
                                                
 

旅工房ＩＣセクション 

魅力的なホテル・旅館を厳選しました 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Go To トラベルキャンペーン  
 

※GoTo トラベルキャンペーン受付スタート！国内旅行代金が最大 35％割引き！ 

 

10/1更新｜5分で理解【Go Toトラベルキャンペーン】 

徹底解説！対象商品や対象者、割引の仕組み、申込み方法まで  

 
 

※掲載料金は、GoTo トラベル支援金適用前の金額です。 

※掲載ホテルについて、GoTo トラベル支援金適用対象外となる場合もございます。 

※掲載料金は夕朝食(または朝食)付参考販売価格 (※休前日を除く平日ご宿泊 2 名様 1 室ご利用時)です。空室状況によって変更になる場合がございます。 

※記載された情報は 2020 年 10月現在のものです。情報は予告なく変更になる場合がございます。あらかじめご了承ください。 

※弊社で宿泊を申込みされるお客様は、株式会社 旅工房と手配旅行契約を締結することになります。 

必ず事前にご確認の上、お申込みくださいませ。手配旅行契約の部：https://www.tabikobo.com/reservation/rule4.html 
 

一時も気の抜けない仕事、一向に終わらない家事… 

たまにはそんな日常から抜け出し、心も体も癒されるような宿で 

素敵なひとときを過ごしませんか。 

海外渡航自粛のこんな時こそ、国内旅行を。 

 

 

 

 詳細はこちらから▶  

https://www.facebook.com/tnsicsection/
https://twitter.com/tabikoboic
https://www.tabikobo.com/tabi-pocket/japan/article39285.html


  
  

北海道                                              
 

北海道（阿寒）  
 

あかん 鶴雅別荘 鄙の座 

★★★★    

1 泊 1室  84,000 円～ 

参考販売価格（当料金は Go To トラベル支援金適用前の金額です）※ 

女満別空港から車で約 1時間 10 分のところに位置する別荘。広々と

した客室は純和風の明るいインテリア。阿寒の原生林と湖を望む露天

浴場で心地よいひとときをお過ごし下さい。 

 

お問い合わせはこちら＞    ホテル公式サイトはこちら＞ 
 
 

 

北海道（洞爺）  

ウィンザーホテル洞爺 リゾート & スパ 

★★★★★            

1 泊 1室 37,800 円～ 

参参考販売価格（当料金は Go To トラベル支援金適用前の金額です）※ 

台形のフォルムで貫禄のある建物は近代的な印象。客室はベージュ系

を基調としスタイリッシュ。日本情緒あふれる数奇屋造りの温泉で身

も心もリラックス。新千歳空港から車で約 120分。 

 

お問い合わせはこちら＞   ホテル公式サイトはこちら＞ 

 

 
東北                                               
 

秋田（田沢湖）  
 

夏瀬温泉 都わすれ 

★★★★              

1 泊 1室  57,000 円～ 

参考販売価格（当料金は Go To トラベル支援金適用前の金額です）※ 

秋田新幹線「角館駅」より約 16kmのところに位置するホテ

ル。積雪期間（12 月下旬～3 月下旬）市道夏瀬線は車両規制

があり、送迎車にて乗り換えが必要。秋田空港から約 54km 
 

お問い合わせはこちら＞   ホテル公式サイトはこちら＞ 
 
 

 

岩手（花巻/花巻温泉）  

游泉 志だて 

★★★★             

1 泊 1室 39,600 円～ 

参考販売価格（当料金は Go To トラベル支援金適用前の金額です）※ 

和風デザインのモダンな建物。客室は全室落ち着いた和洋室

タイプで、バルコニーにはそれぞれ源泉 100パーセントかけ

流しの露天風呂がある。いわて花巻空港から車で約 30分。 

 

お問い合わせはこちら＞   ホテル公式サイトはこちら＞ 

 

 

https://www.tabikobo.com/doctor/business_trip/
https://www.hinanoza.com/
https://www.tabikobo.com/doctor/business_trip/
https://www.windsor-hotels.co.jp/ja/
https://www.tabikobo.com/doctor/business_trip/
https://taenoyu.com/miyakowasure/
https://www.tabikobo.com/doctor/business_trip/
https://shidate.jp/


  

 
 

宮城（白石）  
 

時音の宿 湯主一條 

★★★★              

1 泊 1室  39,900 円～ 

参考販売価格（当料金は Go To トラベル支援金適用前の金額です）※ 

客室は 7種類から選べしっとりと落ちついた和室や大きな窓

を配した和洋室などさまざま。露天風呂付き大浴場では四季

の移ろいを感じながら湯浴みを堪能できる。 
 

お問い合わせはこちら＞   ホテル公式サイトはこちら＞ 
 
 

