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施設名 郵便番号 所在地 住所

スーパーホテル広島天然温泉・薬研堀通り 730-0026 広島市 広島市中区田中町2-28

サンチャゴホテル 730-0037 広島市 広島市中区中町2-9

サンチャゴゲストハウス広島 730-0037 広島市 広島市中区中町4-18

ホテルエクシル広島流川通り 730-0028 広島市 広島市中区流川町3−5

ＬＯＴＵＳＬＡＮＤ　Ｈｉｒｏｓｈｉｍａ 734-0015 広島市 広島市南区宇品御幸4-15-12

ＬＡＺＵＬＩ　Ｈｉｒｏｓｈｉｍａ　Ｈｏｔｅｌ＆Ｌｏｕｎｇｅ 732-0804 広島市 広島市南区西蟹屋4-2-25

ＮＡＧＩ　Ｈｉｒｏｓｈｉｍａ　Ｈｏｔｅｌ＆Ｌｏｕｎｇｅ 732-0824 広島市 広島市南区的場町1-5-14

グリーンリッチホテル広島新幹線口 732-0053 広島市 広島市東区若草町22-14

Ｔｏｋａｉｃｈｉ　ｉｎｎ　Ｆ＋ 730-0806 広島市 広島市中区西十日市町10-13

セジュールフジタ　本館 730-0841 広島市 広島市中区舟入町1-10

セジュールフジタ　別館　河原町 730-0856 広島市 広島市中区河原町10-20

セジュールフジタ別館観音本町 733-0033 広島市 広島市西区観音本町1-12-8

ビジネスホテルニュー寄城 732-0053 広島市 広島市東区若草町16-5

トラストホテル 732-0052 広島市 広島市東区光町1ｰ14-10

ＡＰＰＯＩＮＴ３ 732-0056 広島市 広島市東区上大須賀町3-8

ウィークリーアポイント２ 732-0056 広島市 広島市東区上大須賀町4-5

ＢＬＵＥＨＯＵＳＥ 732-0057 広島市 広島市東区二葉の里1-2-33ｰ103

ＨＩＲＯＳＨＩＭＡピースホテル 733-0011 広島市 広島市西区横川町2-6-14

ホテルビスタ広島 730-0017 広島市 広島市中区鉄砲町6-15

ホテル川島　広島駅直結 732-0822 広島市 広島市南区松原町5-1

ＲＥＤ　ＨＥＬＭＥＴ 732-0804 広島市 広島市南区西蟹屋2-2-12

Ｐｅａｒｌ　Ｋａｍｉｎｏｂｏｒｉ　Ｆ＋ 730-0014 広島市 広島市中区上幟町5-3ﾊﾟｰﾙ上幟502

Ｈｉｒｏｓｅ　ｉｎｎ　Ｆ＋ 730-0803 広島市 広島市中区広瀬北町8-31ﾘｰﾍﾞ広瀬北町504

ＡＮＡクラウンプラザホテル広島 730-0037 広島市 広島市中区中町7-20

ホテルリブマックスＰＲＥＭＩＵＭ広島 732-0057 広島市 広島市東区二葉の里1-1-7

ホテルリブマックス広島平和公園前 730-0051 広島市 広島市中区大手町2-10-23

ホテルリブマックス広島舟入町リバーサイド 730-0841 広島市 広島市中区舟入町4-13

Ｇｕｅｓｔｈｏｕｓｅ　ａｋｉｃａｆｅ　ｉｎｎ 732-0823 広島市 広島市南区猿猴橋町2−7

３６ｈｏｓｔｅｌ 730-0805 広島市 広島市中区十日市町2-10-17

グランドサウナ広島 730-0027 広島市 広島市中区薬研堀6-17

広島タウンホテル 730-0024 広島市 広島市中区西平塚町6-20

セジュールイン流川 730-0028 広島市 広島市中区流川町5-26

民泊　栄 731-0221 広島市 広島市安佐北区可部3ｰ38-9-2

ひろしま国際ホテル 730-0032 広島市 広島市中区立町3-13

ホテル広島サンプラザ 733-0833 広島市 広島市西区商工ｾﾝﾀｰ3-1-1

広島市国民宿舎　湯来ロッジ 738-0721 広島市 広島市佐伯区湯来町大字多田2563-1

アパホテル〈広島駅前大橋〉 732-0828 広島市 広島市南区京橋町2-26

セジュールインカプセル広島 730-0856 広島市 広島市中区河原町10-20

