
JTB my office NAVI 契約施設一覧 改定：2021年2月1日

エリア 施設名 郵便番号 住所 最寄駅 所要時間 備考

1 北海道 ソラリア西鉄ホテル札幌 060-0004 札幌市中央区北4条西5丁目1番2号 札幌駅南口 徒歩５分

2 北海道 ダイワロイネットホテル札幌すすきの 064-0804 札幌市中央区南4条西1‐2‐1 東豊線 豊水すすきの駅3番出口 徒歩1分

3 北海道 レッドプラネット札幌すすきの中央 064-0806 北海道札幌市中央区南６条西５－１２－１ 地下鉄すすきの駅 徒歩5分

4 北海道 レッドプラネット札幌すすきの南 064-0807 北海道札幌市中央区南７条西１－１３－７ 地下鉄すすきの駅 徒歩8分

5 青森 ダイワロイネットホテル青森 030-0801 青森市新町1‐11‐16 JR青森駅 徒歩約5分

6 青森 ダイワロイネットホテル八戸 031-0086 八戸市八日町1‐1 JR八戸線　本八戸駅 徒歩約10分

7 岩手 ダイワロイネットホテル盛岡 020-0022 盛岡市大通1‐8‐10 JR盛岡駅 徒歩15分

8 宮城 ダイワロイネットホテル仙台 983-0852 仙台市宮城野区榴岡1‐2‐37 JR仙台駅 徒歩2分

9 宮城 ダイワロイネットホテル仙台一番町 980-0811 仙台市青葉区一番町4‐2‐2 JR仙台駅 徒歩15分

10 秋田 ダイワロイネットホテル秋田 010-00921 秋田市大町2‐2‐41 JR秋田駅 徒歩約14分

11 福島 ダイワロイネットホテル郡山駅前 963-8002 郡山市駅前1‐6‐10 JR郡山駅 徒歩1分

12 茨城 ダイワロイネットホテルつくば 305-0031 茨城県つくば市吾妻1‐5‐7 つくばエクスプレス　つくば駅 徒歩2分

13 茨城 ダイワロイネットホテル水戸 310-0015 茨城県水戸市宮町1‐7‐44 JR水戸駅 徒歩1分

14 栃木 ダイワロイネットホテル宇都宮 321-0953 宇都宮市東宿郷1‐4‐14 JR宇都宮駅 徒歩5分

15 千葉 オークラ千葉 260-0024 千葉県千葉市中央区中央港１－１３－３ JR京葉線　千葉みなと 徒歩1分

16 千葉 コンフォートスイーツ東京ベイ 279-0014 千葉県浦安市明海5丁目8‐15 JR武蔵野・京葉線「新浦安駅」 バス10分

17 千葉 ダイワロイネットホテル千葉駅前 260-0015 千葉県千葉市中央区富士見１－１－１４ JR総武線「千葉駅」東口 徒歩3分

18 千葉 ダイワロイネットホテル千葉中央 260-0014 千葉県千葉市中央区本千葉町２－１１
京成電鉄「千葉中央駅」

JR「千葉駅」

目の前

徒歩8分

19 千葉 幕張国際研修センター 261-0021 千葉県千葉市美浜区ひび野1‐1
JR京葉線　海浜幕張駅北口から徒歩8

分
徒歩8分 2月下旬参画

20 東京 BISTATION新橋 105-0004 東京都港区新橋２丁目２０−１５ 新橋駅前ビル1号館 6 階 都営地下鉄新橋駅・東京メトロ新橋駅・ゆりかもめ新橋駅 徒歩1分