 

宮城（遠刈田温泉）  

竹泉荘 Mt.ZaoOnsenResort＆Spa 

★★★★             

1 泊 1室 79,000 円～ 

参考販売価格（当料金は Go To トラベル支援金適用前の金額です）※ 

蔵王山麓の大自然に囲まれたラグジュアリーホテル。 

洗練された上質な空間。豊かな自然に囲まれた大人のための

リゾート。心から寛げるひとときを堪能下さい。 

 

お問い合わせはこちら＞   ホテル公式サイトはこちら＞ 

 

 
北関東                                              
 

栃木（鬼怒川）  
 

鬼怒川温泉 山楽 

★★★★              

1 泊 1室  57,000 円～ 

参考販売価格（当料金は Go To トラベル支援金適用前の金額です）※ 

鬼怒川温泉駅から徒歩約 10分のところに位置する旅館。館内は和の

趣がただよう豪華な造り。ゆとりのある客室は清潔感ただようすっき

りとした空間で全室から鬼怒川や四季折々の山の表情が一望できる。 

 

お問い合わせはこちら＞   ホテル公式サイトはこちら＞ 

 
 

栃木（鬼怒川）  

鬼怒川金谷ホテル 

★★★★             

1 泊 1室 70,400 円～ 

参考販売価格（当料金は Go To トラベル支援金適用前の金額です）※ 

鬼怒川のほとりにたたずむ白い壁のシンプルな外観。館内は

丹下都市建築設計による造りが印象的。古代檜風呂と展望大

理石風呂で旅の疲れを癒すのもよい。 

 

お問い合わせはこちら＞   ホテル公式サイトはこちら＞ 

 

 
 
 

https://www.tabikobo.com/doctor/business_trip/
https://www.ichijoh.co.jp/
https://www.tabikobo.com/doctor/business_trip/
http://www.mtzaoresort.com/
https://www.tabikobo.com/doctor/business_trip/
https://sanraku.premierhotel-group.com/kinugawa/home.html
https://www.tabikobo.com/doctor/business_trip/
https://kinugawakanaya.com/


  

 
 

栃木（日光）  
 

ザ リッツ カールトン 日光 

★★★★★             

1 泊 1室  99,500 円～ 

参考販売価格（当料金は Go To トラベル支援金適用前の金額です）※ 

日光宇都宮道路清滝 ICより西へ約 11km、日光自然博物館の

近くに位置するホテル。客室の内装や広さはそれぞれ異なる

がどれもシックでモダンなインテリアでまとめられている。。 
 

お問い合わせはこちら＞   ホテル公式サイトはこちら＞ 

 
 

 

栃木（那須温泉）  

那須温泉 山楽 

★★★★             

1 泊 1室 49,400 円～ 

参考販売価格（当料金は Go To トラベル支援金適用前の金額です）※ 

那須 IC から車で約 15分。日本情緒あふれる数奇屋造りの建

物。客室は露天風呂付きのところや落ち着いた印象の和室、

モダンな洋室など様々でいずれもリラックスできる雰囲気。 

 

お問い合わせはこちら＞   ホテル公式サイトはこちら＞ 

 

 
首都圏                                              
 

千葉（南房総）  
 

THE SHINRA 森羅  

★★★★★              

1 泊 1室  48,800 円～ 

参考販売価格（当料金は Go To トラベル支援金適用前の金額です）※ 

館山駅から約 5.6km。客室はセンシティブなインテリアでま

とめられオリエンタルモダンな雰囲気。南房総館山の海を一

望できるバーがありロマンチックな大人の時間を過ごせる。 
 

お問い合わせはこちら＞   ホテル公式サイトはこちら＞ 

 
 

 

神奈川（箱根）  

強羅環翠楼  

★★★★★              

1 泊 1室33,000 円～ 

参考販売価格（当料金は Go To トラベル支援金適用前の金額です）※ 

強羅駅より徒歩約 3分。緑に囲まれたなかにたたずむ日本ら

しい情緒あふれる建物。客室の造りはそれぞれ和の風情あふ

れる空間。露天風呂からは美しい庭園を一望できる。 
 

お問い合わせはこちら＞   ホテル公式サイトはこちら＞ 

 

 
 

https://www.tabikobo.com/doctor/business_trip/
https://www.ritzcarlton.com/jp/hotels/japan/nikko
https://www.tabikobo.com/doctor/business_trip/
https://sanraku.premierhotel-group.com/nasu/home.html
https://www.tabikobo.com/doctor/business_trip/
https://www.shinra-chiba.com/
https://www.tabikobo.com/doctor/business_trip/
https://gourakansuirou.co.jp/


