
 地域別 種別 会社名

1 北海道・東北 旅館 白金温泉ホテル株式会社

2 北海道・東北 旅館 株式会社第一ホテル

3 北海道・東北 旅館 株式会社ぬくもりの宿　ふる川

4 北海道・東北 飲食 株式会社たぬきや

5 北海道・東北 ホテル 株式会社ホテル青森

6 北海道・東北 飲食 株式会社弘前ねぷた館

7 北海道・東北 旅館 合資会社宮古ホテル沢田屋

8 北海道・東北 旅館 ホテル大観荘

9 北海道・東北 旅館 有限会社三治郎旅館

10 北海道・東北 旅館 株式会社旅館かつらや

11 北海道・東北 旅館 中屋別館不動閣

12 北海道・東北 旅館 株式会社九兵衛旅館

13 北海道・東北 旅館 株式会社九兵衛旅館

14 北海道・東北 旅館 株式会社山水荘

15 北海道・東北 旅館 株式会社相模屋旅館

16 関東 製造 有限会社椎名米菓

17 関東 旅館 有限会社梅屋敷

18 関東 飲食 あさやレストハウス

19 関東 旅館 一富士ホテル

20 関東 旅館 有限会社美松

21 関東 旅館 株式会社ホテル松本楼

22 関東 旅館 株式会社ひびき野

23 関東 旅館 株式会社エコ計画

24 関東 旅館 かやぶきの郷 薬師温泉 旅籠

25 関東 飲食 有限会社果実庭

26 関東 旅館 株式会社紋屋旅館

27 関東 飲食 フェリー興業株式会社

28 関東 旅館 有限会社旅館松島

29 関東 製造 有限会社三河屋

30 北陸・東海 旅館 株式会社大観荘

31 北陸・東海 旅館 割烹の宿　湖畔

32 北陸・東海 旅館 雪国の宿　高半

33 北陸・東海 旅館 株式会社双葉

34 北陸・東海 旅館 株式会社津南高原開発

35 北陸・東海 旅館 株式会社逢仙楼 花の宿 よもやま舘

36 北陸・東海 ホテル 株式会社ホテルセンチュリーイカヤ

37 北陸・東海 飲食 めおと岩観光株式会社

38 北陸・東海 飲食 株式会社雪国リゾートインフォメーション

39 北陸・東海 製造 有限会社エコ・ライス新潟

40 北陸・東海 旅館 立山国際ホテル株式会社

41 北陸・東海 旅館 有限会社永芳閣

42 北陸・東海 旅館 大向観光株式会社

43 北陸・東海 飲食 株式会社潮騒の館　やし楼

44 関東 旅館 山岸旅館

45 関東 飲食 有限会社富士山みはらし

46 関東 飲食 サン きよすみ

47 関東 飲食 株式会社浅間園

48 関東 旅館 緑翠亭　景水

49 関東 旅館 有限会社中谷旅館

50 関東 旅館 株式会社アビラ

51 関東 旅館 諏訪湖ホテル

52 関東 旅館 株式会社ホテル玉の湯

53 関東 旅館 ホテルからまつ荘

54 関東 旅館 ユルイの宿　恵山

55 関東 ホテル 株式会社野沢ホスピタリティー

56 関東 飲食 株式会社山加荻村漆器店

57 関東 飲食 有限会社山城屋

58 関東 飲食 有限会社松井農園



59 北陸・東海 旅館 恵那峡グランドホテル

60 北陸・東海 旅館 株式会社本陣平野屋

61 北陸・東海 旅館 有限会社飛騨亭 花扇

62 北陸・東海 旅館 有限会社川上屋花水亭

63 北陸・東海 製造 安江製菓有限会社

64 関東 旅館 株式会社新かどや旅館

65 関東 旅館 月の栖　熱海聚楽ホテル

66 関東 旅館 FJIリゾートマネジメント株式会社

67 関東 旅館 FJIリゾートマネジメント株式会社

68 関東 旅館 株式会社あさば旅館涵翆閣

69 関東 旅館 株式会社伊豆長岡天坊

70 関東 旅館 湯屋 飛龍の宿

71 北陸・東海 旅館 株式会社平野屋

72 北陸・東海 旅館 有限会社日間賀島　いすず館

