ちばやどスクラム 認定173施設 一覧リスト（2022年3月1日時点）

新型コロナ感染症
予防対策
継続強化中！

エリア

市町村

「ちばやどスクラム」認定施設

公式サイト

〒

住所

感染予防
取組動画

1

東葛ベイ

千葉市 三井ガーデンホテル千葉

http://www.gardenhotels.co.jp/chiba/

260-0013 千葉市中央区中央1-11-1

2

東葛ベイ

千葉市 三恵シティホテル千葉

http://www.sankei-cityhotel.com/

260-0013 千葉市中央区中央3-9-5

3

東葛ベイ

千葉市 京成ホテルミラマーレ

http://www.miramare.co.jp/

260-0014 千葉市中央区本千葉町15-1

4

東葛ベイ

千葉市 ダイワロイネットホテル千葉中央

http://www.daiwaroynet.jp/chiba-chuo/

260-0014 千葉市中央区本千葉町2-11

5

東葛ベイ

千葉市 The Cozy Hotel CHIBA

https://www.the-cozy-hotel.jp/

260-0015 千葉市中央区富士見1-13-1

6

東葛ベイ

千葉市 ダイワロイネットホテル千葉駅前

http://www.daiwaroynet.jp/chibaekimae/

260-0015 千葉市中央区富士見1-1-14

7

東葛ベイ

千葉市 ホテルいこい

https://www.yado.or.jp/jp/yado/ikoi

260-0044 千葉市中央区松波2-19-13

https://www.youtube.com/watch?v=uWM1puEc03M

8

東葛ベイ

千葉市 アーバンホテル三幸

http://www.sanko-hotel.jp/

260-0834 千葉市中央区今井2-11-8

https://www.youtube.com/watch?v=2VbMfMt2x9E

9

東葛ベイ

千葉市 ホテル プラザ菜の花

http://www.hotelplaza-nanohana.com/

260-0854 千葉市中央区長洲1-8-1

https://www.youtube.com/watch?v=PQYWT1QuKIM

10

東葛ベイ

千葉市 ホテル グリーンタワー幕張

http://www.greentower.co.jp/

261-0021 千葉市美浜区ひび野2-10-3

https://www.youtube.com/watch?v=bJ3Au-Hdb8Q

11

東葛ベイ

千葉市 幕張国際研修センター

http://www.mit-c.jp

261-0021 千葉市美浜区ひび野1-1

12

東葛ベイ

千葉市 メイプルイン幕張

http://mapleinn.co.jp/

262-0033

千葉市花見川区幕張本郷1-12-1

13

東葛ベイ

千葉市 ファミーイン幕張

https://www.famyinn.com/

262-0033

千葉市花見川区幕張本郷1-33-3

14

東葛ベイ

市原市 五井グランドホテル

http://www.goigrand-hotel.jp/

290-0056 市原市五井5584-1

15

東葛ベイ

市原市 ビジネスホテル五井温泉

http://www.goionsen.com

290-0056 市原市五井5918-2

16

東葛ベイ

市原市 ホテル市原クラブ 八幡北町店

http://hotel-ichihara.co.jp/

290-0069 市原市八幡北町3-1-13

17

東葛ベイ

市原市 市原イン ソーシャル五井

http://hotel-social.jp/

290-0081 市原市五井中央西2-24-1

18

東葛ベイ

市原市 市原マリンホテル

http://www.marinehotel.jp/

