信州割SPECIAL（全国旅行支援）

更新日：2023/1/9現在

宿泊事業者一覧
割引対象期間：令和5年1月11日（火）～令和5年3月12日（日）までの宿泊分

エリア

宿泊施設名

施設コード

住所

TEL

ホームページ

北信

まるか旅館

Y-0383 下高井郡山ノ内町3109

0269-33-3515

http://maruka.her.jp

北信

ホテル

Y-1251 下高井郡山ノ内町7148

0269-34-2731

https://villa-alpen.com

北信

奥志賀高原ホテル

Y-0516 下高井郡山ノ内町奥志賀高原

0269-34-2034

https://www.okushigakogen.com/

北信

ホテルグランフェニックス奥志賀

Y-1455 下高井郡山ノ内町奥志賀高原

0269-34-3611

https://www.hotelgrandphenix.co.jp/

北信

角間荘

Y-1089 下高井郡山ノ内町佐野2137-1

0269-33-8290

http://www.nkn.janis.or.jp/~kakuma_sou/

北信

越後屋旅館

Y-1619 下高井郡山ノ内町佐野2346-1

0269-33-3188

北信

ようだや旅館

Y-1099 下高井郡山ノ内町佐野2348

0269-33-3165

北信

福島屋旅館

Y-2721 下高井郡山ノ内町佐野2362

0269-33-4538

北信

魚敏旅館

Y-0243 下高井郡山ノ内町佐野2563

0269-33-1215

http://www.avis.ne.jp/~miyasaka/

北信

あぶらや燈千

Y-0024 下高井郡山ノ内町佐野2586-5

0269-33-3333

https://www.aburaya-tousen.co.jp/

北信

傳習館とらやの湯

Y-1226 下高井郡山ノ内町佐野2592-22

0269-31-3454

http://denshukan.com/

北信

つるや旅館

Y-0915 下高井郡山ノ内町佐野2594

0269-33-4561

https://yuturuya.com/

北信

志賀高原プリンスホテル東館

Y-1651 下高井郡山ノ内町志賀高原焼額山

0269-34-3111

https://www.princehotels.co.jp/shiga/

北信

志賀高原プリンスホテル南館

Y-1652 下高井郡山ノ内町志賀高原焼額山

0269-34-3111

https://www.princehotels.co.jp/shiga/

北信

志賀高原プリンスホテル西館

Y-1653 下高井郡山ノ内町志賀高原焼額山

0269-34-3111

https://www.princehotels.co.jp/shiga/

北信

ヴィレッジ101

Y-2384 下高井郡山ノ内町赤綿沢12352-268

0269-33-6077

北信

志賀パークホテル

Y-0473 下高井郡山ノ内町大字7149

0269-34-2811

https://shiga-park.co.jp/

北信

ホテル

Y-0736 下高井郡山ノ内町大字佐野2562

0269-33-3281

http://www.housei.info/

北信

風間館

Y-0242 下高井郡山ノ内町大字佐野2592-1

0269-33-2713

https://kazamakan.com/

北信

ホテルおもだか

Y-0677 下高井郡山ノ内町大字佐野2614-16

0269-33-3125

https://hotel-omodaka.com/

北信

ポイントホープやまゆう

Y-1547 下高井郡山ノ内町大字平隠7148

0269-34-2021

http://www.pointhope-yamayu.com/

北信

大陽館ヤマト屋

Y-0138 下高井郡山ノ内町大字平穏1140-5

0269-33-2185

https://www.sibu-yamatoya.com

北信

塵表閣本店

Y-0130 下高井郡山ノ内町大字平穏1409

0269-33-3151

http://www.jinpyo.jp/

北信

上林ホテル仙壽閣

Y-0809 下高井郡山ノ内町大字平穏1410番地

0269-33-3551

http://senjukaku.com/

北信

渋白銀屋旅館

Y-0933 下高井郡山ノ内町大字平穏2054

0269-33-3225

https://shirokaneya.com/

北信

玉久旅館

Y-0442 下高井郡山ノ内町大字平穏2069

0269-33-3591

https://tamakyu.net

北信

若木屋旅館

Y-0175 下高井郡山ノ内町大字平穏2070

0269-33-2817

北信

金喜ホテル

Y-1938 下高井郡山ノ内町大字平穏2073

0269-33-3531

北信