ロマネスコレンタルスペース 731-5135 広島市 広島市佐伯区海老園1-10-42

広島インテリジェントホテルスタジアム前 732-0805 広島市 広島市南区東荒神町3-36

海田シティホテル 736-0082 広島市 広島市安芸区船越南3-1-30

ネストホテル広島八丁堀 730-0016 広島市 広島市中区幟町13−12

ネストホテル広島駅前 732-0807 広島市 広島市南区荒神町3−11

ホテルアクティブ！広島 730-0016 広島市 広島市中区幟町15-3

Ａｌｐｈａｂｅｄ広島平和大通り 730-0025 広島市 広島市中区東平塚10-8-102､201､202､302､402

Ａｌｐｈａｂｅｄ広島中町 730-0037 広島市 広島市中区中町5ｰ16-402号

ザ・ガーデンプレイス広島 730-0812 広島市 広島市中区加古町5ｰ1

ヴィアイン広島新幹線口 732-0822 広島市 広島市南区松原町１−６

ホテルメルパルク広島 730-0011 広島市 広島市中区基町６−３６

安芸の湯　ドーミーイン広島 730-0041 広島市 広島市中区小町３−２８

コテージワン広島店 731-0101 広島市 広島市安佐南区八木2-4-24

湯の山温泉　森井旅館 738-0601 広島市 広島市佐伯区湯来町和田464

パークサイドホテル広島平和公園前 730-0051 広島市 広島市中区大手町２−６−２４

相鉄フレッサイン広島駅前 732-0823 広島市 広島市南区猿猴橋町5-2

スーパーホテル広島 730-0024 広島市 広島市中区西平塚町8-11

河鹿荘 780-0721 広島市 広島市佐伯区湯来町大字多田2659

アーバイン広島エグゼクティブ 732-0053 広島市 広島市東区若草町16-13

広島パークシティホテル 732-0825 広島市 広島市南区金屋町９-17

Ｇｕｅｓｔ　Ｈｏｕｓｅ　Ｌａｐｐｙ 732-0053 広島市 広島市東区若草町1-7

民宿池田屋 730-0854 広島市 広島市中区土橋６-36

池田屋別館 730-0854 広島市 広島市中区土橋６-36

ｂｈｏｔｅｌネコヤード 730-0852 広島市 広島市中区猫屋町2-10

ｂｈｏｔｅｌ小町 730-0041 広島市 広島市中区小町6-32

ｂｈｏｔｅｌ平和大通り 730-0026 広島市 広島市中区田中町6-12

エムズレア本川町 732-0802 広島市 広島市中区本川町1-2-13

オリガミンホテル 730-0856 広島市 広島市中区河原町13-14

石木コンドミニアム 732-0823 広島市 広島市南区猿猴橋町5-12-401

第三ひまわりビル 730-0802 広島市 広島市中区本川町2-6-8

広島グランドインテリジェントホテル 732-0828 広島市 広島市南区京橋町1-4

広島インテリジェントホテルアネックス 732-0827 広島市 広島市南区稲荷町3-27

リーガロイヤルホテル広島 730-0011 広島市 広島市中区基町6-78

ベッセルイン広島駅前 732-0804 広島市 広島市南区西蟹屋1-1-1

ボールパーク駅前 732-0804 広島市 広島市南区西蟹屋2-4-1-101,102,103,104,105

ホテル山城屋 730-0032 広島市 広島市中区立町5-12

ゲストハウスCOCO広島 732-0823 広島市 広島市南区猿猴橋町4-6

アパホテル〈広島駅前〉 732-0822 広島市 広島市南区松原町10-11

三井ガーデンホテル広島 730-0037 広島市 広島市中区中町9-12
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Ｈｏｔｅｌ　Ｓａｎ　Ｈｉｒｏｓｈｉｍａ 730-0031 広島市 広島市中区紙屋町1-4-25-2F

