
令和4年4月1日時点

宿泊施設  ２２７件
施設名称 都道府県 住所

阿寒の森鶴雅リゾート 花ゆう香 北海道 釧路市阿寒町阿寒湖温泉1丁目6番1号

アートホテル旭川 北海道 旭川市7条通6丁目29番地2

キキ知床 ナチュラルリゾート 北海道 斜里郡斜里町ウトロ香川194番地

北こぶし知床 ホテル＆リゾート 北海道 斜里郡斜里町ウトロ東172番地

京王プラザホテル札幌 北海道 札幌市中央区北5条西7丁目2番地1

コンフォートホテル帯広 北海道 帯広市西一条南13丁目2

コンフォートホテル北見 北海道 北見市大通西3丁目4

コンフォートホテル釧路 北海道 釧路市北大通13丁目1-1

コンフォートホテル札幌すすきの 北海道 札幌市中央区南5条西1丁目2-10

コンフォートホテル苫小牧 北海道 苫小牧市旭町3丁目7-18

コンフォートホテル函館 北海道 函館市若松町16-3

札幌グランドホテル 北海道 札幌市中央区北1条西4丁目

札幌パークホテル 北海道 札幌市中央区南10条西3丁目1番1号

サロマ湖鶴雅リゾート 北海道 北見市常呂町栄浦306番地1

しこつ湖鶴雅別荘 碧の座 北海道 千歳市支笏湖温泉番外地

しこつ湖鶴雅リゾートスパ 水の謌 北海道 千歳市支笏湖温泉番外地

定山渓鶴雅リゾート＆スパ 森の謌 北海道 札幌市南区定山渓温泉東3丁目192番地

センチュリーマリーナ函館 北海道 函館市大手町22-13

スパ＆ホテルリゾートふらのラテール 北海道 空知郡中富良野町東１線北１８号

第一滝本館 北海道 登別市登別温泉町55番地

たきのうえホテル渓谷 北海道 紋別郡滝上町字上渚滑原野664番地３

滝本イン 北海道 登別市登別温泉町76

東急ステイ札幌 北海道 札幌市中央区南一条西一丁目13番4

東急ステイ札幌大通 北海道 札幌市中央区南二条西5-26-2

東急ステイ函館朝市 灯の湯 北海道 函館市大手町22番1-1号

十勝ガーデンズホテル 北海道 帯広市西2条南11丁目16

ニセコ昆布温泉鶴雅別荘 杢の抄 北海道 虻田郡ニセコ町字ニセコ393番地

ハイムシャンゼリゼ７・１２ 北海道 札幌市中央区南７条西１２丁目３－２５

函館大沼 鶴雅リゾート エプイ 北海道 亀田郡七飯町字大沼町８５番地９

北天の丘あばしり湖鶴雅リゾート 北海道 網走市字呼人159番地

湯宿くったり温泉レイク・イン 北海道 上川郡新得町字屈足808番地1

和風旅館扇松園 北海道 旭川市高砂台３丁目８-３

コンフォートホテル北上 岩手県 北上市川岸1丁目2-1

奥州秋保温泉蘭亭 宮城県 仙台市太白区秋保町湯元字木戸保７－１

コンフォートホテル仙台西口 宮城県 仙台市青葉区中央3-5-11

コンフォートホテル仙台東口 宮城県 仙台市宮城野区中掛丁205-5

バリュー・ザ・ホテル東松島矢本 宮城県 東松島市小松字谷地215番地

秋田キャッスルホテル 秋田県 秋田市中通一丁目３番５号

コンフォートホテル秋田 秋田県 秋田市千秋久保田町3-23

上杉の御湯 御殿守 山形県 南陽市赤湯９８９番地

コンフォートホテル天童 山形県 天童市本町1丁目2-7

コンフォートホテル山形 山形県 山形市香澄町1丁目3-12

裏磐梯グランデコ東急ホテル 福島県 耶麻郡北塩原村檜原荒砂沢山1082-93

コンフォートホテル郡山 福島県 郡山市方八町2丁目2-22

ホテル 山水荘 福島県 福島市土湯温泉町字油畑55