御宿

Y-0030 下高井郡山ノ内町大字平穏2091

0269-33-3128

http://www.suminoyu.com/

北信

政喜旅館

Y-0231 下高井郡山ノ内町大字平穏2095

0269-33-2732

http://onyado-masaki.com/

北信

春蘭の宿さかえや

Y-0427 下高井郡山ノ内町大字平穏2171

0269-33-2531

https://e-sakaeya.jp

北信

渋ホテル

Y-0134 下高井郡山ノ内町大字平穏2173番地

0269-33-2551

https://www.shibuhotel.com

北信

渋温泉古久屋

Y-0562 下高井郡山ノ内町大字平穏2200

0269-33-2511

https://www.ichizaemon.com/

北信

洗心館 松屋

Y-1422 下高井郡山ノ内町大字平穏2222

0269-33-3181

http://eihachi.com/

北信

小澤屋旅館

Y-0386 下高井郡山ノ内町大字平穏2276

0269-33-3575

http://www.ozawa.com

北信

御宿 多喜本

Y-0170 下高井郡山ノ内町大字平穏2279

0269-33-3245

http://oyado-takimoto.com/

北信

ふじや旅館

Y-0371 下高井郡山ノ内町大字平穏2286

0269-33-2443

北信

和風の宿ますや

Y-0263 下高井郡山ノ内町大字平穏2296

0269-33-2171

https://masuya-yushinan.com

北信

山崎屋旅館

Y-0376 下高井郡山ノ内町大字平穏2299

0269-33-3025

http://www.yamazakiya.com/

北信

志なのや旅館

Y-0866 下高井郡山ノ内町大字平穏2925-12

0269-33-3528

北信

ホテル水明館

Y-0011 下高井郡山ノ内町大字平穏2941

0269-33-2168

北信

ZENHostel

Y-2849 下高井郡山ノ内町大字平穏3031

0269-38-0755

北信

湯田中

湯本

Y-1075 下高井郡山ノ内町大字平穏3080

0269-33-2141

北信

あさひ翠泉荘

Y-1854 下高井郡山ノ内町大字平穏3155

0269-38-0616

北信

湯田中温泉

Y-0937 下高井郡山ノ内町大字平穏3268

0269-33-3295

https://www.yudanaka-seifuso.com/

北信

ホテル椿野

Y-0997 下高井郡山ノ内町大字平穏3294

0269-33-3508

https://www.tsubakino.com/

北信

旅館はくら

Y-0355 下高井郡山ノ内町大字平穏4106

0269-33-3315

http://yudanaka-hakura.com/

北信

ゲストハウスはくら

Y-0357 下高井郡山ノ内町大字平穏4106

0269-33-3315

http://yudanaka-hakura.com/guesthouse-hakura/

北信

志賀高原

Y-0092 下高井郡山ノ内町大字平穏7148

0269-34-2207

https://www.keikokunoyu.com/

ヴィラ・アルペン

豊生

炭乃湯

清風荘

白い温泉

渓谷の湯

https://www.itoenhotel.com/suimeikan/

https://yudanaka-yumoto.com/

信州割SPECIAL（全国旅行支援）

更新日：2023/1/9現在

宿泊事業者一覧
割引対象期間：令和5年1月11日（火）～令和5年3月12日（日）までの宿泊分

エリア

宿泊施設名

施設コード

住所

TEL

ホームページ

北信

丸池ホテル

Y-0398 下高井郡山ノ内町大字平穏7148

0269-34-2721

https://maruike-hotel.com/

北信

温泉ホテルイタクラ

Y-0513 下高井郡山ノ内町大字平穏7148

0269-34-2309

https://hotel-itakura.jimdofree.com/

北信

ホテルアストリア

Y-0551 下高井郡山ノ内町大字平穏7148

0269-34-3000

https://astoria-shigakogen.com/

北信

木戸池温泉ホテル

Y-0999 下高井郡山ノ内町大字平穏7148

0269-34-2821

https://kidoike.com

北信

ホテルアルペンブルク

Y-1754 下高井郡山ノ内町大字平穏7148

0269-34-3366

https://www.alpenburg.com

北信

志賀ハイランドホテルアネックス

Y-2007 下高井郡山ノ内町大字平穏7148

0269-34-2711

北信

志賀ハイランドホテル

