
みなとみらい ヨコハマグランドインターコンチネンタルホテル 南房総白浜 ホテル南海荘 【ＨＭＩ】 有楽町 和食 酒蔵レストラン　宝 市場通り 北京ダッグほか 北京烤鴨店（コース・食べ放題）

中華街 ホテルJALシティ 関内横浜 九十九里一宮 一宮シーサイドオーツカ 有楽町 中華居酒屋 三九厨房　NEW! 北門通り 壷料理/ヌーベル 金香楼（コース・会席・水上庭園）

中華街 横浜海員会館　エスカル横浜 鴨川小湊 三日月ｼｰパｰｸ安房鴨川 ※【ＨＭＩ】 四谷・新宿御苑 ﾎﾃﾙﾚｽﾄﾗﾝ ﾎﾃﾙｳｲﾝｸﾞｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙﾌﾟﾚﾐｱﾑ東京四谷 北門通り/善隣門 上海料理 四五六菜館　別館(コース)

中華街 ローズホテル横浜 勝 浦 三日月ｼｰﾊﾟｰｸﾎﾃﾙ勝浦 ※【ＨＭＩ】 上野公園 中華 北京烤鴨店 上野3153店　NEW! 市場通り 上海料理 四五六菜館　本館(コース)

山下公園 ホテルニューグランド 　※令和4(2022)年3月1日よりＨＭＩグループにリブランドOPEN └2022令和4年12月OPEN　最大275席 市場通り 広東・飲茶 青海星新館（コース）　NEW！

横浜市内 ホテル東横INN 木更津金田 龍宮城スパ・ホテル三日月 市場通り 焼き小籠包/飲茶 金鳳酒家（コース・食べ放題）

└横浜関内、桜木町、横浜スタジアム前Ⅰ・Ⅱ 木更津金田 〃　　富士見亭(全室露天風呂付き) 関帝廟通り 中国料理 鳳 林（コース）　NEW！
桜木町

(万国橋)
アパホテル＆リゾート＜横浜ベイタワー＞ 熱海伊豆山 ホテルランチ ハートピア熱海 関帝廟通り 四川・広東料理 謝朋酒樓（コース）　NEW！

桜木町

(駅前)
桜木町ワシントンホテル　NEW! 伊豆畑毛 ホテルランチ 大仙家 西門通り 福建家庭料理 千禧楼（コース）

川崎駅 川崎日航ホテル　NEW! 石　和 ホテル　石　風 伊豆韮山 網焼きBBQ 蔵屋鳴沢 反射炉ビヤレストランほむら 大通り/市場通り 台湾スイーツ 台湾美食520（食べあるき・お土産）NEW！

都内各地 【ウイング】ﾎﾃﾙｳｲﾝｸﾞｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙﾌﾟﾚﾐｱﾑ四谷東京 春日居 大棟苑 伊豆韮山 食事 代官屋敷 大通り/市場通り 広東飲茶スイーツ 香港飲茶 西遊記（食べあるき・イートイン）NEW！

　└四谷・渋谷・新橋御成門・新宿・池袋・後楽園・上野御徒町・浅草駒形・赤羽 河口湖 ホテル湖龍 三島塚原IC. 食事/観光 伊豆フルーツパーク 大通り 焼き小籠包飲茶 王府井本店（食べあるき・お土産）

河口湖 富士レークホテル 西伊豆戸田 食事/お土産 お食事処かにや本店 大通り 焼き小籠包飲茶 王府井酒家（食べ放題）

湯田中 ホテル椿野 伊豆下賀茂 郷土料理 伊豆の味　おか田 大通り 香港飲茶 王府井レストラン（花茶喫茶、コース）

箱根湯本 花　紋 長野市内 ホテルJALシティ長野 大通り 上海飲茶スイーツ 王府井上海ミートパイ（食べあるき・お土産）NEW!

箱根湯本 ホテル河鹿荘 戸倉上山田 遊子　千曲館 大通り 広東料理 廣東飯店（コース）

箱根湯本 ホテル仙景 /仙景プラザ 上諏訪 上諏訪 しんゆ 南房総白浜 ホテルランチ ホテル南海荘　※30名以上 大通り 上海料理 状元楼（コース）

箱根湯本 天成園 【万葉】 蓼　科 蓼科 親湯温泉 上総一ノ宮 ホテルランチ 一宮シーサイドオーツカ　 大通り 香港飲茶 香港大飯店（コース）NEW！

小田原駅 天成園小田原駅別館 【万葉】 天竜下條 月下美人 鴨川 食事 地魚料理 うおまさ 大通り 上海料理 揚州飯店（コース・体験）
湯河原

(静岡)
御宿 瑞鷹 ずいよう 長岡よもぎひら 蓬莱舘　福引屋 南房総 食事 漁師料理　たてやま/かなや 北京小路 四川料理 重慶飯店 本館（コース）

湯河原

(静岡)
ニューウェルシティ湯河原 【万葉】 横浜ローズホテル 四川料理 重慶飯店 新館個室レストラン（コース)

