「team NAGASAKI SAFETY」
NO

エリア

認証施設一覧(佐世保市)

認証施設名

住所

令和２年９月１４日更新
電話番号

公式URL

1

中央エリア

佐世保ワシントンホテル

佐世保市潮見町12-7

2

中央エリア

セントラルホテル佐世保

佐世保市上京町3番2号

0956-25-0001

https://www.sasebo.co.jp/

3

中央エリア

佐世保パレスホテル

佐世保市4丁目4-4 谷郷町4-14

0956-22-1310

https://sasebo-palacehotel.com/

4

中央エリア

スマイルホテル佐世保

佐世保市常盤町8番8号

0956-24-5931

https://smile-hotels.com/hotels/show/sasebo

5

中央エリア

ビジネス旅館

佐世保市三浦町1-30

0956-24-6574

http://saikai.com/

6

中央エリア

ビジネス金子ホテル

佐世保市戸尾町8-23

0956-24-5440

7

中央エリア

ビジネスホテル松竹

佐世保市勝富町８-10

0956-24-4622

8

中央エリア

旅館

佐世保市祇園町8番3号

0956-22-2397

9

中央エリア

つるや旅館

佐世保市谷郷町1－20

0956-22-4893

10

中央エリア

佐世保グリーンホテル

佐世保市三浦町4-1

0956-25-6261

11

中央エリア

佐世保ターミナルホテル

佐世保市白南風町7-4

0956-22-3300

12

ハウステンボスエリア

ホテルヨーロッパ

佐世保市ハウステンボス町7-7

0570-064-300

https://www.huistenbosch.co.jp/hotels/he/index

13

ハウステンボスエリア

ホテルアムステルダム

佐世保市ハウステンボス町7-7

0570-064-110

https://www.huistenbosch.co.jp/hotels/am/index

14

ハウステンボスエリア

フォレストヴィラ

佐世保市ハウステンボス町7-7

0570-064-300

https://www.huistenbosch.co.jp/hotels/fv/index

15

ハウステンボスエリア

ウォーターマークホテル長崎

佐世保市ハウステンボス町7-9

0956-27-0505

https://watermarkhotelnagasaki.com/ja/

16

ハウステンボスエリア

変なホテル

佐世保市ハウステンボス町6-5

0570-064-110

https://www.h-n-h.jp/

17

ハウステンボスエリア

ホテル日航ハウステンボス

佐世保市ハウステンボス町６

0956-27-3000

https://www.nikko-htb.co.jp/

18

ハウステンボスエリア

佐世保市ハウステンボス町 10番

0956-58-7111

https://www.jrhtb.hotelokura.co.jp/

19

ハウステンボスエリア

ホテルローレライ

佐世保市南風崎町449

0956-59-3939

http://www.lorelei.co.jp/

20

ハウステンボスエリア

民泊

佐世保市陣の内町226-12

090-3329-5366

21

ハウステンボスエリア

ザ パラダイスガーデン サセボ

佐世保市崎岡町853-12

0956-39-4800

22

ハウステンボスエリア

MIchi house

佐世保市城間町1001-1

090-9595-3060

23

北部エリア

ホテルフラッグス九十九島

佐世保市鹿子前町740

0956-28-2111

24

北部エリア

花みずき

佐世保市鹿子前町1129

0956-28-5151

https://www.saspa99.jp/

25

北部エリア

山暖簾

佐世保市世知原町上野原316

0956-76-2900

http://www.yamanoren.co.jp/

26

北部エリア

サンパーク吉井

佐世保市吉井町吉元453

0956-64-4060

http://www.sun-park.or.jp/

27

北部エリア

民宿海の幸

佐世保市鹿町町長串388-27

0956-77-5110

28

北部エリア

HOTEL AZ

佐世保市鹿町町深江湯3-1

0956-65-3001

西海荘

九十九荘

ホテルオークラJRハウステンボ
ス

酒井

長崎鹿町店

0956-32-8011

https://washington-hotels.jp/sasebo/

https://www.hotelsasebo.com/

https://www.paradise-g.jp/

http://flags99.jp/

https://www.az-hotel.com/shikamachi/

「team NAGASAKI SAFETY」
NO

エリア

認証施設一覧(長崎市)

