
別紙

番号 旅行会社 出発地 目的地 利用交通機関

1 JTBメディアリテーリング 東京近郊 徳島 航空機＋バス 10/29 ～ 10/30

2 JTBメディアリテーリング 東京近郊 徳島 航空機＋バス 10/31 ～ 11/1

観光分野における「ワクチン・検査パッケージ」技術実証対象案件（ツアー（追加分））

期間



NO 事業者名 施設名 都道府県

1 稲佐山観光ホテル 稲佐山観光ホテル 長崎県

2 海栄RYOKANS　延対寺荘 富山県

3 海栄RYOKANS　つるぎ恋月 富山県

4 海栄RYOKANS　ホテルおがわ 富山県

5 海栄RYOKANS　甲府記念日ホテル 山梨県

6 海栄RYOKANS　風の谷の庵 愛知県

7 海栄RYOKANS　吉良かん 愛知県

8 海栄RYOKANS　源氏香 愛知県

9 海栄RYOKANS　天の丸 愛知県

10 海栄RYOKANS　花乃丸 愛知県

11 海栄RYOKANS　姫宿花かざし 愛知県

12 海栄RYOKANS　ホテルたつき 愛知県

13 海栄RYOKANS　斎王の宮 三重県

14 海栄RYOKANS　千の杜 三重県

15 海栄RYOKANS　月夜見の座 三重県

16 海栄RYOKANS　奥道後壱湯の守 愛媛県

17 海栄RYOKANS　汐の丸 愛媛県

18 鬼怒川パークホテル 鬼怒川パークホテルズ 栃木県

19 琴平グランドホテル 琴平グランドホテル桜の抄 香川県

20 ＪＲホテルクレメント徳島　　 徳島県

21 ＪＲクレメントイン高松　　　 香川県

22 ＪＲホテルクレメント高松　　 香川県

23 ＪＲクレメントイン今治　　　 愛媛県

24 ＪＲホテルクレメント宇和島　　 愛媛県

25 ホテル道後やや　　　　　　　 愛媛県

26 ＪＲクレメントイン高知　　　 高知県

27 四国開発建設 四万十の宿 高知県

28 大根屋 宮島グランドホテル有もと 広島県

29 高見屋グループ　三木屋　参蒼来 山形県

30 高見屋グループ　タカミヤヴィレッジ　ホテル樹林 山形県

31 高見屋グループ　高見屋　最上川別邸　紅 山形県

32 高見屋グループ　たかみや瑠璃倶楽リゾート 山形県

33 高見屋グループ　別邸　山の季 山形県

34 高見屋グループ　深山荘高見屋　 山形県

35 高見屋グループ　名湯舎　創 山形県

36 高見屋グループ　湯社　匠味庵　山川 山形県

37 高見屋グループ　ルーセントタカミヤ 山形県

38 高見屋グループ　磐梯名湯リゾート　ボナリの森 福島県

観光分野における「ワクチン・検査パッケージ」技術実証対象案件（宿泊施設）

期間

海栄館

JR四国ホテルズ

タカミヤホテルグループ・ホールディングス

10/15 ～

10/31
(チェッ
クイン
まで)



