
No. エリア 都道府県 施設名

1 北海道 北海道 札幌プリンスホテル

2 北海道 北海道 ホテルエミシア札幌

3 北海道 北海道 グリーンピア大沼

4 北海道 北海道 屈斜路プリンスホテル

5 東北 青森 星と森のロマントピア 【星の宿白鳥座】　※専用予約サイトでは表示されません。ご希望の方はＣ３ツアーデスクまでお問い合わせください。

6 東北 青森 アートホテル弘前シティ

7 東北 岩手 雫石プリンスホテル

8 東北 岩手 ANAクラウンプラザリゾート安比高原

9 東北 宮城 三井ガーデンホテル仙台

10 東北 秋田 十和田プリンスホテル

11 東北 福島 ホテルリステル猪苗代 【ウイングタワー】

12 関東 栃木 日光 季の遊

13 関東 栃木 リゾートホテル ラフォーレ那須

14 関東 栃木 ホテル サンシャイン鬼怒川

15 関東 群馬 万座プリンスホテル

16 関東 埼玉 川越プリンスホテル

17 関東 神奈川 ローズホテル横浜

18 関東 神奈川 ニューオータニイン横浜プレミアム

19 関東 神奈川 ホテルニューグランド

20 関東 神奈川 大磯プリンスホテル

21 関東 神奈川 ホテルマロウド箱根

22 関東 神奈川 箱根仙石原プリンスホテル

23 中部 新潟 ナスパニューオータニ

24 中部 新潟 エンゼルグランディア越後中里

25 中部 石川 金沢マンテンホテル駅前

26 中部 石川 ゆのくに天祥

27 中部 石川 ホテルビスタ金沢

28 中部 岐阜 高山グリーンホテル

29 中部 静岡 THE HAMANAKO（ザ 浜名湖）

30 中部 愛知 伊良湖オーシャンリゾート（旧：伊良湖ビューホテル）

31 中部 愛知 三井ガーデンホテル名古屋プレミア

32 中部 三重 都リゾート 奥志摩 アクアフォレスト　※専用予約サイトでは表示されません。ご希望の方はＣ３ツアーデスクまでお問い合わせください。

33 近畿 滋賀 びわ湖大津プリンスホテル

34 近畿 滋賀 Hotel & Resorts NAGAHAMA（ホテル＆リゾーツ　長浜）

35 近畿 京都 Hotel & Resorts KYOTO-MIYAZU（ホテル＆リゾーツ　京都　宮津）

36 近畿 京都 ホテル エルシエント京都

37 近畿 大阪 リーガロイヤルホテル 大阪

38 近畿 兵庫 ホテルオークラ神戸

39 近畿 兵庫 神戸ポートピアホテル

40 近畿 兵庫 シーサイドホテル舞子ビラ神戸

１名様で契約された会員様用　宿泊施設リスト　＜1泊/ペア宿泊プラン＞
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、宿泊施設の臨時休業、施設館内店舗の臨時休業や営業時間の変更、大浴場や温泉施設の利用停止、ビュッフェによる提供停止など、ご予約時のサー

ビス内容を予告なく変更する場合がございます。最新の情報は、宿泊施設のホームページにてお客様ご自身でご確認ください。
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41 近畿 兵庫 Hotel & Resorts MINAMIAWAJI（ホテル＆リゾーツ　南淡路）

