
施設名称 施設所在地 旅館業の種別 指令番号 許可日

日比谷花壇グランピング施設　里・楽・巣 相模原市緑区牧野４６１１－１　藤野倶楽部内 簡易宿所 第02-134-001号 R02.06.18

新戸キャンプ場 相模原市緑区寸沢嵐２３６０～２３６６ 簡易宿所 第29-134-501号 H29.12.28

ＰＩＣＡさがみ湖 相模原市緑区若柳１６３４ 簡易宿所 第03-134-001号 R03.07.20

ホテルルートイン相模原－国道１２９号－ 相模原市中央区上溝３９６０－１ 旅館・ホテル 第20-134-004号 H20.12.09

全国警備業協会研修センターふじの 相模原市緑区名倉２３０９外 旅館・ホテル 第50041号 H13.07.31

天狗岩キャンプ場 相模原市緑区日連５０４ 簡易宿所 第292号 S36.07.24

桐花園キャンプ場 相模原市緑区佐野川１８２２ 簡易宿所 第153-6号 S58.12.24

ホテルウィングインターナショナル相模原 相模原市中央区上溝５－１－３０ 旅館・ホテル 第18-134-004号 H19.02.26

レイクさがみ 相模原市緑区寸沢嵐３５６１ 旅館・ホテル 第50131号 H17.10.07

観光ホテル　ラトゥア　アネックス 相模原市緑区日連１６８９－４ 旅館・ホテル 第27-134-501号 H27.10.13

観光ホテル　ラトゥア 相模原市緑区日連１６８５－１ 旅館・ホテル 第22-134-503号 H22.12.16

蛭ヶ岳山荘 相模原市緑区鳥屋３６２７－１７７ 簡易宿所 第02-134-003号 R03.01.15

割烹旅館　五本松 相模原市緑区千木良１３５２ 旅館・ホテル 第02-134-002号 R02.12.23

此の間沢渓流園 相模原市緑区青根２５１０－３ 簡易宿所 第105-2号 S56.05.30

夫婦園キャンプ場 相模原市緑区青根９８ 簡易宿所 第170-2号 S49.06.25

ＨＯＴＥＬ　ＬｉＶＥＭＡＸ　ＢＵＤＧＥＴ　相模原 相模原市中央区淵野辺４－１５－１１ 旅館・ホテル 第21-134-004号 H21.10.09

独立行政法人　国民生活センター 相模原市中央区弥栄３－１－１ 旅館・ホテル 第15-134-006号 H16.03.10

ボニータ　相模原 相模原市中央区淵野辺４－３９－１３ 旅館・ホテル 第21-134-003号 H21.10.01

藤野倶楽部 相模原市緑区牧野４６１１－１ 簡易宿所 第29-134-502号 H30.03.19

アイホテル橋本 相模原市緑区橋本３－１４－１４ 旅館・ホテル 第31-134-001号 H31.04.08

相模原市立ふるさと自然体験教室 相模原市緑区澤井９３６－１ 簡易宿所 第21-134-502号 H22.03.18

相模湖休養村キャンプ場 相模原市緑区寸沢嵐３５７２－２、３５７３、３５７４ 簡易宿所 第30-134-004号 H30.08.29

Ｆｕｊｉｎｏ　Ｈｏｕｓｅ 相模原市緑区日連７２５－１５ 簡易宿所 第30-134-002号 H30.07.17

神之川キャンプ場 相模原市緑区青根３６８５ 簡易宿所 第144-2号 H09.05.02

小田急ホテル　センチュリー　相模大野 相模原市南区相模大野３－８－１ 旅館・ホテル 第134-1号 H08.10.14

ホテルフェリーチェ 相模原市緑区三ケ木１７１３ 旅館・ホテル 第119-3号 H10.10.21

おおだ山荘 相模原市緑区日連１４１１ 簡易宿所 第28-134-502号 H29.01.20

米山旅館 相模原市南区松が枝町１２－９ 旅館・ホテル 第31-134-004号 R02.02.13

