
宿泊施設一覧 3月12日 現在

宿泊事業者名 地区 種別 電話番号 住所

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 茨城県茨城県日立市幸町1丁目5-12

旅館千鳥屋 日立 旅館 0294-33-0566 茨城県河原子町二丁目２番１８号

東横INN日立駅前 日立 ホテル 0294-89-1045 茨城県日立市36955

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44713

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2-21-7

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

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

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

スパ＆サウナ　ホテル日立プラザ 日立 ホテル 0294-21-7111 茨城県日立市幸町37340スパ＆サウナ　ホテル日立プラザ

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

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1-10-3ホテル日立ヒルズ

ホテル網元 日立 ホテル 0294-23-3456 茨城県日立市鹿島町1-15-13ホテル網元

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1-20-2

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38473

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

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1-1-15

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1-2-13

民宿魚一 日立 民宿 0294-42-6588 茨城県日立市川尻町１-10—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 0294-53-8711 茨城県日立市大みか町2丁目26番地19号

薬湯旅館　長寿の湯 日立 旅館 0294-24-4126 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5－10－1

ゲストハウス　ナードヒルズ 日立 ゲストハウス 0294-35-8665 茨城県日立市東金沢町1-23-31ナードヒルズ

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１－２８－６

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 高萩 ホテル 0293-24-1414 茨城県高萩市春日町２丁目２５番地

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

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1-227

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1-242

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

グランピングヴィレッジ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磯原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3-3-22

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番地

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

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

汐騒の宿 暁園 北茨城 旅館 0293-46-5891 茨城県北茨城市平潟町1519-23

温泉民宿かね久 北茨城 民宿 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

友の湯旅館 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

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ビジネスホテル塩原

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

元湯　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

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



宿泊事業者名 地区 種別 電話番号 住所

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

ふるさとセンター　竜っちゃん乃湯 常陸太田 旅館 0294-87-0543 茨城県常陸太田市天下野町1629

田舎のおもてなし・岩倉鉱泉（一日2組限定の宿） 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

湯ノ沢鉱泉 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 0295-57-2341 茨城県常陸大宮市小貫4-2

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 常陸大宮 コテージ 0295-55-3232 茨城県常陸大宮市野口1743-14

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

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番地

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

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

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 0570-20-0418 茨城県久慈郡大子町袋田978

咲くカフェ 大子 ゲストハウス 0295-76-8320 茨城県久慈郡大子町大子416-1

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番地

丘の上のゲストハウスDaigo house 大子 ゲストハウス 0295-76-8443 茨城県久慈郡大子町北田気577-5ダイゴハウス

旅館本田屋 大子 旅館 0292-72-0012 茨城県久慈郡大子町矢田1363-1

大子広域公園オートキャンプ場 大子 キャンプ場 0295-79-0031 茨城県久慈郡大子町矢田44576

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

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

水戸リバーサイド 水戸 ホテル 029-224-1515 茨城県茨城県水戸市中央37319水戸リバーサイドホテル

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

ホテルシーラックパル水戸 水戸 ホテル 029-241-1486 茨城県水戸市笠原町中組600-60

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1-1-1

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1-6-1

ホテルテラスザガーデン水戸 水戸 ホテル 0293-00-2500 茨城県水戸市宮町1-7

ダイワロイネットホテル水戸 水戸 ホテル 0293-03-3311 茨城県水戸市宮町1-7-44COMBOX310

まちの宿　東照宮前　3F 水戸 ゲストハウス 0293-53-6750 茨城県水戸市宮町2-3-2　3F

HOTEL MIMATSU 水戸 ホテル 022-24-3005 茨城県水戸市宮町2-4-26

みまつホテル 水戸 ホテル 029-224-3005 茨城県水戸市宮町2-4-26

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丁目3-38ホテル水戸シルバーイン

みまつアネックス 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番地6号

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番地6号スマイルホテル水戸

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口 水戸 ホテル 029-221-1045 茨城県水戸市桜川2-3-40

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

水戸三の丸ホテル 水戸 ホテル 029-221-3011 茨城県水戸市三の丸2-1-1

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

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 0293-00-1100 茨城県水戸市城南2-2-2

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

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

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

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番地26号

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 0293-05-0111 茨城県水戸市千波町1953-1

水戸プラザホテル 水戸 ホテル 0293-05-8125 茨城県水戸市千波町2078-1水戸プラザホテル

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3-7-24

ホテル・ザ・ウエストヒルズ・水戸 水戸 ホテル 0293-03-5112 茨城県水戸市大工町1-2-1
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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水戸第一ホテル新館

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水戸第一ホテル別館

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1-3-18

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水戸第一ホテル本館

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番地6号

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番５号

まちの宿　歴史館前 水戸 民宿 0293-53-6750 茨城県水戸市緑町1-8-11

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笠間観光協会ビル3・4階

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225357

ホテル エクシオ 笠間 ホテル 0296-72-6733 茨城県笠間市笠間751671ホテルエクシオ

空に近い森のアウトドアリゾート『ETOWA KASAMA（エトワ笠間）』 笠間 キャビン 0299-56-7075 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 茨城県笠間市大渕字金澤５３２番地