290-0081 市原市五井中央西2-22-8

19

東葛ベイ

市原市 黒湯の宿 喜代元

http://www.ki-yo-moto.com/

290-0536 市原市戸面397-3

20

東葛ベイ

市原市 旅館 加茂城

http://www.uzushio.net/kamojo/

290-0555 市原市高滝9-2

21

東葛ベイ

市原市 あねがさきロイヤルホテル

https://www.yado.or.jp/jp/yado/aneroiyal

299-0111 市原市姉崎584

22

東葛ベイ

市原市 スーパーホテル千葉・市原

http://www.superhotel.co.jp

299-0111 市原市姉崎994-9

23

東葛ベイ

市原市 ホテル市原クラブ姉崎店

http://hotel-ichihara.co.jp/anesaki/

299-0111 市原市姉崎854-1

24

東葛ベイ

市原市 ビジネスホテルたなか

http://www.tanaka-ya.net/

299-0119 市原市姉崎西2-10-1

25

東葛ベイ

市原市 市原イン ソーシャル姉崎

http://hotel-social.jp/

299-0119 市原市姉崎西1-7-2

26

東葛ベイ

浦安市 浦安サンホテル

https://www.urayasu-sun-hotel.com/

279-0001 浦安市当代島1-19-13

27

東葛ベイ

浦安市 イビススタイルズ東京ベイ

https://all.accor.com/hotel/B2X6/index.ja.shtml

279-0013 浦安市日の出2-1-1

28

東葛ベイ

浦安市

https://www.maihamahotel-firstresort.jp/index.html

279-0031 浦安市舞浜1-6

29

東葛ベイ

浦安市 SPA & HOTEL舞浜ユーラシア

http://www.my-spa.jp/

279-0032 浦安市千鳥13-20

https://www.youtube.com/watch?v=l78j-OqRZHE

30

東葛ベイ

http://www.mark-1.jp/abiko/index.html

270-1176 我孫子市柴崎台1-9-14

https://www.youtube.com/watch?v=QSBJdBuC6Gs

31

東葛ベイ

柏市

桜スカイホテル柏

http://sakuraskyhotel.jp/kashiwa/

277-0803 柏市小青田1-2-1

https://www.youtube.com/watch?v=BazYFIANYVE

32

東葛ベイ

柏市

ホテル サンオーク柏の葉

http://www.sunoak.net/kashiwanoha/

277-0871 柏市若柴281-104

33

東葛ベイ

野田市 クリアビューゴルフクラブ＆ホテル

http://www.pacificgolf.co.jp/clearview/

278-0012 野田市瀬戸548

34

東葛ベイ

野田市 ビジネス旅館 梓

https://www.yado.or.jp/jp/yado/azusa

278-0037 野田市野田430

東京ベイ舞浜ホテル ファーストリゾート

我孫子市 ホテルマークワン アビコ

千葉県旅館ホテル組合 新型コロナ感染予防プロジェクト「ちばやどスクラム」認定の宿

https://www.youtube.com/watch?v=vLtb8om6kpE

https://www.youtube.com/watch?v=PKn_VcCx-AE

https://www.youtube.com/watch?v=85E82v-aQho
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35

