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店名
東横イン 名古屋駅桜通口本館
名古屋観光ホテル
サイプレスガーデンホテル
N HOTEL
三交イン名古屋新幹線口ANNEX
名古屋ビーズホテル
ホテル シルク・トゥリー名古屋
ザサイプレスメルキュールホテル名古屋
ホテルサンルートプラザ名古屋
エクセルイン名古屋熱田
三交イン名古屋伏見
ビジネスホテル サンクロック
ジャストインプレミアム名古屋駅
都心の天然温泉 名古屋クラウンホテル
FunHome
西鉄ホテルクルーム名古屋
ホテルリソル名古屋
Trip & Sleep Hostel
アパホテル〈名古屋錦〉EXCELLENT
アパホテル〈名古屋駅前〉
スーパーホテルPremier名古屋天然温泉桜通口
スーパーホテル名古屋天然温泉 新幹線口
スーパーホテル名古屋駅前
アパホテル〈名古屋駅新幹線口南〉
名古屋栄グリーンホテル
アパホテル〈名古屋栄東〉
おやこホテル
アパホテル〈名古屋栄北〉
アパヴィラホテル〈名古屋丸の内駅前〉
アパホテル〈名古屋駅新幹線口北〉
名古屋東急ホテル
三交イン名古屋錦
アットインホテル名古屋駅
アパホテル〈名古屋栄〉
名古屋伏見モンブランホテル
名古屋マリオットアソシアホテル
東横ＩＮＮ名古屋金山
第二富士ホテル
the b 名古屋
第一富士ホテル
ホテル京阪 名古屋
豪華カプセルホテル 安心お宿プレミア名古屋栄店
ハミルトンホテルーレッドー
ヒルトン名古屋
名古屋JRゲートタワーホテル
日本私立学校振興・共済事業団 愛知会館 名古屋ガーデンパレス
ホテルトラスティ名古屋白川
ホテルABC
名古屋プリンスホテル スカイタワー
ホテルJALシティ名古屋 錦
R&Bホテル名古屋栄東
東横イン名古屋丸の内
名古屋笠寺ホテル
R&Bホテル名古屋錦
東京第一ホテル錦
ホテルトラスティ名古屋栄
わたなべ旅館
ANAクラウンプラザホテルグランコート名古屋
ホテルランドマーク名古屋
名鉄グランドホテル
ホテルアスティア名古屋栄
ナゴヤエキ アクセスホテル
旅館かう楽
Show和の宿つちや
ビジネス太閤
名古屋クレストンホテル
和のホテル新月
ホテル ルブラ王山
名鉄イン名古屋駅新幹線口
名鉄イン名古屋駅前

住所
名古屋市中村区名駅3丁目16-1
名古屋市中区錦一丁目１９番３０号
名古屋市熱田区金山町1-9-8
名古屋市中川区山王1-2-20
名古屋市中村区椿町7番4号
名古屋市中区錦1丁目16番2号
名古屋市中区錦2丁目20-5
名古屋市中村区名駅2丁目43番6号
名古屋市中村区名駅2-35-24
名古屋市熱田区伝馬二丁目４－１７
名古屋市中区栄1-7-7
名古屋市南区柴田町６－１
名古屋市中区丸の内一丁目１３番９号
名古屋市中区栄1-8-33
名古屋市西区城西５－９－３
名古屋市中区錦3丁目4-3
名古屋市中村区名駅3-25-6
名古屋市中区大須3-27-29
名古屋市中区錦3-15-30
名古屋市中村区則武1-5-3
名古屋市中村区名駅3-8-20
名古屋市中村区亀島2-12-1
名古屋市中村区亀島2-12-6
名古屋市中村区椿町22番10号
名古屋市中区錦3-17-26
名古屋市中区栄4-9-20
名古屋市千種区東山通2丁目4-1 HARVEY MOTOYAMA 6階
名古屋市中区丸の内3-18-30
名古屋市中区丸の内２丁目１７番２８
名古屋市中村区則武1-2-4
名古屋市中区栄四丁目6番8号
名古屋市中区錦3丁目7-23