天然温泉芸州の湯ドーミーイン広島ＡＮＮＥＸ 730-0026 広島市 広島市中区田中町5-9

ビジネス旅館はらだ 730-0802 広島市 広島市中区本川町1-3-19

グランドプリンスホテル広島 734-8543 広島市 広島市南区元宇品町23-1

ニュージャパンＥＸ 730-0027 広島市 広島市中区薬研堀8-8 

ヴィアイン広島銀山町 730-0022 広島市 広島市中区銀山町10-17

ランドーレジデンス広島スイーツ 732-0821 広島市 広島市南区大須賀町１３−９ ３０１、３０２、４０１，４０２，５０１，５０２

広島市国際青年会館 730-0812 広島市 広島市中区加古町４−１７

ホテルサンパレス　 732-0822 広島市 広島市南区松原町１０−１２

ホテルインターゲート広島 730-0017 広島市 広島市中区鉄砲町５−１６

東横イン広島平和大通 730-0026 広島市 広島市中区田中町５−１５

ホテルクリスタル広島 732-0053 広島市 広島市東区若草町１０−３

よりもと旅館 732-0053 広島市 広島市東区若草町９−１７

アーバイン広島セントラル 730-0017 広島市 広島市中区鉄砲町５−２０

広島東急ＲＥＩホテル 730-0029 広島市 広島市中区三川町１０−１

グランドベース広島駅前 732-0054 広島市 広島市東区愛宕町３−５

グランドベース広島平和公園前 730-0853 広島市 広島市中区堺町１−７−９

グランドベース広島光町 732-0052 広島市 広島市東区光町1-1-6-1

千鳥イン袋町広島 730-0036 広島市 広島市中区袋町4-35

広島ワシントンホテル 730-0034 広島市 広島市中区新天地2-7

ホテル法華クラブ広島 730-0037 広島市 広島市中区中町7-7

ＷｅＢａｓｅ　広島 730-0037 広島市 広島市中区中町4-16

ＴＨＥ　ＫＮＯＴ　ＨＩＲＯＳＨＩＭＡ 730-0051 広島市 広島市中区大手町3-1-1

ＹーＨＯＴＥＬ 730-0027 広島市 広島市中区薬研堀9-6

丸政ビル 730-0853 広島市 広島市中区堺町1-5-3-201

カプセルホテルＣＵＢＥ広島 730-0016  広島市 広島市中区幟町14-5

ホテル　トーダイ 723-0014 広島市 広島市安佐南区上安2-43−21

オーベルジュ・ステイ　ＳＵＯＭＩ 737-2608 広島市 広島市南区段原南1-1-6

ホテルプロモート広島 730-0855 広島市 広島市中区小網町4-3

ホテルスイート広島横川 733-0003 広島市 広島市西区三篠町2-11-4-1

ホテルスイート広島白島 730-0004 広島市 広島市中区東白島町８−１７

ＥＮ　Ｈｏｔｅｌ　Ｈｉｒｏｓｈｉｍａ 730-0022 広島市 広島市中区銀山町７−８

ファミリーロッジ旅籠屋・広島店 731-0154 広島市 広島市安佐南区上安2-43-21

一般財団法人広島市原爆被爆者協議会　神田山荘 732-0068 広島市 広島市東区牛田新町１ー１６−１

広島段原ゲストハウス　by.EXseed 732-0811 広島市 広島市南区段原3−21−18

ＫＩＲＯ　広島　ｂｙ　ＴＨＥ　ＳＨＡＲＥ　ＨＯＴＥＬＳ 730-0029 広島市 広島市中区三川町３−２１

おうちホテル段原 732-0814 広島市 広島市南区段原南1-1-6-301,303,401,402,501,502,503,504,601,602,604,701,703

ホテルクラス広島　大州 732-0802 広島市 広島市南区大洲2-10-19

おうちホテル銀山町　ｗｉｔｈ　わんこ 730-0022 広島市 広島市中区銀山町16-13-102,501,502

おうちホテル富士見 730-0043 広島市 広島市中区富士見町12-3-201,202,301,501,601,602,701

おうちホテル流川　ｗｉｔｈ　わんこ 730-0026 広島市 広島市中区田中町2-32-201,202,203,301,302,303,401,402,403,501,502,503