東急ハーヴェストクラブ那須 栃木県 那須郡那須町大字高久丙1792番地

那須高原の宿 山水閣 栃木県 那須郡那須町湯本206

ホテルハーヴェスト鬼怒川 栃木県 日光市鬼怒川温泉大原14-10

ヘルシーパル赤城 群馬県 渋川市赤城町敷島44

コンフォートホテル前橋 群馬県 前橋市表町2丁目18-14

ホテル松本楼 群馬県 渋川市伊香保164

認定施設一覧  総数３１５件



浦和ワシントンホテル 埼玉県 さいたま市浦和区高砂2-1-19

名栗温泉 大松閣 埼玉県 飯能市下名栗917-1

割烹旅館 清都 千葉県 南房総市白浜町滝口6241

鴨川ユニバースホテル 千葉県 鴨川市前原86

京成ホテルミラマーレ 千葉県 千葉市中央区本千葉町１５番１号

渓谷別庭 もちの木 千葉県 夷隅郡大多喜町大田代105-1

コンフォートスイーツ東京ベイ 千葉県 浦安市明海5丁目8-15

コンフォートホテル成田 千葉県 成田市花崎町968

潮の香の湯宿浜紫 千葉県 長生郡白子町中里4370-14

東急ハーヴェストクラブ勝浦 千葉県 勝浦市中島590-9

旅館かわな 千葉県 君津市人見915

京王プラザホテル 東京都 新宿区西新宿2-2-1

京王プラザホテル多摩 東京都 多摩市落合1-43

京王プラザホテル八王子 東京都 八王子市旭町14-1

コンフォートホテル東京神田 東京都 千代田区神田東松下町11-2

コンフォートホテル東京清澄白河 東京都 江東区白河1丁目6-12

コンフォートホテル東京東神田 東京都 千代田区東神田1丁目9-10

コンフォートホテル東京東日本橋 東京都 中央区日本橋馬喰町1丁目10-11

コンフォートイン東京六本木 東京都 港区六本木3丁目9番8号

東急ステイ青山プレミア 東京都 港区南青山2-27-18

東急ステイ池袋 東京都 豊島区池袋2丁目12-2

東急ステイ蒲田 東京都 大田区蒲田4丁目23-1

東急ステイ銀座 東京都 中央区銀座4-10-5

東急ステイ五反田 東京都 品川区東五反田1-12-2

東急ステイ渋谷 東京都 渋谷区神泉町8-14

東急ステイ渋谷 新南口 東京都 渋谷区渋谷3-26-21

東急ステイ新宿 東京都 新宿区新宿3丁目7-1

東急ステイ新宿イーストサイド 東京都 新宿区歌舞伎町二丁目3番24号

東急ステイ新橋 東京都 港区新橋4-23-1

東急ステイ水道橋 東京都 千代田区神田三崎町1-1-12

東急ステイ高輪 東京都 港区高輪2-16-29

東急ステイ築地 東京都 中央区築地4-11-5

東急ステイ西新宿 東京都 新宿区西新宿5丁目9-8

東急ステイ日本橋 東京都 中央区日本橋本町4-7-9

東急ステイ目黒・祐天寺 東京都 目黒区祐天寺2-15-7

東急ステイ門前仲町 東京都 江東区富岡1-23-2

東急ステイ用賀 東京都 世田谷区用賀4-4-1

東急ステイ四谷 東京都 新宿区四谷2-1-3

ホテルグレイスリー浅草 東京都 台東区雷門二丁目10番2号

ホテルグレイスリー田町 東京都 港区芝浦3-8-1

コンフォートホテル横浜関内 神奈川県 横浜市中区住吉町3丁目33

東急ハーヴェストクラブVIALA箱根翡翠 神奈川県 足柄下郡箱根町仙石原837-1

東急ハーヴェストクラブトラスト箱根明神平 神奈川県 足柄下郡箱根町宮城野1488

東急ハーヴェストクラブ箱根甲子園 神奈川県 足柄下郡箱根町仙石原大原817-253