北総

印西市 ホテル マークワンCNT

http://www.mark-1.jp/cnt/index.html

270-1340 印西市中央南1-10

36

北総

成田市 旅館 若松本店

http://www.wakamatsuhonten.jp/

286-0026 成田市本町355

37

北総

成田市 ザ エディスターホテル成田

https://hedistarhotel.com/

286-0025 成田市東町168-1

38

北総

成田市 宮本旅館

https://www.yado.or.jp/jp/yado/miyamotoryokan

287-0204 成田市伊能2058

39

北総

成田市 ANAクラウンプラザホテル成田

http://www.anacrowneplaza-narita.jp/

286-0107 成田市堀之内68

40

北総

成田市 成田ビューホテル

http://www.viewhotels.co.jp/narita/

286-0127 成田市小菅700

https://www.youtube.com/watch?v=LNn8Na8hREs

41

北総

成田市

https://www.marroad.jp/narita/

286-0121 成田市駒井野763-1

https://www.youtube.com/watch?v=3xbPlbzf4GA

42

北総

成田市 ホテル ウェルコ成田

https://www.hotelwelconarita.com/

286-0033 成田市花崎町818-1

https://www.youtube.com/watch?v=rD56SMrS3cE

43

北総

成田市 センターホテル成田 １

http://www.c-hotel.jp/

286-0033 成田市花崎町922

44

北総

成田市 センターホテル成田 ２ R51

https://www.c-hotel.jp/r51/

286-0033 成田市花崎町798-10

45

北総

成田市 ミートイン成田

https://www.c-hotel.jp/meet/?gclid=CjwKCAjw-7LrBRB6EiwAhh1yXyF0QcX6nNt

286-0033 成田市花崎町904

46

北総

香取市 旅館 一蘭荘

http://www.ichiransou.com/

287-0003 香取市佐原ｲ-3839

47

北総

香取市 丸山旅館

http://maruyama.ie-yasu.com/

289-0313 香取市小見川47

48

北総

多古町 ますがたや旅館

http://www.masugataya.com/index.html

289-2241 香取郡多古町多古970

49

北総

銚子市 大徳ホテル

http://www.daitokuhotel.com/

288-0005 銚子市海鹿島町5250

https://www.youtube.com/watch?v=HPrPm2mq1uY

50

北総

銚子市 旅館 あしか荘

http://www.catv9.ne.jp/ashika/

288-0005 銚子市海鹿島町5287

https://www.youtube.com/watch?v=n9zk66po2xI

51

北総

銚子市 絶景の宿 犬吠埼ホテル

http://www.inubohsaki-hotel.com/

288-0012 銚子市犬吠埼9574-1

https://www.youtube.com/watch?v=_6OWXBqD8Ms

52

北総

銚子市 ぎょうけい館

http://www.gyoukeikan.com/

288-0012 銚子市犬吠埼10293

https://www.youtube.com/watch?v=o_RwlvTWY3A

53

北総

銚子市 ホテル ニュー大新

http://www.newdaishin.com/

288-0012 銚子市犬吠埼10292

https://www.youtube.com/watch?v=iLcv66Eax5U

54

北総

銚子市 犬吠埼観光ホテル

http://www.inubou.co.jp/

288-0012 銚子市犬吠埼10293

https://www.youtube.com/watch?v=8_QiF1LQu6Y

55

北総

銚子市 大新旅館

http://www.newdaishin.com/daishin/

288-0041 銚子市中央町10-27

https://www.youtube.com/watch?v=OqhMpvUYA38

56

北総

銚子市 銚子プラザホテル

http://www.choshiplaza.com/

288-0044 銚子市西芝町11-2

https://www.youtube.com/watch?v=KUohbNsSFuo

57

北総

銚子市 ホテル サンライズ銚子

http://www.sunrisechoshi.jp/

288-0045 銚子市三軒町14-1

https://www.youtube.com/watch?v=FB27QWyZ6Pc

58

北総

銚子市 かしや旅館

https://www.yado.or.jp/jp/yado/kashiya-ryokan

288-0863 銚子市野尻町4

https://www.youtube.com/watch?v=HVrQRtGxepo

59

北総