ホテルクラス広島　十日市 730-0805 広島市 広島市中区十日市町2-1-14

おうちホテル宝町 730-0044  広島市 広島市中区宝町9-35

おうちホテル五日市 731-5135 広島市 広島市佐伯区海老園2-8-20-101,102,201,202,301,302,401,402

プリンセスホテル 730-0037 広島市 広島市中区中町5-22

おうちホテル横川 733-0012 広島市 広島市西区中広町3-17-19

おうちホテル東平塚 730-0025 広島市 広島市中区東平塚町10-7-201,301,302,303

ＳＵＭＩＹＡ　Ｓｐａ＆Ｈｏｔｅｌ 732-0828 広島市 広島市南区京橋町6-18

おうちホテル大手町 730-0051 広島市 広島市中区大手町4-2-22-304,601,603,901

おうちホテルＳＵＩＴＥ　天満 733-0032 広島市 広島市西区東観音町7-1-901

ホテルクラス広島　土橋 730-0853 広島市 広島市中区堺町2-4-30

おうちホテル竹屋 730-0048  広島市 広島市中区竹屋町3-23-101,202,401,403

ＨＯＮＤＯＲＩ　ＩＮＮ 730-0035 広島市 広島市中区本通8-4

ＣＵＢＩＣ．３０　 732-0825 広島市 広島市南区8-15

おうちホテル比治山　 732-0826  広島市 広島市南区松川町5-3-301

おうちホテル西十日市　 730-0806 広島市 広島市中区西十日市5-12-204,205,502,503,504,505,506

ホテルマイステイズ広島平和公園前 730-0051 広島市 広島市中区大手町3-3-1 

ホッティー 732-0826 広島市 広島市南区松川町1-6-302

ロッコーマンション 730-0024 広島市 広島市中区西平塚町8-10-201

第二三田尾ビル 730-0802 広島市 広島市中区本川町1-1-24

チサンホテル広島 730-0016 広島市 広島市中区幟町14-7

シェラトングランドホテル広島 732-0053 広島市 広島市東区若草町12-1

ホテルグランヴィア広島 732-0822 広島市 広島市南区松原町1-5

ダイワロイネットホテル広島 730-0042 広島市 広島市中区国泰寺町1-3-20

オリエンタルホテル広島 730-0026 広島市 広島市中区田中町6-10

ＲＩＶＥＲ　ＶＩＬＬＡＳ　ＨＩＲＯＳＨＩＭＡ 730-0042 広島市 広島市中区国泰寺町1-5-31 国泰寺ﾋﾞﾙ2F,5F,6F

ＲＩＶＥＲ　ＳＵＩＴＥＳ　ＨＩＲＯＳＨＩＭＡ 730-0042 広島市 広島市中区国泰寺町2-3-4

第一パークホテル 737-0051  呉市 呉市中央4-3-1

呉阪急ホテル 737-0051 呉市 呉市中央1-1-1

島宿あこう 737-0311 呉市 呉市蒲刈町向3251-14

ホテルマーレ 737-2502 呉市 呉市安浦町三津口6-13-7

かつら本店 737-0401 呉市 呉市蒲刈町宮盛2032-1

民宿かつら 737-0401 呉市 呉市蒲刈町宮盛2032-1

ビジネスホテルごとう＠ＮＥＴ 737-0051 呉市 呉市中央１−４−２５

ＧＵＥＳＴＨＯＵＳＥ醫 734-0302 呉市 呉市豊町御手洗２５５−２

閑月庵新豊 734-0302 呉市 呉市豊町御手洗313

クレイトンベイホテル 737-0822 呉市 呉市築地町3-3

県民の浜　輝きの館 737-0402 呉市 呉市蒲刈町大浦字沖浦7646-3

コテージかまがり　ドームコテージ 737-0402 呉市 呉市蒲刈町大浦字沖浦7646-10
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コテージかまがり　木造コテージ 737-0402 呉市 呉市蒲刈町大浦字沖浦7646-5