ヨコハマ グランド インターコンチネンタル ホテル 神奈川県 横浜市みなとみらい1-1-1

コンフォートホテル燕三条 新潟県 三条市須頃2丁目115

コンフォートホテル新潟駅前 新潟県 新潟市中央区弁天3丁目3-1

ホテル太閤 新潟県 妙高市大字赤倉402番地

ryugon 新潟県 南魚沼市坂戸1-6

コンフォートホテル富山駅前 富山県 富山市宝町1丁目3-2

ANAクラウンプラザホテル金沢 石川県 金沢市昭和町16-3

加賀屋 石川県 七尾市和倉町ヨ部80番地

東急ステイ金沢 石川県 金沢市南町4-50

茶寮の宿 あえの風 石川県 七尾市和倉町和歌崎8-1



虹と海 石川県 七尾市和倉町ヨ部96番地

法師旅館 石川県 小松市粟津町ワ-46

まつさき 石川県 能美市辰口町3-1

ゆのくに天祥 石川県 加賀市山代温泉19-49-1

吉田屋 山王閣 石川県 加賀市山代温泉13-1

東急ハーヴェストクラブスキージャム勝山 福井県 勝山市第１７０字奥山６９ー７

石和びゅーほてる 山梨県 笛吹市石和町川中島１６０７

春日居びゅーほてる 山梨県 笛吹市春日居町鎮目178

四季の宿 富士山 山梨県 南都留郡富士河口湖町船津6713-19

富士レークホテル 山梨県 南都留郡富士河口湖町船津1番地

ホテル甲子園 山梨県 笛吹市石和町市部977-7

ホテル古柏園 山梨県 笛吹市石和町市部822

ホテル花いさわ 山梨県 笛吹市石和町松本1409

株式会社明神館 長野県 松本市入山辺８９６７番地

上諏訪温泉しんゆ 長野県 諏訪市湖岸通り2-6-30

コンフォートホテル長野 長野県 長野市南千歳1丁目12-4

シルクホテル 長野県 飯田市錦町1-10

シルクホテルアネックス 長野県 飯田市錦町1-1

萃sui-諏訪湖 長野県 諏訪市湖岸通り2-5-27

蓼科親湯温泉 長野県 茅野市北山4035

蓼科東急ホテル 長野県 茅野市北山字鹿山4026-2

東急ハーヴェストクラブ軽井沢&VIALA 長野県 北佐久郡軽井沢町長倉291-1

東急ハーヴェストクラブ旧軽井沢 長野県 北佐久郡軽井沢町軽井沢1178-493

東急ハーヴェストクラブ蓼科アネックス 長野県 茅野市北山字鹿山4026-2

八峯苑鹿の湯 長野県 諏訪郡富士見町境120637

ホテル玉之湯 長野県 松本市浅間温泉1-28-16

ホテル紅や 長野県 諏訪市湖岸通り2-7-21

KYUKARUIZAWA KIKYO , Curio collection by Hilton 長野県 北佐久郡軽井沢町軽井沢491-5

コンフォートホテル岐阜 岐阜県 岐阜市吉野町6丁目6

東急ステイ飛騨高山 結の湯 岐阜県 高山市花里町4丁目301番

コンフォートホテル浜松 静岡県 浜松市中区砂山町353-5

東急ハーヴェストクラブ熱海伊豆山＆VIALA 静岡県 熱海市伊豆山824-5

東急ハーヴェストクラブ天城高原 静岡県 伊豆市冷川1524

ホテルハーヴェスト伊東 静岡県 伊東市竹の内1-5-14

東急ハーヴェストクラブ浜名湖 静岡県 浜松市北区三ケ日町大崎322-1

コンフォートホテル刈谷 愛知県 刈谷市相生町1丁目8-1

コンフォートホテル中部国際空港 愛知県 常滑市セントレア4丁目2-3

コンフォートホテル豊橋 愛知県 豊橋市大橋通1丁目98

コンフォートホテル名古屋新幹線口 愛知県 名古屋市中村区則武1丁目13-7

コンフォートホテル名古屋伏見 愛知県 名古屋市中区錦2丁目19-14