銚子市 銚子スポーツタウン

https://choshi-sportstown.com/

288-0863 銚子市野尻町1600

https://www.youtube.com/watch?v=WbChHJEwJuA

60

北総

旭市

郷金旅館

https://www.yado.or.jp/jp/yado/goukin

289-2504 旭市ﾆ-2101

https://www.youtube.com/watch?v=UmTmeFPnuS8

61

北総

旭市

九十九里の宿郷土料理の店 磯なぎ荘

https://www.isonagisou.com/

289-2514 旭市椎名内3259-4

https://www.youtube.com/watch?v=Puiqjcf9gzw

62

北総

旭市

下根屋旅館

https://www.yado.or.jp/jp/yado/shimoneya

289-2516 旭市ﾛ-889

63

北総

http://fukuroutei.com/

289-2100 匝瑳市飯多香336-2

https://www.youtube.com/watch?v=Ca9X3qAZHOA

64

北総

横芝光町

https://nanja-monja.jp/

289-1726 山武郡横芝光町木戸8549-1

https://www.youtube.com/watch?v=-YM2YFRP504

65

北総

横芝光町 山柄荘

https://www.yamagarasou.jp/

289-1726 山武郡横芝光町木戸9633-15

66

北総

http://marino.hasunuma.co.jp/

289-1803 山武市蓮沼ﾎ311

https://www.youtube.com/watch?v=B-8XrdW6lPA

67

内房

袖ヶ浦市 亀寿し旅館

http://nttbj.itp.ne.jp/0438622650/index.html

299-0242 袖ヶ浦市久保田3260-1

https://www.youtube.com/watch?v=PiJ6sFSi7kk

68

内房

木更津市 龍宮城スパホテル三日月 龍宮亭

http://mikazuki.co.jp/ryugu/

292-0006 木更津市北浜町1

69

内房

木更津市 龍宮城スパホテル三日月 富士見亭

http://mikazuki.co.jp/ryugu/

292-0006 木更津市北浜町1

70

内房

木更津市 オークラアカデミアパークホテル

http://www.kap.co.jp/oap/

292-0818 木更津市かずさ鎌足2-3-9

71

内房

木更津市 ホテル銀河

http://www.hotel-ginga.co.jp/

292-0832 木更津市新田3-1-24

https://www.youtube.com/watch?v=0r3ee92oYCw

72

内房

君津市 ペンションかめやま園

http://kameyamaen.jp/

292-0522 君津市豊田旧菅間田33

https://www.youtube.com/watch?v=gtB8K8-S2DY

73

内房

君津市 亀山温泉ホテル

http://www.kameyamaonsen.jp/

292-0523 君津市豊田65

74

内房

君津市

http://www.kresortkanozan.jp/

292-1155 君津市鹿野山319

https://www.youtube.com/watch?v=8Z_lkqjAago

75

内房

富津市 味覚の宿

http://www.yado-shirai.com/

293-0021 富津市富津26-1

https://www.youtube.com/watch?v=NTtWBs7-YVI

76

内房

富津市 パークサイドインなかむら

http://www.futtsu-kanko.info/places/parksidinn-nakamura/

293-0021 富津市富津2232

https://www.youtube.com/watch?v=FY5MZQveFPw

77

内房

富津市 さゞ波館

http://sazanami-kan.com/

293-0042 富津市小久保2782

https://www.youtube.com/watch?v=GE9jQvG_nFQ

78

内房

富津市 いとや旅館

http://itoyaryokan.com/

293-0043 富津市岩瀬871

https://www.youtube.com/watch?v=9vhYVk8XMRs

79

内房

富津市 民宿 錦海亭

https://www.yado.or.jp/jp/yado/kinkaitei

293-0056 富津市八幡158

マロウドインターナショナルホテル成田

匝瑳市 ふくろう邸
コテージ＆ペンション NANJAMONJA

山武市 蓮沼ガーデンハウスマリーノ

かずさリゾート鹿野山ビューホテル

志ら井

千葉県旅館ホテル組合 新型コロナ感染予防プロジェクト「ちばやどスクラム」認定の宿

https://www.youtube.com/watch?v=R5qPS4CvqEY

https://www.youtube.com/watch?v=rIWMxifUgZY
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80