Y-2008 下高井郡山ノ内町大字平穏7148

0269-34-2011

北信

志賀高原

Y-0378 下高井郡山ノ内町大字平穏7148-10

0269-34-2921

北信

ホテル白樺荘＜志賀高原＞

Y-0476 下高井郡山ノ内町大字平穏7148-5

0269-34-3311

https://www.shirakaba.co.jp/

北信

アスペン志賀

Y-0661 下高井郡山ノ内町大字平穏7148−5

0269-34-3700

https://www.aspen-shiga.com/

北信

志賀高原一望閣

Y-0597 下高井郡山ノ内町大字平穏7148番地

0269-34-2031

http://ichibokaku.jp/

北信

癒しの宿幸の湯

Y-1398 下高井郡山ノ内町大字平穏7148番地

0269-34-2902

https://www.sachinoyu.com

北信

志賀スイスイン

Y-0155 下高井郡山ノ内町大字平穏7149

0269-34-3456

https://www.swiss-inn.jp/

北信

志賀一井ホテル

Y-0392 下高井郡山ノ内町大字平穏7149

0269-34-3711

https://shigaichii.jp/

北信

サンシャイン志賀

Y-1006 下高井郡山ノ内町大字平穏7149

0269-34-2531

http://sunshine@shigakogen.jp

北信

ホリデープラザ志賀高原

Y-1120 下高井郡山ノ内町大字平穏7149

0269-34-3330

http://www.holiday-plaza.shigakogen.com/

北信

ヴィラ・一の瀬

Y-1405 下高井郡山ノ内町大字平穏7149

0269-34-2704

https://www.villa101.biz

北信

ホテル一乃瀬

Y-1423 下高井郡山ノ内町大字平穏7149

0269-34-2802

http://www.shigakogen.jp/ichinose/

北信

ホテル金栄

Y-1556 下高井郡山ノ内町大字平穏7149

0269-34-2707

http://shigakogen.com/hotel/kinei/

北信

ホテル大六

Y-1911 下高井郡山ノ内町大字平穏7149

0269-34-2210

http://shiga-dairoku.com

北信

高天ヶ原ホテル

Y-0737 下高井郡山ノ内町大字平穏7149-16

0269-34-2911

http://www.takamagahara-hotel.co.jp

北信

志賀グランドホテル

Y-0953 下高井郡山ノ内町大字平穏7149-16

0269-34-2202

https://shiga-grand.com/

北信

不動尊の湯

Y-0955 下高井郡山ノ内町大字平穏7149-16

0269-34-2986

https://shiga-grand.com/kotobuki/

北信

志賀スカイランドホテル

Y-1901 下高井郡山ノ内町大字平穏7149-16

0269-34-3555

https://www.shiga-skyland.com

北信

ダイヤモンド志賀

Y-2935 下高井郡山ノ内町大字平穏7149-16

0269-34-2520

https://www.diamondshiga.com/

北信

志賀ホワイトホテル

Y-0713 下高井郡山ノ内町大字平穏7149ｰ16

0269-34-2702

北信

横手山本荘

Y-1370

下高井郡山ノ内町大字平穏7149志賀高原

0269-34-2006

北信

北アルプスを望む露天風呂の宿ひがしだて

Y-0196 下高井郡山ノ内町大字平穏7149番地

0269-34-2534

https://www.higashidate.com

北信

ホテルリバティ志賀

Y-0738 下高井郡山ノ内町大字平穏7149番地

0269-34-2521

http://www.shigakogen.jp/liberty/

北信

ホテルむつみ

Y-1280 下高井郡山ノ内町大字平穏7149番地

0269-34-2706

https://www.shigakogen.jp/mutsumi/

北信

スポーツホテル シルバー志賀

Y-1898 下高井郡山ノ内町大字平穏7149番地

0269-34-2245

https://www.silvershiga.com/

北信

ホテルラ・フォーレ志賀

Y-1926 下高井郡山ノ内町大字平穏7149番地

0269-34-2463

http://www.laforetshiga.jp/

北信

ホテルこだま

Y-2905 下高井郡山ノ内町大字平穏7149番地

0269-34-3331

http://www.hotelkodama.com

北信

北志賀グランドホテルウエスト

Y-2456

下高井郡山ノ内町大字夜間瀬11494-94

