エリア

宿泊施設名

カテゴリ

住 所

電話番号

ホテルグランヴィア岡山

シティホテル

岡山市北区駅元町1-5

086-234-7000

三井ガーデンホテル岡山

ビジネスホテル

岡山市北区駅元町1-7

086-235-1131

ANAクラウンプラザホテル岡山

シティホテル

岡山市北区駅元町15-1

086-898-1111

東横INN岡山駅西口広場

ビジネスホテル

岡山市北区駅元町22-10

086-251-1045

東横INN岡山駅東口

ビジネスホテル

岡山市北区駅前町1-7-3

086-224-1045

サン・ピーチOKAYAMA

シティホテル

岡山市北区駅前町2-3-31

086-225-0631

アークホテル岡山

シティホテル

岡山市北区下石井2-6-1

086-233-2200

ピュアリティまきび

シティホテル

岡山市北区下石井2-6-41

086-232-0511

ホテルエリアワン岡山

ビジネスホテル

岡山市北区幸町7-1

086-234-5678

ビジネスホテル新子

ビジネスホテル

岡山市北区錦町1-14

086-222-4213

後楽ホテル

ビジネスホテル

岡山市北区平和町5-1

086-221-7111

ベネフィットホテル岡山ほんまち

ビジネスホテル

岡山市北区本町4-20

086-232-5858

ホテルエクセル岡山

ビジネスホテル

岡山市北区石関町5-1

086-224-0505

岡山ビューホテル

ビジネスホテル

岡山市北区中山下1-11-17

086-224-2000

岡山スクエアホテル

ビジネスホテル

岡山市北区田町2-5-12

086-232-1101

ホテルキャビンスタイル

ビジネスホテル

岡山市北区田町2-5-7

086-227-0001

くれたけイン岡山

ビジネスホテル

岡山市北区柳町2-12-13

086-223-6231

アビスイン岡山

ビジネスホテル

岡山市北区大供1-3-10

086-234-6000

岡山シティホテル厚生町

ビジネスホテル

岡山市北区厚生町3-1-20

086-236-1000

岡山シティホテル桑田町

ビジネスホテル

岡山市北区桑田町3-30

086-221-0001

ホテルメルパルク岡山

シティホテル

岡山市北区桑田町1-13

086-223-8101

ビジネスホテル なかみ

ビジネスホテル

岡山市北区西古松137

086-223-9147

ビジネスホテル ウェル

ビジネスホテル

岡山市北区東古松1-1-28

086-233-1800

紬屋旅館

簡易宿所

岡山市北区南方2-3-39

0868-72-1523

リーセントカルチャーホテル

シティホテル

岡山市北区学南町1-3-2

086-253-2233

レスパール藤ヶ鳴 四季のかばん

リゾートホテル

岡山市北区菅野3399-1

086-294-1717

岡山プラザホテル

シティホテル

岡山市中区浜2-3-12

086-272-1201

岡山国際ホテル

シティホテル

岡山市中区門田本町4-1-16

086-273-7311

湯迫温泉 白雲閣

旅館

岡山市中区湯迫644

086-279-0545

西大寺グランドホテル

ビジネスホテル

岡山市東区西大寺中2-12-9

086-942-8000

島の家 海松緑（みるみどり）

簡易宿所

備前市日生町寒河2512-6

0869-72-3048

旅館

備前市日生町日生641-6

0869-72-0144

前

魚美味倶楽部美晴
なんともイゴコチのいい古民家のお宿
IGOCOCHI

簡易宿所

和気郡和気町丸山632

0868-72-1523

・

瀬戸の華

その他宿泊施設

瀬戸内市牛窓町牛窓1605-9

0869-34-5411

玉

ホテルリマーニ

リゾートホテル

瀬戸内市牛窓町牛窓3900

0869-34-5500

野

福岡屋旅館

旅館

瀬戸内市牛窓町牛窓4374

0869-34-2016

牛窓研修センター カリヨンハウス

簡易宿所

瀬戸内市牛窓町牛窓6356-57

0869-34-5808

ペンションくろしお丸

その他宿泊施設

瀬戸内市牛窓町鹿忍6550

0869-34-5755

ダイヤモンド 瀬戸内マリンホテル

リゾートホテル

玉野市渋川2-12-1

0863-81-2111

花三旅館

ビジネスホテル

玉野市築港1-4-25

0863-31-3873

岡
山
エ
リ
ア

備

エ
リ
ア

エリア

宿泊施設名

カテゴリ

住 所

電話番号

瀬戸大橋温泉やま幸