21 東京 GATE STAY HATCHOBORI 104-0042 東京都中央区入船1‐9‐10 東京メトロ八丁堀駅 徒歩４分

22 東京 hotel MONday Apart大門　 105-0012 東京都港区芝大門1‐10‐4 東京メトロ大門駅 徒歩4分

23 東京 hotel MONday　御徒町 110-0016 東京都台東区台東３－４１－７ 東京メトロ仲御徒町駅 徒歩1分

24 東京 hotel MONday　浅草　 111-0032 東京都台東区浅草２－２６－７ つくばエクスプレス浅草駅 徒歩3分

25 東京 hotel MONday　浅草橋 111-0053 東京都台東区浅草橋２－２９－１２ 東京メトロ浅草橋駅 徒歩3分

26 東京 hotel MONday　東京西葛西 134-0088 東京都江戸川区西葛西６－８－６ 東京メトロ西葛西駅 徒歩1分

27 東京 hotel MONday　豊洲 135-0062 東京都江東区東雲１－２－１１ 東京メトロ豊洲駅 徒歩8分

28 東京 hotelMONday東京西葛西Annex 134-0088 東京都江戸川区西葛西3‐13‐17 東京メトロ西葛西駅 徒歩1分

29 東京 ICIホテル上野新御徒町 110-0016 東京都台東区台東4‐23‐11 東京メトロ新御徒町駅 徒歩4分

30 東京 ICIホテル浅草橋 111-0053 東京都台東区浅草橋1‐26‐6 JR浅草駅 徒歩2分

31 東京 ICIホテル八丁堀 104-0032 東京都中央区八丁堀3‐26‐11 東京メトロ新御徒町駅 徒歩4分

32 東京 MONday Apart 新御徒町 110-0015 東京都台東区東上野1‐27‐11 東京メトロ新御徒町駅 徒歩2分

33 東京 NEXUS DOOR TOKYO 105-0003 東京都港区西新橋３－２３－１６

東京メトロ御成門駅

JR新橋駅

JR浜松町駅駅

徒歩1分

徒歩12分

徒歩12分

34 東京 Ｔマークシティホテル東京大森 143-0011 東京都大田区大森本町１－２－１０
JR大森駅

京浜急行大森海岸駅

徒歩10分

徒歩1分

35 東京 アゴーラ・プレイス浅草 111-0042 東京都台東区寿２丁目２―９ 東京メトロ田原町駅 徒歩1分

36 東京 アスコット丸の内東京 100-0004 東京都千代田区大手町１－１－１ 東京メトロ大手町駅 直結

37 東京 オークウッドプレミア東京 100-0005 東京都千代田区丸の内１－８－２
JR東京駅

東京メトロ日本橋駅

徒歩2分

徒歩5分

38 東京 コンフォートホテル東京神田 101-0042 東京都千代田区神田東松下町11‐2 JR山手線・京浜東北線「神田」 徒歩４分

39 東京 コンフォートホテル東京清澄白河 135-0021 東京都江東区白河1丁目6‐12 東京メトロ半蔵門線・都営大江戸線「清澄白河」 徒歩０分

40 東京 コンフォートホテル東京東神田 101-0031 東京都千代田区東神田1丁目9‐10 JR総武快速線「馬喰町」２番出口 徒歩４分

41 東京 コンフォートホテル東京東日本橋 103-0002 東京都中央区日本橋馬喰町1丁目10‐11 JR総武快速線「馬喰町」４番出口 徒歩０分

42 東京 シタディーンセントラル新宿東京 160-0021 東京都新宿区歌舞伎町１－２－９ 地下鉄丸ノ内線新宿三丁目駅 徒歩5分

43 東京 シタディーン新宿東京 160-0022 東京都新宿区新宿１丁目２８－１３ 地下鉄丸ノ内線新宿御苑前駅 徒歩4分

44 東京 スーパーホテルLohas赤坂 107-0052 東京都港区赤坂三丁目16番7号  東京メトロ千代田線赤坂駅 徒歩3分

45 東京 スーパーホテルPremier秋葉原 101-0041 東京都千代田区神田須田町２丁目２５－８

