
No. 地区 施設名 web site
1 茨城 つくばグランドホテル http://tsukuba-grandhotel.co.jp/
2 茨城 思い出浪漫館 http://www.roman-kan.jp/
3 栃⽊ 彩り湯かしき花と華 http://www.yunishigawa.co.jp/
4 群⾺ ホテル天坊 http://www.tenbo.com/
5 群⾺ ホテル⼀井 http://www.hotel-ichii.co.jp/
6 群⾺ ⾆切雀のお宿 磯部ガーデン http://www.isobesuzume.co.jp/
7 群⾺ 源泉湯の宿 松乃井 http://www.matsunoi.com/
8 群⾺ ⽩鐵の湯 万座亭 http://www.manzatei.com/
9 群⾺ よろこびの宿 ⾼松 http://www.h-takamatsu.com/

10 千葉 勝浦ホテル三⽇⽉ http://www.mikazuki.co.jp/katuura/
11 千葉 満ちてくる⼼の宿吉夢 http://www.kichimu.com/
12 千葉 鴨川ホテル三⽇⽉ http://www.mikazuki.co.jp/kamogawa/

⽂豪・森鴎外ゆかりの宿
⽔⽉ホテル鴎外荘

14 富⼭ ⾦太郎温泉 http://www.kintarouonsen.co.jp/
15 富⼭ 延対寺荘 http://www.entaiji.com/
16 ⽯川 ゆのくに天祥 http://tensyo.yunokuni.jp/
17 ⽯川 ⽩⼭菖蒲亭 http://www.shoubutei.co.jp/
18 ⽯川 ホテル⾼州園 http://www.koushuen.co.jp/
19 ⼭梨 華やぎの章 慶⼭ http://www.keizan.com/
20 ⼭梨 ホテル⽯⾵ http://www.hotel-sekifu.co.jp/
21 ⼭梨 ホテルふじ http://www.hotel-fuji.jp/

22 ⻑野 上⼭⽥ホテル http://www.kamiyamada.com/
23 ⻑野 ユルイの宿 恵⼭ http://yuruinoyado-keizan.com/
24 ⻑野 昼神グランドホテル天⼼ http://www.hirugami-tenshin.co.jp/
25 ⻑野 ⽴⼭プリンスホテル http://www.tateyamaprince.co.jp/
26 ⻑野 池の平ホテル http://www.ikenotaira-hotel.co.jp/
27 ⻑野 ＲＡＫＯ華乃井ホテル http://www.hananoi.co.jp/
28 ⻑野 横⾕温泉旅館 http://www.yokoyaonsen.com/
29 ⻑野 ホテル紅や http://www.hotel-beniya.co.jp/
30 岐⾩ ホテルパーク http://www.hotelpark.jp/
31 岐⾩ 穂⾼荘⼭のホテル http://shinhodaka-yamanohotel.jp/

アンビア ツアーズ協定ホテル、観光施設

安⼼、お得な旅をお届けする全国１２６施設
アンビア会（アンビア ツアーズ協定ホテル・観光施設）をご利⽤ください。
お問い合わせ、ご予約は、アンビア ツアーズ営業所まで

