宿泊施設名

宿泊施設名（かな）

住所

電話番号

アクアペンションクッチェッタ

あくあぺんしょんくっちぇった

静岡県浜松市北区三ヶ日町大崎78-1アクアペンションクッチェッタ

053-526-1110

アパホテル〈浜松駅南〉

あぱほてる〈はままつえきみなみ〉

静岡県浜松市中区海老塚2-3-1

053-456-3511

いそかぜ

いそかぜ

静岡県御前崎市佐倉4562-1

0537-85-4811

いそのシティホテル

いそのしてぃほてる

静岡県浜松市中区小豆餅3-1-15

053-472-6000

IWATAステーションホテル

いわたすてーしょんほてる

静岡県磐田市中泉603-1IWATAステーションホテル

0538-37-1121

ＡＢホテル磐田

えーびーほてるいわた

静岡県磐田市中泉1-5-1ＡＢホテル磐田

0538-36-0413

EN HOTEL Hamamatsu

えんほてるはままつ

静岡県浜松市中区砂山町324-15

053-457-0505

オークラアクトシティホテル浜松

おーくらあくとしてぃほてるはままつ

静岡県浜松市中区板屋町111-2

053-459-0111

お里のゲストハウス まつんば

おさとのげすとはうす まつんば

静岡県掛川市倉真6150

0537-28-0082

落合荘

おちあいそう

静岡県掛川市倉真5795

0537-28-0331

お宿なかにし

おやどなかにし

静岡県御前崎市御前崎8-1

0548-63-2020

OYO旅館浜名湖の宿

およりょかんはまなこのやど

静岡県湖⻄市大知波1253-1

053-578-2232

海賀荘

かいがそう

静岡県浜松市⻄区舞阪町弁天島３４１９

053-592-6833

海鮮の宿 松島館

かいせんのやど まつしまかん

静岡県浜松市北区三ヶ日町大崎1883松島館

053-526-7558

掛川グランドホテル

かけがわぐらんどほてる

静岡県掛川市⻲の甲1丁目3-1

0537-23-3333

掛川ステーションホテル

かけがわすてーしょんほてる

静岡県掛川市⻲の甲1-5-2

0537-23-5005

掛川ターミナルホテル

かけがわたーみなるほてる

静岡県掛川市駅前1-8掛川ターミナルホテル

0537-24-7211

かじまちの湯 SPA SOLANI

かじまちのゆ すぱ そらに

静岡県浜松市中区鍛冶町100-1ザザ中央館3階

053-451-3433

割烹旅館 琴水

かっぽうりょかん きんすい

静岡県浜松市北区三ヶ日町都筑595-1

053-526-7221

葛城北の丸

かつらぎきたのまる

静岡県袋井市宇刈2505-2

0538-48-6111

株式会社あさしお

かぶしきがいしゃあさしお

静岡県湖⻄市新居町新居3392-3

053-592-0761

かぶしきかいしゃはしばやりょかん

静岡県掛川市菊浜100-3

かれん はまなこ かんざんじそう

静岡県浜松市⻄区呉松町1768-1KAReN HaMaNaKo

舘山寺サゴーロイヤルホテル

かんざんじさごーろいやるほてる

静岡県浜松市⻄区舘山寺町3302

053-487-0711

ＫＩＡＲＡリゾート＆スパ浜名湖

きあらりぞーとあんどすぱはまなこ

静岡県浜松市北区三ヶ日町下尾奈366-1

053-528-0130

北の庭 THE KURETAKESO

きたのにわざくれたけそう

静岡県浜松市中区旭町7-1

053-453-7211

グランドエクシブ浜名湖

ぐらんどえくしぶはまなこ

静岡県浜松市⻄区村櫛町4620グランドエクシブ浜名湖

053-488-0111

グランドホテル浜松

ぐらんどほてるはままつ

静岡県浜松市中区東伊場１ー３ー１

053-452-2114

くれたけインアクト浜松

くれたけいんあくとはままつ

静岡県浜松市中区板屋町690

053-459-1511

くれたけインいわた

くれたけいんいわた

静岡県磐田市中泉3300-7

0538-39-1155

くれたけイン御前崎

くれたけいんおまえざき

静岡県御前崎市池新田7644

0537-85-1211

くれたけイン・掛川

くれたけいんかけがわ

静岡県掛川市駅前10-2

0537-61-1311

くれたけイン菊川インター

くれたけいんきくがわいんたー

静岡県菊川市加茂1989-1

0537-35-1711

くれたけイン・セントラル浜松

くれたけいんせんとらるはままつ

静岡県浜松市中区田町224-25

053-454-1211

くれたけイン浜名湖

くれたけいんはまなこ

静岡県湖⻄市鷲津5140

053-575-1151

くれたけイン浜松駅南口プレミアム

くれたけいんはままつえきみなみぐちぷれみあむ

静岡県浜松市中区砂山町327-11

053-455-3111

くれたけイン浜松⻄インター

くれたけいんはままつにしいんたー

静岡県浜松市中区高丘北1-1-10

053-438-1511

くれたけインプレミアム袋井駅前

くれたけいんぷれみあむふくろいえきまえ

静岡県袋井市高尾1129-1

0538-44-2011
053-522-1115

株式会社橋場屋旅館
KAReN HaMaNaKo

かんざんじ荘

0537-72-2667
かんざんじ荘

053-569-6433

国⺠宿舎奥浜名湖

こくみんしゅくしゃおくはまなこ

静岡県浜松市北区細江町気賀1023-1

コンドミニアム静かな湖畔

こんどみにあむしずかなこはん

静岡県浜松市北区三ヶ日町下尾奈2235-7

053-524-4848

コンフォートホテル浜松

こんふぉーとほてるはままつ

静岡県浜松市中区砂山町353-5

053-450-6111

THE SCENE hamanako

ざ しーん はまなこ

静岡県浜松市北区三ヶ日町都筑597-4

03-6822-7022

THE HAMANAKO(ザ 浜名湖)

