楽天トラベル利用者 観光クーポン券配布宿泊施設

※準備中の施設は随時アップします。
楽天トラベルにておかやま旅応援割プランをご利用し、予約された方に観光クーポンを配布します。
掲載のない施設では観光クーポンの配布はありません。

岡山市北区
Ａｄｄｒｅｓｓホウカン町
Ａｌｐｈａｂｅｄ岡山桃太郎通り
ANAクラウンプラザホテル岡山
nano inn
アークホテル岡山 －ルートインホテルズ－
アットステイ
アビスイン岡山
ヴィアイン岡山
カプセルイン岡山
キャビンスタイル
キュウノジュウ
グランドベース岡山駅前
くれたけイン岡山
ザ・ワンファイブ岡山
サウナ＆カプセル ハリウッド 駅前店
サン・ピーチ ＯＫＡＹＡＭＡ
スーパーホテル岡山駅東口「備前の湯」
スマイルホテル岡山
スリーウエルネス
セントラルホテル岡山
ダイワロイネットホテル岡山駅前
ハイパーイン 岡山
パンダステイ岡山
ハンドインハンド岡山後楽園 出石
ビジネスホテル ウェル
ビジネスホテル なかみ
ビジネスホテル新子
ピュアリティまきび
ベネフィットホテル岡山ほんまち
ベネフィットホテル岡山駅前
ホテル たちばな
ホテル マイラ
ホテルアベストグランデ岡山
ホテルエクセル岡山
ホテルエリアワン岡山
ホテルグランヴィア岡山
ホテルトレンド岡山駅前
ホテルメルパルク岡山
ホテルリブマックス岡山
ホテルリブマックス岡山ＷＥＳＴ
ホテル岡山サンシャイン
リーセントカルチャーホテル
レイジーハウス
レガリアイン
レガロホテル岡山
レスパール藤ヶ鳴・藤ヶ鳴別荘 四季のかばん
駅前ユニバーサルホテル
岡山グリーンホテル
岡山シティホテル 桑田町
岡山シティホテル厚生町
岡山スクエアホテル
岡山ビューホテル
岡山ユニバーサルホテル第二別館
岡山ユニバーサルホテル別館
岡山ワシントンホテルプラザ
後楽ホテル
三井ガーデンホテル岡山
紬屋旅館
東横イン岡山駅西口広場
東横イン岡山駅東口
旅の家 岡山日和
ホテルマイステイズ岡山

岡山市北区奉還町4-12-22
岡山市北区蕃山町8-10 アーバンライフまつだ201号
岡山市北区駅元町15-1
岡山市北区御津高津1425
岡山市北区下石井2-6-1
岡山市北区田町2-3-12
岡山市北区大供1-3-10
岡山市北区駅元町1-25
岡山市北区柳町1-13-21
岡山市北区田町2-5-7
岡山市北区奉還町2-9-10 2階
岡山市北区駅前町1-10-7-1
岡山市北区柳町2-12-13
岡山市北区丸の内1-1-13
岡山市北区駅前町1-2-16
岡山市北区駅前町2-3-31
岡山市北区桑田町17-10
岡山市北区磨屋町10-8
岡山市北区北長瀬表町3-1-8
岡山市北区田町1-10-28
岡山市北区駅前町1-1-1
岡山市北区青江1-7-30
岡山市北区大供2-8-3-6
岡山市北区出石町1-6-3
岡山市北区東古松1-1-28
岡山市北区西古松137
岡山市北区錦町1-14
岡山市北区下石井2-6-41
岡山市北区本町4-20
岡山市北区駅前町2-6-12
岡山市北区十日市西町7-43
岡山市北区錦町8-16
岡山市北区駅前町1-8-5
岡山市北区石関町5-1
岡山市北区幸町7-1
岡山市北区駅元町1-5
岡山市北区下石井1-1-17 アクロスキューブ岡山駅前4F
岡山市北区桑田町1-13
岡山市北区錦町4-14
岡山市北区駅元町29-4
岡山市北区磨屋町1-13
岡山市北区学南町1-3-2
岡山市北区桑田町9-5 カーサフォワイエ301
岡山市北区南中央町12－3 レガリアイン2Ｆ、3Ｆ、4Ｆ
岡山市北区本町8-3
岡山市北区菅野3399-1
岡山市北区幸町9-6
岡山市北区駅前町2-4-8
岡山市北区桑田町3-30
岡山市北区厚生町3-1-20
岡山市北区田町2-5-12
岡山市北区中山下1-11-17
岡山市北区表町3-18-60
岡山市北区表町3-18-56
岡山市北区本町3-6-201
岡山市北区平和町5-1
岡山市北区駅元町1-7
岡山市北区南方2-3-39
岡山市北区駅元町22-10
岡山市北区駅前町1-7-3
岡山市北区奉還町1-5-18
岡山市北区本町9-16