ロワジールホテル豊橋 愛知県 豊橋市藤沢町141番地

コンフォートホテル伊勢 三重県 伊勢市吹上1丁目3-26

コンフォートホテル鈴鹿 三重県 鈴鹿市白子駅前14-26

北ビワコホテルグラツィエ 滋賀県 長浜市港町4-17

コンフォートイン近江八幡 滋賀県 近江八幡市鷹飼町514-1

四季育む宿 然林房 京都府 京都市北区鷹ヶ峯北鷹峯町40番地

コンフォートイン京都四条烏丸 京都府 京都市中京区錦小路通室町西入天神山町284番1

コンフォートホテル京都東寺 京都府 京都市南区西九条島町54-1

東急ステイ京都阪井座 京都府 京都市中京区新京極通四条上る中之町557番

東急ステイ京都三条烏丸 京都府 京都市中京区両替町通姉小路下ル柿本町392番,394番地,396番地の一部

東急ハーヴェストクラブ京都鷹峯＆VIALA 京都府 京都市北区衣笠鏡石町47

ホテルグレイスリー京都三条 京都府 京都市中京区六角通寺町東入桜之町420

ホテル佐野家 京都府 京都市下京区東洞院通七条下る二丁目東塩小路町539番地

NISHIYAMA RYOKAN 京都府 京都市中京区御幸町通二条下ル山本町433



nol kyoto sanjo 京都府 京都市中京区堺町通姉小路下る大阪材木町700番

ROKU KYOTO ,LXR Hotels＆Resorts 京都府 京都市北区衣笠鏡石町44-1

THE THOUSAND KYOTO 京都府 京都市下京区東塩小路町570番地

コンフォートホテル大阪心斎橋 大阪府 大阪市中央区東心斎橋1丁目15-15

コンフォートホテル堺 大阪府 堺市堺区竜神橋町1丁5-1

コンフォートホテル新大阪 大阪府 大阪市淀川区西中島5丁目3-7

東急ステイ大阪本町 大阪府 大阪市中央区久太郎町2丁目4-24

ホテルグレイスリー大阪なんば 大阪府 大阪市浪速区元町1丁目4番4号

ホテルソビアル大阪ドーム前 大阪府 大阪市大正区三軒家東1-17-29

ホテルソビアルなんば大国町 大阪府 大阪市浪速区敷津西2-2-5

コンフォートホテル神戸三宮 兵庫県 神戸市中央区雲井通4丁目2-10

コンフォートホテル姫路 兵庫県 姫路市北条口1丁目50-3

東急ハーヴェストクラブ有馬六彩 兵庫県 神戸市北区有馬町341-1

ホテルアナガ 兵庫県 南あわじ市阿那賀1109

コンフォートホテル奈良 奈良県 奈良市三条町321-3

ホテルニューわかさ/和鹿彩別邸 奈良県 奈良市北半田東町１番地

ホテル 花小路 奈良県 奈良市小西町23番地

吉田屋旅館 奈良県 奈良市高畑町246

コンフォートホテル和歌山 和歌山県 和歌山市友田町5丁目34-1

ホテルシーモア・シーモアレジデンス 和歌山県 西牟婁郡白浜町1821

ホテルハーヴェスト南紀田辺 和歌山県 田辺市新庄町2901-1

MANPA 和歌山県 和歌山市新和歌浦2-10

さぎの湯荘 島根県 安来市古川町478－１

なにわ一水 島根県 松江市千鳥町６３番地

ウィークリーホテルノースポイント 広島県 広島市安佐北区可部3-19-23

コンフォートホテル広島大手町 広島県 広島市中区大手町3丁目7-9

白竜湖リゾート 広島県 三原市大和町箱川4007-7

ホテル菊乃家 広島県 廿日市市宮島町335

HOTEL VAN CORNELL 広島県 東広島市西条岡町10-20

リゾートホテル モアナコースト 徳島県 鳴門市鳴門町土佐泊浦字高砂186-16

