2022年4月15日現在
施設名称

住所

1

魚屋別館

宗像市神湊651-1

2

玄海旅館

宗像市神湊485-7

3

Royal Hotel 宗像

宗像市田野1303

4

ＨＯＴＥＬ ＡＺ 福岡宗像店

宗像市王丸梅ノ木谷503-1

5

華杏 弥太楼

福津市勝浦530-2

6

割烹旅館 正直亭

福津市津屋崎4-2-16

7

明治屋旅館

糟屋郡篠栗町大字篠栗2712

8

栄屋旅館

糟屋郡篠栗町大字篠栗2146

9

山王屋旅館

糟屋郡篠栗町大字篠栗2945

10

篠栗観世の湯 旅館 亀乃屋

糟屋郡篠栗町大字篠栗3053-8

11

大日屋旅館

糟屋郡篠栗町大字篠栗3091

12

かどや旅館

糟屋郡篠栗町大字篠栗2135

13

愛屋旅館

糟屋郡篠栗町大字篠栗3172

14

立花屋

糟屋郡篠栗町大字篠栗1903-7

15

恵比須屋

糟屋郡篠栗町中央4-12-63

16

ＨＯＴＥＬ ＡＺ 福岡篠栗店

糟屋郡篠栗町大字乙犬985-1

17

Ｃａｔｅの森

糟屋郡篠栗町篠栗2683-30

18

ザ・ルイガンズ

福岡市東区西戸崎18-25

19

浜幸家

福岡市東区勝馬279-1

20

ＨＯＴＥＬ ＡＺ 福岡和白店

福岡市東区和白丘2-3-1

21

博多サンライトホテル檜乃扇

福岡市中央区清川2-6-23

22

プレジデントホテル博多

福岡市博多区博多駅前1-23-5

23

冷泉閣ホテル 駅前

福岡市博多区博多駅前1-28-3

24

ハカタビジネスホテル

福岡市博多区博多駅前2-16-3

25

博多グリーンホテル 1号館・２号館

福岡市博多区博多駅中央街3-11

26

東洋ホテル

福岡市博多区博多駅東1-9-36

27

山本旅館

福岡市博多区冷泉町3-6

28

ＪＲ九州ホテル ブラッサム福岡

福岡市博多区博多駅東2-2-4

29

博多グリーンホテル アネックス

福岡市博多区博多駅中央街4-32

30

ホテルニューオータニ博多

福岡市中央区渡辺通1-1-2

31

ダイワロイネットホテル博多祇園

福岡市博多区祇園町1-24

32

八百治博多ホテル

福岡市博多区博多駅前4-9-2

33

福岡サンパレスホテル

福岡市博多区築港本町2-1

34

福岡ガーデンパレス

福岡市中央区天神4-8-15

35

ＡＮＡクラウンプラザホテル福岡

福岡市博多区博多駅前3-3-3

36

ＨＯＴＥＬ ＡＣＴＩＶＥ！ 博多

福岡市博多区博多駅前3-20-16

37

ホテル ザ・ビー博多

福岡市博多区博多駅南1-3-9

38

シーサイドホテル ツインズ ももち

福岡市早良区百道浜1-7-4

39

博多グリーンホテル天神

福岡市中央区大名2-9-11

40

スマイルホテル博多

福岡市博多区神屋町3-5

41

オリエンタルホテル福岡 博多ステーション

福岡市博多区博多駅中央街4-23

42

グランド・ハイアット・福岡

福岡市博多区住吉1-2-82

43

スカイハートホテル博多

福岡市博多区祇園町4-73

44

ホテルリソルトリニティ博多

福岡市博多区中洲4-4-10

45

ザ ロイヤルパークホテル 福岡

福岡市博多区博多駅前2-14-15

46

ＪＲ九州ホテル ブラッサム博多中央

福岡市博多区博多駅前2-2-11

47

西鉄ホテル クルーム 博多

福岡市博多区博多駅前1-17-6

48

マースガーデンホテル博多

福岡市博多区博多駅中央街4-10

49

ホテル ラ フォレスタ

福岡市博多区博多駅東1-1-29

50

アコードホテル

福岡市博多区博多駅前3-11-20

51

ホテルエクレール博多

福岡市博多区須崎町１－１

52

岩井ホテル

福岡市中央区黒門4-37

53

アンカーホテル博多

福岡市博多区博多駅南1-4-6

54

スマイルホテル博多駅前

福岡市博多区博多駅前3-8-18

55

ｽｰﾊﾟｰﾎﾃﾙLohas博多駅・筑紫口天然温泉

福岡市博多区博多駅南2-1-32

56

ネストホテル博多駅前

福岡市博多区博多駅前2-11-27

57

エスぺリアホテル博多

福岡市博多区博多駅前2-11-4

58

静鉄ホテルプレジオ博多駅前

福岡市博多区博多駅前4-17-6

59

ホテル グランドルチェ博多

福岡市中央区西中洲12-18

60

デュークスホテル中洲

福岡市博多区中洲中島町1-1

61

デュークスホテル博多

福岡市博多区博多駅前2-3-9

62

ヴィアイン博多口駅前

福岡市博多区博多駅前2-17-11

63

三井ガーデンホテル福岡祇園

福岡市博多区博多駅前2-8-15

64

博多ターミナルホテル

福岡市博多区博多駅東2-1-26

65

THE BLOSSOM HAKATA Premier

福岡市博多区博多駅前2-8-12

66

ダイワロイネットホテル博多冷泉

福岡市博多区冷泉町2-7

67

アメニティホテルin博多

福岡市博多区上川端町14-25

68

ホテルセンチュリーアート