NO 事業者名 施設名 都道府県

観光分野における「ワクチン・検査パッケージ」技術実証対象案件（宿泊施設）

期間

39 竹川観光 かどやホテル 東京都

40 長栄館 長栄館 岩手県

41 道後プリンスホテル 道後プリンスホテル 愛媛県

42 鳴子観光ホテル 源蔵の湯　鳴子観光ホテル　 宮城県

43 南部屋旅館 南部屋・海扇閣 青森県

44 西村屋ホテル招月庭 兵庫県

45 西村屋本館 兵庫県

46 佳松御苑 北海道

47 グランドブリッセンホテル定山渓 北海道

48 釧路プリンスホテル 北海道

49 屈斜路プリンスホテル 北海道

50 芦ノ湖畔蛸川温泉 龍宮殿 神奈川県

51 大磯プリンスホテル 神奈川県

52 鎌倉プリンスホテル 神奈川県

53 ザ・プリンス箱根芦ノ湖 神奈川県

54 箱根仙石原プリンスホテル 神奈川県

55 箱根湯の花温泉プリンスホテル 神奈川県

56 伊豆長岡温泉 三養荘 静岡県

57 川奈ホテル 静岡県

58 下田プリンスホテル 静岡県

59 日光きぬ川スパ・ホテル三日月 栃木県

60 勝浦スパ・ホテル三日月 千葉県

61 鴨川スパ・ホテル三日月 千葉県

62 龍宮城スパ・ホテル三日月 千葉県

63 漁火の宿　シーサイド観潮 和歌山県

64 和歌の浦温泉 萬波 和歌山県

65 八千代 南禅寺　八千代 京都府

66 湯郷グランドホテル 湯郷グランドホテル 岡山県

67 葉渡莉 石川県

68 瑠璃光 石川県

69 リーガロイヤルホテル東京 東京都

70 リーガロイヤルホテル京都 京都府

71 Ｒ＆Ｂホテル札幌北３西２ 北海道

72 Ｒ＆Ｂホテル盛岡駅前 岩手県

73 Ｒ＆Ｂホテル仙台東口 宮城県

74 Ｒ＆Ｂホテル仙台広瀬通駅前 宮城県

75 高崎ワシントンホテルプラザ 群馬県

76 Ｒ＆Ｂホテル熊谷駅前 埼玉県

77 Ｒ＆Ｂホテル上野広小路 東京都

78 Ｒ＆Ｂホテル大塚駅北口 東京都

79 Ｒ＆Ｂホテル蒲田東口 東京都

80 Ｒ＆Ｂホテル東京東陽町 東京都

ワシントンホテル

10/15 ～

10/31
(チェッ
クイン
まで)

西村屋

ハマノホテルズ

プリンスホテル

ホテル三日月グループ

MANPA

よろづや観光

ロイヤルホテル



NO 事業者名 施設名 都道府県

観光分野における「ワクチン・検査パッケージ」技術実証対象案件（宿泊施設）

期間

81 Ｒ＆Ｂホテル八王子 東京都

82 Ｒ＆Ｂホテル東日本橋 東京都

83 Ｒ＆Ｂホテル新横浜駅前 神奈川県

84 Ｒ＆Ｂホテル金沢駅西口 石川県

85 甲府ワシントンホテルプラザ 山梨県

86 岐阜ワシントンホテルプラザ 岐阜県

87 飛騨高山ワシントンホテルプラザ 岐阜県

88 静岡北ワシントンホテルプラザ 静岡県

89 Ｒ＆Ｂホテル名古屋駅前 愛知県

90 Ｒ＆Ｂホテル名古屋栄東 愛知県

91 Ｒ＆Ｂホテル名古屋錦 愛知県

92 名古屋栄ワシントンホテルプラザ 愛知県

93 Ｒ＆Ｂホテル京都駅八条口 京都府

94 Ｒ＆Ｂホテル京都四条河原町 京都府

95 Ｒ＆Ｂホテル梅田東 大阪府

96 Ｒ＆Ｂホテル新大阪北口 大阪府

97 新大阪ワシントンホテルプラザ 大阪府

98 Ｒ＆Ｂホテル神戸元町 兵庫県

99 鳥取ワシントンホテルプラザ 鳥取県

100 米子ワシントンホテルプラザ 鳥取県

101 島根浜田ワシントンホテルプラザ 島根県

102 岡山ワシントンホテルプラザ 岡山県

103 下関駅西ワシントンホテルプラザ 山口県

104 Ｒ＆Ｂホテル博多駅前第１ 福岡県

105 Ｒ＆Ｂホテル博多駅前第２ 福岡県

106 久留米ワシントンホテルプラザ 福岡県

107 Ｒ＆Ｂホテル熊本下通 熊本県

108 鹿児島ワシントンホテルプラザ 鹿児島県

ワシントンホテル 10/15 ～

10/31
(チェッ
クイン
まで)