認証施設名

令和２年９月１４日更新
電話番号

住所

公式URL

1

中央エリア(長崎駅周辺)

JR九州ホテル長崎

長崎市尾上町1-1

095-832-8000

https://www.jrk-hotels.co.jp/Nagasaki/

2

中央エリア(長崎駅周辺)

ホテルニュー長崎

長崎市大黒町14番5号

095-826-8000

https://www.newnaga.com/

3

中央エリア(長崎駅周辺)

ホテルJALシティ長崎

長崎市新地町13-10

095-825-2580

https://www.nagasaki.jalcity.co.jp/

4

中央エリア(長崎駅周辺)

長崎オリオンホテル

長崎市大黒町4-11

095-827-5111

https://hpdsp.jp/nagasakiorionhotel/

5

中央エリア(長崎駅周辺)

長崎I・Kホテル

長崎市恵美須町7-17

095-827-1221

https://ikhotel.com/

6

中央エリア(長崎駅周辺)

アパホテル

長崎市大黒町2-1

095-820-1111

7

中央エリア(長崎駅周辺)

おやど紀伊国屋 大黒町３Ｆ

長崎市大黒町5番11号

095-843-3123

8

中央エリア(長崎駅周辺)

長崎市大黒町5番11号

095-843-3123

9

中央エリア(長崎駅周辺)

おやど紀伊国屋

中町

長崎市中町5番32号

095-843-3123

10

中央エリア(長崎駅周辺)

おやど紀伊国屋

五島町

11

中央エリア(長崎駅周辺)

坂本屋

長崎市金屋町2番13号

095-826-8211

12

中央エリア(長崎駅周辺)

長崎パールビジネスホテル

長崎市大黒町4番3号

095-821-3500

13

中央エリア(長崎駅周辺)

ホテルセントヒル長崎

長崎市筑後町4番10号

095-822-2251

https://www.saint-hill.jp/

14

中央エリア(長崎駅周辺)

エスペリアホテル長崎

長崎市五島町5-35

095-826-1211

https://www.s-peria.com/nagasaki/rooms/

15

中央エリア(長崎駅周辺)

ふじわら旅館

長崎市上町6-12

095-822-2378

http://www.fujiwara-ryokan.jp/

16

中央エリア(長崎駅周辺)

Hostel Casa Noda

長崎市元船町6-1-3F

095-800-2484

http://casanoda.jp/

17

中央エリア(長崎駅周辺)

ビジネス観光ホテルいけだ

長崎市五島町6-23

095-824-3577

https://www.hotel-ikeda.com/

18

中央エリア(長崎駅周辺)

ホテルウィングポート長崎

長崎市大黒町9-2

095-833-2800

https://www.wingport.com/

19

中央エリア(長崎駅周辺)

ホテルクオーレ長崎駅前

長崎市大黒町7-3

095-818-9000

https://www.hotel-cuore.com/

ビクトリア・イン長崎

長崎市銅座町6-24

095-828-1234

http://www.victoria-inn.jp/

おやど紀伊国屋

長崎市銀屋町7番4号

095-843-3123

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

中央エリア(浜ん町・銅
座・思案橋周辺)
中央エリア(浜ん町・銅
座・思案橋周辺)
中央エリア(浜ん町・銅
座・思案橋周辺)
中央エリア(浜ん町・銅
座・思案橋周辺)
中央エリア(浜ん町・銅
座・思案橋周辺)
中央エリア(浜ん町・銅
座・思案橋周辺)
中央エリア(浜ん町・銅
座・思案橋周辺)
中央エリア(浜ん町・銅
座・思案橋周辺)
中央エリア(浜ん町・銅
座・思案橋周辺)
中央エリア(浜ん町・銅
座・思案橋周辺)
中央エリア(新地～南山手
周辺