  

 
 

 

神奈川（箱根）  
 

箱根 翠松園  

★★★★★              

1 泊 1室  72,600 円～ 

参考販売価格（当料金は Go To トラベル支援金適用前の金額です）※ 

小涌谷駅より車で約 5 分。建物はかつて三井家の別荘として使用さ

れており、文化財の指定も受けている。内湯やドライサウナが併設

された温泉からは季節によって異なる美しい景色が楽しめる。 
 

お問い合わせはこちら＞   ホテル公式サイトはこちら＞ 

 
 

 

東京  

THE LIVELY東京麻布十番 

★★★                

1 泊 1室 16,800 円～ 

参考販売価格（当料金は Go To トラベル支援金適用前の金額です）※ 

2019年 11 月 OPEN! ホテルを「世界中から人と情報と機会

が集まる場」と再定義し、より自由で、来るたびに新たな発

見に出会える。 
 

お問い合わせはこちら＞   ホテル公式サイトはこちら＞ 

 

 
 

 

東京  
 

ザ プリンス パークタワー東京 

★★★★★              

1 泊 1室  36,400 円～ 

参考販売価格（当料金は Go To トラベル支援金適用前の金額です）※ 

都営地下鉄大江戸線「赤羽橋」駅赤羽橋口より徒歩約 2分、。

東京のビル郡を一望できる客室は広々とした快適空間。ボウ

リングサロンやフィットネス施設も充実している。 
 

お問い合わせはこちら＞   ホテル公式サイトはこちら＞ 
 
 

 

東京  

ホテル雅叙園東京 

★★★★★              

1 泊 1室 52,000 円～ 

参考販売価格（当料金は Go To トラベル支援金適用前の金額です）※ 

目黒駅より徒歩約 3分。客室すべてが 80 平米以上のスイート

ルーム。「百段階段」をはじめ、館内には指定有形文化財に指

定されたいくつかの保存建築があることでも知られている。 
 

お問い合わせはこちら＞   ホテル公式サイトはこちら＞ 

 

 
 
 

https://www.tabikobo.com/doctor/business_trip/
https://www.hakonesuishoen.jp/
https://www.tabikobo.com/doctor/business_trip/
https://www.the-lively.com/azabu
https://www.tabikobo.com/doctor/business_trip/
https://www.princehotels.co.jp/parktower/
https://www.tabikobo.com/doctor/business_trip/
https://www.hotelgajoen-tokyo.com/


  

 
 

東京  
 

コンラッド東京 

★★★★★               

1 泊 1室 39,800 円～ 

参考販売価格（当料金は Go To トラベル支援金適用前の金額です）※ 

「汐留駅」9 番出口と直結。近代的でどっしりとした外観。。

モダンなインテリアでまとめた客室は眺望がよく大人の雰囲

気がただよっている。レジャー施設も充実。 
 

お問い合わせはこちら＞   ホテル公式サイトはこちら＞ 

 
甲信越                                              
 

山梨（河口湖）  

河口湖温泉寺夢殿 

★★★★               

1 泊 1室 45,000 円～ 

参考販売価格（当料金は Go To トラベル支援金適用前の金額です）※ 

富士急河口湖線河口湖駅から約 1.5kmのところに位置する旅

館。和の風情ただよう外観。全室露天風呂付きの客室はしっ

とりとした落ち着きのあるインテリア。 
 

お問い合わせはこちら＞   ホテル公式サイトはこちら＞ 

 

 
 

 

山梨（河口湖）  
 

ふふ 河口湖  

★★★★               

1 泊 1室  115,000 円～ 

参考販売価格（当料金は Go To トラベル支援金適用前の金額です）※ 

河口湖の雄大な自然を抜けて見えてくる森のリゾートです。

森の薫りに包まれたプライベート空間で贅沢な時間をお過ご

しください。 
 

お問い合わせはこちら＞   ホテル公式サイトはこちら＞ 
 
 

 

山梨（河口湖）  

星のや 富士 

★★★★★               

1 泊 1室 99,000 円～ 

参考販売価格（当料金は Go To トラベル支援金適用前の金額です）※ 

 

東京から約 2時間、河口湖畔で心地よく自然を堪能する富士

山麓に佇む日本初のグランピングリゾート。 

 
 

お問い合わせはこちら＞   ホテル公式サイトはこちら＞ 

 