ホテル　ジェイジェイ（ＨＯＴＥＬ　ＪＪ） 相模原市中央区中央２－１３－２ 旅館・ホテル 第15-134-002号 H15.07.07

相模原市立相模川自然の村　野外体験教室 相模原市緑区大島３４９７－１ 簡易宿所 第134-4号 H08.04.16

ＭＹＴＨ－Ｓｔｙｌｅ 相模原市中央区南橋本２－１６－１７ 旅館・ホテル 第18-134-001号 H18.04.07

ホテル　エルミタージュ　相模原中央店 相模原市中央区清新３－７－１９ 旅館・ホテル 第17-134-003号 H18.01.05

ゆずの家 相模原市緑区牧野１２１１７－１ 簡易宿所 第31-134-002号 R01.09.04

有限会社小町旅館 相模原市中央区淵野辺１－１２－９ 旅館・ホテル 第120-5号 H02.03.19

篠原の里センター 相模原市緑区牧野２８８１ 簡易宿所 第50170号 H17.11.25



相模原市立　相模川自然の村 相模原市緑区大島３４９７－１ 旅館・ホテル 第134-5号 H08.04.16

和風ホテル　相原の宿 相模原市中央区清新５－９－８ 旅館・ホテル 第28-134-002号 H28.12.28

ホテルサンローズ原宿 相模原市緑区三井３１ 旅館・ホテル 第135-2号 S62.07.31

青野原　野呂ロッジ 相模原市緑区青野原９３１ 簡易宿所 第112-2号 S39.07.18

株式会社　日相園 相模原市緑区日連７５４ 簡易宿所 第30-134-007号 H30.12.19

ホテル　クイーンズバリ 相模原市緑区日連１６８３－１ 旅館・ホテル 第30-134-006号 H30.12.07

ホテルアンドリゾート　グレース 相模原市中央区鹿沼台２－１６－１２ 旅館・ホテル 第30-134-005号 H30.09.13

天狗岩旅館 相模原市緑区日連５０４ 旅館・ホテル 第27-5号 S46.09.09

Ｖａｎｇｕａｒｄ　Ｂａｃｋｐａｃｋｅｒｓ 相模原市緑区小原３６９－２ 簡易宿所 第30-134-003号 H30.08.07

無形の家 相模原市緑区名倉３７４３－１ 簡易宿所 第30-134-001号 H30.07.17

ソワールデビュース相模湖クラブ 相模原市緑区寸沢嵐１８９７－８ 簡易宿所 第141-1号 H08.08.01

藤野芸術の家 相模原市緑区牧野４８１９ 旅館・ホテル 第22-134-505号 H23.03.24

橋本パークホテル 相模原市緑区橋本３－４－４ 旅館・ホテル 第15-134-005号 H16.02.10

ＨＯＴＥＬ　パラディスイン相模原 相模原市南区麻溝台１－２－８ 旅館・ホテル 第23-134-004号 H24.02.27

アパホテル相模原古淵駅前 相模原市南区古淵３－９－８ 旅館・ホテル 第29-134-004号 H30.01.31

アパホテル〈相模原橋本駅前〉 相模原市緑区橋本６－４－１２ 旅館・ホテル 第25-134-003号 H25.07.26

ＳＴＡＲ　ＲＥＳＯＲＴ　Ｈｅｒｓ 相模原市中央区富士見３－１６－１ 旅館・ホテル 第23-134-003号 H23.08.18

桂月 相模原市緑区与瀬９８３－３ 簡易宿所 第29-134-003号 H29.12.05

ホテル　エルミタージュ　相模原田名店 相模原市緑区大島２３０９－５ 旅館・ホテル 第17-134-002号 H18.01.20

ＨＯＴＥＬ　ＬｉＶＥＭＡＸ　相模原駅前 相模原市中央区相模原７－１－２８ 旅館・ホテル 第29-134-001号 H29.05.01

ＨＯＴＥＬ　ＬｉＶＥＭＡＸ　南橋本駅前 相模原市中央区南橋本２－３－６－１ 旅館・ホテル 第28-134-001号 H28.10.25