内房

君津市 ホテル千成

http://www.hotel-sennari.com/

299-1144 君津市東坂田4-1-1

81

内房

君津市 燦美の宿 旅館かわな

http://www.kawana-inn.com/

299-1147 君津市人見915

82

内房

君津市 ホテルかずさ

http://www.kimitsu-hotel.jp/

299-1151 君津市中野4-9-1

83

内房

富津市 かぢや旅館

http://www.kajiyaryokan.com/

299-1861 富津市金谷3887

84

内房

大多喜町 渓谷別庭 もちの木

http://www.mochinoki.jp/

298-0264 夷隅郡大多喜町大田代105-1

https://www.youtube.com/watch?v=Te-Gff9Qf8U

85

内房

大多喜町 渓流の宿 福水

http://www.fukusui.com/

298-0265 夷隅郡大多喜町小田代618

https://www.youtube.com/watch?v=LpLL0CoddXU

86

内房

大多喜町 嵯峨和

http://www.oyado-sagawa.com/

298-0267 夷隅郡大多喜町葛藤20

87

内房

大多喜町 秘湯の宿 滝見苑

http://www.takimi.co.jp/

298-0277 夷隅郡大多喜町粟又5

88

外房

九十九里町

http://sunrise99.jp/

283-0114 山武郡九十九里町真亀4908

89

外房

白子町 ホテル カアナパリ

http://www.kaanapali.co.jp/

299-4215 長生郡白子町中里4519

90

外房

白子町 青松庭 白砂

http://www.shirasuna.co.jp/

299-4212 長生郡白子町古所3291

91

外房

白子町 国民宿舎 白子荘

http://www.shirakoso.com/

299-4212 長生郡白子町古所3291-3

https://www.youtube.com/watch?v=RtoMBCw-DmY

92

外房

白子町 ホテル東天光

http://www.tohtenko.co.jp/

299-4214 長生郡白子町驚963

https://www.youtube.com/watch?v=eL2Tf1equfc

93

外房

白子町 ホテル ニューオーツカ

http://www.new-otsuka.com/

299-4214 長生郡白子町驚1014

94

外房

白子町 サニーインむかい

http://www.apollo-tc.co.jp/sunny/

299-4215 長生郡白子町中里4369

95

外房

白子町 ホテル東海荘

http://www.tokaiso.co.jp/

299-4215 長生郡白子町中里4437-1

96

外房

白子町 潮の香の湯宿 浜紫

http://www.hamamurasaki.jp/

299-4215 長生郡白子町中里4370-14

97

外房

白子町 ホテル ニューカネイ

http://www.newkanei.co.jp/index.html

299-4215 長生郡白子町中里4442

98

外房

白子町 城之内荘

http://www.jounouchisou.co.jp/

299-4215 長生郡白子町中里4442-3

99

外房

白子町 白子・サンライズオーツカ

http://www.new-otsuka.com/index.html

299-4215 長生郡白子町中里4408-18

100

外房

白子町 白子ニューシーサイドホテル

http://www.new-seaside.com/

299-4215 長生郡白子町中里4482

101

外房

白子町 ニュー山中荘

http://www.new-yamanakaso.co.jp/

299-4215 長生郡白子町中里4370-1

102

外房

白子町 和海の宿 ささ游

https://www.shirako-sasayu.com/

299-4215 長生郡白子町中里4429-1

https://www.youtube.com/watch?v=ZrGk2XMiguU

103

外房

白子町 ホテル白洋

http://www.hotel8940.com/

299-4216 長生郡白子町幸治2866

https://www.youtube.com/watch?v=-5z_kaIZU5w

104

外房

一宮町 芥川龍之介ゆかりの宿 一宮館

http://www.ichinomiyakan.com/

299-4301 長生郡一宮町一宮9241

https://www.youtube.com/watch?v=fzKbN1sAlqE

105

外房