長崎駅前

おやど紀伊国屋

大黒町４Ｆ・

５Ｆ

銀屋町

4

Ｆ・5Ｆ

ekimae/

095-843-3123

長崎市本石灰町5番13号

303号室

095-843-3123

本石灰町402号 長崎市本石灰町5番13号

402号室

095-843-3123

おやど紀伊国屋 本石灰町303号

おやど紀伊国屋

長崎市五島町7番18号菱工ビル

https://www.apahotel.com/hotel/kyushu/nagasaki-

http://www.sakamotoya.co.jp/

ファーストキャビン長崎

長崎市銅座町10-9

095-822-4803

https://first-cabin.jp/hotels/20

Casa Blanca Guesthouse

長崎市銅座町7-16

095-800-2852

https://cb716.jp/

ビジネスホテルニューポート

長崎市元船町16-12

095-821-0221

https://bh-newport.jp/

リッチモンドホテル長崎思案橋

長崎市本石灰町6-38

095-832-2525

https://richmondhotel.jp/nagasaki/

ホテルベルビュー長崎出島

長崎市江戸町1-20

095-826-5030

https://www.hotel-belleview.com/

ビジネスホテル三幸荘

長崎市鍛冶屋町6-46

095-821-3487

http://www.miyukiso.com/

おやど紀伊国屋

長崎市十人町17番19号

095-843-3123

十人町

31

32

33

34

35

36

37

38

39

中央エリア(新地～南山手
周辺
中央エリア(新地～南山手
周辺
中央エリア(新地～南山手
周辺
中央エリア(新地～南山手
周辺
中央エリア(新地～南山手
周辺

長崎市籠町5番23号

095-843-3123

長崎バスターミナルホテル

長崎市新地町1番14号

095-821-4111

https://www.nbth.co.jp/

hotel H2 NAGASAKI

長崎市築町5-11

095-820-5800

https://hotel-h2.jp/

ペンション南山手十番館

長崎市南山手町2-6

095-821-8081

https://kolbe-museum.com/?mode=f1

長崎ホテルマリンワールド

長崎市籠町9-24

095-826-9888

https://hotel-marineworld.jp/

長崎市南山手町2-28

095-827-7777

https://www.hotelsetre.com/nagasaki/

ホテルニュータンダ

長崎市常磐町2-24

095-827-6121

http://newtanda.com/

ホテルモントレ長崎

長崎市大浦町1番22号

095-827-7111

https://www.hotelmonterey.co.jp/nagasaki/

長崎市南山手町1-18

095-818-6601

https://www.anacrowneplaza-nagasaki.jp/

おやど紀伊国屋

新地町

中央エリア(新地～南山手 SETRE GLOVER's HOUSE
周辺
中央エリア(新地～南山手
周辺
中央エリア(新地～南山手
周辺

NAGASAKI

中央エリア(新地～南山手 ANAクラウンプラザホテル長崎
周辺

グラバーヒル

40

中央エリア(その他)

ホテル長崎

長崎市立山2-16-1

095-811-0303

https://hotel-nagasaki.jp/

41

中央エリア(その他)

長崎にっしょうかん

長崎市西坂町20番1号

095-824-2151

https://www.hmi-ryokan.jp/nisshokan/

42

中央エリア(その他)

にっしょうかん新館

梅松鶴

長崎市浜平町2丁目14番1号

095-824-2153

https://www.hmi-ryokan.jp/baishokaku/

43

中央エリア(その他)

にっしょうかん別邸

紅葉亭

長崎市立山5丁目13番65号

095-824-2152

https://www.hmi-ryokan.jp/koyotei/

44

中央エリア(その他)

アルファイン長崎

長崎市浜口町10-18

095-844-0533

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

45

中央エリア(その他)

矢太楼・矢太楼南館

長崎市風頭町2-1

095-828-1111

https://www.yataro.co.jp/

46

中央エリア(その他)

ザ・ホテル長崎BW

長崎市宝町2-26

095-821-1111

http://www.landowner.jp/hotel-nagasaki/

47

中央エリア(その他)

プレジデント長崎ホテル

長崎市昭和1-6-33

095-845-7211

http://presidentnagasaki.com/index.html

48

中央エリア(その他)

ホテルシーボルト

長崎市千歳町1番6号

095-801-6888

https://www.takumi-siebold.com/

49

中央エリア(その他)

長崎かがみや

長崎市本河内1-12-9

095-895-8250

http://n-kagamiya.com/

50

中央エリア(その他)

ホテルコンチェルト長崎

長崎市平野町10-16

095-843-0800

https://www.hotelconcerto.com/

51

中央エリア(その他)