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

Ａｕｂｅｒｕｇｅ　ｄｅ　Ｙ 笠間 ホテル 090-1559-6270 茨城県笠間市南吉原707

宍戸ヒルズカントリークラブ 笠間 ホテル 0296-77-2141 茨城県笠間市南小泉1340

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　別館吉光庵 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1

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

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

民宿　鯖芳 大洗 民宿 029-266-0281 茨城県大洗町磯浜町　191

白浜荘 大洗 民宿 029-266-1276 茨城県大洗町磯浜町6863

民宿旅館白浜荘 大洗 民宿 029-266-1276 茨城県大洗町磯浜町6863

旅館・民宿　大勘荘 大洗 旅館 029-267-2850 茨城県大洗町大貫町27

グランマーレ茨城大洗 大洗 グランピング 029-212-5073 茨城県東茨城郡茨城町大貫町1212-11グランマーレ

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6885

とびた荘 大洗 ペンション 029-267-5070 茨城県東茨城郡大洗町8226

民宿　梅屋 大洗 民宿 029-267-2501 茨城県東茨城郡大洗町磯浜町3426

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

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

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 0570-20-0418 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番地

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

大洗パークホテル 大洗 ホテル 0570-00-1336 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・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 029-219-8070 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

リゾ－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

株式会社ホテル大山城 城里 ホテル 029-289-2511 茨城県城里町阿波山2305-2

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 茨城県城里町上入野4384

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

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番地

城里ゴルフ倶楽部　ホテルキャッスルヴィレッジ 城里 ホテル 0296-88-3611 茨城県東茨城郡城里町徳蔵436-1

旅館山形屋 ひたちなか 旅館 029-265-8207 茨城県ひたちなか市阿字ヶ浦117

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ヶ浦町　9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12-2

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
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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

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ヶ浦町20番地

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ヶ浦町2228-2

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ヶ浦町２２２９−２０

旅館　海楽 ひたちなか 旅館 029-265-5212 茨城県ひたちなか市阿字ヶ浦町2229番地2

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

EAST COAST FINE GLAMPING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ケ浦町４４２EAST COAST FINE GLAMPING茨城ひたちなか

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

旅館 昌栄館 ひたちなか 旅館 029-265-7588 茨城県ひたちなか市阿字ヶ浦町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ヶ浦町68番地

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

旅荘松風 ひたちなか 旅館 029-265-8332 茨城県ひたちなか市磯崎町4195

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

いそざき温泉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

松本旅館 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

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

HOTEL R9 The Yard ひたちなか ひたちなか ホテル 0293-52-3362 茨城県ひたちなか市稲田1059-27

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アパホテル〈ひたちなか勝田駅前〉

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

ホテルクリスタルプラザ ひたちなか ホテル 029-275-1111 茨城県ひたちなか市勝田中央3-4

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番地

ホテルクリスタルパレス　宿泊部 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番１号ホテルクリスタルパレス

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チサンインひたちなか

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ー2

ホテルクラウンヒルズ勝田表町店 ひたちなか ホテル 0293-54-2755 茨城県ひたちなか市表町店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店20-3

ﾎﾃﾙ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100

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1033-1

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

磯料理とワインの宿　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番32号藤屋ホテル

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

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

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

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

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

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

MARBLE B&B 鹿嶋 ゲストハウス 0299-87-1209 茨城県鹿嶋市宮中92-6

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

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

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

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

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

かわたけ旅館 神栖 旅館 0479-46-0027 茨城県神栖市太田4151

アトンパレスホテル・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

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

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37988

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4-7-11

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
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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

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丁目9番1号

旅館　菊屋 神栖 旅館 0299-97-1000 茨城県神栖市知手中央9-9-18

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　キャンプ＆マリーナ 神栖 コテージ 080-7897-7674 茨城県神栖市日川3631-1

大利根荘 神栖 旅館 0479-44-0635 茨城県神栖市波崎4630

長谷川旅館 神栖 旅館 0479-44-3400 茨城県神栖市波崎5519

スポーツプラザ石橋 神栖 旅館 0479-44-2162 茨城県神栖市波崎6510

大黒屋旅館 神栖 旅館 0479-44-1655 茨城県神栖市波崎7535-7

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

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

プチハウスアトリエ 神栖 民宿 0479-44-4397 茨城県神栖市波崎9306番地

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

お宿あおきや 神栖 旅館 0479-44-0016 茨城県神栖市波崎9495

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

民宿　土佐屋 神栖 民宿 0479-44-4608 茨城県神栖市波崎9572-108

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

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

HOTEL R9 TheYard　神栖 神栖 ホテル 0299-95-9361 茨城県神栖市平泉239-12

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

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

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

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

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

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

千歳屋旅館 潮来 旅館 0299-64-2003 茨城県潮来市牛堀　11

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

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

水郷旧家磯山邸 潮来 旅館 0299-94-2800 茨城県潮来市潮来

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

「月の舟」 潮来 ホテル 0299-63-2220 茨城県潮来潮来100-15新まこもホテル1F

湖畔の宿　湖月 行方 旅館 0299-72-0581 茨城県行方市194

北浦宝来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

Guesthouse fU96 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

橋本屋旅館 行方 旅館 0299-73-3203 茨城県行方市矢幡370

一組だけのお宿　すいへいせん 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

秘境の楽園ココスハーバー 鉾田 ホテル 050-5361-7456 茨城県鉾田市上釜178-1

貸コテージ　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

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

ホテルマロウド筑波 土浦 ホテル 029-822-3000 茨城県土浦市44616

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

東横INN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

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1-5-5

ザ・セレクトン土浦駅 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丁目8番地26号

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

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町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