一宮町 ホテル一宮 シーサイドオーツカ

http://www.seaside-otsuka.com/

299-4301 長生郡一宮町一宮10000

106

外房

一宮町 松濤軒

https://www.shotohken.com/map/map.html

299-4301 長生郡一宮町一宮2824

107

外房

東金市 ビジネス旅館ふみわ

https://www.yado.or.jp/jp/yado/fumiwa

283-0811 東金市台方234-1

108

外房

茂原市 ビジネスあすか旅館

https://www.yado.or.jp/jp/yado/asuka

297-0021 茂原市高師町3-6-1

109

外房

茂原市 HOTEL THE BELLE

http://sdi-hotel.com/

297-0024 茂原市八千代2丁目1-15

110

外房

茂原市 武田屋旅館

http://wp.airily.co.jp/takedaya/

297-0026 茂原市茂原113

111

外房

勝浦市 海味の宿 ひのでや

http://www.sotobou.com/

299-5225 勝浦市墨名815

112

外房

勝浦市 三日月シーパークホテル勝浦

https://www.hmi.co.jp/mikazuki-katsuura/

299-5225 勝浦市墨名820

113

外房

勝浦市 海辺の宿 かくい

http://www.inn-kakui.com/

299-5226 勝浦市串浜17

114

外房

勝浦市 臨海荘

http://www.rinkaisou.com/

299-5226 勝浦市串浜1253-2

115

外房

勝浦市 旅館 松の家

http://katsuura-matsunoya.com/

299-5234 勝浦市勝浦30

116

外房

勝浦市 磯香の湯宿 鵜原館

http://www.ubarakan.com/

299-5243 勝浦市鵜原998

117

外房

勝浦市 緑水亭 勝浦別館 翠海

http://www.suika-k.jp

299-5246 勝浦市興津久保山台1990

118

外房

鴨川市 鴨川温泉 ホテル中村

http://www.hotel-nakamura.co.jp/

296-0001 鴨川市横渚843

119

外房

鴨川市 魚眠庵マルキ本館

http://www.gyominan.com/

296-0001 鴨川市横渚533

https://www.youtube.com/watch?v=_0vLT772jAI

120

外房

鴨川市 鴨川ユニバースホテル

http://www.kuh.co.jp/

296-0002 鴨川市前原69

https://www.youtube.com/watch?v=nymGft9KfdI

121

外房

鴨川市 旅館 磯波

https://isonami.net/

296-0004 鴨川市貝渚2611-1

122

外房

鴨川市 鴨川シーワールドホテル

http://www.kamogawa-seaworld.jp/hotel/

296-0041 鴨川市東町1464-18

123

外房

鴨川市 鴨川館

http://www.kamogawakan.co.jp/

296-0043 鴨川市西町1179

124

外房

鴨川市 鴨川グランドホテル

http://www.kgh.ne.jp/04/

296-0044 鴨川市広場820

125

外房

鴨川市 海鮮の宿 舟付

http://www.funatuki.com/

299-2842 鴨川市江見青木65

国民宿舎 サンライズ九十九里

千葉県旅館ホテル組合 新型コロナ感染予防プロジェクト「ちばやどスクラム」認定の宿

https://www.youtube.com/watch?v=UCZi00LugPU

https://www.youtube.com/watch?v=3YQNPtuU1xA

https://www.youtube.com/watch?v=-PhGeRO7Hmc

https://www.youtube.com/watch?v=esPaI5wgSZU

https://www.youtube.com/watch?v=E2Qx-Yu41AM

https://www.youtube.com/watch?v=jRWuFwCrc9c

https://www.youtube.com/watch?v=-HWHJLeAMaM

https://www.youtube.com/watch?v=y4jTcQAinhs

https://www.youtube.com/watch?v=Dfbl3nbfri0

https://www.youtube.com/watch?v=WJXGLK0zZ2o
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住所