岡山市中区
岡山プラザホテル
岡山国際ホテル
湯迫温泉 白雲閣

岡山市中区浜2-3-12
岡山市中区門田本町4-1-16
岡山市中区湯迫644

岡山市東区
西大寺グランドホテル

岡山市東区西大寺中2-12-9

倉敷市
DENIM HOSTEL Float
Ｇｕｅｓｔ Ｈｏｕｓｅ Ｌｉｆｅ Ｆｉｅｌｄ
ＨＯＳＴＥＬ ＣＵＯＲＥ倉敷
NAGI Kurashiki Hotel & Lounge（ナギクラシキ）
アパホテル<倉敷駅前＞
あぶと倉敷館
かくれ宿 Ｙｕｊｉ－ｉｎｎ
グランドベース倉敷中央
グリーンリッチホテル倉敷駅前
コートホテル倉敷
ザ・セレクトン倉敷水島
シーサイドトリュフ
スーパーホテルInn倉敷水島
せとうち児島ホテル
センチュリオンホテル＆スパ倉敷

倉敷市児島唐琴町1421-26
倉敷市川入611-1
倉敷市中央1-9-4
倉敷市阿知1-14-3
倉敷市阿知1-7-2-901
倉敷市船倉町1252-5
倉敷市中央1-10-13
倉敷市中央2-3-21
倉敷市阿知3-14-5
倉敷市中央2-2-26
倉敷市水島東常盤町9-27
倉敷市下津井3-105
倉敷市水島西栄町10-8
倉敷市下津井吹上303-53
倉敷市阿知2-4-6

たびのホテル倉敷水島
ドーミーイン倉敷
ベッセルホテル倉敷
ヘルスピア倉敷
ペンションてふてふ
ホテル セントイン倉敷 ビジネス別館
ホテル1‐2‐3倉敷
ホテルアルファーワン倉敷
ホテル グラン・ココエ倉敷
ホテルセントイン倉敷
ホテルリブマックス岡山倉敷駅前
ホテルルートイン倉敷水島
ホテル瀬戸大橋
ロイヤルパークホテル倉敷
吉井旅館
児島プチホテル
水島駅前ビジネスホテルイン倉敷
瀬戸大橋温泉やま幸
倉敷アイビースクエア
倉敷シーサイドホテル
倉敷ステーションホテル
倉敷ビジネスホテル水島
倉敷ロイヤルアートホテル
倉敷駅前ユニバーサルホテル
倉敷国際ホテル
倉敷由加温泉ホテル山桃花
庭園旅館備後屋
東横イン倉敷駅南口
暮らしの宿 てまり「おいとま」
暮らしの宿 てまり「ゆきかい」
料理＆お宿 下津井亭
料理旅館鶴形
鷲羽グランドホテル備前屋甲子
鷲羽山下電ホテル
鷲羽山吹上温泉WASHU BLUE RESORT 風籠

倉敷市水島西常盤町4-25
倉敷市阿知3-21-11
倉敷市松島1177-7
倉敷市連島町西之浦4141
倉敷市児島通生19
倉敷市玉島乙島7130-1
倉敷市老松町2-12-15
倉敷市阿知2-2-26
倉敷市阿知3-9-1
倉敷市新倉敷駅前5-203
倉敷市阿知1-5-13
倉敷市中畝5-1-1
倉敷市児島塩生3777
倉敷市阿知2-6-7
倉敷市本町1-29
倉敷市児島駅前1-78
倉敷市水島東千鳥町3-27
倉敷市下庄140-1
倉敷市本町7-2
倉敷市児島塩生2767-21
倉敷市阿知2-8-1
倉敷市水島南幸町1-8
倉敷市阿知3-21-19
倉敷市中央2-1-15
倉敷市中央1-1-44
倉敷市児島由加3285
倉敷市玉島阿賀崎956
倉敷市阿知2-10-20
倉敷市船倉町1223-1
倉敷市本町2-15 美観堂2Ｆ
倉敷市下津井4-1-3
倉敷市中央1-3-15
倉敷市下津井5-1-1
倉敷市大畠1666-2
倉敷市下津井吹上303-17

津山市
あけぼの旅館
あば温泉 もえぎの里 あば交流館
ウッディハウス加茂
ザ・シロヤマテラス津山別邸
ホテルアルファーワン津山
ホテルセレクトイン津山
ホテルルートイン津山駅前
花月旅館
城下小宿 糀や
津山セントラルホテルアネックス
津山セントラルホテルタウンハウス
津山鶴山ホテル
美都 津山庵
旅館 お多福