福岡市博多区博多駅中央街5-15

69

センチュリオンホテルＣＥＮ福岡博多

福岡市博多区博多駅東2-9-29

70

９ ＨＯＴＥＬ ＨＡＫＡＴＡ

福岡市博多区冷泉町9-16

71

ホテルグランビュー福岡空港

福岡市博多区大井2-10-6

72

ＨＯＴＥＬ ＮＥＸＵＳ 博多山王

福岡市博多区山王1-16-21

73

三井ガーデンホテル福岡中洲

福岡市博多区中洲5-5-1

74

ホテルトラッド博多

福岡市博多区住吉3-12-1

75

ホテル・トリフィート博多祇園

福岡市博多区冷泉町8-24

76

ホテルオリエンタルエクスプレス福岡中洲川端

福岡市博多区店屋町6-26

77

プレジデントホテルアネックス

福岡市博多区博多駅前1-23-9

78

EN HOTEL Hakata

福岡市博多区博多駅前3-30-25

79

ホテルオリエンタルエクスプレス福岡天神

福岡市中央区天神3-3-14

80

＆ ＨＯＴＥＬ ＨＡＫＡＴＡ

福岡市博多区冷泉町9-6

81

東横イン博多駅前祇園

福岡市博多区祇園町1-38

82

東横イン博多駅南

福岡市博多区博多駅南2-10-23

83

東横イン博多口駅前

福岡市博多区博多駅前1-15-5

84

東横イン博多駅バスターミナル前

福岡市博多区博多駅前1-16-6

85

膳・お宿 西亭

福岡市中央区白金1-8-10

86

ホテルマイステイズ福岡天神

福岡市中央区天神3-5-7

87

ホテルマイステイズ福岡天神南

福岡市中央区春吉3-14-20

88

福岡フローラルイン西中洲

福岡市中央区西中洲5-10

89

西鉄イン天神

福岡市中央区渡辺通4-7-1

90

西鉄イン福岡

福岡市中央区天神1-16-1

91

福岡東映ホテル

福岡市中央区高砂1-1-23

92

アゴーラ福岡山の上ホテル＆スパ

福岡市中央区輝国1-1-33

93

ホテル天神プレイス

福岡市中央区今泉1-2-23

94

ホテル一楽

福岡市中央区清川2-5-5

95

ホテルモントレ ラ・スール福岡

福岡市中央区大名2-8-27

96

ホテル博多プレイス

福岡市博多区築港本町３－１６

97

ホテルモンテエルマーナ福岡

福岡市中央区渡辺通3-4-24

98

ホテルニューガイア薬院

福岡市中央区大宮1-1-6

99

ホテルニューガイアドーム前

福岡市中央区地行1-4-6

100

ホテルニューガイア上呉服

福岡市博多区上呉服町14-25

101

ダイワロイネットホテル福岡西中洲

福岡市中央区西中洲1-9

102

福岡リーセントホテル

福岡市東区箱崎2-52-1

103

ホテルＷＢＦグランデ博多

福岡市博多区博多駅南2-2-5

104

ホテルリブマックス福岡天神

福岡市中央区清川1-12-17

105

ホテルリブマックス博多駅南

福岡市博多区博多駅南3-7-32

106

ソラリア西鉄ホテル福岡

福岡市中央区天神2-2-43

107

クインテッサホテル福岡天神南

福岡市中央区白金1-18-3

108

ホテルモントレ福岡

福岡市中央区渡辺通3-4-13

109

ホテルリブマックス福岡天神ＷＥＳＴ

福岡市中央区大名2-11-23

110

ホテルリブマックス博多駅前

福岡市博多区博多駅前2-7-9

111

クインテッサホテル福岡天神

福岡市中央区天神3-2-10

112

アミスタホテル福岡

福岡市博多区博多駅前3-13-12

113

Ｔｈｅ ３５８ ＳＯＲＡ

福岡市東区香椎照葉6-6-5

114

Ｔｈｅ ３５８ ＵＭＩ

福岡市東区香椎照葉6-6-5

115

福岡ユウベルホテル

福岡市中央区警固1-9-3

116

東横イン博多西中洲

福岡市中央区西中洲1-16

117

東横イン福岡天神

福岡市中央区渡辺通5-15-14

118

割烹旅館 潮騒

福岡市西区能古464

119

ビジネスホテルエルカーサ南福岡

福岡市博多区銀天町1-5-15

120

ＨＯＴＥＬ ＡＺ 福岡金の隈店

福岡市博多区金の隈3-14-25

121

グリーンリッチホテル西鉄大橋駅前

福岡市南区大橋1-7-15

122

バジェットホテル博多南

春日市上白水8-152

123

グランド エンパイア ホテル

大野城市南大利2-1-23

124

富士の苑

福岡市南区三宅3-19-7

125

みはる荘

福岡市早良区椎原1203

126

喜八荘

糸島市二丈吉井3504-1

127

深江観光ホテル

糸島市二丈深江2128-1

128

ホテルニューガイア糸島

糸島市前原中央2-3-24

129

初音旅館

糸島市志摩新町476-1

130

ｓｅｔｔｌｅ ＧＬＯＣＡＬ ＨＯＴＥＬ ＩＴＯＳＨＩＭＡ

糸島市泊844-1

131

アイビーホテル筑紫野

筑紫野市湯町1-14-3

132

大丸別荘

筑紫野市湯町1-20-1

133

大観荘

筑紫野市湯町1-12-1

134

パープルホテル二日市

筑紫野市湯町2-5-6