 
 

https://www.tabikobo.com/doctor/business_trip/
https://www.conradtokyo.co.jp/
https://www.tabikobo.com/doctor/business_trip/
http://www.onsenji.com/
https://www.tabikobo.com/doctor/business_trip/
https://www.fufukawaguchiko.jp/
https://www.tabikobo.com/doctor/business_trip/
https://hoshinoya.com/fuji/


  

 
 

長野（軽井沢）  
 

旧軽井沢 桔梗 キュリオ コレクション 

バイ ヒルトン ★★★★★    

1 泊 1室  37,000 円～ 

参考販売価格（当料金は Go To トラベル支援金適用前の金額です）※ 

軽井沢駅より車で約 3 分。館内は上品で落ち着いた雰囲気。

客室もエレガントで洗練されている。美しい澄み渡る自然を

感じながら、優雅なリゾートステイを満喫してください。 
 

お問い合わせはこちら＞   ホテル公式サイトはこちら＞ 

 
 

 

長野（軽井沢）  

ルグラン軽井沢ホテル＆リゾート 

★★★★              

1 泊 1室 35,000 円～ 

参考販売価格（当料金は Go To トラベル支援金適用前の金額です）※ 

軽井沢駅から北へ約 1.2km、徒歩で約 15分の目抜き通り沿

いに位置するリゾートホテル。旧軽井沢エリア唯一の天然温

泉露天風呂を持つ。東京から北陸新幹線で約 1時間 10 分。 
 

お問い合わせはこちら＞   ホテル公式サイトはこちら＞ 

 

 
 

 

長野（軽井沢）  
 

ザ プリンス 軽井沢  

★★★★★              

1 泊 1室  41,000 円～ 

参考販売価格（当料金は Go To トラベル支援金適用前の金額です）※ 

長野新幹線「軽井沢」駅南口より車で約 5分。客室は軽井沢

の大自然を望める落ち着いた空間。浅間山の風景が楽しめる

ダイニング「ボーセジュール」ではフランス料理を堪能。 

 

お問い合わせはこちら＞   ホテル公式サイトはこちら＞ 

 
 

 

長野（別所温泉）  

別所温泉 かしわや本店  

★★★★              

1 泊 1室  56,000 円～ 

参考販売価格（当料金は Go To トラベル支援金適用前の金額です）※ 

別所温泉駅から徒歩 10分。100年以上の歴史をもつ老舗旅館 

源泉掛け流しの岩風呂や大理石風呂、半露天風呂、貸切風呂

など（予約制）を複数完備。 
 

お問い合わせはこちら＞   ホテル公式サイトはこちら＞ 

 

 
 
 

https://www.tabikobo.com/doctor/business_trip/
https://www.kyukaruizawa-kikyo.com/
https://www.tabikobo.com/doctor/business_trip/
https://www.legrand-karuizawaresort.jp/
https://www.tabikobo.com/doctor/business_trip/
https://www.princehotels.co.jp/the_prince_karuizawa/
https://www.tabikobo.com/doctor/business_trip/
https://www.kashiwayahonten.com/


  

 
北陸                                               
 

石川（和倉温泉）  
 

加賀屋  

★★★★★              

1 泊 1室  88,000 円～ 

参考販売価格（当料金は Go To トラベル支援金適用前の金額です）※ 

渡月橋の近く、七尾湾沿いに位置する大型温泉ホテル。 

客室は温かみにこだわった純和風。全て海側に配した大浴場

や趣のある岩造りの野天風呂では優雅な時間を過ごせる。 
 

お問い合わせはこちら＞   ホテル公式サイトはこちら＞ 

 
 

 

石川（加賀温泉）  

たちばな四季亭 

★★★★               

1 泊 1室 62,000 円～ 

参考販売価格（当料金は Go To トラベル支援金適用前の金額です）※ 

JR 加賀温泉駅から車で約 10分。日本情緒あふれるエントラ

ンスが印象的。客室はそれぞれ趣の異なる景色を一望でき上

品な和のインテリアが優美な雰囲気をかもし出している。 
 

お問い合わせはこちら＞   ホテル公式サイトはこちら＞ 

 

 
 

 

石川（辰口温泉）  
 

料亭 萬葉  

★★★★               

1 泊 1室  61,000 円～ 

参考販売価格（当料金は Go To トラベル支援金適用前の金額です）※ 

小松 IC 車で約 20分。日本情緒あふれる雰囲気の建物。客室

はタイプによって眺めやしつらえも異なりそれぞれ違った特

徴がある。貸切風呂や大浴場で日々の疲れを癒すのもよい。 

 

お問い合わせはこちら＞   ホテル公式サイトはこちら＞ 
 
 

 