春木屋旅館 相模原市緑区鳥屋１０４９－１ 旅館・ホテル 第105号 S56.06.15

ホテル　サラ 相模原市南区下溝３１０６－１ 旅館・ホテル 第405-11号 S61.02.05

青根キャンプ場 相模原市緑区青根８０７他、同区牧野１１２００他 簡易宿所 第24-134-501号 H24.07.25

津久井憩いの森　くるみの湯 相模原市緑区根小屋３８１－２ 旅館・ホテル 第50220号 H15.11.07

日本飛行機健康保険組合津久井山荘 相模原市緑区青山３２２３－１ 簡易宿所 第105号 S50.08.25

髙野旅館 相模原市中央区上溝５－１４－７０ 旅館・ホテル 第125号 H03.05.13

有限会社　清水亭 相模原市緑区与瀬３７７ 旅館・ホテル 第2202号 S31.09.13

フラワーヴィラ相模湖 相模原市緑区寸沢嵐３３４４－７ 旅館・ホテル 第27-134-503号 H28.01.28

桧洞丸　青ヶ岳山荘 相模原市緑区青根３８１１－２ 簡易宿所 第112-4号 S39.10.24

ホテル　ミンク 相模原市南区上鶴間本町３－１７－１２ 旅館・ホテル 第22-134-003号 H22.12.21

ＷＡＮＤＯＯ 相模原市南区上鶴間本町３－１１－２０ 旅館・ホテル 第84-2号 S57.07.23

鶴屋旅館 相模原市緑区青根１３９３ 旅館・ホテル 第132-2号 S53.08.22

みの石滝キャンプ場 相模原市緑区若柳１６２８、同区寸沢嵐３５４６ 簡易宿所 第50087号 H14.07.25

ホテルキュー相模原 相模原市中央区清新４－１３－１３ 旅館・ホテル 第27-134-001号 H27.04.23

東横イン京王線橋本駅北口 相模原市緑区橋本３－２－８ 旅館・ホテル 第22-134-002号 H22.08.04



東横インＪＲ横浜線相模原駅前 相模原市中央区相模原４－１－１６ 旅館・ホテル 第19-134-002号 H19.06.15

旅館　陣谷温泉 相模原市緑区吉野１８０６ 旅館・ホテル 第141-3号 H02.12.01

桐花園（受付棟） 相模原市緑区佐野川１８１９ 簡易宿所 第153-5号 S58.12.24

桂川亭 相模原市緑区川尻１１１９ 旅館・ホテル 第35-13号 S55.11.29

旭屋 相模原市中央区水郷田名２－１４－１ 旅館・ホテル 第36-2号 S45.06.20

亀見橋バカンス村 相模原市緑区牧野１２８２２ 簡易宿所 第50137号 H15.08.05

ホテル　ポニー 相模原市中央区淵野辺３－１８－３ 旅館・ホテル 第25-134-002号 H25.06.27

ホテルＶｉＶｉ（旅館） 相模原市南区上鶴間本町３－１５－３ 旅館・ホテル 第405-1号 S62.04.09

緑の休暇村センター 相模原市緑区青根８０７－２ 簡易宿所 第20-134-504号 H21.03.30

ホテルクラウンヒルズ相模原 相模原市中央区相模原４－１－２ 旅館・ホテル 第24-134-001号 H25.02.28

東横イン横浜線淵野辺駅南口 相模原市中央区鹿沼台１－１４－６ 旅館・ホテル 第22-134-001号 H22.05.25

ホテル・ザ・ウェーブ 相模原市中央区相生１－１－２１ 旅館・ホテル 第21-134-002号 H21.08.28

旅館もみぢ 相模原市緑区与瀬１０１４ 旅館・ホテル 第23-134-501号 H24.03.06

有限会社　花ふじ 相模原市中央区鹿沼台２－１６－２２ 旅館・ホテル 第69-1号 S56.07.16

ホテルカプリス相模原 相模原市中央区中央５－８－５ 旅館・ホテル 第22-134-004号 H22.12.28