JR秋葉原駅 昭和通り口出口

東京メトロ日比谷線秋葉原駅5番出口

都営新宿線岩本町駅A3出口

JR神田駅東口

徒歩約5分

徒歩約2分

徒歩約2分

徒歩約7分

46 東京 スーパーホテル新橋・烏森口 105-0004 東京都港区新橋5丁目16番4号 新橋駅 徒歩7分

47 東京 スーパーホテル東京・日本橋三越前 103-0024 東京都中央区日本橋小舟町14‐13
人形町駅

小伝馬町駅

徒歩6分

徒歩6分

48 東京 ソラリア西鉄ホテル銀座 104-0061 東京都中央区銀座４丁目９－２ 東京メトロ東銀座駅 徒歩1分

49 東京 ダイワロイネットホテル池袋東口 171-0022 東京都豊島区南池袋1‐20‐8 池袋駅 徒歩2分 2021年2月25日OPEN

50 東京 ダイワロイネットホテル銀座 104-0061 東京都中央区銀座１－１３－１５ 東京メトロ有楽町線「銀座一丁目駅」 徒歩1分

51 東京 ダイワロイネットホテル新橋 105-0004 東京都港区新橋１－１７－２ JR新橋駅「日比谷口」 徒歩3分

52 東京 ダイワロイネットホテル西新宿 160-0023 東京都新宿区西新宿６－１２－３９ 丸ノ内線「西新宿駅」 徒歩5分

53 東京 ダイワロイネットホテル東京京橋 104-0031 東京都中央区京橋２－８－２０ 東京メトロ銀座線「京橋駅」6番出口 徒歩1分

54 東京 ダイワロイネットホテル東京赤羽 115-0044 東京都北区赤羽南１丁目９－１３ ＪＲ「赤羽駅」東口 徒歩3分

55 東京 ダイワロイネットホテル東京大崎 141-0032 東京都品川区大崎２丁目１－３ JR「大崎駅」南改札口 徒歩3分

56 東京 ダイワロイネットホテル東京有明 135-0063 東京都江東区有明３－７－３
りんかい線「国際展示場駅」

ゆりかもめ「有明駅」
徒歩1分

57 東京 東横インアキバ浅草橋駅東口 111-0052 台東区柳橋2‐14‐4 JR浅草橋駅 2分 3月下旬参画

58 東京 東横イン品川港南口天王洲アイル 140-0002 品川区東品川2‐2‐35 臨海線天王洲アイル駅 4分 3月下旬参画

59 東京 東横イン日本橋浜町明治座前 103-0007 中央区日本橋浜町1‐1‐4 東京メトロ浜町駅 4分 3月下旬参画

60 東京 東横イン上野田原町駅 111-0042 台東区寿3‐19‐5 東京メトロ田原町駅 3分 3月下旬参画

61 東京 東横イン浅草蔵前Ⅱ 111-0051 台東区蔵前2‐7‐5 浅草線蔵前駅 1分 3月下旬参画

62 東京 東横イン東西線西葛西 134-0088 江戸川区西葛西5‐11‐12 JR西葛西駅 3分 3月下旬参画

63 東京 東横イン日本橋人形町 103-0014 中央区日本橋蛎殻町1‐10‐2 東京メトロ人形町駅 4分 3月下旬参画

64 東京 東横イン鶯谷駅前 110-0003 台東区根岸1‐2‐17 JR鶯谷駅 3分 3月下旬参画

65 東京 ホテルイルフィオーレ葛西 134-0084 東京都江戸川区東葛西６－５－８ 東京メトロ葛西駅 徒歩3分

66 東京 ホテルインターコンチネンタル東京ベイ 105-8576 東京都港区海岸１－１６－２

ゆりかもめ竹芝駅

JR浜松町駅

東京メトロ大門駅

直結

徒歩8分

徒歩8分

67 東京 ホテルオリエンタルエクスプレス東京蒲田 144-0035 東京都大田区南蒲田1‐3‐15 京急蒲田駅 徒歩3分

68 東京 ホテルグランドヒル市ヶ谷 162-0845 東京都新宿区市谷本村町４－１ 市ヶ谷駅 徒歩3分

69 東京 ホテルサンルートプラザ新宿 151-0053 東京都渋谷区代々木２－３－１ ＪＲ新宿駅 徒歩3分