ざ はまなこ

静岡県浜松市⻄区雄踏町山崎4396-1

053-592-2222

THE VILLA HAMANAKO

ざヴぃらはまなこ

静岡県湖⻄市⼊出1380

053-573-2522

The Green Room INN

ざぐりーんるーむいん

静岡県御前崎市白羽7787

080-3090-2227

山水館欣龍

さんすいかんきんりゅう

静岡県浜松市⻄区舘山寺町2227

053-487-0611

365BASE outdoor hostel

さんろくごべーすあうとどあほすてる

静岡県浜松市中区曳馬2-1-25

053-544-4338

THE OCEAN

じ おーしゃん

静岡県浜松市⻄区舞阪町弁天島3285-88

053-592-1155

椎の木屋旅館

しいのきやりょかん

静岡県掛川市原川２９

0537-22-3608

潮騒の宿 八光

しおさいのやど はっこう

静岡県御前崎市御前崎122-22

0548-63-5338

静岡県立森林公園森の家

しずおかけんりつしんりんこうえんもりのいえ

静岡県浜松市浜北区根堅2450-1

053-583-0090

翆月

すいげつ

静岡県掛川市倉真5325

0537-29-1021

スーパーホテル浜松

すーぱーほてるはままつ

静岡県浜松市中区⻄伊場町５８番７号

053-451-9000

スマイルホテル掛川

すまいるほてるかけがわ

静岡県掛川市南1-11-13スマイルホテル掛川

0537-61-1188

ダイワロイネットホテル浜松

だいわろいねっとほてるはままつ

静岡県浜松市中区旭町9-1

053-455-8855

たなべ荘

たなべそう

静岡県浜松市⻄区舞阪町舞阪4003

053-592-4970

旅ノ舎

たびのや

静岡県掛川市大野1708

0537-54-1464

⻑治観光株式会社ホテルリステル浜名湖

ちょうじかんこうかぶしきがいしゃほてるりすてるはまなこ

静岡県浜松市北区三ヶ日町下尾奈2251

053-525-1222

つま恋リゾート彩の郷

つまごいりぞーとさいのさと

静岡県掛川市満水2000

0537-24-1111

てんてんゴーしぶ川

てんてんごーしぶかわ

静岡県浜松市北区引佐町渋川 237-1

053-545-0452

天然温泉茶月の湯 ドーミーインEXPRESS掛川

てんねんおんせんさつきのゆ どーみーいんえくすぷれすかけがわ

静岡県掛川市仁藤町3-12

0537-21-5489

東急ハーヴェストクラブ浜名湖

とうきゅうはーヴぇすとくらぶはまなこ

静岡県浜松市北区三ヶ日町大崎372

053-526-1093

東横INN掛川駅新幹線南口

とうよこいんかけがわえきしんかんせんみなみぐち

静岡県掛川市⻲の甲1-4-17東横INN掛川駅新幹線南口

0537-22-1045

東横INN浜松駅北口

とうよこいんはままつえききたぐち

静岡県浜松市中区板屋町１０３−１

053-457-1045

時わすれ開華亭

ときわすれかいかてい

静岡県浜松市⻄区舘山寺町412時わすれ開華亭

053-487-0208

浪花

なにわ

静岡県湖⻄市新居町新居3288-18

053-594-0101

バジェットイン掛川

ばじぇっといんかけがわ

静岡県掛川市矢崎町4-1

0537-61-8855

浜名湖 望洋荘

はまなこ ぼうようそう

静岡県湖⻄市新居町新居3289-101

053-594-0339

浜名湖オーベルジュキャトルセゾン

はまなこおーべるじゅきゃとるせぞん

静岡県湖⻄市横山317-93浜名湖オーベルジュキャトルセゾン