ツアーセンター  TEL: 054-620-7731
本社営業所 TEL: 054-620-7725

■ ホテル・旅館

13 東京 http://www.ohgai.co.jp/



32 岐⾩ ⾼⼭グリーンホテル http://www.takayama-gh.com/
33 静岡 熱海後楽園ホテル http://www.atamikorakuen.co.jp/
34 静岡 ホテルラヴィエ川良 http://www.kawa-ryo.jp/
35 静岡 伊⾖急リゾートルネッサ城ヶ崎 http://www.le-nessa.co.jp/jogasaki/
36 静岡 ホテルカターラ RESORT＆SPA http://www.katara.co.jp/
37 静岡 銀⽔荘 http://www.inatori-ginsuiso.jp/
38 静岡 いなとり荘 http://www.inatoriso.com/
39 静岡 ⾷べるお宿 浜の湯 http://www.izu-hamanoyu.co.jp/
40 静岡 堂ヶ島ニュー銀⽔ http://www.dougashima-newginsui.jp/
41 静岡 海辺のかくれ湯清流 http://www.n-komatu.co.jp/
42 静岡 ⿂庵さゝ家 http://www.gyoan-sasaya.co.jp/
43 静岡 ホテル天坊 http://www.izu-tenbo.com/
44 静岡 ホテル九重・ウェルシーズン浜名湖 http://wellseason.jp/
45 愛知 平野屋 http://www.hotel-hiranoya.co.jp/
46 愛知 ホテル⽵島 http://www.hotel-takeshima.co.jp/
47 愛知 ホテルたつき http://www.tatsuki-aoi.com/
48 三重 ⿃⽻ビューホテル花真珠 http://www.tvh-hana.co.jp/
49 三重 ⿃⽻シーサイドホテル http://www.tobaseasidehotel.co.jp/
50 三重 美杉リゾートホテル http://www.misugi.com/
51 三重 ⼾⽥家 http://www.todaya.co.jp/
52 滋賀 びわこ緑⽔亭 http://www.ryokusuitei.com/
53 京都 天橋⽴ホテル http://www.amanohashidate-htl.co.jp/
54 兵庫 夢乃井 http://www.yumenoi.com/
55 和歌⼭ ホテル浦島 http://www.hotelurashima.co.jp/

琴平グランドホテル桜の抄・
華の湯紅梅亭

No. 地区 施設名 web site
57 栃⽊ 磐梯⽇光店 http://www1.sphere.ne.jp/rest/nikko/bandai
58 群⾺ うどん茶屋⽔沢万葉亭 http://manyotei.com/
59 群⾺ 浅間酒造観光センター http://www.asama-sakagura.co.jp/
60 群⾺ 果実の⾥ 原⽥農園 http://www.harada-nouen.com/mikaku/ichigo
61 群⾺ 庵古堂 http://www.kirie-ankodo.com/
62 群⾺ 群⾺まいたけセンター http://www.maitake-center.co.jp/
63 千葉 東京湾フェリー⾦⾕サービスセンター http://www.tokyowanferry.com/
64 東京 江⼾まとい http://www.edomatoi.jp/
65 神奈川 聘珍樓 http://www.heichin.com/
66 神奈川 上海料理 状元樓 http://jogen.co.jp/
67 神奈川 ⼩⽥原鈴廣⾵祭店 http://www.kamaboko.com/
68 神奈川 箱根⼩涌園ユネッサン https://www.yunessun.com/
69 ⽯川 九⾕満⽉ http://www.mangetsu.co.jp/
70 ⼭梨 幸せの丘ありあんす http://hh-alliance.com/
71 ⼭梨 昇仙峡ほうとう会館 http://www.houtoukaikan.com/
72 ⼭梨 富⼠急ハイランド http://www.fujiq.jp/

■ ドライブイン・観光施設

56 ⾹川 http://www.sakuranosho.jp/



73 ⼭梨 御坂農園グレープハウス http://misakanoen.co.jp/
74 ⼭梨 ⼭梨マルスワイナリー http://www.hombo.co.jp/factory/
75 ⼭梨 英雅堂グループ・ストーンエッグ英雅堂 https://www.eigado.com/
76 ⼭梨 五合園レストハウス http://www.fujisan5.jp/special/01.html#02
77 ⻑野 おぎのや⻑野店 http://www.oginoya.co.jp/tenpo/nagano
78 ⻑野 安曇野スイス村 http://www.dia.janis.or.jp/~swiss-v/
79 ⻑野 おぎのやドライブイン諏訪インター店 http://www.oginoya.co.jp/tenpo/suwa/
80 ⻑野 SUWAガラスの⾥ http://www.garasunosato.com/
81 ⻑野 信州つけもの処伊那路 http://inaji-group.com/inaji/
82 ⻑野 ビアンデ信州中野店 http://www.sakura-kobo.co.jp/shop/
83 ⻑野 ⾞⼭スカイプラザ http://tabitora3.sakura.ne.jp/gourmet-shousai.php?cd=1057