ビジネスホテル

倉敷市下庄140-1

050-5051-0165

倉敷国際ホテル

シティホテル

倉敷市中央1-1-44

086-422-5141

料理旅館 鶴形

旅館

倉敷市中央1-3-15

086-424-1635

コートホテル倉敷

シティホテル

倉敷市中央2-2-26

086-425-5100

くらしきカワセミ亭

旅館

倉敷市中央2-13-13

050-7119-8547

吉井旅館

旅館

倉敷市本町1-29

086-422-0118

旅館くらしき

旅館

倉敷市本町4-1

086-422-0730

倉敷アイビースクエア

シティホテル

倉敷市本町7-2

086-422-0012

ロイヤルパークホテル倉敷

ビジネスホテル

倉敷市阿知2-6-7

086-436-8500

倉敷ステーションホテル

ビジネスホテル

倉敷市阿知2-8-1

086-425-2525

東横INN倉敷駅南口

ビジネスホテル

倉敷市阿知2-10-20

086-430-1045

グリーンリッチホテル倉敷駅前

ビジネスホテル

倉敷市阿知3-14-5

086-427-1888

ドーミーイン倉敷

ビジネスホテル

倉敷市阿知3-21-11

086-426-5489

倉敷ロイヤルアートホテル

シティホテル

倉敷市阿知3-21-19

086-423-2400

ホテル1-2-3倉敷

ビジネスホテル

倉敷市老松町2-12-15

086-430-3939

庭園旅館 備後屋

旅館

倉敷市玉島阿賀崎956

086-522-3432

鷲羽グランドホテル備前屋甲子

旅館

倉敷市下津井5-1-1

086-479-8222

WASHU BLUE RESORT 風籠

旅館

倉敷市下津井吹上303-17

086-479-9500

エ

せとうち児島ホテル

リゾートホテル

倉敷市下津井吹上303-53

086-473-7711

リ

倉敷由加温泉ホテル山桃花

旅館

倉敷市児島由加3285

086-477-5588

ア

倉敷シーサイドホテル

リゾートホテル

倉敷市児島塩生2767-21

086-475-1616

こふじ旅館

旅館

倉敷市児島小川3-2-4

086-472-5253

鷲羽山 下電ホテル

旅館

倉敷市大畠1666-2

086-479-7111

サントピア岡山総社

リゾートホテル

総社市秦1215

0866-95-8811

国民宿舎 サンロード吉備路

その他宿泊施設

総社市三須825-1

0866-90-0550

辻与旅館

旅館

笠岡市中央町20-5

0865-63-2133

IBARA DENIM HOTELS舞鶴楼

シティホテル

井原市井原町3294

0866-84-1026

笠岡グランドホテル

ビジネスホテル

笠岡市五番町6-20

0865-63-0111

Twilight Hotel お多福INN

リゾートホテル

笠岡市白石島357

0865-68-3501

鴨方グリーンホテル

ビジネスホテル

浅口市鴨方町鴨方937-1

0865-44-0011

土佐家旅館

旅館

浅口市金光町大谷228-1

0865-42-2157

Hotel the view 瀬戸内

リゾートホテル

浅口市金光町上竹2536-5

0865-42-2002

新

新見ビジネスシティーホテル

ビジネスホテル

新見市高尾2481-8

0867-72-1118

見

グリーンミュージアム神郷温泉

旅館

新見市神郷高瀬3188-1

0867-93-5106

・

朝日堂

ビジネスホテル

高梁市備中町布瀬1551-1

0866-45-3014

和味の宿 ラ・フォーレ吹屋

リゾートホテル

高梁市成羽町吹屋611

0866-29-2000

エ

ゲストハウスeleven village吹屋

その他宿泊施設

高梁市成羽町吹屋836

050-5435-0665

リ

高梁国際ホテル

シティホテル

高梁市正宗町2033

0866-21-0080

吉備高原リゾートホテル

リゾートホテル

加賀郡吉備中央町吉川4860-6

0866-56-7170

倉
敷
・
総
社
・
井
笠

高
梁

ア

エリア

宿泊施設名

カテゴリ

住 所

電話番号

料理旅館 おやど 文の家

旅館

津山市上河原210-5

0868-23-8228

ザ・シロヤマテラス津山別邸

シティホテル

津山市山下30-1

0868-24-2111

城下小宿 椛や

旅館

津山市林田町68

0868-24-2111

津山鶴山ホテル

シティホテル

津山市東新町114-4