名古屋市中村区名駅4-22-21
名古屋市中区栄4-10-16
名古屋市中区栄2-2-26
名古屋市中村区名駅１－１－４
名古屋市中区正木3-9-28
名古屋市東区東桜二丁目10-24
名古屋市中区栄4-15-23
名古屋市中村区椿町13番17号
名古屋市中区錦３丁目２－１
名古屋市中区錦3-19-21
名古屋市中区栄2丁目7番5号
名古屋市中区栄1-3-3
名古屋市中村区名駅1-1-3
名古屋市中区錦三丁目11番13号
名古屋市中区栄2-7-13
名古屋市中村区太閤3丁目1番地の１
名古屋市中村区平池町4-60-12
名古屋市中区錦一丁目１６番３６号
名古屋市中区栄4-3-5
名古屋市中区丸の内1-4-20
名古屋市南区前浜通１－９
名古屋市中区錦3-2-13
名古屋市中区錦三丁目18番21号
名古屋市中区錦3-15-21
名古屋市千種区千種二丁目１番１７号
名古屋市中区金山町一丁目1番1号
名古屋市中区錦3丁目18番25号
名古屋市中村区名駅1丁目2番4号
名古屋市中区栄５丁目１－７
名古屋市中村区椿町11-15
名古屋市瑞穂区苗代町23-16
名古屋市中村区道下町一丁目16-2
名古屋市中村区太閤3-7-80
名古屋市中区栄3-29-1 名古屋パルコ西館9階～11階
名古屋市南区松城町１－１７
名古屋市千種区覚王山通8-18
名古屋市中村区則武一丁目6番3号
名古屋市西区名駅二丁目21番12号
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店名
名鉄イン名古屋桜通
名鉄イン名古屋錦
名鉄イン名古屋金山
名鉄イン名古屋金山アネックス
Nagoya Hostel The Three Smiles
ストリングスホテル名古屋
ザタワーホテルナゴヤ
名古屋ガーランドホテル
グリーンリッチホテル名古屋錦
東横INN名古屋栄
名古屋金山ホテル
チサンイン名古屋
ホテルアンドルームス名古屋栄
ランプライトブックスホテル名古屋
アクセス・バイ・ロワジールホテル名古屋
ホテルアンドルームス名古屋伏見
Station Inn Nagoya
プチホテル ニューひふみ
ホテルセントメイン名古屋
公益財団法人 名古屋市民休暇村管理公社（おんたけ休暇村）
ホテルウィングインターナショナルセレクト名古屋栄
瑞穂アーバンホテル
ナゴヤグランドホテル
ビジネスホテル第３スターナゴヤ
ウェルビー名駅
ストリングスホテル 八事 NAGOYA
コンフォートホテル名古屋新幹線口
コンフォートホテル名古屋金山
コンフォートホテル名古屋伏見
コンフォートホテル名古屋名駅南
Ｌｅ ｐａｌａｉｓ（ル・パレ） 上前津みなみ
ゴールドステイ名古屋栄
ゴールドステイ名古屋大須
ＫＫＲホテル名古屋
音速別荘
ヴィアイン名古屋新幹線口
三交イン名古屋新幹線口
ダイワロイネットホテル名古屋伏見
ヴィアイン名古屋駅前椿町
ホテルエスプル名古屋栄
ホテルキヨシ名古屋
三井ガーデンホテル名古屋プレミア
SAMURAI HOUSE
SAMURAI HOUSE 2
SAMURAI HOUSE 3
ダイワロイネットホテル名古屋駅前
ウェルビー今池店
ウェルビー栄
リッチモンドホテル名古屋納屋橋
リッチモンドホテル名古屋新幹線口
ザ ロイヤルパーク キャンバス 名古屋
ホテルナチュレ名古屋栄
三交インGrande名古屋
ホテルいろは
ホテルメルパルク名古屋
ダイワロイネットホテル名古屋太閤通口
ドーミーインPREMIUM名古屋栄
ハーバーロッジなごや