アイリン・ドナン町田－２ 相模原市南区上鶴間本町３－２０－１ 旅館・ホテル 第405-12号 S61.03.31

アイリン・ドナン町田 相模原市南区上鶴間本町３－２０－１ 旅館・ホテル 第405-2号 S58.08.03

ホテル　パッソパッソ 相模原市中央区下九沢５５－４ 旅館・ホテル 第16-134-001号 H16.09.14

ホテル　ウォーターゲート 相模原市中央区相模原３－７－３ 旅館・ホテル 第12-134-001号 H12.08.18

津久井湖パールホテル 相模原市緑区太井６７１ 旅館・ホテル 第22-134-501号 H22.10.22

相模湖ローヤル　シャインリゾート 相模原市緑区吉野６２２ 旅館・ホテル 第50232号 H18.03.27

神の川ヒュッテ 相模原市緑区青根３８０９－１ 簡易宿所 第20-134-502号 H20.09.26

沼本旅館 相模原市緑区寸沢嵐３４２ 簡易宿所 第21-134-501号 H21.05.26

清水亭別館 相模原市緑区与瀬３７８ 簡易宿所 第140-4号 H08.02.21

このまさわキャンプ場 相模原市緑区青根２７４５ 簡易宿所 第140号 H07.06.13

松風館 相模原市緑区小原４１８ 旅館・ホテル 第84-4号 S42.07.03

三太旅館 相模原市緑区三ケ木１９７９－１ 旅館・ホテル 第168-5号 S37.08.30

秋山川キャンプ場 相模原市緑区名倉２５ 簡易宿所 第120-3号 H04.12.25

秋川屋 相模原市緑区名倉２５ 簡易宿所 第120-2号 H04.12.25

桐花園　センターハウス 相模原市緑区佐野川１８２２ 旅館・ホテル 第138-2号 H03.08.08

旅館　陣渓園 相模原市緑区吉野１８４８ 旅館・ホテル 第50034号 H18.07.06

ホテルレイクヒルシャトウ 相模原市緑区城山３－９－１３ 旅館・ホテル 第153-7号 S59.01.24

アネックスイン　こじょう 相模原市南区上鶴間本町３－１５－１ 旅館・ホテル 第405-9号 S61.12.27

リバーサイド　こじょう 相模原市南区上鶴間本町３－１５－４ 旅館・ホテル 第233-3号 S51.04.14

旅館　宮崎 相模原市南区相模大野９－６－５ 旅館・ホテル 第30-13号 S43.04.15

ホテル　リヴィエラ 相模原市緑区下九沢１６０３－１ 旅館・ホテル 第19-134-001号 H19.05.07



ホテル　ディーノ 相模原市中央区南橋本２－１６－７ 旅館・ホテル 第134-3号 H11.01.12

ホテル　リングマイベル 相模原市南区上鶴間本町３－１６－１ 旅館・ホテル 第14-134-005号 H15.01.22

ホテル・ウィズ 相模原市南区上鶴間本町３－１６－３ 旅館・ホテル 第405-7号 S60.12.10

ホテル　フェスタ　相模原 相模原市中央区下九沢５６－１ 旅館・ホテル 第20-134-005号 H21.03.26

サンロード 相模原市南区麻溝台１－５－３ 旅館・ホテル 第2-363号 S54.07.03

ＨＯＴＥＬ　パラディスイン相模原 相模原市南区麻溝台１－２－８ 旅館・ホテル 第23-134-004号 H24.02.27

サンロード 相模原市南区麻溝台１－５－３ 旅館・ホテル 第2-363号 S54.07.03

ホテル　サラ 相模原市南区下溝３１０６－１ 旅館・ホテル 第405-11号 S61.02.05

アパホテル相模原古淵駅前 相模原市南区古淵３－９－８ 旅館・ホテル 第29-134-004号 H30.01.31