津山市戸川町31
津山市阿波1200
津山市加茂町中原516-1
津山市山下30-1
津山市大谷190-16
津山市川崎176
津山市横山108-1
津山市伏見町1323-1
津山市林田町68
津山市大手町7-1
津山市大手町2-2
津山市東新町114-4
津山市中之町8-1
津山市山下28-2

玉野市
ダイヤモンド瀬戸内マリンホテル
玉野スポーツセンター

玉野市渋川2-12-1
玉野市田井2-4464-10

笠岡市
Ｉｌｅ ｄ’ｏｒ Ｃａｆｅ＆Ｇｕｅｓｔｈｏｕｓｅ
ＺＥＮＴＡ ＳＵＩＴＥ
お多福INN
笠岡グランドホテル

笠岡市飛島6050-1
笠岡市真鍋島4543-1
笠岡市白石島357
笠岡市五番町6-20

井原市
ＩＢＡＲＡ ＤＥＮＩＭ ＨＯＴＥＬＳ 舞鶴楼
ゲストハウス「まつり」
ビジネスホテル歴城荘
ビジネス旅館 大昌

井原市井原町3294
井原市七日市町148
井原市井原町717
井原市井原町272-2

総社市
サントピア岡山総社
ステーションプラザ ホテル池田屋
ビジネス旅館総社
国民宿舎サンロード吉備路

総社市秦1215
総社市駅前1-2-2
総社市溝口60-2
総社市三須825-1

高梁市
油屋旅館
高梁国際ホテル
和味の宿ラ・フォーレ吹屋
ゲストハウス ＥＬＥＶＥＮ ＶＩＬＬＡＧＥ 吹屋

高梁市本町38
高梁市正宗町2033
高梁市成羽町吹屋611
高梁市成羽町吹屋836

新見市
グランドホテルみよしや
グリーンミュージアム神郷温泉
ビジネス旅館 備中路

新見市高尾2456
新見市神郷高瀬3188-1
新見市正田98

備前市
ビジネスインＳＴＫ
ペンション おやじの海
ペンションみかんの郷
ゑびすや荒木旅館
魚美味倶楽部美晴
古代体験の郷まほろば
山本旅館
民宿旅館よしのや
旅館つり幸

備前市西片上51-13
備前市日生町日生3012-1
備前市日生町日生3638-36
備前市西片上1280
備前市日生町日生641-6
備前市日生町日生鹿久居島
備前市穂浪3411
備前市日生町日生2716
備前市日生町日生648-30

瀬戸内市

ペンション くろしお丸
ペンション ポッケ
ペンションモッキングバード
ホテルリマーニ
牛窓 シーサイドペンション アラパパ
牛窓の海の宿西脇
牛窓研修センター カリヨンハウス
瀬戸の華
唐琴荘
福岡屋旅館
民宿 南風荘＜岡山県＞
民宿おふくろの家
旅館とみ川
旅館 龍宮本城
ーあなご料理専門店ー 民宿 青島

瀬戸内市牛窓町鹿忍6550
瀬戸内市牛窓町鹿忍6101-25
瀬戸内市牛窓町鹿忍6422-14
瀬戸内市牛窓町牛窓3900
瀬戸内市牛窓町牛窓5700-1
瀬戸内市牛窓町鹿忍7137
瀬戸内市牛窓町牛窓6356-57
瀬戸内市牛窓町牛窓1605-9
瀬戸内市牛窓町牛窓5782-2
瀬戸内市牛窓町牛窓4374
瀬戸内市牛窓町牛窓6090-1
瀬戸内市牛窓町牛窓6051
瀬戸内市牛窓町牛窓4180
瀬戸内市牛窓町牛窓6352-15
瀬戸内市牛窓町牛窓5405-2

真庭市
ＯＹＯ旅館 すぱゆばら 岡山湯原温泉
コテージ こもれび
コテージ森の散歩～岡山｜蒜山でコテージグランピング～
コテージ蒜山の森～全棟に屋根付BBQデッキ
貸別邸 欅庵
さつき荘
タウンホテル石井
だんだん村 ログコテージ村民の家
プチホテルゆばらリゾート
ペンション みきのや
ホテル蒜山ヒルズ
むさしや旅館
ゆばらの宿 米屋
愛犬同伴 蒜山貸し別荘ＪＵＮログ
岡山ひるぜん貸別荘ピーターパン
下湯原温泉 わんこと泊まれる宿 わんこあん
我無らん
休暇村 蒜山高原
元禄旅籠油屋
高原のお宿 さかた
森のホテルロシュフォール
真庭シティホテルサンライズ
足温泉 いづみ家
湯の蔵つるや
湯めぐりの宿松の家花泉
湯快リゾート 輝乃湯
湯快感花やしき
湯原国際観光ホテル菊之湯
八景
蒜山インターホテル
蒜山なごみの温泉津黒高原荘
蒜山倶楽部 Nadja
蒜山高原 森林浴の小宿湯船荘
蒜山高原 貸別荘 デュードロップス
蒜山高原の貸別荘・コテージ楽寛創
星ノシタノゲストハウス
旅館かじか荘

