【納品実績】
・ホテル・ラ・ジェント・プラザ函館北斗

・HOTEL FELICE 赤坂

・Royal Hotel みなみ北海道鹿部

・&AND HOSTEL AKIHABARA

・湯の川温泉 笑 函館屋

・PLAYSIS EAST TOKYO

・登別温泉 第一滝本館

・& AND HOSTEL KANDA

・ラ・ジェント・ステイ札幌大通

・BOOK AND BED TOKYO新宿店

・両国総本店

・ホテルビスタプレミオ東京[赤坂]

・ホテル・トリフィート小樽運河

・パレスホテル東京

・ホテルウィングインターナショナル千歳

・イチホテル上野・新御徒町

・コンフォートホテル札幌すすきの
・ラ・ジェント・イン気仙沼
・コンフォートホテル仙台東口

・相鉄フレッサイン 日本橋茅場町

・コンフォートホテル天童

・メルパルク横浜

・コンフォートホテル郡山

・相鉄フレッサイン 鎌倉大船

・Jヴィレッジ

・WeBase Kamakura

・ハタゴイン福島広野

・大磯プリンスホテル

・コンフォートホテル東京東神田

・箱根湯の花プリンスホテル

・東京プリンスホテル

・ダイヤモンド 鎌倉別邸ソサエティ

・＆ AND HOSTEL -ASAKUSA North-

・ダイヤモンド 箱根ソサエティ

・品川プリンスホテル

・ホテルビスタプレミオ横浜［みなとみらい］

・IMANO TOKYO HOSTEL

・レクトーレ湯河原

・BOOK AND BED TOKYO 東京店

・コンフォートホテル横浜関内

・ベストウエスタン東京西葛西グランデ

・レクトーレ葉山 湘南国際村

・新・日本青年館ホテル

・塩原温泉旅館 楓音 -kanon-

・亀七旅館

・Royal Hotel 那須

・ホテルオークラ東京

・ラ・ジェント・イン東京ベイ

・第一ホテル東京

・一宮シーサイドオーツカ

・IMANO TOKYO GINZA HOSTEL

・Hotel & Resorts MINAMIBOSO

・ザ・プリンスパークタワー東京

・ホテルドリームゲート舞浜

・相鉄フレッサイン 東京六本木

・ホテルドリームゲート舞浜アネックス

・コンフォートホテル東京清澄白河

・コンフォートホテル成田

・サンシャインシティプリンスホテル

・ザ・クレストホテル柏

・BOOK AND BED TOKYO 浅草店

・ホテルメッツ船橋

・相鉄フレッサイン 上野御徒町

・コンフォートスイーツ東京ベイ

・GRIDS ASAKUSABASHI

・グランパークホテル ザ・ルクソー南柏

・RELIEF Premium 羽田

・亀山温泉ホテル

・相鉄フレッサイン 銀座3丁目

・犬吠埼観光ホテル

・相鉄フレッサイン 東京錦糸町

・白浜フラワーパーク

・RELIEF Premium 羽田空港

・潮騒リゾート鴨川

・ホテルメトロポリタンエドモント

・シーラックパル高崎

・ホテルインターゲート東京 京橋

・伊勢崎ステーションホテル

・ホテル ニュー梅屋
・ホテル梶ケ谷プラザ

【納品実績】
・伊香保温泉 ホテル松本楼
・伊香保温泉 洋風旅館ぴのん
・万座温泉 日進館
・ペンションちろりあんはっと
・「清水国明の森と湖の楽園」トレーラーハウス
QOONELTAS in KAWAGUCHIKO
・ホテルシーラックパル甲府
・川越プリンスホテル
・コンフォートイン新潟亀田
・雪国の宿 高半
・著莪の里 ゆめや
・ベルビューニシウラ
・醸す森【kamosu mori】
・扉温泉 明神館
・エーザイ木曽駒山荘
・コンフォートホテル長野
・ダイヤモンド あずみ野温泉ホテル
・信州諏訪湖 上諏訪温泉 油屋旅館
・かしわや本店
・石苔亭いしだ
・ねぶた温泉 海游 能登の庄
・ダイヤモンド 片山津温泉ソサエティ
・HOTEL GRANBINARIO KOMATSU
・雨庵 金沢
・ホテルビスタ金沢
・沼津グランドホテル
・伊豆長岡温泉 香湯楼 井川
・伊豆長岡温泉 萌樹
・静岡修善寺 滝亭
・熱海伊豆多賀 潮騒の宿ふじま
・理想郷貸別荘
・伊豆稲取温泉 貸切風呂の宿 赤尾ホテル 海諷廊
・富士箱根ランド別館 スコーレプラザホテル
・三交イン 静岡北口
・ホテル盛松館
・修善寺温泉 瑞の里 ○久旅館
・グランドエクシブ初島クラブ
・THE HAMANAKO
・熱海慧薗
・民宿 いなほ
・かめや恵庵