053-578-1000

浜名湖料理⺠宿ないとう

はまなこりょうりみんしゅくないとう

静岡県浜松市⻄区平松町1169-1

053-487-2525

浜名湖レークサイドプラザ

はまなこれーくさいどぷらざ

静岡県浜松市北区三ヶ日町下尾奈200

053-524-1311

浜名湖わんわんパラダイスホテル

はまなこわんわんぱらだいすほてる

静岡県浜松市⻄区舘山寺町260-1

053-487-3373

浜松ステーションホテル

はままつすてーしょんほてる

静岡県浜松市中区砂山町325-28

053-456-4002

浜松ターミナルホテル別館

はままつたーみなるほてるべっかん

静岡県浜松市中区砂山町324-18浜松ターミナルホテル

053-458-2811

浜松ターミナルホテル本館

はままつたーみなるほてるほんかん

静岡県浜松市中区砂山町325-4

053-413-5300

はままつフルーツパーク時之栖

はままつふるーつぱーくときのすみか

静岡県浜松市北区都田町4263-1

053-428-5211

浜松ホテル

はままつほてる

静岡県浜松市中区砂山町362-25

053-450-5555

パレスホテル掛川

ぱれすほてるかけがわ

静岡県掛川市⻲の甲2-8-5

0537-22-0111

B&Bゲストハウス 森の駅

びーあんどびーげすとはうす もりのえき

静岡県掛川市倉真7140B&Bゲストハウス森の駅

0537-28-0082

ビジネスホテル コスモイン

びじねすほてるこすもいん

静岡県袋井市愛野南１丁目１番地の６

0538-41-0188

ビジネスホテルたちばな

びじねすほてるたちばな

静岡県菊川市堀之内1335ビジネスホテルたちばな

0537-35-2524

ビジネスホテル辻梅

びじねすほてるつじうめ

静岡県浜松市中区砂山町３５５−２

053-453-1711

ビラックス高薗

びらっくすたかその

静岡県浜松市浜北区高薗381

053-586-8886

ファミリーロッジ旅籠屋・浜名湖店

ふぁみりーろっじはたごや・はまなこてん

静岡県湖⻄市新居町新居3444

053-594-8828

ファミリーロッジ旅籠屋・袋井店

ふぁみりーろっじはたごや・ふくろいてん

静岡県袋井市久能茶ノ木1007-1

0538-45-1858

ペロはまなこ

ぺろはまなこ

静岡県湖⻄市新所5957-6

053-573-2600

ペンションクロワッサン

ぺんしょんくろわっさん

静岡県御前崎市御前崎8-19ペンションクロワッサン

0548-63-5656

弁天島グランドホテル 開春楼

べんてんじまぐらんどほてる かいしゅんろう

静岡県浜松市⻄区舞阪町弁天島2669-1

053-597-3300

方広寺

ほうこうじ

静岡県浜松市北区引佐町奥山１５７７−１

053-543-0003

法泉寺温泉 滝本館

ほうせんじおんせんたきもとかん

静岡県掛川市上⻄郷5174-1

0537-29-1126

星野リゾート 界 遠州

ほしのりぞーと かい えんしゅう

静岡県浜松市⻄区舘山寺町399-1

0570-073-011

HOTEL ACT GARDEN HAMAMATSU

ほてる あくと がーでん はままつ

静岡県浜松市中区連尺町314‐47HOTEL ACT GARDEN HAMAMATSU

053-450-5260

ホテルアイシス掛川

ほてるあいしすかけがわ

静岡県掛川市中央1-3-23

0537-61-0500

ホテルアセント浜松

ほてるあせんとはままつ

静岡県浜松市中区砂山町353-1