石川（山中温泉）  

花紫  

★★★★               

1 泊 1室  69,300 円～ 

参考販売価格（当料金は Go To トラベル支援金適用前の金額です）※ 

加賀温泉駅から車で約 15 分。日本の建築美を追求した材と本

壁仕様した客室は数奇屋風にしつらえられた空間。温泉に浸

かりリラックスした後に懐石料理を堪能するのもよい。 
 

お問い合わせはこちら＞   ホテル公式サイトはこちら＞ 

 

 

https://www.tabikobo.com/doctor/business_trip/
https://www.kagaya.co.jp/
https://www.tabikobo.com/doctor/business_trip/
https://www.shikitei.com/
https://www.tabikobo.com/doctor/business_trip/
https://www.ryotei-manyou.jp/
https://www.tabikobo.com/doctor/business_trip/
https://www.hana-mura.com/


  

 
東海                                               
 

静岡（熱海）  
 

熱海 ふふ  

★★★★★              

1 泊 1室  63,000 円～ 

参考販売価格（当料金は Go To トラベル支援金適用前の金額です）※ 

来宮駅から南へ約 600m。全室露天風呂付きの客室は和モダ

ンを基調としたインテリア。スパ施設やドライサウナを併設

した温泉施設で心身ともにリラックスするのもよい。 
 

お問い合わせはこちら＞   ホテル公式サイトはこちら＞ 
 
 

 

静岡（修善寺）  

あさば  

★★★★★              

1 泊 1室  133,000 円～ 

参考販売価格（当料金は Go To トラベル支援金適用前の金額です）※ 

修善寺駅から車で約 7 分。純和風の木造 2 階建てで、17世紀

後半から 300年以上もの歴史を誇る。館内はそこかしこに上

品な雰囲気がただよう。ルレ・エ・シャトーにも加盟。 
 

お問い合わせはこちら＞   ホテル公式サイトはこちら＞ 

 

 
 
 

三重（志摩）  
 

志摩観光ホテル ザ ベイスイート 

★★★★★             

1 泊 1室  88,000 円～ 

参考販売価格（当料金は Go To トラベル支援金適用前の金額です）※ 

賢島駅の近くに位置。館内は大人の雰囲気ただようモダンな

インテリア。全室スイートタイプの客室は心地のよい空間。

センスあふれる浴場で心身ともにリラックスするのもよい 
 

お問い合わせはこちら＞   ホテル公式サイトはこちら＞ 
 
 
 

三重（志摩）  

AMANEMU 

★★★★               

1 泊 1室 168,000 円～ 

参考販売価格（当料金は Go To トラベル支援金適用前の金額です）※ 

伊勢志摩国立公園の丘陵に位置するリゾートホテル。日本民

家をモダンなデザインでよみがえらせたという、スイートと

ヴィラの 2 タイプの客室で構成されている。 
 

お問い合わせはこちら＞   ホテル公式サイトはこちら＞ 

 

 
 

https://www.tabikobo.com/doctor/business_trip/
https://www.atamifufu.jp/
https://www.tabikobo.com/doctor/business_trip/
http://www.asaba-ryokan.com/
https://www.tabikobo.com/doctor/business_trip/
https://www.miyakohotels.ne.jp/shima/index.html
https://www.tabikobo.com/doctor/business_trip/
https://www.aman.com/ja-jp/resorts/amanemu


  

 
近畿                                               
 

大阪（大阪）  
 

ザ・リッツ・カールトン大阪 

★★★★★             

1 泊 1室  48,000 円～ 

参考販売価格（当料金は Go To トラベル支援金適用前の金額です）※ 

重厚感あるエントランス一歩中に入ると高級感ただようエレガント

な空間。客室はタイプにより異なるがそれぞれ気品に満ちている。

レストラン、バーなど付帯施設も充実。優雅な大人の滞在を満喫 
 

お問い合わせはこちら＞   ホテル公式サイトはこちら＞ 

 
 

 

兵庫（神戸）  

ホテル ラ・スイート神戸ハーバーランド 

★★★★★              

1 泊 1室 24,500 円～ 

参考販売価格（当料金は Go To トラベル支援金適用前の金額です）※ 

港にたたずむ白亜のエレガントな外観。。全室オーシャンビュ

ーの客室はゆったりとした造りに南フランスの邸宅を思わせ

るような落ち着きのある優美なインテリア。 
 

お問い合わせはこちら＞   ホテル公式サイトはこちら＞ 

 

 
 

 

