3階

花やさと山（石岡市ふれあいの森） 石岡 ロッジ 0299-57-2525 茨城県石岡市下青柳282-1

割烹旅館いづみ荘 石岡 旅館 0299-26-3232 茨城県石岡市高浜735番地

ゲストハウスjicca 石岡 ゲストハウス 090-8477-7119 茨城県石岡市加生野392-1

ホテルグランマリアージュ 石岡 ホテル 090-5765-6766 茨城県石岡市国府1-1-33

石岡プラザホテル 石岡 ホテル 0299-24-1110 茨城県石岡市国府１丁目６−３３

ホテルルートイン石岡 石岡 ホテル 0299-35-8111 茨城県石岡市石岡1-1-10

HOTEL SOSHA 石岡 ホテル 0299-23-5511 茨城県石岡市府中１丁目１０−１１

有限会社ホテル橋本楼 石岡 ホテル 0299-22-2021 茨城県石岡市府中２丁目１−２９



宿泊事業者名 地区 種別 電話番号 住所

HOTEL R9 The Yard　石岡 石岡 ホテル 090-9138-7141 茨城県石岡市北府中3-1-16

旅館㐂仙 龍ケ崎 旅館 0297-62-0269 茨城県龍ケ崎市下町2981

さぬきシティホテル 龍ケ崎 ホテル 0297-66-8177 茨城県龍ケ崎市佐貫1-8-9

さぬきグリーンホテル 龍ケ崎 ホテル 0297-66-1188 茨城県龍ケ崎市佐貫3-6-2

竜ヶ崎プラザホテル本館 龍ケ崎 ホテル 0297-65-3456 茨城県龍ケ崎市佐貫３丁目６−２

ビジネスホテル大京 龍ケ崎 ホテル 0297-66-6400 茨城県龍ケ崎市佐貫4-1-15

竜ヶ崎プラザホテル新館 龍ケ崎 ホテル 0297-65-2345 茨城県龍ケ崎市佐貫645-1

ゴルフの家 龍ケ崎 民泊 070-8960-6688 茨城県龍ケ崎市若柴町3013-3

サンライズホテル 龍ケ崎 ホテル 0297-62-8800 茨城県龍ケ崎上町2911

Guest house shang鈴木 取手 ゲストハウス 080-3931-8900 茨城県取手市くぬぎ463-9

セントラルホテル取手 取手 ホテル 0297-72-1123 茨城県取手市取手２丁目４−３

東横イン取手駅東口 取手 ホテル 0297-70-1045 茨城県取手市取手3-4-18

車鮓ビジネスホテル 取手 ホテル 0297-78-8524 茨城県取手市上高井３５３

ライフツリーひたち野うしく 牛久 ホテル 029-878-2005 茨城県牛久市ひたち野東１丁目３３−５

ショコロンホテル かすみがうら ホテル 090-4839-1228 茨城県かすみがうら市高倉92

古民家　江口屋 かすみがうら 民宿 080-9095-7800 茨城県かすみがうら市坂895番地1

ホテル　ラムセルジョイ かすみがうら ホテル 03-3590-2582 茨城県かすみがうら市上稲吉1812

HOTEL R9 The Yard　阿見 阿見 ホテル 080-7109-4013 茨城県稲敷郡阿見町よしわら6-2-1

アパホテルつくば万博記念公園駅前 つくば ホテル 029-836-8181  茨城県つくば市島名4383

筑波温泉ホテル つくば ホテル 029-866-0521 茨城県つくば市筑波395

ファミリーロッジ旅籠屋　つくば店 つくば ホテル 029-836-7858 茨城県つくば市みどりの2-9-7

ファミリーステイつくば つくば ホテル 029-886-3700 茨城県つくば市谷田部1144-16

ビジネス旅館高橋 つくば 旅館 080-9540-5087 茨城県つくば市谷田部6919-1

ホテルつくばヒルズ西大通り店 つくば ホテル 029-896-3331 茨城県つくば市東新井8−７

ホテルレイクサイドつくば つくば ホテル 029-876-5050 茨城県つくば市下岩崎708-1

ホテルルートつくば つくば ホテル 029-860-2111 茨城県つくば市花室1145-3

ホテルマークワンつくば研究学園 つくば ホテル 029-875-7272 茨城県つくば市研究学園5-13-5

東横イン研究学園駅前 つくば ホテル 029-863-1045 茨城県つくば市研究学園5-13-7

株式会社ホテルベストランド つくば ホテル 029-863-1515 茨城県つくば市研究学園五丁目8番地4

ダイワロイネットホテルつくば つくば ホテル 029-863-3755 茨城県つくば市吾妻1-5-7

ホテル日航つくば つくば ホテル 029-861-1166 茨城県つくば市吾妻１丁目１３６４−１

ホテルニューたかはし高野台店 つくば ホテル 029-836-1110 茨城県つくば市高野台3-18-5

ホテル松島 つくば ホテル 029-856-1191 茨城県つくば市小野崎３５

ホテルグランド東雲 つくば ホテル 029-856-2211 茨城県つくば市小野崎４８８−１

ウッディホテルスワ つくば ホテル 029-836-7123 茨城県つくば市上横場436－7

つくばデイリーイン つくば ホテル 029-851-0003 茨城県つくば市千現１丁目１２−４

ホテルニュー梅屋 つくば ホテル 029-838-0311 茨城県つくば市谷田部５６５０−１