053-454-0330

ホテルアセントプラザ浜松

ほてるあせんとぷらざはままつ

静岡県浜松市中区板屋町2-109

053-453-2500

ホテル一晃イン

ほてるいっこういん

静岡県浜松市中区中央2-4-6

053-453-3226

ホテル・ヴィラくれたけ

ほてるヴぃらくれたけ

静岡県浜松市中区東伊場1-1-26

053-453-0880

ホテルウェルシーズン浜名湖

ほてるうぇるしーずんはまなこ

静岡県浜松市⻄区舘山寺町1891

053-487-1111

ホテル観世

ほてるかんぜ

静岡県袋井市三門町2-10

0538-43-1212

ホテル鞠水亭

ほてるきくすいてい

静岡県浜松市⻄区舘山寺町398ホテル鞠水亭

053-487-0531

ホテルクラウンパレス浜松

ほてるくらうんぱれすはままつ

静岡県浜松市中区板屋町１１０−１７

053-452-5111

ホテルグリーンプラザ浜名湖

ほてるぐりーんぷらざはまなこ

静岡県浜松市北区三ヶ日町佐久米１０３８

053-526-1221

ホテル玄 掛川

ほてるげん かけがわ

静岡県掛川市⻲の甲1-6-6

0537-21-3511

ホテル玄御前崎

ほてるげんおまえざき

静岡県御前崎市池新田4072-1

0537-85-6011

ホテル玄菊川

ほてるげんきくがわ

静岡県菊川市加茂5452

0537-35-8811

ホテル玄 浜松インター

ほてるげんはままついんたー

静岡県浜松市東区下石田町1861-1

053-423-3411

ホテルコンコルド浜松

ほてるこんこるどはままつ

静岡県浜松市中区元城町109-18

053-457-1116

ホテルサウスガーデン浜松

ほてるさうすがーでんはままつ

静岡県浜松市中区砂山町325-30

053-451-1800
053-455-1188

ホテルセレクトイン浜松駅前

ほてるせれくといんはままつえきまえ

静岡県浜松市中区砂山町335-14ホテルセレクトイン浜松駅前

ホテルソリッソ浜松

ほてるそりっそはままつ

静岡県浜松市中区砂山町322-7

053-452-5000

ホテルデイバイデイ

ほてるでいばいでい

静岡県浜松市中区中央3-10-25ホテルデイバイデイ

053-452-6600

ホテルnanvan浜名湖

ほてるなんばんはまなこ

静岡県湖⻄市鷲津5189

053-576-6666

ホテルハーヴェスト浜名湖

ほてるはーヴぇすとはまなこ

静岡県浜松市北区三ヶ日町大崎372

053-526-1713

ホテル明治屋

ほてるめいじや

静岡県浜松市中区佐藤１−１−３０

053-465-8111

ホテル山喜

ほてるやまき

静岡県浜松市⻄区舘山寺町2240

053-487-0131

ホテルリブマックス掛川駅前

ほてるりぶまっくすかけがわえきまえ

静岡県掛川市中央1-5-2

0537-61-0001

ホテルリブマックスBUDGET浜松駅前

ほてるりぶまっくすばじぇっとはままつえきまえ

静岡県浜松市中区鍛冶町1-2かじ町プラザ6階

053-455-0118

ホテルルートイン磐田インター

ほてるるーといんいわたいんたー

静岡県磐田市見付1845-1

0538-39-1000

ホテルルートイン御前崎

ほてるるーといんおまえざき

静岡県御前崎市池新田2525-1

0537-85-0511

ホテルルートイン掛川インター

ほてるるーといんかけがわいんたー

静岡県掛川市矢崎町3-24

0537-62-6511

ホテルルートイン菊川インター

ほてるるーといんきくがわいんたー

静岡県菊川市加茂5638-1