かんぽの宿 観音寺 香川県 観音寺市池之尻町1101-4

コンフォートホテル高松 香川県 高松市中新町2番10号

コンフォートホテル松山 愛媛県 松山市花園町3番地18

コンフォートホテル高知 高知県 高知市北本町2丁目2-12

コンフォートホテル小倉 福岡県 北九州市小倉北区浅野2丁目6-21

コンフォートホテル黒崎 福岡県 北九州市八幡西区黒崎3丁目13-13

コンフォートホテル博多 福岡県 福岡市博多区博多駅前2丁目1-1

コンフォートイン福岡天神 福岡県 福岡市中央区天神1丁目2-1

東急ステイ博多 福岡県 博多区博多駅南1-11-11

東急ステイ福岡天神 福岡県 福岡市中央区春吉3-21-24

ホテルトラッド博多 福岡県 福岡市博多区住吉3-12-1

柳川 白柳荘 福岡県 柳川市新町16

嬉野観光ホテル大正屋 佐賀県 嬉野市嬉野町大字下宿乙2276-1

大村屋 佐賀県 嬉野市嬉野町大字下宿乙８４８

コンフォートホテル佐賀 佐賀県 佐賀市駅前中央1丁目14-38

椎葉山荘 佐賀県 嬉野市嬉野町大字岩屋川内乙椎葉1586

茶心の宿 和楽園 佐賀県 嬉野市嬉野町大字下野甲33番地

旅館 千湯樓 佐賀県 嬉野市嬉野町大字岩屋川内乙2117-1

コンフォートホテル長崎 長崎県 長崎市樺島町8-17

長崎スカイホテル 長崎県 長崎市江の浦町18番1号

長崎ブルースカイホテル 長崎県 長崎市江の浦町18番2号

ホテル長崎  長崎県 長崎市立山2-16-1

i＋Land nagasaki 長崎県 長崎市伊王島町1-3277-7

コンフォートホテル熊本新市街 熊本県 熊本市中央区新市街2-10



ホテル白菊 大分県 別府市上田の湯町16-36

コンフォートホテル宮崎 宮崎県 宮崎市中央通3-49

鹿児島市観光農業公園 鹿児島県 鹿児島市喜入一倉町5809番地1

国民宿舎レインボー桜島 鹿児島県 鹿児島市桜島横山町1722-16

スパランド裸・楽・良 鹿児島県 鹿児島市東俣町1450番地

ホテル京セラ 鹿児島県 霧島市隼人町見次1409-1

ホテル祁答院 鹿児島県 薩摩川内市祁答院町下手3611

旅行人山荘 鹿児島県 霧島市牧園町高千穂3865

SHIROYAMA HOTEL kagoshima 鹿児島県 鹿児島市新照院町41-1

ウェルネスリゾート沖縄休暇センター ユインチホテル南城 沖縄県 南城市佐敷字新里1688

コンフォートホテル石垣島 沖縄県 石垣市真栄里340

コンフォートイン那覇泊港 沖縄県 那覇市前島3-1-4

コンフォートホテル那覇県庁前 沖縄県 那覇市久茂地1丁目3-11

東急ステイ沖縄那覇 沖縄県 那覇市壺川三丁目2番地1

飲食店  ５１件
施設名称 都道府県 住所

大雪地ビール館 北海道 旭川市宮下通11丁目1604番地の1

ワンダーランドサッポロ/スノーモビルランドサッポロ 北海道 札幌市西区福井478番地

泉パークタウンゴルフ俱楽部レストラン 宮城県 仙台市泉区明通一丁目１－１

サミットゴルフクラブレストラン 茨城県 石岡市嘉良寿理139

猿島カントリー倶楽部レストラン 茨城県 坂東市菅谷2340番地

筑波東急ゴルフクラブレストラン 茨城県 つくば市作谷862-1番地

レストラン ベリンバウ 茨城県 鹿嶋市大字宮中5132-2

那須国際カントリークラブレストラン 栃木県 那須郡那須町高久丙1792