兵庫（城崎）  
 

西村屋 本館  

★★★★★              

1 泊 1室  71,000 円～ 

参考販売価格（当料金は Go To トラベル支援金適用前の金額です）※ 

城崎温泉駅より徒歩約 15 分のところに位置。和の情緒あふれ

るモダンな建物。客室は広々としており開放的な空間。露天

風呂は平田館の庭園に面しており四季折々の情景が望める。 
 

お問い合わせはこちら＞   ホテル公式サイトはこちら＞ 

 
 

 

兵庫（有馬）  

有馬山叢 御所別墅 

★★★★★             

1 泊 1室 61,000 円～ 

参考販売価格（当料金は Go To トラベル支援金適用前の金額です）※ 

六甲山のふもとにあるわずか 10室の静かなホテル。天然温泉

と地元料理はもちろんのこと、敷地内には風情ある空間が広

がる。落ち着きのある隠れ家をお探しなら、迷わずここへ。 
 

お問い合わせはこちら＞   ホテル公式サイトはこちら＞ 

 

 
 

https://www.tabikobo.com/doctor/business_trip/
https://www.ritz-carlton.co.jp/
https://www.tabikobo.com/doctor/business_trip/
https://www.l-s.jp/
https://www.tabikobo.com/doctor/business_trip/
http://www.nishimuraya.ne.jp/honkan/
https://www.tabikobo.com/doctor/business_trip/
http://goshobessho.com/


  

 
 

京都  
 

翠嵐 ラグジュアリーコレクションホテル 京都 

★★★★★              

1 泊 1室  81,000 円～ 

参考販売価格（当料金は Go To トラベル支援金適用前の金額です）※ 

京の奥座敷・嵐山に位置。モダンなデザインの客室 全 39室

のうち、17室には天然温泉が楽しめる露天風呂を用意。四季

折々の風景と共に、他では味わうことのできない格別な体験 
 

お問い合わせはこちら＞   ホテル公式サイトはこちら＞ 
 
 

 

京都  

THE THOUSAND KYOTO 

★★★★               

1 泊 1室 31,000 円～ 

参考販売価格（当料金は Go To トラベル支援金適用前の金額です）※ 

2019年 1 月オープン。ＪＲ京都駅そばに位置する京阪グルー

プ最高クラスの旗艦ホテル。系列ホテル「京都センチュリー

ホテル」に隣接。 
 

お問い合わせはこちら＞   ホテル公式サイトはこちら＞ 

 

 
 

 

京都  
 

ハイアット リージェンシー 京都 

★★★★★              

1 泊 1室  32,800 円～ 

参考販売価格（当料金は Go To トラベル支援金適用前の金額です）※ 

京阪七条駅より約 300m、三十三間堂と智積院金堂の間に位

置するホテル。レンガ壁の建物。ロビーのモダンなデザイン

もインターナショナルホテルの貫禄を感じさせる。 
 

お問い合わせはこちら＞   ホテル公式サイトはこちら＞ 

 
 

 

奈良  

奈良ホテル 

★★★★               

1 泊 1室 14,600 円～ 

参考販売価格（当料金は Go To トラベル支援金適用前の金額です）※ 

約 100 年もの歴史をもつ日本情緒あふれる外観。館内はアン

ティーク調のインテリアでまとめられたレトロな空間。客室

はタイプによって内装が異なるが、ゆとりのある造り。 
 

お問い合わせはこちら＞   ホテル公式サイトはこちら＞ 

 

 
 

https://www.tabikobo.com/doctor/business_trip/
https://www.suihotels.com/suiran-kyoto/
https://www.tabikobo.com/doctor/business_trip/
https://www.keihanhotels-resorts.co.jp/the-thousand-kyoto/
https://www.tabikobo.com/doctor/business_trip/
https://www.hyatt.com/ja-JP/hotel/japan/hyatt-regency-kyoto/kyoto
https://www.tabikobo.com/doctor/business_trip/
https://www.narahotel.co.jp/


  

 
山陰・山陽                                            
 

山口  

 

大谷山荘別邸 音信 

★★★★              

1 泊 1室  102,000 円～ 

参考販売価格（当料金は Go To トラベル支援金適用前の金額です）※ 

JR 美弥線「長門湯本駅」から約 2.4kmのところに位置。 

ゆったりとした客室は和の香りが漂うモダンな空間。専用の

露天風呂付きでくつろぎのひと時をすごすのもよい。 
 

お問い合わせはこちら＞   ホテル公式サイトはこちら＞ 

 
 

 