0868-25-2121

あけぼの旅館

旅館

津山市戸川町31

0868-22-2043

割烹旅館 宇ら島

旅館

津山市西寺町35

0868-22-2387

津山セントラルホテルタウンハウス

ビジネスホテル

津山市大手町2-2

0868-23-8888

津山セントラルホテルアネックス

ビジネスホテル

津山市大手町7-1

0868-23-8000

季譜の里

旅館

美作市湯郷180

0868-72-1523

ポピースプリングスリゾート＆スパ

リゾートホテル

美作市湯郷538-1

0868-72-7575

湯郷グランドホテル

旅館

美作市湯郷581-2

0868-72-0395

湯郷 柚子の宿 千里園

旅館

美作市湯郷634

0868-72-1336

花の宿 にしき園

旅館

美作市湯郷840-1

0868-72-0640

フォーシーズン湯郷

その他宿泊施設

美作市湯郷878-1

0868-72-8822

清次郎の湯 ゆのごう館

旅館

美作市湯郷906-1

0868-72-1126

リゾートイン湯郷

その他宿泊施設

美作市中山886-1

0868-72-4019

ゆのごう美春閣

旅館

美作市中山1144

0868-72-8111

ふくます亭

旅館

美作市中山1203-6

0868-72-6111

スパ＆ゴルフリゾート作州武蔵

リゾートホテル

美作市大町878

0120-634-551

津

作東バレンタインホテル

リゾートホテル

美作市江見993

0868-75-1115

山

大芦高原温泉 雲海

その他宿泊施設

美作市上山1735

0868-74-2585

・

農家民宿 Chambre d'hote E

簡易宿所

久米郡美咲町東垪和1366

美

奥津温泉 河鹿園

旅館

苫田郡鏡野町奥津55

0868-52-0121

作

奥津温泉 米屋倶楽部

旅館

苫田郡鏡野町奥津196-5

0868-52-0016

・

みやま荘

旅館

苫田郡鏡野町奥津川西247-12

0868-52-0409

蒜

さいの郷 「椛」

簡易宿所

苫田郡鏡野町上齋原168

0120-14-0505

山

かなでや

簡易宿所

苫田郡鏡野町羽出９１３

エ

八景

旅館

真庭市豊栄1572

0867-62-2211

リ

旅館かじか荘

旅館

真庭市湯原温泉13-6

0867-62-3666

湯原国際観光ホテル 菊之湯

旅館

真庭市湯原温泉16

0867-62-2111

湯快感花やしき

旅館

真庭市湯原温泉21

0867-62-3341

元禄旅籠 油屋

旅館

真庭市湯原温泉27

0867-62-2006

我無らん

旅館

真庭市湯原温泉114

0867-62-2292

OYO旅館 すぱゆばら 岡山湯原温泉

旅館

真庭市湯原温泉157-1

0867-62-2611

湯めぐりの宿 松の家 花泉

旅館

真庭市湯原温泉320-1

0867-62-2121

ゆばらの宿 米屋

旅館

真庭市湯原温泉387-1

0867-62-3775

岡山ひるぜん貸別荘ピーターパン

その他宿泊施設

真庭市蒜山上福田1205-144

0867-45-7600

休暇村 蒜山高原

リゾートホテル

真庭市蒜山上福田1205-281

0867-66-2501

蒜山倶楽部 Nadja ゲストハウス

その他宿泊施設

真庭市蒜山下福田１−３０３

0867-66-5433

だんだん村

簡易宿所

真庭市蒜山湯船617-33

0867-66-4808

蒜山なごみの温泉 津黒高原荘

リゾートホテル

真庭市蒜山下和1080-1

0867-67-2221

ホテル蒜山ヒルズ

リゾートホテル

真庭市蒜山富山根694-129

0867-66-7018

愛犬同伴蒜山貸別荘JUNログ

簡易宿所

真庭市蒜山西茅部288-17

090-7544-2299

湯快リゾート 湯原温泉 輝乃湯

旅館

真庭市豊栄1429-2

0570-550-078

森のホテル ロシュフォール

リゾートホテル

真庭市社128-14

星ノシタノゲストハウス

簡易宿所

真庭市田原山上２１３８

050-3717-1494

新庄宿 須貝邸

旅館

真庭郡新庄村1144-1

050-5434-6430

土井ん家

簡易宿所

勝田郡勝央町為本168

090-4658-3774

奈義山荘

簡易宿所

勝田郡奈義町高円1753-1

ア

080-8312-8080

090-4930-8103

0867-62-3939

0868-36-8041