ハンターマウンテン塩原 レストラン「ビッグアップル」 栃木県 那須塩原市湯本塩原字前黒

マウントジーンズ那須 レストラン「エンジョイ」 栃木県 那須郡那須町大字大島

板倉ゴルフ場レストラン 群馬県 邑楽郡板倉町板倉777

レストラン オン＆オフ 群馬県 沼田市上発知町字迦葉山丙350番地の１

大多喜城ゴルフ倶楽部レストラン 千葉県 夷隅郡大多喜町上原1090

小見川東急ゴルフクラブレストラン 千葉県 香取市一の分目字新明496-1

勝浦東急ゴルフコースレストラン 千葉県 勝浦市松部361

季美の森ゴルフ倶楽部レストラン 千葉県 大網白里市季美の森南2-49

芝山ゴルフ倶楽部レストラン 千葉県 山武郡芝山町大台2176

鶴舞カントリー俱楽部レストラン 千葉県 市原市田尾1293-2

皇居外苑楠公レストハウス 東京都 千代田区皇居外苑1-1

Shake Shack 外苑いちょう並木店 東京都 港区北青山2-1-15

Trattoria CarneSio 東京都 江東区豊洲二丁目2番1号  アーバンドック ららぽーと豊洲３ 1階

有限会社吉田家 東京都 品川区東大井2-15-13

麺屋 義 東京都 台東区谷中3-24-1 野口ビル1階

分とく山 東京都 港区南麻布5-1-5

川崎国際生田緑地ゴルフ場レストラン 神奈川県 川崎市多摩区枡形7-1-10

萬珍樓 神奈川県 横浜市中区山下町153番地

欧風食堂 プティポワ 新潟県 柏崎市大字安田2001番地９

底曳き割烹 もんぜん 石川県 金沢市昭和町６－８金沢シティホテル１階

グランドカフェ 福井県 勝山市170-70

蓼科東急ゴルフコースレストラン 長野県 茅野市北山字鹿山4026-2

望月東急ゴルフクラブレストラン 長野県 佐久市協和3597番地27

ZIGZAG 長野県 上水内郡信濃町大字古海字斑尾山3575-8

天城高原ゴルフコースレストラン 静岡県 伊豆市菅引638-83

関西カントリークラブレストラン 京都府 亀岡市西別院町柚原東深谷9番地

三木よかわカントリークラブレストラン 兵庫県 三木市口吉川町槇字長尾谷487-68

有田東急ゴルフクラブレストラン 和歌山県 有田郡有田川町大字釜中423番地12

ロイヤルガーデンカフェ大濠公園 福岡県 福岡市中央区大濠公園１－３ボートハウス大濠パーク1F

阿蘇東急ゴルフクラブレストラン 熊本県 阿蘇郡南阿蘇村河陽4369-1



大分東急ゴルフクラブレストラン 大分県 大分市大字広内227-1

奄美の里（オーキッド・ティダ） 鹿児島県 鹿児島市南栄1-8-1

桜華亭（仙巌園） 鹿児島県 鹿児島市吉野町9700-1

十八番 春山店 鹿児島県 鹿児島市春山町1065番地1

鹿児島市 平川動物公園 食堂 鹿児島県 鹿児島市平川町5669-1

健美和楽 花ん華 （奄美の里） 鹿児島県 鹿児島市南栄1-8-1 1階

さつま路 鹿児島県 鹿児島市東千石町６－２９

水族館の果実堂 鹿児島県 鹿児島市本港新町3-1

農園レストラン だいだい 鹿児島県 鹿児島市喜入一倉町5809-107

ふぁみり庵はいから亭与次郎本店 鹿児島県 鹿児島市与次郎1丁目9-7

道の駅「桜島」火の島めぐみ館 おふくろの味・旬 鹿児島県 鹿児島市桜島横山町1722-48

リゾートレストラン イルモーレ（奄美の里） 鹿児島県 鹿児島市南栄1-8-1 1階

MINATO CAFÉ 鹿児島県 鹿児島市桜島横山町61-4