感染予防
取組動画

126

外房

鴨川市 アラビアンアート Hotel&Gallery

https://arabianart.jp/

299-2861 鴨川市太海西乙3-332-7

127

外房

鴨川市 ホテル海光苑

http://www.kaikoen.co.jp/

299-2862 鴨川市太海110

128

外房

鴨川市 海辺の宿 恵比寿

http://www.ebisu.cn/

299-2862 鴨川市太海2345

129

外房

鴨川市 画家ゆかりの宿 江澤館

http://ezawakan.com/

299-2863 鴨川市太海浜153

130

外房

鴨川市 是空

http://zekuu.jp/

299-2863 鴨川市太海浜24-1

131

外房

鴨川市 よしのや

http://www.awa.or.jp/home/yosinoya/

299-2863 鴨川市太海浜193

132

外房

鴨川市 潮騒リゾート鴨川

http://shiosai-resort.jp/

299-2863 鴨川市太海浜73-1

133

外房

鴨川市 満ちてくる心の宿 吉夢

http://www.kichimu.com/

299-5501 鴨川市小湊182-2

134

外房

鴨川市 海鮮問屋の宿 くろしお

https://newkurosio.com/

299-5501 鴨川市小湊196

135

外房

鴨川市 魚彩和みの宿 三水

http://www.sansuihotel.com/

299-5501 鴨川市小湊182-2

136

外房

鴨川市 海の庭

http://www.uminoniwa.jp/

299-5501 鴨川市小湊169

137

外房

鴨川市 小湊温泉･実入の湯 豊明殿

http://www.homeiden.jp/

299-5502 鴨川市内浦14

138

外房

鴨川市 旬彩の宿 緑水亭

http://ryokusuitei.jp/

299-5502 鴨川市内浦1385

139

外房

鴨川市 森の宿

http://uchiuraseseragi.web.fc2.com/facilities/seseragi.html

299-5502 鴨川市内浦3228

https://www.youtube.com/watch?v=sDe2CO8hbt8

140

外房

鴨川市 三日月シーパークホテル安房鴨川

https://www.hmi.co.jp/mikazuki-kamogawa/

299-5502 鴨川市内浦 2781

https://www.youtube.com/watch?v=NJTzk1Oer0Y

141

外房

鴨川市 ひだまりＩＮＮ

https://www.hidamari-inn.com/

299-5503 鴨川市天津1072

https://www.youtube.com/watch?v=Et2v5M9viJU

142

外房

鴨川市 蓬莱屋

http://www.houraiya.net/

299-5503 鴨川市天津1376

https://www.youtube.com/watch?v=ifUaXPcPEgo

143

外房

鴨川市 鴨川ヒルズリゾートホテル

http://kamogawahills.com/

299-5503 鴨川市天津3164-7

https://www.youtube.com/watch?v=_e5KyA5foqY

144

外房

鴨川市 宿 中屋

http://www.nakayahotel.com/

299-5503 鴨川市天津3287

https://www.youtube.com/watch?v=Gya0X7DZlaM

145

外房

鴨川市 ホテルグリーンプラザ鴨川

http://www.hgp.co.jp/inf/Z14/hgp/

299-5503 鴨川市天津3289-2

https://www.youtube.com/watch?v=VMmuHdDQwUg

146

南房総

鋸南町 ゆうみ

http://awa-umi.com/

299-1901 安房郡鋸南町元名442

147

南房総

鋸南町 安房温泉 紀伊乃国屋

http://www.awa-kinokuniya.com/

299-2118 安房郡鋸南町竜島970-6

148

南房総

鋸南町 紀伊乃国屋 別亭

https://www.kinokuniya-bettei.com/

299-2118 安房郡鋸南町竜島970-6

149

南房総

鋸南町 お宿

https://www.oyadohiruta.com/

299-2118 安房郡鋸南町竜島973

150

南房総

鋸南町 さざね

https://www.sazane.jp/

299-2118 安房郡鋸南町竜島973-9

151

南房総

館山市 たてやま温泉 千里の風

http://www.senrinokaze.jp/

294-0024 館山市藤原1495-1

152

南房総

館山市 幸田旅館

http://kouda-ryokan.sakura.ne.jp

294-0045 館山市北条1837

153

南房総

館山市 館山シーサイドホテル

http://www.tateyamaseaside.com/

294-0047 館山市八幡822