ホテルニューたかはし竹園店 つくば ホテル 029-851-2255 茨城県つくば市竹園2-10-3

筑波山京成ホテル つくば ホテル 029-866-0831 茨城県つくば市筑波1

つくばグランドホテル つくば ホテル 029-866-1111 茨城県つくば市筑波1050-1

彩香の宿一望 つくば 旅館 029-866-2222 茨城県つくば市筑波64-2

筑波山江戸屋 つくば 旅館 029-866-0321 茨城県つくば市筑波728

筑波山ホテル青木屋 つくば ホテル 029-866-0311 茨城県つくば市筑波７５３−１

株式会社大三　アーバンホテル つくば ホテル 029-877-0001 茨城県つくば市筑穂２丁目１−２

ホテル東光 つくば ホテル 029-847-1113 茨城県つくば市東光台3-7-7

筑波マルニホテル つくば ホテル 029-852-0502 茨城県つくば市二の宮３丁目２４−１２

ホテルつくばヒルズ梅園店 つくば ホテル 029-893-3512 茨城県つくば市梅園２丁目１−１−１９

ホテルひこうきぐも 守谷 ホテル 0297-48-4343 茨城県守谷市大木670

チサンイン土浦阿見 稲敷 ホテル 029-888-4411 茨城県稲敷市阿見町西郷3-1-1

稲敷の家 稲敷 簡易宿舎 070-8960-6688 茨城県稲敷市犬塚862

江戸崎ビジネスホテル 稲敷 ホテル 029-892-3808 茨城県稲敷市江戸崎甲1494-1

有限会社飯野屋 稲敷 旅館 029-892-2625 茨城県稲敷市江戸崎甲２６５８

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 茨城県稲敷市中山1645

大谷旅館 古河 旅館 090-6165-4080 茨城県古河市尾崎2369-2

ホテルサンシャイン 古河 ホテル 0280-31-3535 茨城県古河市旭町１丁目１３−２６

HOTEL R9　The　Yard　古河 古河 ホテル 0280-23-6923 茨城県古河市下辺見1082-5

ホテル山水 古河 ホテル 0280-22-0226 茨城県古河市中央町１丁目８−３２

ホテルルートイン古河駅前 古河 ホテル 0280-32-9500 茨城県古河市東1-12-7

エス.ハイドパークホテル古河駅前 古河 ホテル 0280-32-2100 茨城県古河市東１丁目１３−２

アパホテル＜茨城古河駅前＞ 古河 ホテル 0280-23-3372 茨城県古河市東本町1丁目21-12

ホテル津賀家 古河 ホテル 0280-32-0538 茨城県古河市本町2-1-8

つくばタウンホテル 常総 ホテル 0297-42-2038 茨城県常総市新石下５６３

ホテルルートイン水海道駅前 常総 ホテル 0297-30-0011 茨城県常総市水海道宝町1555-2

水海道第一ホテル 常総 ホテル 0297-23-2011 茨城県常総市水海道宝町2718

ホテル・割烹　野村屋 常総 旅館 0297-22-0165 茨城県常総市水海道宝町２８５６
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つくばビューホテル 常総 ホテル 0297-38-5680 常総市本石下3790

ホテルグリーンコア坂東 坂東 ホテル 0297-36-4400 茨城県坂東市岩井３３１５−５

御老公の湯境店 境 旅館 0280-33-4126 茨城県猿島郡境町1327-1

パークホテルさかい 境 ホテル 0280-23-1473 茨城県猿島郡境町蛇池７０６−１

ホテルクラウンヒルズ結城 結城 ホテル 0296-33-1511 茨城県結城市結城１３５０８−１

HOTEL R9 The Yard　結城 結城 ホテル 080-7417-1747 茨城県結城市結城7031

旅館結城館 結城 旅館 0296-33-3429 茨城県結城市結城7584

ビアスパーク　しもつま 下妻 ホテル 0296-30-5121 茨城県下妻市長塚乙70-3

株式会社ホテルニューつたや 筑西 ホテル 0296-24-8181 茨城県筑西市乙2907-1

ビジネス旅館三水 筑西 旅館 0296-28-0927 茨城県筑西市伊佐山15592

平成ホテル 筑西 ホテル 0296-28-6444 茨城県筑西市伊佐山１６０−８

ビジネスホテルSANTA 筑西 ホテル 0296-22-3687 茨城県筑西市乙1022番地

ホテル新東 筑西 ホテル 0296-24-3351 茨城県筑西市乙８３４

ホテルルートイン下館 筑西 ホテル 0296-23-1611 茨城県筑西市西谷貝360-1

ザ・ヒロサワ・シティ　ロッジ 筑西 ロッジ 0296-45-5601 茨城県筑西市茂田595-8

農家民宿Iimura 桜川 民宿 080-1205-6910 茨城県桜川市加茂部289-1

高砂旅館 桜川 旅館 0296-75-2165 茨城県桜川市岩瀬174

見晴らしの丘　真壁 うり坊 桜川 ホテル 0296-45-8988 茨城県桜川市真壁町桜井１０７４−２６

伊勢屋旅館 桜川 旅館 0296-55-0176 茨城県桜川市真壁町真壁１９３