アルマスゲストハウス

090-9599-9220

https://almasdejima.com/

52

中央エリア(その他)

MPホテルズ

53

西部エリア

54

長崎市江戸町2-28

リバーガーデン

EDO4F

https://mp-hotels-nagasaki-mizubenomori-

長崎市大浦町7-20

095-801-1219

長崎スカイホテル

長崎市江の浦町18-1

095-861-6411

http://nshc.nagasaki.jp/nagasakiskyhotel

西部エリア

長崎ブルースカイホテル

長崎市江の浦町18-1

095-861-6411

http://nshc.nagasaki.jp/nagasakiblueskyhotel

55

西部エリア

民宿旅館たんぽぽ

長崎市宝栄町21-7

095-861-6230

http://www.tanpopo-group.biz/

56

西部エリア

稲佐山観光ホテル

長崎市曙町40-23

095-861-4151

https://www.inasayama.co.jp/

57

西部エリア

稲佐山温泉ホテル

長崎市曙町39-38

095-862-5555

https://www.amandi.jp/nagasaki/

58

西部エリア

ルークプラザホテル

長崎市江の浦町17-15

095-861-0055

https://www.lukeplaza.co.jp/

59

西部エリア

長崎あぐりの丘高原ホテル

長崎市四杖町2671-1

095-841-1111

https://www.gr-aguri.jp/

60

西部エリア

大江戸温泉物語長崎ホテル清風

長崎市大鳥町523

095-861-8181

https://nagasaki.ooedoonsen.jp/

61

西部エリア

長崎市秋月町2-3

095-864-7776

https://www.gt-nagasaki.jp/

62

南部エリア

長崎市伊王島町1丁目甲3277番地7

095-898-2202

https://www.islandnagasaki.jp/

63

北部エリア

長崎市琴海戸根町９５

095-884-1118

https://oceanpalace.co.jp/about/

64

北部エリア

長崎市琴海刀根原町171番地

095-884-3990

https://passage-kinkai.jp/

長崎水辺の森

アマンディ

ガーデンテラス長崎ホテル＆リ
ゾート
i＋Land nagasaki
オーシャンパレスゴルフクラブ
＆リゾート
パサージュ琴海

jp.book.direct/ja-jp

「team NAGASAKI SAFETY」
NO

エリア

認証施設一覧(雲仙市)