https://www.youtube.com/watch?v=jAyaXvqWZkA

154

南房総

館山市 海の湯宿 花しぶき

http://hanashibuki.com/

294-0302 館山市塩見233-4

https://www.youtube.com/watch?v=HXvpzy4PXrA

155

南房総

館山市 おさしみの宿 たろべ

http://www.tarobe.net/

294-0302 館山市塩見225

156

南房総

館山市 THE SHINRA

https://www.shinra-chiba.com/

294-0302 館山市塩見284-1

157

南房総

館山市 館山リゾートホテル

http://www.tateyama-resort.com

294-0312 館山市小沼352

https://www.youtube.com/watch?v=Miz4QZrRdbE

158

南房総

館山市 平砂浦ビーチホテル

http://www.heisaurabeach.com/

294-0314 館山市伊戸1535番地

https://www.youtube.com/watch?v=Gfl-1P5gvxI

159

南房総

館山市 ホテル洲の崎 風の抄

http://sunosaki.com/

294-0316 館山市洲崎198-1

https://www.youtube.com/watch?v=7xVt3gHLwJA

160

南房総

館山市 喜多山旅館

https://kitayamaryokan.com/

294-0316 館山市洲崎1378

161

南房総

南房総市 和風ペンション ニュー川善

http://www.awa.or.jp/home/kawazen/

295-0004 南房総市千倉町瀬戸2944

162

南房総

南房総市 矢原荘

http://www.yawarasou.com/

295-0004 南房総市千倉町瀬戸3291

163

南房総

南房総市 旅館 青倉亭

http://aokuratei.com/

295-0004 南房総市千倉町瀬戸3140-1

164

南房総

南房総市 ホテル千倉

http://www.hotelchikura.jp/

295-0004 南房総市千倉町瀬戸2980-12

165

南房総

南房総市 魚拓荘鈴木屋

http://www.gyotakuso.com/

295-0011 南房総市千倉町北朝夷2801

166

南房総

南房総市 千倉温泉 千倉館

http://www.chikurakan.net/

295-0012 南房総市千倉町南朝夷1045

167

南房総

南房総市 銀鱗荘ことぶき

http://g-kotobuki.net/

295-0021 南房総市千倉町平館684

168

南房総

南房総市 磯浜旅館

http://chikuraryokanga.com/yado/isohamaryokan/

295-0024 南房総市千倉町平磯2217

169

南房総

南房総市 季粋の宿 紋屋

http://www.monya.co.jp/

295-0102 南房総市白浜町白浜232

170

南房総

南房総市 ホテル南海荘

http://www.nankaiso.jp/

295-0102 南房総市白浜町白浜623-13

171

南房総

南房総市 おやど すえひろ

https://oyado-suehiro.com/

295-0102 南房総市白浜町白浜623-45

せせらぎ

ひるた

千葉県旅館ホテル組合 新型コロナ感染予防プロジェクト「ちばやどスクラム」認定の宿

https://www.youtube.com/watch?v=8Asv-HByhSg

https://www.youtube.com/watch?v=LSnrr_C5mPs

https://www.youtube.com/watch?v=r92q17dJW1k

https://www.youtube.com/watch?v=xyoAm_Ybp1c

https://www.youtube.com/watch?v=Ai-ykynLxjg

https://www.youtube.com/watch?v=EVHzBB0Cflk

https://www.youtube.com/watch?v=2ENo-m-3WRU

https://www.youtube.com/watch?v=bVX7FL910ZQ
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172

南房総

南房総市 割烹旅館 清都

http://www.kiyoto.co.jp/

173

南房総

南房総市 岩井湯元温泉網元の宿 ろくや

http://www.rokuya-resort.com/

公式サイト

〒

住所

295-0103 南房総市白浜町滝口6241
299-2216 南房総市久枝494

千葉県旅館ホテル組合 新型コロナ感染予防プロジェクト「ちばやどスクラム」認定の宿

感染予防
取組動画
https://www.youtube.com/watch?v=2ENo-m-3WRU

https://www.youtube.com/watch?v=eIWIIQ_rCz4
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