真庭市湯原温泉157-1
真庭市蒜山下徳山1089-226
真庭市蒜山本茅部596-55
真庭市蒜山本茅部596-49
真庭市蒜山富山根302-3
真庭市湯原温泉155
真庭市久世2822
真庭市蒜山湯船617-33
真庭市湯原温泉68
真庭市蒜山上福田1200-4
真庭市蒜山富山根694-129
真庭市蒜山中福田138-3
真庭市湯原温泉345-18
真庭市蒜山西茅部288-17
真庭市蒜山上福田1205-144
真庭市下湯原97-3
真庭市湯原温泉114
真庭市蒜山上福田2501-281
真庭市湯原温泉27
真庭市蒜山上福田1205-241
真庭市社128-14
真庭市惣258-6
真庭市都喜足359
真庭市湯原温泉144
真庭市湯原温泉320-1
真庭市豊栄1429-2
真庭市湯原温泉21
真庭市湯原温泉16
真庭市豊栄1572
真庭市蒜山上徳山1026-1
真庭市蒜山下和1080-1
真庭市蒜山下福田1-303
真庭市蒜山湯船598
真庭市蒜山富山根694-352
真庭市蒜山湯船10-9
真庭市田原山上2138
真庭市湯原温泉13-6

美作市
民宿大黒や
Ｈｏｓｔｅｌ Ａｎｔａｍｉｎａ
フォーシーズン湯郷
ふくます亭
ホテル作州武蔵
やさしさの宿 竹亭
ゆのごう美春閣
リゾートイン 湯郷
リバーサイド湯郷
一棟貸しの宿 福屋
花の宿にしき園
季譜の里
作東バレンタインホテル
清次郎の湯ゆのごう館
大芦高原温泉雲海
湯郷グランドホテル
湯郷温泉 和モダンな宿かつらぎ
湯郷温泉ポピースプリングスリゾート＆スパ
灘屋旅館
柚子の宿千里園

美作市湯郷788-3
美作市古町1621
美作市湯郷878-1
美作市中山1203-6
美作市大町878
美作市湯郷622-1
美作市中山1144
美作市中山886-1
美作市林野275
美作市後山1439-2
美作市湯郷840-1
美作市湯郷180
美作市江見993
美作市湯郷906-1
美作市上山1735
美作市湯郷581-2
美作市湯郷800
美作市湯郷538-1
美作市真加部291
美作市湯郷634

浅口市
ゲストハウス 古民家 ｅｎ
ホテル the view瀬戸内
鴨方グリーンホテル
土佐家旅館
Ｃａｆｅ ＆ Ｇｕｅｓｔ Ｈｏｕｓｅ 凸屋

浅口市金光町占見1484
浅口市金光町上竹2536-5
浅口市鴨方町鴨方937-1
浅口市金光町大谷228-1
浅口郡里庄町新庄2195-1

和気町
ＩＧＯＣＯＣＨＩ
和気鵜飼谷温泉

和気郡和気町丸山632
和気郡和気町益原666-1

早島町
岡山ゲストハウスいぐさ／Ｏｋａｙａｍａ Ｈｏｓｔｅｌ Ｉｇｕｓａ

都窪郡早島町前潟615-1

矢掛町
矢掛屋INN&SUITES

小田郡矢掛町矢掛3050-1

鏡野町
奥津温泉 奇蹟の湯 米屋倶楽部

苫田郡鏡野町奥津196-5

奥津温泉 みやま荘
国民宿舎いつき
池田屋河鹿園
名泉鍵湯 奥津荘

苫田郡鏡野町奥津川西247-2
苫田郡鏡野町上齋原437-1
苫田郡鏡野町奥津55
苫田郡鏡野町奥津48

勝央町
農家民宿 桃李庵
おかやまファーマーズ・マーケット ノースヴィレッジ

勝田郡勝央町石生289-1
勝田郡勝央町岡1100

奈義町
奈義スポーツの里那岐山荘

勝田郡奈義町高円1753-1

西粟倉村
あわくら温泉 元湯

英田郡西粟倉村影石2050

美咲町
山荘やなはら

久米郡美咲町柵原728-10

吉備中央町
吉備高原リゾートホテル

加賀郡吉備中央町吉川4860-6きびプラザ3F