・下田東急ホテル
・ホテルニューさがみや
・稲取温泉いなとり荘
・伊豆今井浜温泉 心のどか
・湯めぐりの宿 吉春
・レクトーレ熱海桃山
・小松家八の坊
・レクトーレ熱海小嵐
・宙SORA渡月荘金龍
・熱川館
・ザ・プリンス 箱根芦ノ湖
・ハタゴイン静岡吉田インター
・浜名湖レークサイドプラザ
・川奈ホテル
・エスペランサリゾート熱海
・Mast Lamp
・魚庵 さゝ家
・新井旅館
・地魚料理の温泉宿やどかり
・柿野温泉 八勝園湯元館
・いわむらゲストハウス やなぎ屋
・下呂温泉 懐石宿 水鳳園
・ゲストハウス とみだ
・旅館 観岳
・コンフォートホテル岐阜
・山荘 錫杖
・ヒルトップヴィラ高峰荘
・ホテルビスタ名古屋［錦］
・名古屋プリンスホテル スカイタワー
・コンフォートホテル豊川
・コンフォートホテル中部国際空港
・三交イン名古屋新幹線口ANNEX
・和のリゾート はづ
・ランプライトブックスホテル名古屋
・ホテル小野浦
・ビジネスホテル松風
・天の丸
・ホテル・アンドルームス 名古屋栄
・ダイワロイヤルホテル D-CITY 名古屋納屋橋
・ロイヤルホテルうお八

【納品実績】
・伊勢志摩三景 鳥羽グランドホテル

・ホテルウィングインターナショナルセレクト大阪梅田

・民宿料理 旅館 伝洋

・ホテルリリーフなんば大国町
・ホテル・アンドルームス新大阪
・ホテルグランヴィア大阪
・ホテルフェリーチェ心斎橋

・まろき湯の宿 湯元 榊原館
・ダイヤモンド滋賀

・びわ湖大津プリンスホテル
・BIRD HOSTEL（竹田謄写堂）
・京都インギオン
・京都インギオン2号館
・BOOK AND BED TOKYO 京都店
・グランドプリンスホテル京都

・Hotel & Resorts WAKAYAMA-MINABE
・紀州・白浜温泉 むさし
・癒しの宿 クアハウス白浜
・湯原温泉 八景
・ホテル大広苑

・ダイヤモンド 京都ソサエティ

・ホテルメルパルク広島

・IMANO KYOTO KIYOMIZU HOSTEL

・蛍の宿 一の俣温泉観光ホテル

・ホテルインターゲート京都 四条新町
・GRIDS KYOTO SHIJO KAWARAMACHI
HOTEL&HOSTEL
・ダイワロイヤルホテル グランデ京都

・ホテルアルフレックス徳山駅前

・京湯元 ハトヤ瑞鳳閣

・Royal Hotel 宗像

・ホテルウィングインターナショナル京都四条烏丸
・THE POCKET HOTEL 京都四条烏丸
・淡路島海上ホテル
・ホテルサンシャイン青山

・城崎温泉 あさごや旅館
・城崎温泉の旅館 錦水
・城崎温泉 お宿 芹
・料理旅館 滝寺荘
・東条湖グランド赤坂
・ダイヤモンド 有馬温泉ソサエティ 新館

・明石家旅館別館
・コンフォートホテル姫路
・加古川温泉 みとろ荘

・コンフォートホテル高知
・BOOK AND BED TOKYO 福岡店
・WeBase HAKATA
・bbb haus
・国民宿舎ひびき
・カニの四季膳 たら竹崎温泉 鶴荘
・たら竹崎温泉 太良観光ホテル
・たら竹崎温泉 夜灯見荘
・海上舘
・佐賀・古湯温泉 旅館 大和屋
・雲仙 福田屋 山照～やまてらす～別邸
・民芸モダンの宿 雲仙 福田屋
・長崎稲佐山観光ホテル
・諫早第一ホテル
・国際観光旅館 丸小ホテル

・赤穂ロイヤルホテル

・BUSINESS INN うめさき

・城崎温泉 あさぎり荘

・日奈久の湯 浜膳旅館

・有馬温泉 くつろぎの宿 ねぎや陵楓閣

・別府 くつろぎの温泉宿 山田別荘

・神戸メリケンパークオリエンタルホテル

・別府温泉 悠彩の宿 望海

・大阪マルビル 大阪第一ホテル

・ベネフィット･ステーション湯布高原

・ラ・ジェント・ホテル大阪ベイ

・別府 観海寺温泉 旅亭 松葉屋

・コンフォートホテル大阪心斎橋

・明礬温泉 岡本屋

・KAMON HOSTEL NAMBA

・宿処 BJ STYLES

・ハタゴイン関西空港

・べっぷ 好楽

・ダイワロイヤルホテル D-CITY 大阪新梅田

・宮崎ライオンズホテル

・ダイワロイヤルホテル D-CITY 大阪東天満

・ホテルセンチュリー宮崎

【納品実績】
・ホテルメリージュ
・ビジネスホテル有明
・ビジネスホテルかなや
・ペンション青葉
・東郷町 牧水公園
・ホテル中村荘
・都井岬 民宿 黄金荘
・白鳥温泉上湯（宮交ショップアンドレストラン）
・常盤荘別邸 霧島津
・旅情苑やまざと
・旅館 今國
・旅館 千寿
・都城観光協会 関之尾 緑の村
・青島グランドホテル
・季楽 飫肥（きらく おび）
・旅館 小戸荘
・延岡マリンサービス
・旅館 湯之元温泉
・エアラインホテル
・民宿 みさき荘
・雲海の宿 千木
・民宿 暖心
・コンフォートホテル宮崎
・シーサイドガーデンさのさ
・ゼウスハウス
・活きづくりと海の宿 いせえび荘
・ホテルニューニシノ
・シギラベイサイドスイートアラマンダ
・Royal Hotel沖縄残波岬
・ラ・ジェント・ホテル沖縄北谷

2018年9月末現在
その他共計358軒