70 東京 ホテルニューウエノ 110-0005 東京都台東区上野７－２－５ JR上野駅 徒歩1分

71 東京 ホテルフクラシア晴海 104-0053 東京都中央区晴海３－８－１ 東京メトロ勝どき駅 徒歩8分

72 東京 ホテルラングウッド 116-0014 東京都荒川区東日暮里５－５０－５ JR日暮里駅 徒歩１分

73 東京 モクシー東京錦糸町 130-0022 東京都墨田区江東橋３－４－２ 東京メトロ錦糸町駅 徒歩5分

74 東京 ラ・ジェント・ホテル新宿歌舞伎町 160-0021 東京都新宿区歌舞伎町２－４０－５ JR新宿駅 徒歩8分

75 東京 リッチモンドホテルプレミアム東京押上 131-0045 東京都墨田区押上１丁目１０－３ 「押上駅」B３出口 徒歩1分

76 東京 リリーフプレミアム羽田空港 144-0047 東京都大田区萩中3‐6‐9 京浜急行大鳥居駅 徒歩1分

77 東京 レッドプラネット　東京　浅草 111-0032 東京都台東区浅草１－１１－６
東京メトロ田原町駅

つくばエクスプレス浅草駅

徒歩4分

徒歩2分

78 東京 ロイヤルパークホテル 103-8520 東京都中央区日本橋蛎殻町２－１－１
東京メトロ水天宮前駅

東京メトロ人形町駅
直結 徒歩5分

79 東京 銀座キャピタルホテル　萌木 104-0045 東京都中央区築地３－３－１
東京メトロ築地駅

東京メトロ新富町駅

徒歩2分

徒歩2分

80 東京 銀座キャピタルホテル茜 104-0045 東京都中央区築地３－１－５
東京メトロ築地駅

東京メトロ新富町駅

徒歩2分

徒歩2分

81 東京 上野ターミナルホテル 110-0015 東京都台東区東上野２－２１－１１
JR上野駅

東京メトロ上野駅

徒歩5分

徒歩1分

82 東京 西鉄イン蒲田 144-0051 東京都大田区西蒲田７丁目４９－５ JR蒲田駅 徒歩3分

83 東京 西鉄イン新宿 160-0023 東京都新宿区西新宿７丁目２３－２ 東京メトロ西新宿駅 徒歩2分

84 東京 西鉄イン日本橋 103-0024 東京都中央区日本橋小舟町１５－１８ 東京メトロ人形町駅 徒歩4分

85 東京 相鉄グランドフレッサ　品川シーサイド 140-0002 東京都品川区東品川４－１２－８ 私鉄りんかい線品川シーサイド駅 徒歩2分



エリア 施設名 郵便番号 住所 最寄駅 所要時間 備考

86 東京 相鉄グランドフレッサ東京ベイ有明 135-0063 東京都江東区有明３－６－６
りんかい線国際展示場駅

ゆりかもめ東京ビッグサイト駅

徒歩3分

徒歩3分

87 東京 相鉄フレッサイン 神田大手町 101-0047 東京都千代田区内神田2‐8‐4 JR山手線・京浜東北線・中央線 神田駅 徒歩3分

88 東京 相鉄フレッサイン東京東陽町駅前 135-0016 東京都江東区東陽４－４－３ 東京メトロ東西線東陽町駅 徒歩1分

89 東京 第一イン池袋 170-0013 東京都豊島区東池袋１－４２－８ JR池袋駅 徒歩2分

90 東京 都市センターホテル 102-0093 東京都千代田区平河町２－４－１ 東京メトロ永田町駅 徒歩4分

91 東京 東京ガーデンパレス 113-0034 東京都文京区湯島１丁目７－５ JR御茶ノ水駅 徒歩5分

92 東京 日本青年館ホテル 160-0013 東京都新宿区霞ヶ丘町４－１ 東京メトロ銀座線 外苑前駅 徒歩5分

93 東京 両国ビューホテル 130-0026 東京都墨田区両国2‐19‐1
JR総武線 両国駅

都営大江戸線両国駅

徒歩30秒

徒歩7分

94 神奈川 BISTATION新横浜 222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜３丁目17番12号 アルファスペース新横浜２～４階 JR新横浜駅 徒歩1分