73 北陸・東海 飲食 鯛祭り広場株式会社

74 近畿 旅館 有限会社豊浜

75 近畿 旅館 株式会社戸田家

76 近畿 旅館 有限会社双葉荘

77 近畿 旅館 株式会社琵琶湖グランドホテル

78 近畿 旅館 株式会社琵琶湖グランドホテル

79 近畿 ホテル 北ビワコホテル　グラツイエ

80 近畿 飲食 株式会社松井物産

81 近畿 飲食 有限会社喜撰茶屋

82 近畿 旅館 株式会社大西屋

83 近畿 旅館 有限会社三晃商事

84 近畿 製造 田口食品株式会社

85 近畿 旅館 吉野荘　湯川屋

86 近畿 旅館 株式会社わたらせ温泉

87 中国四国 旅館 有限会社松の湯

88 中国四国 旅館 株式会社湯郷プラザホテル

89 中国四国 旅館 有限会社石亭

90 中国四国 旅館 株式会社常盤旅館

91 中国四国 旅館 阿波の国　昴宿よしの

92 中国四国 旅館 大歩危峡観光遊船有限会社

93 中国四国 飲食 レストラン大歩危峡まんなか

94 中国四国 旅館 株式会社小豆島国際ホテル

95 中国四国 旅館 株式会社喜代美山荘

96 中国四国 飲食 株式会社水軍

97 中国四国 旅館 株式会社ホテル椿舘

98 中国四国 旅館 有限会社ホテル南水

99 中国四国 旅館 有限会社みさきホテル

100 中国四国 ホテル 株式会社四万ロイヤル

101 九州・沖縄 旅館 ホテルパーレンス小野屋

102 九州・沖縄 製造 今村食品工業株株式会社

103 九州・沖縄 旅館 株式会社東園

104 九州・沖縄 ホテル カンパーナホテル

105 九州・沖縄 ホテル 株式会社堂島ビルヂング

106 九州・沖縄 飲食 株式会社ウエハラ

107 九州・沖縄 旅館 杖立観光ホテル ひぜんや

108 九州・沖縄 旅館 株式会社さつき別荘

109 九州・沖縄 旅館 合資会社亀山亭ホテル

110 九州・沖縄 旅館 株式会社シーサイドホテル 美松

111 九州・沖縄 旅館 ホテル吹上荘

112 九州・沖縄 ホテル 合名会社荒木旅館

113 九州・沖縄 飲食 有限会社知覧パラダイス

114 九州・沖縄 飲食 旅の駅 桜島 桜島物産館

115 九州・沖縄 飲食 株式会社藤屋

116 北海道・東北 製造 有限会社弥生水産

117 北海道・東北 飲食 株式会社山下観光清水ドライブイン



118 北海道・東北 旅館 加森観光株式会社

119 北海道・東北 飲食 武田の笹かまぼこ

120 北海道・東北 製造 合資会社小野製粉所

121 北海道・東北 飲食 株式会社平泉観光レストセンター　平泉レストハウス

122 北海道・東北 旅館 株式会社ホテル佐勘

123 北海道・東北 飲食 株式会社松島蒲鉾本舗

124 北海道・東北 旅館 ゆめみの宿観松館

125 北海道・東北 旅館 蔵王・和歌の宿　わかまつや

126 北海道・東北 旅館 有限会社西屋旅館

127 北海道・東北 飲食 庄内おばこの里こまぎ

128 北海道・東北 旅館 合資会社旅館岡部荘

129 北海道・東北 飲食 株式会社鶴ヶ城会館

130 北海道・東北 旅館 株式会社内田屋旅館

131 関東 飲食 株式会社樋山昌一商店

132 関東 旅館 関西観光開発株式会社

133 関東 飲食 吹割観光ドライブイン

134 関東 旅館 遊山の里とどろき

135 関東 飲食 さわらび

136 北陸・東海 飲食 九谷満月

137 北陸・東海 旅館 株式会社白鷺湯たわらや

138 北陸・東海 飲食 株式会社池田屋安兵衛商店

139 北陸・東海 飲食 株式会社高山グリーンホテル　飛騨物産館

140 北陸・東海 飲食 株式会社栗山米菓

