〇感染拡大防止対策実施宿泊施設一覧
施設名称

住所

B&S KUMAMOTO GINZA S.T

中央区下通 1-10-13 マリアタワービル8階

001.The Biginning・002.Standard Number

中央区下通2-3-8 4A・3A

003.Play Room

中央区中央街12-22カメリアハウス302

〇宿（まるやど）

西区沖新町899

A&M花畑

中央区花畑町1-14 301号・501号

AIRBNB 上水前寺

中央区上水前寺2-25-8大和レジテンス

ANAクラウンプラザホテル熊本ニュースカイ

中央区東阿弥陀寺町2番地

B＆S Kumamoto Ezu

東区江津1-16-2

B&S Kumamoto Fujisakigumae

中央区坪井3-8-41

B&S KUMAMOTO HAKUZAN

中央区九品寺5-5-19九品寺Kビル2階

B&S KUMAMOTO MUKAEMACHI

中央区迎町1丁目1-7ハナサキサンフォートビル

B&S Kumamoto Shimotori

中央区中央街 7-18 101号

B&S KUMAMOTO SHIMOTORI2

中央区下通2丁目8-5柏田第3ビル

B&S Kumamoto Shinmachi①

中央区新町3-8-8

B&S KUMAMOTO SHINMACHI2

中央区新町2-6-11 202号

B&S PLUS NISHIKUMMAMOTO

南区刈草2-9-13

CASA上熊本Ⅰ

西区上熊本1-8-9

CASA上熊本Ⅱ

西区上熊本1-8-10

Comfort CUBE PHOENIX S KUMAMOTO(ステイ新南部)

東区新南部4丁目7-5 103,108,110,203,206,301,302,408,412,506

Family House

中央区本荘5-4-23

Gootarian

東区尾ノ上2-5-9

Guest House CAMPER

中央区本荘5丁目14-30

HAPPY CLOSET & WASAMON HOSTEL

中央区新町4-4-39

HOTEL AZ 熊本インター御領店

東区御領5丁目11番11号

HOTEL AZ 熊本北部店

北区四方寄町1596-8

HOTEL CARNA A

中央区中央街4-20

HOTEL THE GATE KUMAMOTO

西区春日1-14-1熊本森都心プラザ1階

KASUMI-an

中央区帯山7-9-37

KASUMI-an4

中央区帯山7-9-36

KASUMI-an5

中央区帯山7-9-35

KDY stay house

中央区大江4丁目1-2

KKRホテル熊本

中央区千葉城町3-31

KOTO TEA HAOUSE

東区湖東2-20-8

MEGURU坪井

中央区坪井4-8-14

Nippongi Red Line

西区二本木2-3-1-1

Nomad Apartment Stay

中央区鍛治屋町6朝日プラザ鍛治屋町103.407.607.906

Nomad Weekly Monthly

中央区鍛治屋町6朝日プラザ鍛治屋町707.805.1005

oazo

中央区南千反畑町7-8-301・302

PLACEHOTEL Ascot

中央区安政町6-4

R&Bホテル熊本下通

中央区下通2丁目2-18

RESTERS BED&CO.

中央区九品寺1-4-18

ROOMS水前寺

中央区上水前寺2-1-36

ROOMS水道町

中央区九品寺1-8-7クオーレビル1階

SAKURA ROOMS SIMOTORI

中央区紺屋今町 4-28 KM第8ビル6階 7階

SAKURA ROOMS TSUKIDE

東区月出2-6-30 105号

TERIYAKI

中央区水前寺1丁目5-10-8F

THE TORII

中央区南千反畑町10-5

YOUR ROOM 京町

中央区京町 1-11-5 2F

YOUR ROOM 熊本駅

中央区本山3-5-7

YOUR ROOM 熊本駅[Little]

