
施設名 エリア 施設名 エリア

1 網走観光ホテル 北海道エリア 51 ブリーズベイシーサイドリゾート熱海 東海エリア

2 ホテル本陣網走湖 北海道エリア 52 ホテル琵琶湖プラザ 近畿・中国エリア

3 ホテルクラウンヒルズ北見 北海道エリア 53 ホテルクラウンヒルズ姫路 近畿・中国エリア

4 ホテルクラウンヒルズ北見別館 北海道エリア 54 津山セントラルホテル-タウンハウス 近畿・中国エリア

5 ホテルクラウンヒルズ釧路 北海道エリア 55 津山セントラルホテル-アネックス 近畿・中国エリア

6 ホテルグランテラス帯広 北海道エリア 56 ホテルクラウンヒルズ徳山 近畿・中国エリア

7 ホテルグランテラス千歳 北海道エリア 57 ホテル徳山ヒルズ 近畿・中国エリア

8 ホテル苫小牧グリーンヒルズ 北海道エリア 58 ホテル光ヒルズ 近畿・中国エリア

9 ホテル室蘭ヒルズ 北海道エリア 59 リーガロイヤルホテル新居浜 四国エリア

10 ホテルハイパーヒルズ弘前 東北エリア 60 ホテルクラウンヒルズ今治 四国エリア

11 弘前グランドホテル 東北エリア 61 ホテルクラウンヒルズ松山 四国エリア

12 ホテルグランテラス仙台国分町 東北エリア 62 ホテル松山ヒルズ JR松山駅前 四国エリア

13 ホテルクラウンヒルズ仙台青葉通り 東北エリア 63 原鶴グランドスカイホテル 九州エリア

14 ブリーズベイシーサイドリゾート松島 東北エリア 64 ホテルクラウンヒルズ大分 九州エリア

15 ホテルクラウンヒルズ山形 東北エリア 65 天ヶ瀬温泉 ホテル水光園 九州エリア

16 ホテルクラウンヒルズ郡山 東北エリア 66 天然温泉源泉かけ流しの宿　鶴崎ホテル 九州エリア

17 ホテルサンシャインいわき 東北エリア 67 ブリーズベイリゾート塩尻かたおか 甲信越・北陸エリア

18 ホテルソレイユ 東北エリア 68 せせらぎの宿 ホテル星川館 甲信越・北陸エリア

19 ホテルクラウンヒルズ小名浜 東北エリア 69 佐久グランドホテル 甲信越・北陸エリア

20 ブリーズベイホテル 関東エリア 70 伊那プリンスホテル 甲信越・北陸エリア

21 ホテルテラス横浜 関東エリア 71 松本ウエルトンホテル 甲信越・北陸エリア

22 リゾートカプセル桜木町 関東エリア 72 ホテル松本ヒルズ 甲信越・北陸エリア

23 ホテルクラウンヒルズ結城 関東エリア 73 岡谷セントラルホテル 甲信越・北陸エリア

24 ホテル土浦神立ヒルズ 関東エリア 74 ブリーズベイホテル&リゾート下呂 東海エリア

25 鬼怒川温泉ホテル万葉亭 関東エリア 75 オースタット国際ホテル多治見 東海エリア

26 ホテル君津ヒルズ 関東エリア 76 ホテル多治見ヒルズ　リバーサイド店 東海エリア

27 長岡グランドホテル 甲信越・北陸エリア 77 ホテル多治見ヒルズ　マイルーム店 東海エリア

28 新潟パークホテル 甲信越・北陸エリア 78 ホテルクラウンヒルズ富士宮 東海エリア

29 新潟シティホテル 甲信越・北陸エリア 79 ブリーズベイ修善寺ホテル 東海エリア

30 ホテルクラウンヒルズ新潟 甲信越・北陸エリア 80 ブリーズベイシーサイドリゾート熱海 東海エリア

31 永芳閣 甲信越・北陸エリア 81 伊豆熱川温泉ホテル セタスロイヤル 東海エリア

32 ホテルグランテラス富山 甲信越・北陸エリア 82 ホテル琵琶湖プラザ 近畿・中国エリア

33 ホテルクラウンヒルズ富山 甲信越・北陸エリア 83 ホテルクラウンヒルズ姫路 近畿・中国エリア

34 ホテルクラウンヒルズ高岡 甲信越・北陸エリア 84 津山セントラルホテル-タウンハウス 近畿・中国エリア

35 雄山閣 甲信越・北陸エリア 85 津山セントラルホテル-アネックス 近畿・中国エリア

36 ホテルクラウンヒルズ金沢 甲信越・北陸エリア 86 ホテルクラウンヒルズ徳山 近畿・中国エリア

37 石和温泉ホテル平成 甲信越・北陸エリア 87 ホテル徳山ヒルズ 平和通り店 近畿・中国エリア

38 石和温泉甲斐リゾートホテル 甲信越・北陸エリア 88 ホテル光ヒルズ 近畿・中国エリア

39 ブリーズベイレイクリゾート河口湖 甲信越・北陸エリア 89 リーガロイヤルホテル新居浜 四国エリア

40 黒部観光ホテル 甲信越・北陸エリア 90 ホテル新居浜ヒルズ 四国エリア

41 ブリーズベイリゾート塩尻かたおか 甲信越・北陸エリア 91 ホテルクラウンヒルズ今治 四国エリア

42 せせらぎの宿　星川館 甲信越・北陸エリア 92 ホテルクラウンヒルズ松山 四国エリア

43 佐久グランドホテル 甲信越・北陸エリア 93 ホテル松山ヒルズ 四国エリア

44 伊那プリンスホテル 甲信越・北陸エリア 94 ホテルクラウンヒルズ中村 四国エリア

45 ブリーズベイホテル＆リゾート下呂 東海エリア 95 ホテルクラウンヒルズ小倉 九州エリア

46 オースタット国際ホテル多治見 東海エリア 96 原鶴グランドスカイホテル 九州エリア

47 ホテル多治見ヒルズ　リバーサイド店 東海エリア 97 ホテルクラウンヒルズ熊本 九州エリア

48 ホテル多治見ヒルズ　マイルーム店 東海エリア 98 ホテルクラウンヒルズ大分 九州エリア

49 ホテルクラウンヒルズ富士宮 東海エリア 99 天ヶ瀬温泉 ホテル水光園 九州エリア

50 ブリーズベイ修善寺ホテル 東海エリア 100 天然温泉 鶴崎ホテル 九州エリア

タイムズクラブ会員特典施設 対象一覧（2020年6月22日現在）