141 北陸・東海 旅館 株式会社いせん

142 北陸・東海 飲食 株式会社深雪の里

143 北陸・東海 ホテル ANAクラウンプラザホテル新潟

144 近畿 製造 堀内製粉

145 近畿 飲食 鳥羽1番街協同組合

146 近畿 飲食 古都屋

147 近畿 飲食 株式会社松井物産

148 近畿 飲食 株式会社川勝總本家

149 近畿 飲食 かけはし株式会社

150 近畿 飲食 株式会社渡月橋

151 近畿 旅館 魚岩旅館

152 近畿 ホテル 姫路キャッスルグランヴィルリオホテル

153 近畿 飲食 株式会社淡路島パルシェ

154 近畿 製造 植垣米菓株式会社

155 中国四国 飲食 株式会社イシカワ

156 中国四国 旅館 有限会社福間旅館

157 中国四国 飲食 有限会社花園亭

158 中国四国 旅館 四国開発建設株式会社　

159 中国四国 飲食 有限会社つるだや

160 中国四国 旅館 有限会社椿荘

161 中国四国 飲食 愛和観光株式会社

162 中国四国 旅館 株式会社千春楽

163 中国四国 旅館 有限会社まこと総合企画

164 中国四国 旅館 株式会社萩観光ホテル

165 九州・沖縄 ホテル 株式会社リーガロイヤルホテル小倉

166 九州・沖縄 旅館 株式会社鶴田ホテル

167 九州・沖縄 製造 川原食品株式会社

168 九州・沖縄 旅館 株式会社太安閣

169 九州・沖縄 旅館 指宿シーサイドホテル株式会社

170 九州・沖縄 飲食 有限会社池田湖パラダイス

171 九州・沖縄 飲食 枕崎お魚センター

172 北海道・東北 旅館 有限会社桜川

173 北海道・東北 旅館 十和田湖レークサイドホテル

174 北海道・東北 旅館 株式会社アスター

175 北海道・東北 旅館 株式会愛真館

176 北海道・東北 旅館 四季亭



177 北海道・東北 旅館 株式会社亀や

178 北海道・東北 旅館 株式会社湯の宿楽山

179 関東 旅館 株式会社金盛館

180 関東 旅館 株式会社七重八重

181 関東 飲食 株式会社中禅寺観光センター

182 関東 飲食 有限会社常陸屋物産店

183 関東 ホテル 株式会社ホテルニューグランド

184 関東 旅館 伊豆 修善寺 温泉旅館 柳生の庄

185 関東 旅館 ひるがみ温泉株式会社

186 北陸・東海 製造 寸田製菓株式会社

187 北陸・東海 飲食 郡上観光株式会社

188 北陸・東海 旅館 株式会社海風

189 近畿 飲食 那智かまぼこセンター

190 近畿 ホテル 株式会社長谷ホテルシステムズ

191 近畿 飲食 伊勢志摩みやげセンター王将鳥羽本店

192 近畿 飲食 伊勢志摩みやげセンター王将伊勢店

193 中国四国 ホテル 株式会社しまんと企画

194 中国四国 飲食 有限会社吹上

195 北海道・東北 製造 吉川食品株式会社

196 北海道・東北 ホテル JR北海道ホテルズ株式会社

197 北海道・東北 飲食 日勝観光センター 富川店

198 北海道・東北 旅館 志戸平温泉株式会社

199 北海道・東北 旅館 株式会社東屋

200 北海道・東北 旅館 福島協同施設株式会社

201 関東 旅館 ホテル白岩 

202 関東 製造 堂本製菓株式会社

203 関東 飲食 株式会社宮坂酒造店

204 北陸・東海 飲食 株式会社舞台峠

205 北陸・東海 旅館 株式会社MORIMORI－70

206 北陸・東海 ホテル ホテルサンルート新潟

207 北陸・東海 旅館 株式会社ホテル清風苑

208 北陸・東海 旅館 吉田屋山王閣