認証施設名

1

雲仙温泉エリア

旅亭

2

雲仙温泉エリア

3

半水慮

令和２年９月１４日更新

住所

電話番号

公式URL

雲仙市小浜町雲仙380-1

0957-73-2111

https://hanzuiryo.jp/

ゆやど雲仙新湯

雲仙市小浜町雲仙320番地

0957-73-3301

https://www.sinyuhotel.co.jp/

雲仙温泉エリア

素泊まりの宿森の家

雲仙市小浜町雲仙380-13

0957-73-3615

4

雲仙温泉エリア

雲仙温泉

雲仙市小浜町雲仙500-1

0957-73-3273

https://seiunso.jp/

5

雲仙温泉エリア

雲仙いわき旅館

雲仙市小浜町雲仙318番地

0957-73-3338

http://unzen-iwaki.com/

6

雲仙温泉エリア

コンドミニアム

雲仙市小浜町雲仙380番地

0957-73-2002

http://www.unzen-yokayu.co.jp/

7

雲仙温泉エリア

民宿新藤

雲仙市小浜町雲仙434-3

0957-73-2323

8

雲仙温泉エリア

有明ホテル

雲仙市小浜町雲仙380

0957-73-3206

http://www.yumei-hotel.co.jp/#modal

9

雲仙温泉エリア

雲仙湯元ホテル

雲仙市小浜町雲仙316番地

0957-73-3255

https://www.yumotohotel.co.jp/

10

雲仙温泉エリア

丸登屋旅館

雲仙市小浜町雲仙467

0957-73-3457

11

雲仙温泉エリア

東園

雲仙市小浜町雲仙181

0957-73-2588

https://www.azumaen.com/

12

雲仙温泉エリア

民芸モダンの宿

雲仙市小浜町雲仙380-2

0957-73-2151

https://www.fukudaya.co.jp/

13

雲仙温泉エリア

雲仙スカイホテル

雲仙市小浜町雲仙323-1

0957-73-3345

https://www.unzen-skyhotel.com/

14

雲仙温泉エリア

Mt,Resort 雲仙九州ホテル

雲仙市小浜町雲仙320

0957-73-3234

https://kyushuhtl.co.jp/

15

雲仙温泉エリア

民宿

雲仙市小浜町雲仙214

0957-73-3477

16

小浜温泉エリア

なごみのやど旅館富士屋

雲仙市小浜町北本町927-3

0957-74-2155

http://ryokanfujiya.co.jp/

17

小浜温泉エリア

つたや旅館

雲仙市小浜町北本町907

0957-74-2134

http://tsutaya-ryokan.com/

18

小浜温泉エリア

旅館山田屋

雲仙市小浜町北本町905-7

0957-75-0505

https://o-yamadaya.jp/

19

小浜温泉エリア

湯宿蒸気屋

雲仙市小浜町北本町14-7

0957-74-2101

http://jyo-kiya.com/

20

小浜温泉エリア

春陽館

雲仙市小浜町北本町1680

0957-74-2261

https://www.shunyokan.com/

21

小浜温泉エリア

ﾌﾟﾗｲﾍﾞｰﾄ・ｽﾊﾟﾎﾃﾙ

雲仙市小浜町マリーナ20-3

0957-76-0881

https://orangebay.jp/

22

小浜温泉エリア

ビジネス小浜タウンホテル

雲仙市小浜町北本町877-6

0957-74-3590

http://www.townhotel.co.jp/

23

小浜温泉エリア

福徳屋旅館

雲仙市小浜町北本町930

0957-74-2181

https://fukutokuya.com/

24

小浜温泉エリア

旅館ゆのか

雲仙市小浜町北本町905-26

0957-75-0100

http://www.yunoka.com/pc/yunoka-main.php

25

小浜温泉エリア

新大和荘

雲仙市小浜町北本町943

0957-74-2546

https://www.n-gentaikyo.or.jp/publics/index/31/

26

小浜温泉エリア

むつみの宿

雲仙市小浜町北本町930

0957-74-2234

ホームページ改定中

27

小浜温泉エリア

旅館

雲仙市小浜町南本町10-8

0957-74-3500

http://kunishttp://kunisaki.jp/aki.jp/

28

小浜温泉エリア

やまぼうし

雲仙市小浜町南本町10-11

0957-74-3500

29

小浜温泉エリア

伊勢屋

雲仙市小浜町北本町905

0957-74-2121

https://www.iseyaryokan.co.jp/

30

小浜温泉エリア

休暇村

雲仙市小浜町山畑3953

0957-74-9131

https://www.qkamura.or.jp/unzen/

青雲荘

雲仙よか湯

雲仙福田屋

関荘

ｵﾚﾝｼﾞﾍﾞｲ

國﨑

旅館和多屋

雲仙

31

小浜温泉エリア

うぐいすや旅館

雲仙市小浜町北本町905番地35

0957-74-2281

32

国見エリア

遊学の館

雲仙市国見町神代丙1230-1

0957-78-3331

http://www.yuugakunosato.com/

33

国見エリア

割烹旅館

雲仙市国見町多比良293

0957-78-2027

http://www.kangetuso923.com/

34

国見エリア

末廣旅館

雲仙市国見町神代乙370

0957-78-2716

35

国見エリア

旅館松栄

雲仙市国見町神代349

0957-78-2719

36

国見エリア

奥雲仙

雲仙市国見町土黒庚2323

0957-78-3521

37

瑞穂エリア

HOTEL AZ 長崎雲仙店

雲仙市瑞穂町古部乙10-9

0957-77-4401

https://www.az-hotel.com/unzen/

38

愛野・千々石エリア

レストハウス

雲仙市千々石町庚4568-59

0957-37-6556

http://morinoshirabe.com/

39

愛野・千々石エリア

長崎県立千々石少年自然の家

雲仙市千々石町乙1486-2

0957-37-2769

http://www.n-tijiwa.sakura.ne.jp/

40

愛野・千々石エリア

春日屋

雲仙市 愛野町甲有明3995

0957-36-0118

https://r.goope.jp/kasugaya

観月荘

寿妙院

森のしらべ

http://www.syouei923.com/index.html