広島  

グランドプリンスホテル広島 

★★★★               

1 泊 1室 18,500 円～ 

参考販売価格（当料金は Go To トラベル支援金適用前の金額です）※ 

広島港より車で約 3分、瀬戸内海国立公園の隣に位置するホ

テル。客室はゆとりある造りでシックな内装と景観のよさが

心身をくつろがせてくれる。 
 

お問い合わせはこちら＞   ホテル公式サイトはこちら＞ 

 

 
 

 

島根（松江）  
 

佳翠苑 皆美 

★★★★             

1 泊 1室  23,500 円～ 

参考販売価格（当料金は Go To トラベル支援金適用前の金額です）※ 

玉造温泉駅から車で約 5分。客室の造りや内装はタイプによ

って異なるが落ち着いた雰囲気。檜の香り、岩のしつらい、

木漏れ日揺らめく露天の湯で旅の疲れを癒すのもよい。 
 

お問い合わせはこちら＞   ホテル公式サイトはこちら＞ 

 
 

 

岡山（美作）  

季譜の里 

★★★★               

1 泊 1室 46,800 円～ 

参考販売価格（当料金は Go To トラベル支援金適用前の金額です）※ 

林野駅から南へ約 2.6km。客室は落ち着きのあるモダンなイ

ンテリア。石畳の露天風呂や庭園浴場、自慢の薬石蒸風呂で

旅の疲れを癒したあとはメニュー豊富な会席料理を堪能。 
 

お問い合わせはこちら＞   ホテル公式サイトはこちら＞ 

 

 

https://www.tabikobo.com/doctor/business_trip/
https://otozure.jp/
https://www.tabikobo.com/doctor/business_trip/
https://www.princehotels.co.jp/hiroshima/
https://www.tabikobo.com/doctor/business_trip/
https://www.kasuien-minami.jp/
https://www.tabikobo.com/doctor/business_trip/
https://www.kifunosato.com/


  

 
四国                                               
 

愛媛（道後温泉）  

 

八千代 

★★★★              

1 泊 1室  63,000 円～ 

参考販売価格（当料金は Go To トラベル支援金適用前の金額です）※ 

道後温泉駅から徒歩約 5分。ぬくもりとやすらぎに包まれた

客室は純和風のインテリアでのんびりとくつろげる空間。和

の風情たっぷりの大浴場は道後温泉のひき湯。 
 

お問い合わせはこちら＞   ホテル公式サイトはこちら＞ 

 
 
 

愛媛（道後温泉）  

ふなや 

★★★★              

1 泊 1室 44,000 円～ 

参考販売価格（当料金は Go To トラベル支援金適用前の金額です）※ 

道後温泉駅から徒歩約 3分。日本らしい趣のある建物。江戸

時代寛永年間に開業。夏目漱石・正岡子規といった文豪や 

歴代の天皇陛下もご宿泊された、伝統の宿。 
 

お問い合わせはこちら＞   ホテル公式サイトはこちら＞ 

 

 
 

 

愛媛（道後温泉）  
 

大和屋別荘 

★★★★               

1 泊 1室  59,500 円～ 

参考販売価格（当料金は Go To トラベル支援金適用前の金額です）※ 

道後温泉駅より約 400m。日本らしい情緒あふれる外観。季節の花

をあしらった客室は畳の香りただよう和の内装で快適。岩造りの露

天風呂があり四季折々の美しい景色に心が癒される 
 

お問い合わせはこちら＞   ホテル公式サイトはこちら＞ 

 
九州                                               
 

大分（湯布院）  

湯富里の宿 一壺天 

★★★★               

1 泊 1室 64,000 円～ 

参考販売価格（当料金は Go To トラベル支援金適用前の金額です）※ 

湯布院駅から車で 5分。客室の造りや内装はタイプにより異

なるがそれぞれ木材を多用したあたたかみのあるインテリ

ア。全室半露天風呂付きでリラックス。 
 

お問い合わせはこちら＞   ホテル公式サイトはこちら＞ 

 

 

https://www.tabikobo.com/doctor/business_trip/
http://www.e-yachiyo.co.jp/
https://www.tabikobo.com/doctor/business_trip/
https://www.dogo-funaya.co.jp/
https://www.tabikobo.com/doctor/business_trip/
https://yamatoyabesso.com/
https://www.tabikobo.com/doctor/business_trip/
https://www.ikkoten.com/


  

 
 

大分（湯布院）  
 

由布院 寛ぎの宿 なな川 

★★★★              

1 泊 1室  66,000 円～ 

参考販売価格（当料金は Go To トラベル支援金適用前の金額です）※ 

湯布院駅から車で約 3 分。メゾネット式の客室は全室内湯、

露天風呂をしつらえ快適に過ごせる。周辺は天祖神社をはじ

め多くの観光スポットが点在している便利なロケーション。 
 

お問い合わせはこちら＞   ホテル公式サイトはこちら＞ 

 
 