ホテル土浦神立ヒルズ 土浦 ホテル 029-832-0001 茨城県土浦市中神立2-15



宿泊事業者名 地区 種別 電話番号 住所

グランピングヒルズ　アウラテラス茨城 土浦 グランピング 090-1507-5622 茨城県土浦市東城寺503

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

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ホテルいやしの里

星野リゾート　BEB5土浦 土浦 ホテル 029-825-0502 茨城県土浦市有明町1-30プレイアトレ土浦　3F

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

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

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

ホテルグランマリアージュ 石岡 ホテル 0299-22-4100 茨城県石岡市国府1丁目1番地33号ホテルグランマリアージュ

ホテルルートイン石岡 石岡 ホテル 050-5576-7701 茨城県石岡市石岡1-1-10

ホテル橋本楼 石岡 ホテル 0299-22-2021 茨城県石岡市府中2-1-29

HOTEL SOSHA 石岡 ホテル 0299-23-5511 茨城県石岡市府中37175

HOTEL R9 The Yard 石岡 石岡 ホテル 0299-56-6970 茨城県石岡市北府中3-1-16

旅館喜仙 龍ケ崎 旅館 0297-62-0269 茨城県龍ケ崎市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3-20-4

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3-6-2

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町645-1

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

龍ケ崎市農業公園豊作村　湯ったり館 龍ケ崎 ホテル 0297-60-1126 茨城県龍ケ崎市板橋町440

Guest house Shang鈴木 取手 ゲストハウス 080-3931-8900 茨城県取手市宮和田1021-6

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2-4-3セントラルホテル取手

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

ショコロンホテル かすみがうら ホテル 080-5506-8004 茨城県かすみがうら市高倉92

ゲストハウス古民家江口屋 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ゲストハウス古民家江口屋

ＨＯＴＥＬ R9 The Yard 阿見 阿見 ホテル 029-886-8374 茨城県稲敷郡阿見町よしわら38749

ホテル東光 つくば ホテル 029-847-1113 茨城県つくば市3丁目3番7号ホテル東光

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

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

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5-8-4

ホテル日航つくば つくば ホテル 029-852-1112 茨城県つくば市吾妻1-1364-1

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37018

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番地

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ホテルグランド東雲

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番地４つくばデイリーイン

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

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

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

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

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番地

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筑波温泉ホテル

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

アーバンホテルつくば つくば ホテル 029-877-0001 茨城県つくば市筑穂2丁目1番地2

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4839アパホテルつくば万博記念公園駅前

ホテルつくばヒルズ学園西大通り店 つくば ホテル 029-896-3331 茨城県つくば市東新井45145

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2-1-19

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

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

東横INN守谷駅前 守谷 ホテル 0297-47-1045 茨城県守谷市中央1丁目16番地9号

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

稲敷の家 稲敷 簡易宿舎 080-8032-5300 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甲1494-1
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INASHIKI NEST 稲敷 ゲストハウス hello@inashikinest.com茨城県稲敷市四箇1480

アジアンタイムリゾートホテル　隠れ屋 稲敷 ホテル 0297-87-0110 茨城県稲敷市中山1645

ホテルサンシャイン 古河 ホテル 029-031-3535 茨城県古河市旭町1-13-26ホテルサンシャイン

HOTEL R9 The Yard 古河 古河 ホテル 0280-23-6923 茨城県古河市下辺見1082-2

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ホテルルートイン古河駅前

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1-13-2エスハイドパークホテル古河駅前

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

大谷旅館 古河 旅館 0280-76-2132 茨城県古河市尾崎2369番地2

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

有限会社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

野村屋旅館 常総 旅館 0297-22-0165 茨城県常総市水海道宝町2856

つくばビューホテル 常総 ホテル 0297-38-5680 茨城県常総市本石下3790つくばビューホテル

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516940

御老公の湯境店 境 旅館 0280-33-4126 茨城県猿島郡境町1327-1パワーセンター境店2階

パークホテルさかい 境 ホテル 0280-23-1473 茨城県猿島郡境町みらい平44936

HOTEL R9 The Yard 境 境町 ホテル 0280-23-3600 茨城県境町230

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 0296-48-6061 茨城県結城市結城7031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番地3

ザ・ヒロサワ・シティ　ロッジ・ドームハウス 筑西 ロッジ 0296-45-5601 茨城県筑西市ザ・ヒロサワ・シティ

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

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

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

農家民宿Iimura 桜川 民宿 0296-76-0924 茨城県桜川市 加茂部289-1