209 北陸・東海 飲食 親正産業株式会社

210 近畿 飲食 株式会社菊一文殊四郎包氷

211 近畿 ホテル ピープルズイン花小路

212 近畿 飲食 株式会社日本海フーズかに市場

213 中国四国 旅館 株式会社鷺の湯荘

214 中国四国 ホテル 田中金属株式会社

215 中国四国 旅館 道後館

216 九州・沖縄 飲食 株式会社まくまさ

217 九州・沖縄 飲食 屋久島観光センター

218 九州・沖縄 ホテル EMウェルネスリゾート コスタビスタ沖縄ホテル＆スパ

219 近畿 旅館 嵐山辨慶

220 北陸・東海 旅館 瑠璃光

221 中国四国 ホテル ホテル法華クラブ広島

222 関東 旅館 株式会社潮生館

223 北海道・東北 旅館 蔵ホテル一関

224 北海道・東北 旅館 ホテル華の湯

225 関東 旅館 有限会社和心亭 豊月

226 関東 旅館 株式会社マックスジャパン

227 関東 旅館 株式会社マックスジャパン

228 関東 旅館 株式会社マックスジャパン

229 関東 旅館 有限会社清水商亭

230 北陸・東海 旅館 夕映えの宿 　汐美荘

231 北陸・東海 ホテル 株式会社新潟グランドホテル

232 近畿 旅館 株式会社北原

233 中国四国 旅館 ホテル武志山荘

234 九州・沖縄 旅館 湯元荘　東洋館

235 九州・沖縄 旅館 ホテル別府パストラル



236 九州・沖縄 旅館 九重星生ホテル

237 北海道・東北 ホテル 青森国際ホテル

238 北陸・東海 ホテル 水明館

239 関東 ホテル ホテルコンコルド浜松

240 近畿 飲食 株式会社冨之里

241 中国四国 飲食 四万十川観光開発株式会社

242 近畿 飲食 有限会社太子堂

243 北海道・東北 飲食 北海道伝統美術工芸村

244 北海道・東北 飲食 函館駅二商業協同組合

245 関東 飲食 有限会社富士屋食堂

246 中国四国 飲食 とさいぬパーク

247 関東 飲食 印傅館　山澄園

248 九州・沖縄 飲食 株式会社ぬちまーす

249 関東 飲食 有限会社庵古堂

250 近畿 製造 渡辺製菓株式会社

251 関東 飲食 戸沢遊覧ぶどう園

252 関東 製造 株式会社白鷹食品

253 北陸・東海 飲食 株式会社寄観亭

254 北陸・東海 飲食 株式会社寄観亭

255 九州・沖縄 飲食 坂元醸造株式会社

256 北海道・東北 旅館 有限会社タカ・コーポレーション

257 近畿 飲食 株式会社鶴屋吉信

258 北海道・東北 飲食 最上峡芭蕉ライン観光株式会社

259 北海道・東北 旅館 株式会社洞爺湖温泉観光ホテル

260 関東 ホテル ホテルJALシティ長野

261 北陸・東海 旅館 株式会社山田屋

262 北海道・東北 ホテル みちのくホテル株式会社

263 北海道・東北 旅館 有限会社岩沼屋ホテル

264 北海道・東北 ホテル ホテルサンルート青森

265 九州・沖縄 飲食 うれしのお茶ちゃ村

266 関東 飲食 株式会社見晴し園

267 北海道・東北 旅館 米屋企業株式会社

268 中国四国 ホテル 株式会社エンジェルベイ

269 中国四国 飲食 株式会社水軍 瀬戸田すいぐん丸

270 中国四国 ホテル ホテルサンルート徳島

271 関東 旅館 株式会社三津浜観光開発

272 北陸・東海 旅館 有限会社住吉屋

273 北海道・東北 飲食 有限会社小笠原子ノ口湖畔食堂

274 九州・沖縄 飲食 有限会社竹下商店

275 近畿 飲食 株式会社鳴海屋

276 北海道・東北 飲食 株式会社大船渡おさかなセンター