ＧＬＡＭＰＩＳＰＡ瀬戸内 734-0301 呉市 呉市豊町大長6164

民宿かまがり 737-0403 呉市 呉市蒲刈町田戸765-2

国民宿舎野呂高原ロッジ 737-2631 呉市 呉市川尻町板休5502-37

呉森沢ホテル 737-0032 呉市 呉市本町15-22

ビューポートくれホテル 737-0046 呉市 呉市中通1-1-2

空と海の家 737-1377 呉市 呉市倉橋町4311-7

Ｐｒｉｖａｔｅ　Ｖｉｌｌａ　ＳＥＥ　ＳＥＡ　ＳＯＮ 737-1377 呉市 呉市倉橋町171-8

ゆらりの宿　フィールズ 737-0112 呉市 呉市広古新開3-2-84

シーサイド　桂ヶ浜荘 737-1377 呉市 呉市倉橋町才ノ木576-7

コンフォートホテル呉 737-0029 呉市 呉市宝町2-38

グリーンピアせとうち 737−2502 呉市 呉市安浦326−48

ホテル　大広苑 725-0021 竹原市 竹原市竹原町3591-1

グリーンスカイホテル竹原 725-0026 竹原市 竹原市中央4-2-18

ホテル賀茂川荘 725-0002 竹原市 竹原市西野町西湯坂445

休暇村大久野島 729-2311 竹原市 竹原市忠海町5476-4

三原ステーションホテル 723-0014 三原市 三原市城町1ｰ10−15

ホテルヤッサ 723-0014 三原市 三原市城町1-9-2

ホテル白竜湖リゾート 729-1322 三原市 三原市大和町箱川4007-7

ホテルリブマックス三原駅前 723-0004 三原市 三原市館町1-3-5

センターホテル三原 723-0014 三原市 三原市城町３−７−１４

宿ＮＡＶＥＬの学校 723-0021 三原市 三原市鷺浦町須波2782

ＮＥＪＩＲＯ　ＨＯＵＳＥ 729-0321 三原市 三原市木原1-1-1

ＮＥＪＩＲＯ　ＨＯＵＳＥ　ｓｕｎａｍｉ 723-0031 三原市 三原市須波2-5-26

三原シティホテル 723-0014  三原市 三原市城町2-2-2

岡田民宿 729-0324 三原市 三原市糸崎5-14-16

山仕事体験民宿“気楽坊” 729-4106 三原市 三原市城町1-12-10

スーパーホテル三原駅前 723-0014 三原市 三原市城町1-12-10

星野旅館 729-0417 三原市 三原市本郷南6-21-1

フォレストヒルズガーデン 729-0415 三原市 三原市本郷町上北方1361

長江の家ＨＯＳＯＹＡ 722-0046 尾道市 尾道市長江1ｰ24-2

魚信旅館 722-0045 尾道市 尾道市久保2ｰ27-6

ちいさなお宿Ｌｉｎｋ（輪空） 722-2402 尾道市 尾道市瀬戸田町宮原2317-10

シーサイドホステルＬｉｇｈｔＨｏｕｓｅ 722-0073 尾道市 尾道市向島町10399-1

島の宿 722-2324 尾道市 尾道市因島田熊町4703-3

ホテルいんのしま 722-2323 尾道市 尾道市因島土生町平木288

天然温泉　尾道ふれあいの里 722-0353 尾道市 尾道市御調町高尾1369

尾道やすらぎの宿　しーそー 722-0073 尾道市 尾道市向島町84−2

天然温泉　尾道みなと館 722-0045 尾道市 尾道市久保1-3-37

尾道千光寺坂の離庵ふう 722-0033 尾道市 尾道市東土堂町13-20

旅館浦島 722-0215 尾道市 尾道市美ﾉ郷町三成2500

ｕｒａｓｈｉｍａ　ＩＮＮ−ＧＡＮＧＩ− 722-0035 尾道市 尾道市士堂1-13-7

尾道のおばあちゃんとわたくしホテル 722-0215 尾道市 尾道市美ﾉ郷町三成1114-2

ＳОＩＬ　Ｓｅｔｏｄａ 722-2411 尾道市 尾道市瀬戸田町瀬戸田254-2

瀬戸内隠れ家リゾートCｉｅｌａ 722-0061 尾道市 尾道市百島町2586-22

瀬戸内隠れ家リゾートVｉｅｎａ 722-0061 尾道市 尾道市百島町2581-8

ナティーク城山 722-2323 尾道市 尾道市因島土生町2254-6

大蔵の宿 720-2106 尾道市 尾道市百島町2529

Ｉｓｌａｎｄ　Ｃａｍｐ　百島 722-0061 尾道市 尾道市百島町２５２９

ホテル・アルファーワン尾道 722-0037 尾道市 尾道市西御所町１−２２

ビュウホテルセイザン 722-0032 尾道市 尾道市西土堂町16-21

いんのしまペンション白滝山荘 722-2102 尾道市 尾道市因島重井町1233

ＳＩＭＡ　ｉｎｎ 722-0045 尾道市 尾道市久保2-17-2

ＳＩＮＧＡＩ　ＣＡＢＩＮ 722-0045 尾道市 尾道市久保2ｰ9-1 2F

ＳＡＶＡＲ　ｉｎｎ 722-0045 尾道市 尾道市久保2-17-2

ゲストハウス尾道ポポー 722-0062 尾道市 尾道市向東町877-1

Ｍａｎｇｅ　Ｔａｋ　Ｒｅｓｏｒｔ　Ｏｎｏｍｉｃｈｉ 722-0035 尾道市 尾道市土堂2-4-4 啓仁館ビル

グリーンヒルホテル尾道 722-0036 尾道市 尾道市東御所町９−１

千光寺山荘 722-0032 尾道市 尾道市西土堂町15-20

向島の家 722-0073 尾道市 尾道市向島町13534-1

養老温泉本館 722-0215 尾道市 尾道市美ﾉ郷町三成2502-1

尾道国際ホテル 722-0014 尾道市 尾道市新浜１ー１３−６

尾道ロイヤルホテル 722-0035 尾道市 尾道市士堂２−９−２７

満寿美荘 722-2324 尾道市 尾道市因島田熊町４４７９−２

旅館　つつ井 722-2411 尾道市 尾道市瀬戸田町瀬戸田２１６

Ａｚｕｍｉ　Ｓｅｔｏｄａ 722-2411 尾道市 尾道市瀬戸田町瀬戸田269

ｙｕｂｕｎｅ 722-2411 尾道市 尾道市瀬戸田町瀬戸田269

諸毛屋旅館 722-0341 尾道市 尾道市御調町神104-11

尾道ゲストハウスあなごのねどこ 722-0035 尾道市 尾道市土堂2-4-9

尾道第一ホテル 722-0037 尾道市 尾道市西御所町4-7

尾道　ゲストハウス　いろは荘 722-0031 尾道市 尾道市三軒家町13-18

坂の風 722-0032 尾道市 尾道市西土堂16-9

moons café 722-0046 尾道市 尾道市長江1ｰ25-17

ＨＯＴＥＬ　ＣＹＣＬＥ 722-0037 尾道市 尾道市西御所5-11

ベラビスタ　スパ＆マリーナ尾道 720-0551 尾道市 尾道市浦崎町大平木1344-2

ＨＵＢ　ＩＮＮ 722-2323 尾道市 尾道市因島土生町1896-12

談話室　村上 722‐2403 尾道市 尾道市瀬戸田町荻4007-3

ホテル１−２−３福山 720-0065 福山市 福山市東桜町1-41

みかど別館 720-0312 福山市 福山市沼隈町能登原1416-6
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福山ターミナルホテル 720-0045 福山市 福山市宝町2-30