42 近畿 和歌山 和歌山マリーナシティホテル

43 中国・四国 岡山 ホテルグランヴィア 岡山

44 中国・四国 岡山 ザ・シロヤマテラス津山別邸

45 中国・四国 広島 グランドプリンスホテル広島

46 中国・四国 広島 リーガロイヤルホテル広島

47 中国・四国 山口 ホテルニュータナカ

48 中国・四国 徳島 アオアヲ ナルト リゾート　※専用予約サイトでは表示されません。ご希望の方はＣ３ツアーデスクまでお問い合わせください。

49 中国・四国 香川 ホテルグリーンプラザ小豆島

50 中国・四国 高知 ロイヤルホテル土佐

51 九州・沖縄 福岡 カンデオホテルズ福岡天神

52 九州・沖縄 福岡 Active Resorts 福岡八幡（アクティブ リゾーツ　福岡八幡）

53 九州・沖縄 佐賀 伊万里グランドホテル

54 九州・沖縄 長崎 稲佐山観光ホテル

55 九州・沖縄 長崎 i+Land nagasaki（アイランド ナガサキ）

56 九州・沖縄 熊本 玉名温泉 ホテルしらさぎ

57 九州・沖縄 熊本 阿蘇リゾートグランヴィリオホテル

58 九州・沖縄 宮崎 ＡＮＡホリデイ・インリゾート宮崎

59 九州・沖縄 鹿児島 指宿ロイヤルホテル

60 九州・沖縄 沖縄 ロワジールホテル那覇 【イースト館】

61 九州・沖縄 沖縄 ノボテル沖縄那覇

62 九州・沖縄 沖縄 ホテル コレクティブ

63 九州・沖縄 沖縄 リゾートホテル・ベル・パライソ

＜ご案内＞

◆ご自宅～宿泊施設までの往復の交通費はお客様負担となります。また交通手段の手配はお客様ご自身で行っていただきます。

◆宿泊日が休前日にあたる、または宿泊日数が2泊以上、または参加人数が3名以上、または部屋数が2部屋以上等の理由で、宿泊代金にも追加代金

　 が発生する場合があります。

◆2名様以上で同時契約されても、1名契約用フォームで各自が魅せ肌リゾートキャンペーンに申請した場合は「１名様で契約された会員様用ホテルリスト」

　 より宿泊施設をお選びください。

◆宿泊施設リストは、予告なく追加、変更、削除する場合があります。

2022年08月09日付

１名様で契約された会員様用　宿泊施設リスト　＜1泊/ペア宿泊プラン＞
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、宿泊施設の臨時休業、施設館内店舗の臨時休業や営業時間の変更、大浴場や温泉施設の利用停止、ビュッフェによる提供停止など、ご予約時のサー

ビス内容を予告なく変更する場合がございます。最新の情報は、宿泊施設のホームページにてお客様ご自身でご確認ください。
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No. エリア 都道府県 施設名

1 北海道 北海道 ラビスタ函館ベイ

2 東北 宮城 ホテル松島 大観荘

3 関東 群馬 ホテル櫻井

4 関東 千葉 ホテルオークラ東京ベイ

5 関東 千葉 ヒルトン東京ベイ

6 関東 東京 グランドハイアット東京

7 関東 神奈川 ハイアットリージェンシー箱根リゾート＆スパ

8 中部 長野 旧軽井沢KIKYO　キュリオ・コレクションbyヒルトン

9 中部 岐阜 下呂温泉 水明館

10 中部 静岡 吉祥ＣＡＲＥＮ

11 中部 静岡 熱海後楽園ホテル

12 近畿 三重 志摩観光ホテル ザ クラシック

13 近畿 兵庫 ホテル ラ・スイート神戸ハーバーランド

14 近畿 和歌山 白良荘グランドホテル

15 中国・四国 島根 皆美館

16 中国・四国 岡山 湯原温泉　八景

17 中国・四国 広島 ホテル鴎風亭

18 中国・四国 香川 湯元こんぴら温泉華の湯　紅梅亭

19 九州・沖縄 大分 杉乃井ホテル

20 九州・沖縄 鹿児島 ラビスタ霧島ヒルズ

21 九州・沖縄 沖縄 ロワジール スパタワー 那覇

22 九州・沖縄 沖縄 カヌチャベイホテル & ヴィラズ

23 九州・沖縄 沖縄 ルネッサンス リゾート オキナワ

※同時契約された人数により異なります。

※同時契約されたお客様と一緒にご宿泊いただきます。

＜ご案内＞

◆ご自宅～宿泊施設までの往復の交通費はお客様負担となります。また交通手段の手配はお客様ご自身で行っていただきます。

◆宿泊日が休前日にあたる、または宿泊日数が2泊以上、または参加人数が3名以上、または部屋数が2部屋以上等の理由で、宿泊代金にも追加代金

　 が発生する場合があります。

◆2名様以上で同時契約されても、1名契約用フォームで各自が魅せ肌リゾートキャンペーンに申請した場合は「１名様で契約された会員様用ホテルリスト」

　 より宿泊施設をお選びください。

◆宿泊施設リストは、予告なく追加、変更、削除する場合があります。

2022年08月09日付

２名様以上で同時契約された会員様用　宿泊施設リスト　＜1泊/ペア宿泊プラン※＞
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、宿泊施設の臨時休業、施設館内店舗の臨時休業や営業時間の変更、大浴場や温泉施設の利用停止、ビュッフェによる提供停止など、ご予約時のサー

ビス内容を予告なく変更する場合がございます。最新の情報は、宿泊施設のホームページにてお客様ご自身でご確認ください。
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