277 北陸・東海 製造 福助製菓株式会社

278 中国四国 飲食 有限会社日本庭園 由志園

279 北海道・東北 飲食 田沢湖レストハウス

280 近畿 飲食 京つけもの西利

281 北海道・東北 飲食 有限会社マルセ上田物産

282 北海道・東北 飲食 有限会社マルセ上田物産

283 北海道・東北 飲食 有限会社マルセ上田物産

284 北海道・東北 ホテル 株式会社秋の宮山荘

285 北海道・東北 飲食 オホーツク観光株式会社

286 北海道・東北 飲食 創作木彫 荒井工芸館

287 北海道・東北 飲食 小田島水産食品株式会社

288 北海道・東北 飲食 オホーツク観光株式会社

289 北海道・東北 飲食 株式会社山形観光物産会館

290 北海道・東北 飲食 ドライブイン灯台荘

291 北海道・東北 飲食 早野産業有限会社

292 関東 飲食 寿昌庵けん坊

293 関東 飲食 株式会社つかもと

294 関東 飲食 株式会社ACE医食同源手打ちそばの舖 七重事業部



295 関東 飲食 株式会社ACE医食同源 百屋事業部

296 関東 飲食 株式会社奥山観光 きじ亭

297 北陸・東海 飲食 刃物屋 三秀

298 近畿 飲食 株式会社橋立大丸

299 近畿 飲食 株式会社もり

300 近畿 飲食 株式会社大安

301 近畿 飲食 株式会社ウメダ

302 中国四国 飲食 中浦食品株式会社

303 中国四国 飲食 観光会館 安富屋

304 九州・沖縄 飲食 有限会社園田真珠

305 九州・沖縄 飲食 株式会社坂本屋

306 関東 製造 株式会社髙木屋

307 関東 製造 有限会社林屋

308 北陸・東海 製造 株式会社御菓蔵

309 九州・沖縄 製造 昭和製菓株式会社

310 北海道・東北 ホテル ホテルクラビーサッポロ

311 北海道・東北 ホテル 株式会社ホテルオークラ札幌

312 北海道・東北 ホテル 有限会社川村旅館

313 関東 ホテル 日本ホテル株式会社

314 近畿 ホテル 今津サンブリッジホテル

315 九州・沖縄 ホテル 植松産業株式会社

316 北海道・東北 旅館 有限会社旅館源兵衛

317 北海道・東北 旅館 株式会社阿部長商店

318 北海道・東北 旅館 株式会社平泉ホテル武蔵坊

319 関東 旅館 株式会社ホテルニュー高松

320 関東 旅館 株式会社森秋旅館

321 関東 旅館 有限会社日光星の宿

322 関東 旅館 奥日光ホテル四季彩

323 関東 旅館 株式会社こがね

324 関東 旅館 有限会社辻旅館

325 関東 旅館 白馬ハイランドホテル

326 関東 旅館 旬彩月の静香

327 北陸・東海 旅館 有限会社白山菖蒲亭

328 北陸・東海 旅館 三国観光ホテル

329 北陸・東海 旅館 株式会社グリーンホテル

330 中国四国 旅館 株式会社琴平グランドホテル

331 中国四国 旅館 株式会社琴平グランドホテル

332 中国四国 ホテル 株式会社琴平グランドホテル

333 中国四国 旅館 株式会社倉敷国際ホテル

334 九州・沖縄 旅館 柳川白柳荘

335 関東 飲食 おさかな村

336 北陸・東海 飲食 酒蔵見学 越後ゆきくら館

337 北陸・東海 飲食 氷見まちづくり株式会社

338 近畿 飲食 株式会社浜湖月

339 北海道・東北 旅館 株式会社大江本家

340 関東 旅館 株式会社ホテル紅や

341 北陸・東海 旅館 株式会社ホテル小柳

342 中国四国 旅館 徳島グランドホテル偕楽園

343 関東 旅館 有限会社富士野屋別館

344 北海道・東北 旅館 松島センチュリーホテル