95 神奈川 スーパーホテルPremier武蔵小杉駅前 211-0004 神奈川県川崎市中原区新丸子東3丁目1184－1 ＪＲ横須賀線武蔵小杉駅 徒歩2分

96 神奈川 ダイワロイネットホテル横浜関内 231-0047 神奈川県横浜市中区羽衣町２丁目７－４ JR「関内駅」北口 徒歩3分

97 神奈川 ダイワロイネットホテル横浜公園 231-0023 神奈川県横浜市中区山下町２０４－１ JR「関内駅」南口 徒歩約7分

98 神奈川 ダイワロイネットホテル新横浜 222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜３ JR新横浜駅 徒歩5分

99 神奈川 ダイワロイネットホテル川崎 210-0006 神奈川県川崎市川崎区砂子２－６－１５ JR川崎駅中央東口 徒歩5分

100 神奈川 相鉄フレッサイン　横浜駅東口 221-0056 神奈川県横浜市神奈川区金港町５－１０ 横浜駅 徒歩2分

101 神奈川 相鉄フレッサイン 鎌倉大船駅東口 247-0056 神奈川県鎌倉市大船１丁目２２−３ 大船駅 徒歩2分

102 富山 ダイワロイネットホテル富山 930-0028 富山県富山市荒町6‐1 荒町 徒歩1分

103 富山 ダイワロイネットホテル富山駅前 930-0003 富山県富山市桜町1‐3‐1 JR富山駅 徒歩3分

104 石川 ダイワロイネットホテル金沢 920-0849 金沢市堀川新町2‐20 JR金沢駅 徒歩3分

105 石川 ダイワロイネットホテル金沢駅西口 920-0031 金沢市広岡 1 丁目 12 JR金沢駅 徒歩4分

106 石川 ダイワロイヤルホテルD‐PREMIUM金沢 920-0031 金沢市広岡 1‐3‐37 JR金沢駅 徒歩3分

107 岐阜 ダイワロイネットホテル岐阜 500-8833 岐阜市神田町8‐5 JR岐阜駅 徒歩7分

108 静岡 ダイワロイネットホテルぬまづ 410-0801 沼津市大手町1‐1‐4 沼津駅 徒歩3分

109 静岡 ダイワロイネットホテル浜松 430-0927 浜松市中区旭町9‐1 JR浜松 徒歩3分

110 愛知 ダイワロイネットホテル名古屋駅前 450-0003 名古屋市中村区名駅南1‐23‐20 JR名古屋駅 徒歩5分

111 愛知 ダイワロイネットホテル名古屋太閤通口 453-0015 名古屋市中村区椿町18‐10 JR名古屋駅 徒歩４分

112 愛知 ダイワロイヤルホテルD‐CITY名古屋納屋橋 460-0008 名古屋市中区栄1‐2‐27 地下鉄東山線「伏見駅」 徒歩5分

113 愛知 ダイワロイヤルホテルD‐CITY名古屋伏見 460-0008 名古屋市中区栄1‐5‐21 地下鉄東山線/鶴舞線「伏見駅」 徒歩1分

114 愛知 東横イン名古屋丸の内 460-0002 名古屋市中区丸の内1‐4‐20 地下鉄丸の内駅 1分 3月下旬参画

115 愛知 レッドプラネット　名古屋錦 460-0003 愛知県名古屋市中区錦３－１－２２ 地下鉄桜通線「丸の内」駅5番出口 徒歩４分

116 愛知 西鉄イン名古屋錦 460-0003 愛知県名古屋市中区錦２－１０－１２

東山線伏見駅

桜通線丸の内駅

東山線新栄駅

徒歩4分

徒歩4分

徒歩10分

117 愛知 西鉄ホテルクルーム名古屋 460-0003 愛知県名古屋市中区錦３－４－３ 桜通線久屋大通駅 徒歩1分

118 京都 オリエンタルホテル京都　六条 600-8333 京都府下京区上鳥羽金仏181番 ト味 地下鉄烏丸繊「五条駅」 徒歩９分