西区二本木 2-10-17

Yuki＆Fumi

中央区帯山4-53-29

アークホテル熊本城前

中央区城東町5-16

アーバン・ビルドII

中央区南熊本2丁目11-17 9-10階

アーバン・ビルドIII

中央区南熊本2丁目12-15 9-10階

アウトドアフィールド のんねむ

西区河内町白浜1407-1

阿蘇び心 熊本店

中央区世安町487

アパホテル〈熊本交通センター南〉

中央区山崎町31-3

アルピエ

中央区京町1丁目2-17シャンボール京町102号

安政町204

中央区安政町8-11ピュアセラピー水道町204

アンドコンフィホテル熊本城ビュー

中央区城東町5-3

エクストールイン熊本銀座通

中央区下通1丁目9-8

エクストールイン熊本水前寺

中央区出水1-6-16
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エスポアール新町Ⅰ

中央区新町2-11-4

エスポワール新町Ⅱ,Ⅲ.Ⅳ.Ⅴ

中央区新町2-11-4

オビハウスB1号母屋

中央区帯山1-24-25

オビハウスB2号離れ

中央区帯山1-24-25

お宿さくら

中央区南熊本1-9-38

神園山荘

東区神園1-10-41

菊南温泉ユウベルホテル

北区鶴羽田3丁目10番1号

草葉邸

中央区草葉町2-35 3.4F

草葉邸 Family Suite

中央区草葉町2-35 3.4F

熊本KBホテル

中央区本荘3-2-9

くまもとキャッスルハウス

西区花園5-34-25

熊本東急REIホテル

中央区新市街7-25

熊本ホテルキャッスル

中央区城東町4-2

グリーンリッチホテル水前寺

中央区出水1丁目8-5

ゲストハウス426

中央区細工町4-26

ゲストハウスティガ

中央区新屋敷2丁目2-23モリタビル3.4.5階

県庁前グリーンホテル

熊本市中央区 神水1-24-3

コミュニティクラブ聚楽

東区西原1-11-31

コンフォートホテル熊本新市街

中央区新市街2-10

ザ・ニューホテル熊本

西区春日1-13-1

ジーアールホテル銀座通

中央区中央街7-11

ジーアールホテル水道町

中央区中央街2-22

水前寺共済会館グレーシア

中央区水前寺1丁目33-18

スーパーホテルLohas熊本天然温泉

中央区魚屋町1-30-1

スマイルホテル熊本水前寺

中央区水前寺1丁目2番20号

スミツグハウス 8

中央区坪井1丁目3-35

スミツグハウス アトリエ

中央区京町1-2-11

スミツグハウス イースト

中央区京町1-2-7

スミツグハウス ウエスト

中央区京町1-2-10

スミツグハウスグランパ

中央区本山2-6-37

染物と宿の中島屋

中央区新町2-11-6

たけの旅館

西区二本木2丁目6-19

チサンイン熊本御幸笛田

南区御幸笛田2-16-1

つる乃湯熊本インター店

東区石原2-4-11

ニオーサン

中央区坪井2-5-11

ネストホテル熊本

中央区辛島町4-39

ハウス フォルチェ

西区河内町野出399-2

八王寺荘

中央区南熊本3丁目7-9

ビジネスホテルシャトル

中央区中央街4-1

火の国ハイツ

東区石原2-2-28

ビブレ・イン坪井

中央区坪井1丁目4-7ビブレマンション坪井802号

ホテルウィングインターナショナルセレクト熊本

中央区水道町2-13

ホテルオークス

中央区上通町6-8

ホテルクラウンヒルズ熊本

中央区辛島町67-1

ホテルサンルート熊本

中央区下通1-7-18

ホテルトラスティ プレミア熊本

中央区桜町3-20

ホテル日航熊本

中央区上通町2-1

ホテルニューガイア西熊本駅前

南区刈草1-1-75

ホテルピースフル

東区下南部3-11-136

ホテルメルパルク熊本

中央区水道町14-1

ホテルルートイン熊本駅前

西区春日1-14-19

ホテル熊本テルサ

中央区水前寺公園28-51

ホテル五番館

西区二本木2丁目7-10

ホテル法華クラブ熊本

中央区通町20-1

ホテル本陣

西区二本木2丁目8-1

丸小ホテル

中央区上通町11-10

緑の下田邸

西区上代3-9-3

みやばる温泉長命館

北区植木町宮原292

民宿 廣島屋

西区花園4-13-22

民泊SAKURAGI

東区桜木3-10-2

ユースピア熊本（熊本青年会館）

中央区水前寺3-17-15

リッチモンドホテル熊本新市街

中央区新市街6-16
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リバーサイドホテル熊本

中央区紺屋今町4番12号

龍栄荘

熊本市西区河内町船津2709

旅館 いろは

北区植木町田底30

旅館 大月苑

北区植木町米塚173

旅館 松乃湯

北区植木町米塚208

旅館 ややの湯

北区植木町米塚366

レフ熊本byベッセルホテルズ

中央区新市街7番2号

和風旅館 鷹の家

北区植木町米塚26-2

玉木旅館

中央区大江6-26-26

熊本カプセルホテル

中央区下通2-9-1

熊本グリーンホテル

中央区花畑町12-11

熊本ビジネスホテル

中央区水前寺1-20-8

熊本ワシントンホテルプラザ

中央区下通2-3-10

熊本県婦人会館

中央区水道町14-21

熊本市場前ビジネス クレナイホテル

西区春日7-25-45

熊本和数奇司館

中央区上通町7-35

荒木観光ホテル

北区植木町田底6番地

今宵の湯宿 悠然

北区植木町伊知坊311-1

三の丸STAY

西区上熊本2丁目3-10YKマンション三の丸201

三井ガーデンホテル熊本

中央区紺屋今町1-20

松屋別館

中央区水前寺5丁目5-1

水前寺コンフォートホテル

中央区出水1丁目1-1

第二サンライズホテル

中央区九品寺1丁目8-26

天然温泉 六花の湯 ドーミーイン熊本

中央区辛島町3-1

東横INN熊本駅前

西区春日2-8-10

東横INN熊本桜町バスターミナル前

中央区紺屋今町1-24

東横INN熊本城通町筋

中央区水道町1-1

東横INN熊本新市街

中央区新市街3-25

民宿 月華荘

北区飛田4-8−12

湧泉の宿・旅館 藻乃花

熊本市中央区神水本町6-74

龍泉閣

北区植木町米塚11

旅館 平山

北区植木町米塚178番地

旅館 桐乃湯

北区植木町大字米塚394-2

旅亭 松屋本館 Suizenji

中央区水前寺公園23-1
※施設意向により一覧に掲載していない宿泊施設があります。