相鉄フレッサイン名古屋駅新幹線口
相鉄フレッサイン名古屋駅桜通口
ホテルパレス名古屋
ホテルアクテル名古屋錦
スマイルホテル名古屋栄
和風ホテル一富久
名古屋ニューローレンホテル
泉別館
ホテルウィングインターナショナル名古屋
ホテルマイステイズ名古屋栄
ホテルマイステイズ名古屋錦
サウナ＆カプセルフジ栄

住所
名古屋市中村区名駅三丁目17番21
名古屋市中区錦三丁目3番22号
名古屋市中区金山一丁目11番7号
名古屋市中区金山一丁目11番13号
名古屋市中区松原3ｰ1ｰ8
名古屋市中村区平池町4-60-7
名古屋市中区錦３丁目６ー１５先 中部電力MIRAITOWER ４階
名古屋市中区栄3丁目9番6号
名古屋市中区錦2丁目7番4号
名古屋市中区東桜2-22-21
名古屋市中区金山4-6-25
名古屋市中村区則武1-12-8
名古屋市中区丸の内3-6-8
名古屋市中区錦1-13-18
名古屋市東区東桜１-9－22
名古屋市中区錦2-8-28
名古屋市中村区名駅3－11－１８
名古屋市中川区八熊2-15-10
名古屋市中区栄5-5-10
長野県木曽郡王滝村3159番地25
名古屋市中区栄三丁目12-23-2
名古屋市瑞穂区弥富通5-46-1
名古屋市中村区椿町17-21
名古屋市中村区椿町11-4
名古屋市中村区名駅南 1-25-2 名鉄レジャック 4F
名古屋市昭和区八事本町100-36
名古屋市中村区則武1丁目13-7
名古屋市熱田区波寄町24-14
名古屋市中区錦2丁目19-14
名古屋市中村区名駅南一丁目14番16号
名古屋市中区千代田３－２３－１
名古屋市中区栄4-9-22
名古屋市中区橘1-4-35
名古屋市中区三の丸１－５－１
名古屋市中村区名駅南3-3-2
名古屋市中村区竹橋町4番5号
名古屋市中村区椿町7-23
名古屋市中区栄1-5-21
名古屋市中村区椿町9番13号
名古屋市中区新栄町3-2
名古屋市中区平和1丁目3番1号
名古屋市中村区名駅4-11-27 シンフォニー豊田ビル
名古屋市中村区中島町2丁目39-5
名古屋市中村区上米野町3丁目28番2
名古屋市中村区上米野町1丁目9
名古屋市中村区名駅南1丁目23番20号
名古屋市千種区今池5-25-5
名古屋市中区栄3-13-12
名古屋市中区栄１－２－７
名古屋市中村区亀島２丁目１２－３
名古屋市中村区名駅3-23-13
名古屋市中区錦3-7-13
名古屋市中村区名駅3丁目21番7号
名古屋市中川区柳川町4-28
名古屋市東区葵３－１６－１６
名古屋市中村区椿町18-10
名古屋市中区錦２－２０－１
名古屋市港区入船1-6-3
名古屋市中村区椿町19-16
名古屋市中村区名駅4丁目4番15号
名古屋市中村区太閤三丁目１０番６号
名古屋市中区錦3丁目17-26
名古屋市中区栄4-10-5
名古屋市中村区竹橋町４－３
名古屋市中区錦１丁目8-40
名古屋市東区泉二丁目２２番３号
名古屋市中区錦1-4-11
名古屋市中区東桜2-23-22
名古屋市中区錦3丁目3-8-21
名古屋市中区錦三丁目２２番３３号
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店名
リラクゼーションスパ アペゼ
くれたけインプレミアム名駅南
ミユキステーションホテル名古屋
アイリス愛知

住所
名古屋市千種区今池５丁目11-14
名古屋市中村区名駅南１丁目２３番９号
名古屋市中村区椿町14番4号
名古屋市中区丸の内２丁目５－１０