119 京都 ソラリア西鉄ホテル京都プレミア三条鴨川 604-8001
京都府京都市中京区木屋町通三条上る上大阪町

509番地

地下鉄東西線「京都市役所前駅」１番

出口
徒歩１分

120 京都 ダイワロイネットホテル京都駅前 600-8216 京都市下京区烏丸通七条下ﾙ東塩小路町707‐2 JR京都駅 徒歩4分

121 京都 ダイワロイネットホテル京都四条烏丸 600-8413 京都市下京区烏丸通仏光寺下ﾙ大政所町678 京都市営地下鉄烏丸線 四条駅 徒歩2分

122 京都 ダイワロイネットホテル京都テラス八条東口 600-8004 京都市南区東九条東山王町14番1 JR京都駅 徒歩4分

123 京都 ダイワロイネットホテル京都八条口 600-8017 京都市南区東九条烏丸町9‐22 JR京都駅 徒歩3分

124 京都 ホテルグレイスリー京都三条 604-8035 京都市中京区六角通寺町東入桜之町420番 

地下鉄東西線京都市役所前駅

阪急京都河原町駅

京阪三条駅

京阪祇園四条駅

地下鉄烏丸線烏丸御池駅

徒歩5分

徒歩6分

徒歩7分

徒歩10分

徒歩10分

125 大阪 IP CITY HOTEL Osaka 542-0081 大阪府大阪市中央区南船場２－１２－２２
大阪メトロ心斎橋駅

大阪メトロ長堀橋駅

徒歩5分

徒歩5分

126 大阪 オリエンタルスイーツ　エアポート大阪りんくう 598-0048 大阪府泉佐野市りんくう往来北１ JR ・ 南海電鉄りんくうタウン駅 直結

127 大阪 ダイワロイネットホテル大阪北浜 541-0043 大阪府大阪市中央区高麗橋２－４－１4 地下鉄堺筋線「北浜駅」　6番出口 徒歩1分

128 大阪 ダイワロイネットホテル大阪心斎橋 542-0081 大阪府大阪市中央区南船場３丁目９−８ 大阪メトロ心斎橋駅 徒歩3分

129 大阪 ダイワロイネットホテル堺東 590-0079 大阪府堺市堺区新町5‐13 南海高野線堺東駅 徒歩1分

130 大阪 ダイワロイネットホテル四ツ橋 550-0013 大阪府大阪市西区新町１丁目１０－１２

地下鉄四つ橋線「四ツ橋駅」2番出口

・御堂筋線「心斎橋駅」3番出口より徒歩

約8分

徒歩3分

131 大阪 ダイワロイネットホテル大阪上本町 543-0001 大阪市天王寺区上本町6‐7‐5 大阪上本町駅・地下鉄谷町九丁目駅 徒歩2分

132 大阪 ダイワロイヤルホテル D‐CITY 大阪新梅田 553-0003 大阪府大阪市福島区福島６－１６－６ JR福島駅 徒歩約7分

133 大阪 ダイワロイヤルホテル D‐CITY 大阪東天満 530-0044 大阪府大阪市北区東天満２－６－３ JR東西線「大阪天満宮駅」9番出口 徒歩約2分

134 大阪 ダイワロイヤルホテル D‐PREMIUM 大阪新梅田 553-0003 大阪府大阪市福島区福島６－１６－１ JR福島駅 徒歩約7分

135 大阪 東横イン梅田中津Ⅰ 531-0072 大阪市北区豊崎3‐20‐4 阪急大阪梅田駅 6分 3月下旬参画

136 大阪 東横イン淀屋橋駅南 541-0046 大阪市中央区平野町3‐4‐6 大阪メトロ淀屋橋駅 7分 3月下旬参画

137 大阪 ニューオーサカホテル 532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島５－１４－１０
地下鉄御堂筋線「新大阪駅」7番出口