 

大分（別府）  

ANAインターコンチネンタル別府リゾート＆

スパ ★★★★★         

1 泊 1室 50,000 円～ 

参考販売価格（当料金は Go To トラベル支援金適用前の金額です）※ 

2019年 8 月オープン。日本有数の温泉地である別府に、今ま

でにないラグジュアリーリゾートが誕生。開放的な客室は全

89室。 
 

お問い合わせはこちら＞   ホテル公式サイトはこちら＞ 

 

 
 

 

長崎  
 

ガーデンテラス長崎ホテル&リゾート 

★★★             

1 泊 1室  35,000 円～ 

参考販売価格（当料金は Go To トラベル支援金適用前の金額です）※ 

隈研吾氏のデザインのリゾートホテル。長崎駅より車で約 10

分。全室オーシャンビューで大小さまざまな窓を配置し長崎

の風景を一枚の絵画のように楽しめる工夫がなされている。 
 

お問い合わせはこちら＞   ホテル公式サイトはこちら＞ 
 
 

 

大分（天ケ瀬）  

山荘天水 

★★★★             

1 泊 1室 50,000 円～ 

参考販売価格（当料金は Go To トラベル支援金適用前の金額です）※ 

さまざまな樹木に覆われた古きよき時代の建物。すべて和室

の客室はゆったりとした間取りや畳の香りが上質なくつろぎ

の空間を演出している。JR 天ケ瀬駅まで約 1km。 

 

お問い合わせはこちら＞   ホテル公式サイトはこちら＞ 

 

 
 

https://www.tabikobo.com/doctor/business_trip/
https://nanakawa.com/
https://www.tabikobo.com/doctor/business_trip/
https://www.ihg.com/intercontinental/hotels/jp/ja/beppu/oitky/hoteldetail
https://www.tabikobo.com/doctor/business_trip/
https://www.gt-nagasaki.jp/
https://www.tabikobo.com/doctor/business_trip/
https://www.tensui.net/


  

 
沖縄                                               
 

沖縄（宮古島）  
 

シギラベイサイドスイート アラマンダ 

★★★★★             

1 泊 1室  103,000 円～ 

参考販売価格（当料金は Go To トラベル支援金適用前の金額です）※ 

宮古島南岸、シギラベイカントリークラブ内にあるホテル。

サーモンピンクの南国らしい外観。全てがスイートタイプの

客室はどれも開放感ただよう内装。 

 
お問い合わせはこちら＞   ホテル公式サイトはこちら＞ 

 
 

 

沖縄（八重山諸島）  

はいむるぶし 小浜島 

★★★★             

1 泊 1室 60,500 円～ 

参考販売価格（当料金は Go To トラベル支援金適用前の金額です）※ 

八重山諸島のほぼ中央、小浜島の南に位置。日本最南端のビ

ーチリゾート。客室の造りはいずれもゆったりとしたリゾー

ト風でくつろぎの時間を過ごすことができる。 

 

お問い合わせはこちら＞   ホテル公式サイトはこちら＞ 

 

 
 

 

沖縄（沖縄本島）  

 

THE HIRAMATSU HOTELS ＆ RESORTS 

宜野座 ★★★★         

1 泊 1室  100,000 円～ 

参考販売価格（当料金は Go To トラベル支援金適用前の金額です）※ 

那覇空港よりお車で約 70 分。宜野座村に建つ、全 19 室の 

美食リゾート。贅を尽くしたリゾートで大人の休日をお過ご

しください。 
 

お問い合わせはこちら＞   ホテル公式サイトはこちら＞ 

 
 

 

沖縄（沖縄本島）  

The Uza Terrace Beach Club Villas 

★★★★★            

1 泊 1室 135,000 円～ 

参考販売価格（当料金は Go To トラベル支援金適用前の金額です）※ 

那覇空港よりお車で約 70 分。読谷村に建つ、全室プール付き

のヴィラ。 別荘のようなリゾートステイをお楽しみいただけ

ます。2016 年 3月オープン。 

 

お問い合わせはこちら＞   ホテル公式サイトはこちら＞ 

 

  

https://www.tabikobo.com/doctor/business_trip/
https://www.nanseirakuen.com/allamanda/
https://www.tabikobo.com/doctor/business_trip/
https://www.haimurubushi.co.jp/
https://www.tabikobo.com/doctor/business_trip/
https://www.hiramatsuhotels.com/ginoza/
https://www.tabikobo.com/doctor/business_trip/
https://www.terrace.co.jp/uza/