0537-37-0800

ホテルルートイン浜名湖

ほてるるーといんはまなこ

静岡県湖⻄市古見1049-1

053-574-0700

ホテルルートイン浜松駅東

ほてるるーといんはままつえきひがし

静岡県浜松市中区中央3-10-28

053-413-1711

ホテルルートイン浜松ディーラー通り

ほてるるーといんはままつでぃーらーどおり

静岡県浜松市東区篠ケ瀬町1220-1

050-5847-7731

ホテルルートイン浜松⻄インター

ほてるるーといんはままつにしいんたー

静岡県浜松市⻄区湖東町6015-1

053-414-6700

ホテルレオン浜松

ほてるれおんはままつ

静岡県浜松市中区伝馬町９４

053-455-3131

真砂館

まさごかん

静岡県掛川市倉真5421

0537-28-0111

丸源旅館

まるげんりょかん

静岡県磐田市豊浜4581

0538-55-2235

岬の宿 八潮

みさきのやど やしお

静岡県御前崎市御前崎1578

0548-63-4282

水辺のおやど いのうえ

みずべのおやど いのうえ

静岡県浜松市⻄区舞阪町弁天島３７４２

053-596-1166

⺠宿 かけ家

みんしゅく かけや

静岡県御前崎市御前崎1631-2

0548-63-2640

⺠宿 聖⽕

みんしゅく せいか

静岡県御前崎市御前崎11-41

0548-63-3816

⺠宿たけゆう

みんしゅく たけゆう

静岡県御前崎市佐倉1161-4

0537-86-6695

⺠宿はまえんどう

みんしゅく はまえんどう

静岡県御前崎市御前崎４１１

0548-63-3038

⺠宿 ふくだ

みんしゅく ふくだ

静岡県掛川市浜川新田８５０−１

0537-72-3604

⺠宿 あら磯

みんしゅくあらいそ

静岡県湖⻄市新居町新居３２８８−９９

053-594-2354

⺠宿 ⾷事処 松一

みんしゅくしょくじどころまついち

静岡県浜松市⻄区平松町 2033

053-487-1414

⺠宿 髙橋貸船店

みんしゅくたかはしかしふねてん

静岡県浜松市⻄区舞阪町弁天島３２８３ー２０

053-592-2658

森町宿泊施設コテ−ジ・アクティ

もりまちしゅくはくしせつこて-じ・あくてぃ

静岡県周智郡森町問詰879-5

0538-85-9800

八百甚

やおじん

静岡県掛川市横須賀113

0537-48-2008

やどや あみ住

やどや あみすみ

静岡県浜松市⻄区舞阪町弁天島2669-139

070-3996-4690

有限会社 きらく旅館

ゆうげんがいしゃ きらくりょかん

静岡県菊川市下平川1330番地

0537-73-2322

Rivwoods Resort

りばうっど りぞーと

静岡県周智郡森町大鳥居１

0538-31-3151

リバティーリゾート大東温泉 コテージ

りばてぃーりぞーとだいとうおんせん こてーじ

静岡県掛川市国安２８０８−２

0537-72-1126

リバティーリゾート大東温泉ホテル

りばてぃーりぞーとだいとうおんせんほてる

静岡県掛川市国安2808-2

0537-72-1126

旅館 ふか家

りょかん ふかや

静岡県浜松市天⻯区⼆俣町⼆俣１５６０−４

053-925-3354

旅館ふじや

りょかんふじや

静岡県浜松市⻄区舘山寺町２２６８

053-487-0204

ロイヤルイン掛川（掛川ステーションホテル2）

ろいやるいんかけがわ（かけがわすてーしょんほてるつー）

静岡県掛川市駅前12-2ロイヤルイン掛川（ステーションホテル2）

0537-23-6006