JR「新大阪駅」

徒歩30秒

徒歩3分

138 大阪 プレミアホテル－ＣＡＢＩＮ－大阪 530-0054 大阪府大阪市北区南森町１－３－１９
大阪メトロ南森町駅

JR大阪天満宮駅

徒歩20秒

徒歩1分

139 大阪 ホテルグレイスリー大阪なんば 556-0016 大阪府大阪市浪速区元町１－４－４

JR難波駅

・御堂筋線なんば駅

・四つ橋線なんば駅

・千日前線なんば駅

近鉄・阪神線大阪難波駅

徒歩3分

徒歩3分

徒歩1分

徒歩5分

徒歩5分

140 大阪 ホテルサンライフ 550-0004 大阪府大阪市西区靭本町３－３－６

大阪メトロ 中央線 阿波座駅 1番出口

千日前線 阿波座駅 9番出口 徒歩約1分

141 大阪 ホリデイ・イン大阪難波 542-0084 大阪府大阪市中央区宗右衛門町５－１５ 地下鉄御堂筋線・千日前線なんば駅 徒歩9分 休業期間：2020/12/6～未定

142 大阪 関西エアポートワシントンホテル 598-8522 大阪府泉佐野市りんくう往来北１－７ JR ・ 南海電鉄りんくうタウン駅 徒歩3分

143 大阪 西鉄イン心斎橋 542-0086 大阪府大阪市中央区西心斎橋１－１５－１２

大阪メトロ　御堂筋線　心斎橋駅　7号出

入口

四つ橋線　四つ橋駅　5号出入口

徒歩3分

144 大阪 相鉄グランドフレッサ　大阪なんば 542-0073 大阪府大阪市中央区日本橋１－１－１３
近鉄日本橋駅

千日前線日本橋駅
徒歩2分

145 大阪 相鉄フレッサイン　大阪心斎橋 542-0083 大阪府大阪市中央区東心斎橋１－１２－２３

大阪メトロ 御堂筋線 心斎橋駅

大阪メトロ 堺筋線・長堀鶴見緑地線 長

堀橋駅

徒歩1分

徒歩1分
休業期間：2021/1/6～2021/2/28

146 大阪 相鉄フレッサイン　大阪淀屋橋 541-0043 大阪府大阪市中央区高麗橋２－４－１０
大阪メトロ 御堂筋線 淀屋橋駅

大阪メトロ　堺筋線 北浜駅

徒歩5分

徒歩2分

147 大阪 相鉄フレッサイン大阪なんば駅前 556-0011 大阪府大阪市浪速区難波中１－６－５
大阪メトロ　御堂筋線

千日前線「なんば駅」
徒歩１分 休業期間：2021/2/1～2021/2/28

148 大阪 大阪キャッスルホテル 540-0032 大阪府大阪市中央区天満橋京町１－１ 京阪電車 天満橋駅 徒歩1分

149 兵庫 ダイワロイネットホテル神戸三宮 651-0087 神戸市中央区御幸通5‐1‐6 阪急神戸三宮駅 徒歩8分

150 兵庫 ダイワロイネットホテル姫路 670-0927 姫路市駅前町353 JR姫路駅 徒歩5分

151 奈良 ダイワロイヤルホテル D‐PREMIUM奈良 630-8122 奈良県奈良市下三条町11番12号
JR奈良駅

徒歩3分

152 奈良 ホテルフジタ奈良 630-8236 奈良県奈良市下三条町４７－１
JR奈良駅

近鉄奈良駅
徒歩5分

153 和歌山 ダイワロイネットホテル和歌山 640-8156 和歌山市七番丁26‐1 JR和歌山 徒歩10分

154 岡山 ダイワロイネットホテル岡山駅前 700-0023 岡山市北区駅前町1‐1‐1 JR岡山 徒歩1分

155 広島 ダイワロイネットホテル広島 730-0042 広島市中区国秦寺町1‐3‐20
広島駅から路面電車で20分。中電前下

車
徒歩1分

156 広島 ダイワロイネットホテル広島駅前 732-0057 広島市東区二葉の里3‐5‐7 JR広島 徒歩3分

157 広島 ダイワロイネットホテル福山駅前 720-0066 福山市三之丸町2番16号 JR福山 徒歩1分

158 広島 レッドプラネット広島 730-0028 広島県広島市中区流川町７－１０ 広島電鉄八丁堀駅 徒歩10分

