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宿泊施設エリアマップ



番号 地区 施設名称 施設所在地 施設ＴＥＬ 種別

1 拳母(豊田) ロイヤルホテル うお八 豊田市美山町2-14-1 0565-28-7700 ホテル

2 拳母(豊田) シティホテルアンティーズ 豊田市神明町1-30 0565-33-7337 ホテル

3 拳母(豊田) ＡＢホテル豊田元町 豊田市東新町3-63-1 0565-31-8005 ホテル

4 拳母(豊田) ＡＢホテル三河豊田 豊田市山之手４丁目７６ 0565-24-1005 ホテル

5 拳母(豊田) アットインホテル豊田市駅 豊田市喜多町2-97 0565-47-2002 旅館・ホテル

6 拳母(豊田) ビジネスホテル　ころも 豊田市昭和町3-45-3 0565-32-0419 旅館

7 拳母(豊田) ビジネスホテル　小楽 豊田市月見町2-8-12 0565-32-3168 旅館

8 拳母(豊田) ビジネスホテル　こさなぎ 豊田市曙町5-18 0565-28-5872 ホテル

9 拳母(豊田) ゲストハウス　ｋａｂｏ． 豊田市竹生町2-4-22 0565-77-7202 簡易宿所

10 拳母(豊田) センターホテルトヨタ 豊田市西町４丁目２６番地８ 0565-36-0500 ホテル

11 拳母(豊田) 三交イン豊田 豊田市下市場町5-90-2 0565-37-3355 ホテル

12 拳母(豊田) ホテルトヨタキャッスル 豊田市喜多町2丁目160番地　コモ・スクエア　ウエスト 0565-31-2211 ホテル

13 拳母(豊田) 豊田プレステージホテル 豊田市喜多町4丁目28 0565-34-5555 ホテル

14 拳母(豊田) 東横INN豊田市駅前 豊田市西町６丁目７番２ 0565-37-1045 旅館・ホテル

15 拳母(豊田) パレスイン豊田 豊田市司町1-9-1 0565-32-0011 ホテル

16 拳母(豊田) 豊田パークサイドホテル 豊田市小坂本町1-7-2 0565-35-3003 ホテル

17 拳母(豊田) 双葉旅館 豊田市久保町4-61 0565-31-8397 旅館

18 拳母(豊田) ビジネスホテル　豊田ビラージ 豊田市寿町2-36 0565-27-1111 旅館

19 拳母(豊田) ビジネスホテル　豊田ビラージⅡ 豊田市栄町7-5-5 0565-32-4444 旅館

20 拳母(豊田) 名鉄トヨタホテル 豊田市喜多町1-140 0565-35-6611 ホテル

21 拳母(豊田) ホテル松風 豊田市緑ケ丘5丁目11番地 0565-28-2797 ホテル

22 拳母(豊田) ビジネスホテルサンキ 豊田市山之手5-43-1 0565-29-0520 旅館

23 拳母(豊田) ホテルルートイン豊田陣中 豊田市陣中町2-18-13 0565-36-4511 ホテル

24 拳母(豊田) ホテルルートイン豊田元町 豊田市朝日ケ丘２丁目４８－２ 050-5847-7310 ホテル

25 拳母(豊田) HOTEL LiVEMAX　愛知豊田駅前 豊田市神田町一丁目２番５号 0565-35-7750 旅館・ホテル

26 上郷(豊田) ホテル新永 豊田市永覚新町４丁目202-5 0565-28-2001 ホテル

27 上郷(豊田) プラザホテル豊田 豊田市豊栄町1-88 0565-29-1811 ホテル

28 猿投(豊田) 猿投温泉　ホテル金泉閣 豊田市加納町馬道通23-2-3 0565-45-6111 旅館

29 石野(豊田) 広瀬屋 豊田市東広瀬町神田42-1 0565-41-2026 旅館

30 下山 かじか苑 豊田市羽布町金山２９ 0565-90-3320 旅館

31 下山 腰掛山荘 豊田市羽布町腰掛１７－１０ 0565-90-3474 旅館

32 下山 せせらぎの宿　木もれ日 豊田市和合町羽左之窪30番地 0565-90-2234 旅館・ホテル

33 下山 三河高原キャンプ村 豊田市東大林町半ノ木２番地 0565-90-3530 旅館

34 下山 三河湖バンガロー村ふる里 豊田市羽布町⿁ノ平１－３０４ 0565-90-3111 旅館

35 下山 三河路 豊田市羽布町⿁ノ平１－３００ 0565-90-3472 旅館

36 下山 ビジネス旅館　ヤスダヤ 豊田市大沼町越田和２９－１ 0565-90-2127 旅館

37 下山 やまびこ 豊田市羽布町エス小屋５－１ 0565-90-3535 旅館

38 下山 民宿山根家 豊田市羽布町六郎小屋３１ 0565-90-3470 旅館

39 松平 HOTEL FORESTA 豊田市岩倉町一本松1-1 0565-58-3500 ホテル

40 松平 六所苑 豊田市坂上町深山口2-8 0565-58-1164 旅館

豊田市内宿泊施設一覧



番号 地区 施設名称 施設所在地 施設ＴＥＬ 種別

41 藤岡 川澄屋　茶房宿 豊田市下川口町水汲218 0565-76-4761 旅館

42 小原 品野屋 豊田市小原町尾崎４０３－２ 0565-65-2007 旅館

43 小原 豊田市高齢者温泉休養施設　寿楽荘 豊田市平畑町東田７２２番地 0565-65-3611 旅館

44 小原 ファーム・イン・こっこ 豊田市槫俣町中西２１８ 0565-65-2326 簡易宿所

45 足助 ホテル百年草 豊田市足助町東貝戸１０番地 0565-62-0100 旅館

46 足助 まる八 豊田市下平町山口３０番地ほか 0565-63-2811 旅館

47 足助 香嵐亭 豊田市足助町宮平１ 0565-62-0129 旅館

48 足助 玉田屋旅館 豊田市足助町西町３６ 0565-62-0170 旅館

49 足助 山城屋 豊田市足助町石橋２７ 0565-62-0232 旅館

50 足助 白鷺館 豊田市篭林町塩平２１ 0565-62-0151 旅館

51 足助 古民家の宿　楽知 豊田市四ツ松町十明山１５５ 0565-63-2333 簡易宿所

52 足助 グランピング一の谷 豊田市足助町一の谷４７－１ 0565-62-0508 旅館・ホテル

53 旭 旅館すゞめ 豊田市榊野町広見１７番地 0565-68-2723 旅館

54 旭 清山荘 豊田市笹戸町惣作１－３ 0565-68-2653 旅館

55 旭 勇屋別館 豊田市笹戸町惣作８番地 0565-68-2654 旅館

56 旭 はしもと 豊田市小渡町南貝津２０番地 0565-68-2136 旅館

57 旭 梅屋旅館 豊田市小渡町南貝津２５－１ 0565-68-2525 旅館

58 旭 豊田市旭高原元気村 豊田市旭八幡町根山６８－１ 0565-68-3328 旅館

59 旭 農家民宿　ちんちゃん亭 豊田市押井町寺ノ入４番地 0565-68-3561 簡易宿所

60 稲武 青柳亭 豊田市稲武町小井沢４５番地 0565-82-2240 旅館

61 稲武 亀甲苑 豊田市大野瀬町池ケ平１の１ 0565-84-1150 旅館

62 稲武 ロッジ中乃屋 豊田市野入町椴木平11-2 0565-82-3280 旅館

63 稲武 ㈱ホテル岡田屋 豊田市武節町田ノ洞２１３－２ 0565-82-2544 旅館