観光案内所   ３７件
施設名称 都道府県 住所

旭川総合観光情報センター（あさテラス） 北海道 旭川市5条通7丁目 旭川フードテラス2Ｆ

一般社団法人 滝上町観光協会 北海道 紋別郡滝上町旭町

カムイ大雪バリアフリーツアーセンター 北海道 旭川市東旭川町旭正315番地2

北海道観光ステーションDMO新千歳空港サービスセンター 北海道 千歳市流通３丁目4-1

秋田バリアフリーツアーセンター 秋田県 秋田市山王三丁目１-１ 県庁第二庁舎１階

一般社団法人 山形バリアフリー観光ツアーセンター 山形県 南陽市若狭郷屋589-2

やまがた観光情報センター 山形県 山形市城南町１丁目１番１号 霞城セントラル１階

一般社団法人福島コンベンション協会 福島市観光案内所 福島県 福島市栄町1-1 JR福島駅西口2階

川越駅観光案内所 埼玉県 川越市脇田町24-9

長瀞町観光案内所 埼玉県 秩父郡長瀞町長瀞駅５２９－１

本川越駅観光案内所 埼玉県 川越市新富町1-22

千葉県旅館ホテル生活衛生同業組合 千葉県 千葉市中央区富士見2-3-1 塚本大千葉ビル2F

台東区立浅草文化観光センター 東京都 台東区雷門2-18-9

東京シティアイ 観光情報センター 東京都 千代田区丸の内2丁目7番2号  JPタワー・ＫＩＴＴＥ B1F

JNTOツーリスト・インフォメーション・センター 東京都 千代田区丸の内3-3-1 新東京ビル1階

特定非営利活動法人石川バリアフリーツアーセンター 石川県 金沢市千木１丁目７５番地

道の駅織姫の里なかのと 石川県 鹿島郡中能登町井田ぬ部10番地1

清里駅前観光案内所あおぞら 山梨県 北杜市高根町清里3545 清里駅前観光案内所あおぞら

道の駅こぶちさわ観光案内所 山梨県 北杜市小淵沢町2968番地1 

諏訪市観光案内所 長野県 諏訪市諏訪１丁目１番１８号 JR上諏訪駅内

特定非営利活動法人 伊勢志摩バリアフリーツアーセンター 三重県 鳥羽市鳥羽一丁目2383-13 鳥羽1番街１F

鳥羽市観光案内所（（一社）鳥羽市観光協会） 三重県 鳥羽市鳥羽1丁目8-13

京都バリアフリーツアーセンター 京都府 京都市南区東九条南烏丸町37-３ アプロビル１F

あかし案内所 兵庫県 明石市大明石町1－1－23ピオレ明石西館

こうち旅広場 高知県 高知市北本町２－10－17

北九州市総合観光案内所 福岡県 北九州市小倉北区浅野一丁目１番１号 ＪＲ小倉駅３階

福岡空港しょうがい者・こうれい者観光案内所 福岡県 福岡市博多区大字下臼井778-1

佐賀嬉野バリアフリーツアーセンター 佐賀県 嬉野市嬉野町大字下宿乙2202-55

別府・大分バリアフリーツアーセンター 大分県 別府市石垣東3丁目3番16号 別府Ｊ 1階

鹿児島中央駅総合観光案内所 鹿児島県 鹿児島市中央町1-1

鹿児島中央駅東口駅前広場観光案内所 鹿児島県 鹿児島市中央町37-1

観光交流センター 鹿児島県 鹿児島市上之園町1-1

鹿児島市観光案内所（天文館） 鹿児島県 鹿児島市千日町1番1号 センテラス天文館１階

桜島観光案内所・桜島コンシェルジュセンター 鹿児島県 鹿児島市桜島横山町61-4

鹿児島まち歩き観光ステーション 鹿児島県 鹿児島市城山町2-30

桜島ビジターセンター 鹿児島県 鹿児島市桜島横山町1722-29

那覇空港しょうがい者・こうれい者観光案内所 沖縄県 那覇市鏡水150 那覇空港国内線到着ターミナル1F