福山パークホテル 720-0806 福山市 福山市南町6-4

福山オリエンタルホテル 720-0054 福山市 福山市城見町1-1-6

福山ステーションイン 720-0054 福山市 福山市城見町1-1-2

ホテルリブマックス福山駅前 720-0066 福山市 福山市三之丸町9-22

ビジネスイン福山 720-0076 福山市 福山市本庄町中2-10-6

Ａｌｐｈａｂｅｄ福山西桜町 720-0818 福山市 福山市西桜町1ｰ8ｰ25

福山プラザホテル 720-0809 福山市 福山市住吉町１−４０

ダイワロイネットホテル福山駅前 720-0066 福山市 福山市三之丸町２−１６

あおいビジネスホテル 720-0077 福山市 福山市南本庄１−３−３

民宿 あそび 722-2641 福山市 福山市内海町イ−２０８４

海上センター内海荘 722-2641 福山市 福山市内海町1

ＮＩＰＰＯＮＩＡ　鞆　港町　ＥＮＯＵＲＡ 720-0201 福山市 福山市鞆町後地1413-1

ＮＩＰＰＯＮＩＡ　鞆　港町　ＳＥＫＩ 720-0201 福山市 福山市鞆町鞆595

ＮＩＰＰＯＮＩＡ　鞆　港町　ＭＯＴＯＭＡＣＨＩ 720-0201 福山市 福山市鞆町後地1414

東福山ビジネスホテル 721-0942 福山市 福山市引野町5-18-33

ホテルエリアワン福山 720-0066 福山市 福山市三之丸町9-12

ベッセルホテル福山 720-0077 福山市 福山市南本庄3-4-37

ＡＲＥＡ　ＩＮＮ　ＦＵＳＨＩＭＩＣＨＯ　１−１６ 720-0062 福山市 福山市伏見町1-16

ＡＲＥＡ　ＩＮＮ　ＦＵＳＨＩＭＩＣＨＯ　ＦＵＫＵＹＡＭＡ　ＣＡＳＴＬＥ　ＳＩＤＥ　２−８720-0062  福山市 福山市伏見町2-8

カプセル＆サウナ日本 720-0062 福山市 福山市伏見町4-33

ベッセルイン福山駅北口 720-0061 福山市 福山市丸之内1-2-1

あぶと本館 720-0312 福山市 福山市沼隈町能登原阿伏兎1416-7

福山ニューキャッスルホテル 720-0066  福山市 福山市三之丸町8-16

太進館 720-0204 福山市 福山市走島町434-3

サンホテル福山 720-0054 福山市 福山市城見町1-2-33

ＡＮＣＨＯＲ　ＨＯＴＥＬ　ＦＵＫＵＹＡＭＡ 720-0054 福山市 福山市城見町1-1-10

ツネイシしまなみビレッジ 720-0402 福山市 福山市沼隈町大字中山南26-1

ルートイングランティア福山ＳＰＡ　ＲＥＳＯＲＴ 720-0825 福山市 福山市沖野上町5-27-11

Ｈａｎａ館 720-0814 福山市 福山市光南町1丁目3-3

ベネフィットホテル福山 720-0812 福山市 福山市霞町２−５−７

人生感が変わる宿ここから 720-0202 福山市 福山市鞆町後地３３７１

隠れ家　作右衛門 720-0201 福山市 福山市鞆町鞆６１８

泊まれる町家　天領上下 729-3431 府中市 府中市上下町上下1003

大吉旅館 726-0005 府中市 府中市府中町146

荒木旅館 729-3431 府中市 府中市上下町上下887-9

ホテル・アルファ−ワン三次 728-0011 三次市 三次市十日市西1-4-22

ホテルクラウンヒルズ三次 728-0013 三次市 三次市十日市東６−１３−２５

帝釈峡観光ホテル養浩荘 729-5132 庄原市 庄原市東城町三坂922−1

休暇村帝釈峡 729-5132 庄原市 庄原市東城町三坂962-1

桜花の郷　ラ・フォーレ庄原 727-0004 庄原市 庄原市新庄町5281-1 

暮らし宿　お古 727-0203 庄原市 庄原市川北町1812-9