横浜ローズホテル 洋中ブッフェ ブラスリー ミリー ラ・フォーレ

草津湯畑前 ホテル一井 勝沼 もも・ぶどう 紅玉園　こうぎょくえん

伊豆畑毛 大仙家（函南) 【ＨＭＩ】 伊香保 ホテル木暮 勝沼 ホテルランチ ホテル石風

伊豆長岡 小松家　八の坊 【ペット宿泊】 日光鬼怒川 ゆけむりまごころの宿 一心舘 甲府昭和IC. 和食 笹ご茶屋 みなとみらい ホテルレストラン ヨコハマグランドインターコンチネンタルホテル

伊豆長岡 さかなやホテル茜 日光鬼怒川 ホテル鬼怒川御苑 【大江戸】 山梨市 さくらんぼ 窪田農園 みなとみらい ブッフェダイニング 　　　└１階　オーシャンテラス

伊豆長岡 ホテルサンバレー伊豆長岡 日光鬼怒川 鬼怒川観光ホテル 【大江戸】 長野市内 ホテルランチ ホテルJALシティ長野 みなとみらい 中国料理 　　　└31階　驊 騮ｶﾘｭｳ

伊豆長岡 　└富士見/和楽/アネックス 日光鬼怒川 鬼怒川ホテル三日月 長野戸隠 食事 蕎麦の館　山口屋 保土ヶ谷天王町 日本料理 日本料理　あきない

湯ヶ島 白壁 那須塩原 ホテルニュー塩原 【大江戸】 駒ヶ根 食事 光前寺そば やまだや保翁 山下公園 洋食/パーティー レストラン英一番館（神奈川県民ホール）

熱海伊豆山 ニューさがみや　2022令和4年12月完全改装OPEN 南伊那松川IC. なし・りんご フルーツ&フォレストゆざわ 横浜港 レストランクルーズ ロイヤルウィング

熱海伊豆山 ハートピア熱海 横浜港 工場夜景/港内観光 KMCリザーブドクルーズ（チャータークルーズ）

伊　東 ホテルラヴィエ川良 【ＨＭＩ】 飛騨高山 宝生閣 横浜港 屋形船 屋形船 すずよし（貸切・乗合）

熱　川 粋　光 栃木益子
食事/お土産

体験 益子焼窯元共販センター 桜木町 ホテルレストラン 桜木町ワシントンホテル　NEW!

稲　取 稲取銀水荘 宇都宮IC. 食事/体験 宇都宮餃子さつき 川崎駅 ホテルレストラン 川崎日航ホテル　NEW!

稲　取 稲取東海ホテル 湯苑 【ＨＭＩ】 ホテルマネージメントインターナショナル 宇都宮IC. 食事/お土産 宇都宮餃子館インター店

稲　取 稲取東海ホテル 心湯の宿 SAZANA 【万葉】 万葉倶楽部ホテルオペレーションズ 群馬中之条 食事/観光 ロックハート城

土　肥 土肥ふじやホテル 【大江戸】 大江戸温泉物語 北鎌倉 和食 鉢の木 新館

堂ヶ島 堂ヶ島ニュー銀水 【ウイング】 ホテルウィングインターナショナル 横須賀 海軍カレー ゴルカパレス

東京・近郊・神奈川東部 江戸まとい 横須賀 海鮮/お土産 漁師料理　よこすか

神奈川（横浜・鎌倉・箱根）、東京（東京駅、羽田空港）、静岡伊豆　配車 小田原 食事/お土産 鈴廣かまぼこの里　風祭本店/江の浦店

箱根芦ノ湖 絹引うどん 絹引の里　NEW！

泉の交通 （バス：大・中・マイクロ） 光輝観光バス（バス：大・中・小・マイクロ・ﾘﾌﾄ付） 箱根関所 食事/お土産 箱根関所　旅物語館 / 芦ノ湖遊覧船

シティアクセス（バス：横浜市内短距離送迎、小型・ﾏｲｸﾛ） 観光タクシー各社 ●令和4年12月現在　　※新型コロナウイルス感染拡大の影響で閉店、契約終了等の都合で予告なくご案内不可となる場合がございますので、何卒ご了承くださいませ。

●お弁当（主要駅、空港、サービスエリア、劇場など）

●グループ(チェーン)ホテル

●飛騨

●群馬・栃木

●伊豆・静岡

●横浜市内　横浜港　川崎駅

●鎌倉・横須賀・箱根・小田原

●横浜中華街●都内●横浜・川崎・都内

●甲信越　山梨・長野・新潟

●千葉・茨城

●伊豆・静岡

●群馬・栃木

●甲信　山梨・長野

●房総　千葉

●箱根・湯河原・小田原

宿 泊 食事観光

観光バス・タクシー

1978(昭和53)年創業 おかげさまで45周年
E-mail：info@kanafro.jp 神奈川フロンティア

ホームページで各施設情報を掲載！
TEL：045-365-2225

FAX：045-365-2230

・横浜・神奈川