345 北海道・東北 旅館 大和リゾート株式会社

346 関東 旅館 株式会社立花旅館

347 関東 旅館 株式会社焼津グランドホテル

348 近畿 旅館 株式会社旅館紅鮎

349 北陸・東海 飲食 株式会社正太楼

350 近畿 飲食 有限会社福亀堂

351 関東 製造 丸彦製菓株式会社

352 北海道・東北 旅館 株式会社阿寒グランドホテル

353 北海道・東北 旅館 株式会社阿寒グランドホテル



354 北海道・東北 旅館 株式会社阿寒グランドホテル

355 北海道・東北 旅館 株式会社阿寒グランドホテル

356 北海道・東北 旅館 株式会社ホテル山浦

357 北海道・東北 旅館 株式会社鶴雅リゾート

358 北海道・東北 旅館 鶴雅観光開発株式会社

359 北海道・東北 旅館 鶴雅観光開発株式会社

360 関東 旅館 亀清旅館

361 関東 旅館 株式会社かめや

362 関東 旅館 株式会社かめや

363 関東 旅館 青和観光株式会社

364 九州・沖縄 飲食 株式会社二期リゾートカビラガーデン

365 北陸・東海 飲食 日本海さかな街

366 近畿 飲食 株式会社鮎家

367 近畿 飲食 株式会社銭屋本舗

368 北海道・東北 飲食 株式会社白糸の滝

369 北海道・東北 飲食 株式会社丸甚商事

370 北陸・東海 旅館 株式会社サン浦島

371 中国四国 ホテル オリエントホテル高知株式会社

372 北海道・東北 旅館 株式会社ホテル佐勘

373 北陸・東海 旅館 有限会社ホテル見はらし

374 関東 旅館 株式会社福一

375 九州・沖縄 旅館 株式会社湯元ホテル

376 関東 製造 株式会社武平作

377 九州・沖縄 製造 有限会社赤田竹輪店

378 近畿 飲食 株式会社澤善

379 関東 飲食 浅間酒造株式会社

380 北海道・東北 ホテル 株式会社第一ホテル

381 関東 旅館 海づくしの湯 はぎ屋旅館

382 北陸・東海 旅館 株式会社宝仙閣

383 九州・沖縄 旅館 株式会社楠水閣

384 九州・沖縄 旅館 株式会社指宿フェニックスホテル

385 九州・沖縄 ホテル 株式会社サンシャイン

386 北陸・東海 飲食 尾畑酒造株式会社

387 北陸・東海 飲食 なか伸

388 九州・沖縄 飲食 福山黒酢株式会社

389 関東 旅館 株式会社つたや本店

390 関東 旅館 株式会社小松屋

391 北陸・東海 旅館 ひなの宿ちとせ

392 北陸・東海 旅館 鵜の浜民宿センター

393 北陸・東海 飲食 株式会社カクキュー八丁味噌

394 九州・沖縄 旅館 株式会社雲仙宮崎旅館

395 北陸・東海 旅館 株式会社湯元館

396 北陸・東海 ホテル 有限会社ホテルあけぼの

397 九州・沖縄 ホテル 長崎温泉やすらぎ伊王島

398 近畿 飲食 勝浦海産物センター

399 関東 旅館 有限会社自在荘

400 近畿 旅館 嵯峨グレースホテル

401 中国四国 旅館 株式会社ホテルリゾート下電

402 中国四国 ホテル ホテル＆リゾートサンシャインサザンセト

403 北海道・東北 旅館 株式会社たちばなや

404 関東 旅館 株式会社パレス

405 北陸・東海 旅館 株式会社石鏡第一ホテル

406 中国四国 飲食 有限会社西の屋

407 中国四国 旅館 株式会社湯郷グランドホテル

408 九州・沖縄 旅館 株式会社矢太樓

409 北海道・東北 飲食 株式会社尾白屋

410 北海道・東北 飲食 株式会社道奥

411 北陸・東海 旅館 ひだホテルプラザ

412 北海道・東北 旅館 野付戸田観光有限会社