高茂温泉　うのこ荘 729-6142 庄原市 庄原市高茂町369

帝釈峡観光ホテル錦彩館 729-5132 庄原市 庄原市東城町三坂526

ホテル東広島ヒルズ西条店 739-0005 東広島市 東広島市西条大坪町2-13

西条ゲストハウス八反 739-0043 東広島市 東広島市西条西本町12-1播磨ﾋﾞﾙ1F

割烹ホテル一ぷく 739-0012 東広島市 東広島市西条朝日町11-31

ベッセルホテル東広島 739-0026 東広島市 東広島市三永２−６−３６

東広島グリーンホテルモーリス 739-0014 東広島市 東広島市西条昭和町11-8

ホテルグランカーサ 739-0011 東広島市 東広島市西条本町17-13

ホテルエリアワン広島ウイング 739-2208 東広島市 東広島市河内町入野１１２９６−７２

ホテルヴァンコーネル 739-0016 東広島市 東広島市西条岡町10-20

Ｙ５１　ｂｙ　ｔｈｅ　ｓｅａ 739-2403 東広島市 東広島市安芸津町風早761-3

瀬戸内ヴィラダイアリー大芝島 739-2403 東広島市 東広島市安芸津町風早2612-8

ホテルルートイン東広島西条駅前 739-0011 東広島市 東広島市西条本町14−24

ホテルサンライズ２１ 739-0014 東広島市 東広島市西条昭和町5-10

宮島　女性限定のお宿　藤のや 739-0523 廿日市市 廿日市市宮島町中江町334-7 

阿品邸 738-0054 廿日市市 廿日市市阿品1ｰ4−8

もみのき荘 738-0301 廿日市市 廿日市市吉和1593-75

宮浜温泉　旅館かんざき 739-0454 廿日市市 廿日市市宮浜温泉1ｰ21-42

宮島ホテルまこと 739-0588 廿日市市 廿日市市宮島町755

さくらや 739-0588 廿日市市 廿日市市宮島町853-1

聚景荘 739-0533 廿日市市 廿日市市宮島町50

宿泊施設エルベ 739-0443 廿日市市 廿日市市沖塩屋4-3-19

ＨＥＭ’Ｓ　ＨＯＴＥＬ 739-0588 廿日市市 廿日市市宮島町662-1

民宿　かまだ 739-0588 廿日市市 廿日市市宮島町1166

ペンションあんばらんす 739-0454 廿日市市 廿日市市宮浜温泉2-13-12

リブマックスリゾート安芸宮浜温泉 739-0454 廿日市市 廿日市市宮浜温泉2-6-18

リブマックスリゾート宮浜温泉Ｏｃｅａｎ 739-0454 廿日市市 廿日市市宮浜温泉2-13-10

リブマックスリゾート安芸宮島 739-0515 廿日市市 廿日市市宮島町魚之棚町634

宮浜グランドホテル 739-0454 廿日市市 廿日市市宮浜温泉2-5-4

安芸グランドホテル＆ＳＰＡ 739-0412 廿日市市 廿日市市宮島口西1-1-17

国民宿舎　みやじま杜の宿 739-0588 廿日市市 廿日市市宮島町大元公園内

旅彩のお宿　水羽荘 739-0534 廿日市市 廿日市市宮島町西大西町

水羽荘別邸　葉もれび 739-0588 廿日市市 廿日市市宮島町49

ホテルみや離宮 739-0550 廿日市市 廿日市市宮島町849

グランヴィリオホテル宮島―和蔵― 739-0412 廿日市市 廿日市市宮島口西１−１−３７

Ｄｉｐｈｙｌｌｅｉａ　Ｇｒａｙｉ 738-0054 廿日市市 廿日市市阿品1-11-13

コテージワン宮島街道店 738-0042 廿日市市 廿日市市地御前5-14-12
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宮島離れの宿ＩＢＵＫＵ　本館 739-0454 廿日市市 廿日市市宮浜温泉１−２１−４８

