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まつや千千 （福井県・あわら温泉） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
サン浦島 悠季の里 （三重県・鳥羽本浦温泉） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
梅樽温泉 ホテルシーモア （和歌山県・白浜温泉）・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
大谷山荘 （山口県・長門湯本温泉）・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
依山楼 岩崎 （鳥取県・三朝温泉） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
皆生つるや （鳥取県・皆生温泉）・・

ホテル鷗風亭 （広島県・鞆の浦温泉） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
佳翠苑 皆美 （島根県・玉造温泉）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
新祖谷温泉 ホテルかずら橋 （徳島県・新祖谷温泉） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
皆生グランドホテル 天水 （鳥取県・皆生温泉）・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
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華水亭 （鳥取県・皆生温泉）・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
琴平グランドホテル 桜の抄 （香川県・こんぴら温泉郷）・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・
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伊豆・東海
北陸・近畿
中国・四国・九州