0269-33-6712

https://www.komaruyama.jp/

北信

ホテルアルパイン

Y-1710

下高井郡山ノ内町大字夜間瀬11700-26

0269-33-7337

http://www.h-alpine.jp/

北信

竜王プリンスホテル

Y-2252

下高井郡山ノ内町大字夜間瀬11700-68

0269-33-6011

http://www.r-prince.com

北信

北志賀高原ホテル

Y-1543

下高井郡山ノ内町大字夜間瀬11700-73

0269-33-6951

http://kitashigakogenhotel.com/

北信

ホテルタガワ

Y-0177

下高井郡山ノ内町大字夜間瀬11700-96

0269-33-6111

http://www.hotel-tagawa.co.jp

北信

ロッジ

Y-1857 下高井郡山ノ内町大字夜間瀬7087

0269-33-1133

北信

ホテル竜王ヴィレッヂ

Y-2033 下高井郡山ノ内町大字夜間瀬8208-2

0269-33-6511

北信

ホテルディライト北志賀

Y-2479 下高井郡山ノ内町大字夜間瀬9199-1

0269-33-6700

http://k-delight.net

北信

ホテルマウント志賀

Y-0987 下高井郡山ノ内町平7149

0269-34-2727

http://info@mountshiga.com

北信

下田屋旅館

Y-1137 下高井郡山ノ内町平穏 2982-2

0269-33-2769

北信

ひなの宿

Y-0361 下高井郡山ノ内町平穏1080

0269-33-2578

北信

天川荘

Y-1361 下高井郡山ノ内町平穏1263-3

0269-33-2444

http://www.avis.ne.jp/~amagawa/

北信

湯宿せきや

Y-0747 下高井郡山ノ内町平穏1406

0269-33-2268

https://www.yuyadosekiya.com/

北信

アクティブハウス

Y-2676 下高井郡山ノ内町平穏1457-1

090-2751-8214

北信

の猿HOSTEL

Y-0821 下高井郡山ノ内町平穏2034

0269-33-3317

北信

月見の湯

Y-0259 下高井郡山ノ内町平穏2050

0269-33-3323

https://www.tukimi.com

北信

かめや旅館

Y-0490 下高井郡山ノ内町平穏2065

0269-33-3585

https://www.shibu-kameya.com/

硯川ホテル

お宿ことぶき

タカユキ

安楽荘

山一屋

https://suzurikawa-hotel.com/

https://yamamotoso-shigakogen.com/

信州割SPECIAL（全国旅行支援）

更新日：2023/1/9現在

宿泊事業者一覧
割引対象期間：令和5年1月11日（火）～令和5年3月12日（日）までの宿泊分

エリア

宿泊施設名

北信

渋温泉

北信
北信
北信
北信

よろづや旅館

施設コード

住所

TEL

ホームページ

Y-2985 下高井郡山ノ内町平穏2078

0269-33-3073

丸善旅館

Y-0040 下高井郡山ノ内町平穏2169

0269-33-3235

旅の宿

Y-0117 下高井郡山ノ内町平穏2187

0269-33-2595

https://hatunoyu.jp

いかり屋旅館

Y-1018 下高井郡山ノ内町平穏2197

0269-33-3168

https://shibu-ikariya.jimdofree.com/

かどや

Y-0150 下高井郡山ノ内町平穏2201

0269-38-0311

北信

歴史の宿金具屋

Y-0091 下高井郡山ノ内町平穏2202

0269-33-3131

http://www.kanaguya.com

北信

渋温泉源泉館

Y-0269 下高井郡山ノ内町平穏2218

0269-33-2181

http://www.sibu-yumoto.jp

北信

一乃湯果亭

Y-0904 下高井郡山ノ内町平穏2219

0269-33-2101

https://shibu-katei.jp/

北信

貸切露天の宿

Y-0239 下高井郡山ノ内町平穏2273

0269-33-3261

http://shibu-daimaruya.com

北信

小石屋旅館

Y-0140 下高井郡山ノ内町平穏2277

0269-38-0311

http://yadoroku.jp/koishiya/

北信

安代館

Y-0664 下高井郡山ノ内町平穏2305-イ

0269-33-2541

andaikan.com

北信

HOTEL&RESORTきよみず望山荘

Y-1105 下高井郡山ノ内町平穏2848

0269-33-2131