宮島離れの宿ＩＢＵＫＵ　別邸 739-0454 廿日市市 廿日市市宮浜温泉２−８１１０−１

宮島コーラルホテル 739-0411 廿日市市 廿日市市宮島口１丁目９−８

宮島四季の宿わたなべ 739-0524 廿日市市 廿日市市宮島町滝町215-1

宮島シーサイドホテル 739-0501 廿日市市 廿日市市宮島町967

厳島東門前菊がわ 739-0588 廿日市市 廿日市市宮島町796

みやじま庵廣島 739-0411 廿日市市 廿日市市宮島口４-４-１５

おもてなしホステル宮島 738-0042 廿日市市 廿日市市地御前5-15-10

鹿庭荘 739-0588 廿日市市 廿日市市宮島町1165-11

グローバルリゾートＭＩＹＡＪＩＭＡ　ＶＩＥＷ 738-0054 廿日市市 廿日市市阿品1-4-1

グローバルリゾート宮島天神ハウス 738-0012 廿日市市 廿日市市天神8-29

グローバルリゾートＯＮＯ　ｄｅ　ＬＵＮＥ本館 739-0434 廿日市市 廿日市市大野1-10-16

グローバルリゾートＯＮＯ　ｄｅ　ＬＵＮＥ新館 739-0434 廿日市市 廿日市市大野1-9-17

グローバルリゾート弥山別館 739-0424 廿日市市 廿日市市前空2-1-7

グローバルリゾート弥山 739-0426 廿日市市 廿日市市物見東1-1-24

宮島ホテルニュー寿 739-0553 廿日市市 廿日市市宮島町中之町表515

ホテル菊乃家 739-0523 廿日市市 廿日市市宮島町３３５

北之町　厳妹屋 739-0588 廿日市市 廿日市市宮島町５８０

宮島グランドホテル有もと 739-0588 廿日市市 廿日市市宮島町364

錦水館 739-0558 廿日市市 廿日市市宮島町1133

ホテル宮島別荘 739-0505 廿日市市 廿日市市宮島町1165

旅籠　桜 739-0454  廿日市市 廿日市市宮浜温泉1-20-28

ファミリーロッジ旅籠屋・宮島ＳＡ店 738-0026 廿日市市 廿日市市上平良字廣池297-46

みやじまの宿　岩惣 739-0522 廿日市市 廿日市市宮島町もみじ谷

おうちホテル宮島口 739-0411 廿日市市 廿日市市宮島口4-3-52-3

Ｂａｒ＆Ｈｏｔｅｌ　Ｃｏｌｏｒｓ　宮島 739-0411 廿日市市 廿日市市宮島口1-8-11

宮島しろ 739-0588 廿日市市 廿日市市宮島町46-2

おうちホテル廿日市駅前 738-0027 廿日市市 廿日市市平良山手3-25

ＫＩＹＯＭＯＲＩ 739-0588 廿日市市 廿日市市宮島町730-9

汐まち庵 739-0532 廿日市市 廿日市市宮島町73-2

女鹿平温泉クヴェーレ吉和 738-0301 廿日市市 廿日市市吉和4291

庭園の宿石亭 739-0454 廿日市市 廿日市市宮浜温泉3-5-27

高宮温泉たかみや湯の森　別館宿泊施設福寿荘 739-1805 安芸高田市 安芸高田市高宮町原田1779−1

神楽門前湯治村　里や 731-0612 安芸高田市 安芸高田市美土里町本郷4627

神楽門前湯治村　千両萬両 731-0612 安芸高田市 安芸高田市美土里町本郷4627

神楽門前湯治村　やまや別館 731-0612 安芸高田市 安芸高田市美土里町本郷4627

神楽門前湯治村　山や 731-0612 安芸高田市 安芸高田市美土里町本郷4627

豪農の家・安芸高田 731-0532 安芸高田市 安芸高田市吉田町上入江871

江田島体験民泊コンベイ 737-2313 江田島市 江田島市沖美町是長1638-21

江田島荘 737-2301 江田島市 江田島市能美町中町4718

ねんごろなじま 737-2302 江田島市 江田島市能美町鹿川鎌木4724-28

ホテルご安航 737-2122 江田島市 江田島市江田島町中央３丁目２２−４

ｓｈｉｇａ　ｈｏｕｓｅ　シガ ハウス 737-2301 江田島市 江田島市能美町中町848-1

いこいの村ひろしま 731-3834 山県郡 山県郡安芸太田町大字松原1−1

広島北ホテル 731-1523 山県郡 山県郡北広島町南方3659

コテージ・レオン 731-2324 山県郡 山県郡北広島町奥中原198-13

グリーンスパつつが 731-3702 山県郡 山県郡安芸太田町中筒賀280

長笹樂山　ＡＳＨＩＴＡＲＥ　Ｂｏｓｈｉ 731-1713 山県郡 山県郡北広島町長笹10636-1

長笹樂山　別邸　室宿　ＨＡＴＳＵＩ　Ｂｏｓｈｉ 731-1713 山県郡 山県郡北広島町長笹10464

ログコテージ　カントリーインふーすけ 731-2434 山県郡 山県郡北広島町橋山283-1

川本旅館 731-3813 山県郡 山県郡安芸太田町柴木1727

どんぐり荘 731-1712 山県郡 山県郡北広島町都志見12609

温井ダムリゾート 731-3501 山県郡 山県郡安芸太田町加計1653-6

あるぺん屋 731-2552 山県郡 山県郡北広島町西八幡原10405-3

三段峡ホテル 731-3813 山県郡 山県郡安芸太田町柴木１７３４

ペンション　そよ風 731-2436 山県郡 山県郡北広島町政所134-1

そよかぜ　山の家 731-2436 山県郡 山県郡北広島町政所134-1

芸北オークガーデン 731-2322 山県郡 山県郡北広島町細見１４５−１０４

民宿　かみおか 731-2324 山県郡 山県郡北広島町奥中原251-4

民宿　𠮷川 731-2432 山県郡 山県郡北広島町中祖519

民宿　野川 731-3664 山県郡 山県郡安芸太田町上殿963-3

島の宿むらかみ 725-0301 豊田郡 豊田郡大崎上島町中野4003-1

ホテル清風館 725-0402 豊田郡 豊田郡大崎上島町沖浦1900

甲山ホテル 722-1112 世羅郡 世羅郡世羅町本郷617-1

光信寺の湯　ゆっくら 720-1411 神石郡 神石郡神石高原町光信58-1