84 ⻑野 お菓⼦の⾥信州苑光前寺店
http://www.kankou-
komagane.com/spot/inspection2.php?id=54&c_id=2&cj_id=8

85 ⻑野 ⽔ひき⼯芸館せきじま http://inaji-group.com/seinaiji/
86 ⻑野 信州フルーツランド 中野インター店 http://www.fruitsland.co.jp/
87 岐⾩ 恵那峡⼭菜園 http://www.sansaien.com/
88 岐⾩ sekigahara花伊吹 https://www.sekigahara-hanaibuki.com/
89 岐⾩ ⾚かぶの⾥ http://www.akakabu.com/
90 静岡 ⼩室⼭レストハウス http://www.tokaibus.jp/page.jsp?id=1726
91 静岡 下⽥海中⽔族館 http://shimoda-aquarium.com/
92 静岡 ⿂季亭 http://www.tokitei.jp/
93 静岡 伊⾖アニマルキングダム http://www.izu-kamori.jp/izu-biopark/
94 静岡 浄蓮の滝観光センター http://www.j-taki.com/kannai.htm
95 静岡 伊⾖・三津シーパラダイス http://www.seapara.jp/
96 静岡 御殿場カメヤ http://gotenba-kameya.com/
97 静岡 桃中軒 http://www.tochuken.co.jp/
98 静岡 ゆうえんちグリンパ http://www.grinpa.com/
99 静岡 ドライブインもちや http://www.mochiya.co.jp/

100 静岡 東海軒 http://www.tokaiken.jp/
101 静岡 きじ亭 http://www.kijitei.com/
102 静岡 ⻯ヶ岩洞 http://www.doukutu.co.jp/
103 静岡 伊⾖の国パノラマパーク http://www.panoramapark.co.jp/
104 静岡 いろり海産 http://www.irorikaisan.com/
105 静岡 下⽥開国博物館 http://www.shimoda-museum.jp/
106 静岡 袋井観光センター http://www.fukuroikanko.com/
107 静岡 ⾦時⼒まんじゅう⾦時亭 http://www.kintokimanjyu.co.jp/
108 愛知 喜楽豊川店 http://www.kiraku.net/
109 愛知 東⼭ガーデン http://www.higashiyama-garden.com/
110 愛知 蒲郡オレンジパーク http://www.orepa.jp/
111 愛知 えびせんべいの⾥ http://www.ebisato.co.jp/
112 愛知 ⼋丁味噌の郷 http://www.kakuq.jp/home/build.htm
113 三重 名阪上野ドライブイン http://nindora.com/
114 三重 名阪関ドライブイン http://sekidora.com/
115 滋賀 信楽陶芸村 http://www1.ocn.ne.jp/~mura0522/index.htm
116 奈良 菊⼀⽂珠四郎包永 http://www.kikuichi.com/catalog/



No. 地区 施設名 web site
117 静岡 静岡第⼀フロント
118 静岡 静岡ニューフロント
119 静岡 ジャパンフロント http://www7b.biglobe.ne.jp/~j-f/
120 静岡 全国温泉旅館静岡案内所
121 静岡 東海予約センター http://tokaiyoyaku.co.jp/
122 静岡 カワムラチェーン静岡予約センター http://www.kc3.jp/#
123 愛知 ⼭陰⼭陽四国予約センター
124 静岡 静友会
125 静岡 東海予約・沖縄・北海道⼿配センター http://tokaiyoyaku.co.jp/
126 静岡 ネットワークセンター静岡

■ 案内所