159 徳島 ダイワロイネットホテル徳島駅前 770-0832 徳島市寺島本町東3丁目8番地 JR徳島駅 徒歩1分



エリア 施設名 郵便番号 住所 最寄駅 所要時間 備考

160 香川 ダイワロイネットホテル高松 760-0029 香川県高松市丸亀8‐23
JR「高松駅」より徒歩約20分

ことでん「瓦町駅」より徒歩7分
徒歩7分

161 愛媛 ダイワロイネットホテル松山 790-0001 松山市一番町2‐6‐5 伊予鉄道市内電車 大街道駅 徒歩2分

162 高知 西鉄イン高知はりまや橋 780-0822 高知県高知市はりまや町１－１－３

JR土讃線高知駅

路面電車はりまや橋停留所

はりまや橋観光バスターミナル

徒歩10分

0分

徒歩5分

163 福岡 ソラリア西鉄ホテル福岡 810-0001 福岡県福岡市中央区天神２－２－４３
西鉄福岡(天神)駅

地下鉄空港線天神駅

直結

徒歩5分

164 福岡 ダイワロイネットホテル小倉駅前 802-0006 北九州市小倉北区魚町1‐5‐14 JR小倉駅前 徒歩4分

165 福岡 ダイワロイネットホテル博多祇園 810-0038 福岡市中央区西中洲1‐9
地下鉄空港線・祇園駅

博多駅

徒歩1分

徒歩7分

166 福岡 ダイワロイネットホテル博多冷泉 812-0039 福岡県福岡市博多区冷泉町2番7号 地下鉄「祇園」駅 徒歩2分

167 福岡 ダイワロイネットホテル福岡西中洲 810-0002 福岡市中央区西中洲1‐9 地下鉄「中洲川端」駅 徒歩10分

168 福岡 西鉄イン黒崎 806-0021 福岡県北九州市八幡西区黒崎３－１５－３ JR黒崎駅 徒歩2分

169 福岡 西鉄イン小倉 802-0003 福岡県北九州市小倉北区米町１－４－１１
JR小倉駅

モノレール平和通駅

徒歩5分

徒歩4分

170 福岡 西鉄イン天神 810-0004 福岡県福岡市中央区渡辺通４－７－１

地下鉄天神駅

西鉄福岡(天神)駅

西鉄天神高速ﾊﾞｽﾀｰﾐﾅﾙ

徒歩12分

徒歩5分

徒歩6分

171 福岡 西鉄イン福岡 810-0001 福岡県福岡市中央区天神１－１６－１
地下鉄空港線・箱崎線中洲川端駅

地下鉄空港線天神駅
徒歩3分

172 福岡 西鉄グランドホテル 810-0041 福岡県福岡市中央区大名２－６－６０ 地下鉄天神駅 徒歩1分

173 福岡 西鉄ホテルクルーム博多 812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前１－１７－６ JR博多駅 徒歩4分

174 大分 ダイワロイネットホテル大分 870-0046 大分市荷場町2‐3 JR大分駅 徒歩8分

175 大分 西鉄リゾートイン別府 874-0920 大分県別府市北浜２－１０－４ JR別府駅 徒歩10分

176 鹿児島 ソラリア西鉄ホテル鹿児島 890-0053 鹿児島県鹿児島市中央町１１番地 鹿児島中央駅 徒歩3分

177 沖縄 ダイワロイネットホテル沖縄県庁前 900-0021 那覇市泉崎1‐11‐2 ゆいレール旭橋駅 徒歩3分

178 沖縄 ダイワロイネットホテル那覇おもろまち 900-0006 沖縄県那覇市おもろまち1‐1‐2 ゆいレールおもろまち駅 徒歩5分

179 沖縄 ダイワロイネットホテル那覇国際通り 902-0067 沖縄県那覇市安里2‐1‐1 ゆいレール牧志駅 徒歩15分

180 沖縄 レッドプラネット　沖縄　那覇 900-0016 沖縄県那覇市前島３－１－４ ゆいレール美栄橋駅 徒歩5分

181 沖縄 西鉄リゾートイン那覇 900-0033 沖縄県那覇市久米２－３－１３

ゆいレール県庁前駅

ゆいレール旭橋駅

那覇バスターミナル

那覇市内線久茂地バス停

徒歩3分

徒歩8分

徒歩8分

徒歩1分