http://www.bouzansou.com/index.html

北信

ホテル星川館

Y-0983 下高井郡山ノ内町平穏2941-50

0269-33-3278

http://breezbay-group.com/hoshikawakan

北信

一茶のこみち美湯の宿

Y-0406 下高井郡山ノ内町平穏2951-1

0269-33-4126

https://yudanakaview.co.jp/

北信

AIBIYA

Y-1798 下高井郡山ノ内町平穏3032

0269-38-0926

https://hostelaibiya.com/

北信

島屋旅館

Y-0633 下高井郡山ノ内町平穏3075

0269-33-2151

http://shimaya-yudanaka.com/

北信

よろづや

Y-0928 下高井郡山ノ内町平穏3137

0269-33-2111

https://yudanaka-yoroduya.com/

北信

加命の湯

Y-0934 下高井郡山ノ内町平穏3174

0269-33-1010

https://kameinoyu.com/

北信

ホテルゆだなか

Y-0799 下高井郡山ノ内町平穏3246-2

0269-33-5888

https://www.yudanaka.com

北信

白雲楼旅館

Y-0835 下高井郡山ノ内町平穏3265

0269-33-2505

http://www.yudanaka-hakuunro.com/

北信

楽奇温泉旅館

Y-0153 下高井郡山ノ内町平穏3289

0269-38-8189

北信

石庭露天風呂の宿 俵や

Y-0280 下高井郡山ノ内町平穏4115

0269-33-3525

北信

味な湯宿やすらぎ

Y-0502 下高井郡山ノ内町平穏4127-83

0269-33-1270

北信

HOTEL&RESORT山の内ヒルズ

Y-1107 下高井郡山ノ内町平穏5976-1

0269-31-3611

https://www.yamanouchi-hills.com/index.html

北信

ビワ池ホテル

Y-0262 下高井郡山ノ内町平穏7148

0269-34-3011

http://shigakogen.jp/biwiake

北信

ホテル志賀サンバレー

Y-0301 下高井郡山ノ内町平穏7148

0269-34-3800

https://shigasunvally.com/

北信

熊の湯ホテル

Y-0523 下高井郡山ノ内町平穏7148

0269-34-2311

https://www.kumanoyu.co.jp/hotel/

北信

石の湯ロッジ

Y-0553 下高井郡山ノ内町平穏7148

0269-34-2421

https://www.ishinoyu.com

北信

志賀レークホテル

Y-0697 下高井郡山ノ内町平穏7148

0269-34-3232

https://shigalake.jp

北信

ホテルベルグ

Y-0727 下高井郡山ノ内町平穏7148

0269-34-2003

https://www.shigakogen.jp/berg/

北信

志賀高原の家グリーン

Y-1051 下高井郡山ノ内町平穏7148

0269-34-2552

https://www.shiga-green.com/

北信

志賀の湯ホテル

Y-1146 下高井郡山ノ内町平穏7148

0269-34-2431

https://www.shiganoyu.com

北信

志賀リバーサイドホテル

Y-2092 下高井郡山ノ内町平穏7148

0269-34-2609

http://www.avis.ne.jp/~srsh/

北信

志賀高原やまゆり荘

Y-2707 下高井郡山ノ内町平穏7148

0269-34-2102

https://www.shigakukyosai.jp/yado/search/ichiran/shiga/index.html

北信

志賀高原ロッヂ

Y-1734 下高井郡山ノ内町平穏7148-23

0269-34-3600

https://www.shigakogen-lodge.com/

北信

ホテルハイツ志賀高原

Y-1675 下高井郡山ノ内町平穏7148-31

0269-34-3030

北信

志賀

Y-2419 下高井郡山ノ内町平穏7148-31

0269-34-2054

北信

ホテル五郎兵衛

Y-1132 下高井郡山ノ内町平穏7148-5

0269-34-2931

http://www.shigakogen.jp/gorobei/

北信

Hotel & Onsen 2307 Shigakogen

Y-0414 下高井郡山ノ内町平穏7148番地

0269-34-2905

https://hotel2307.com/

北信

志賀パレスホテル

Y-0479 下高井郡山ノ内町平穏7148番地

0269-34-2221

https://shigapalace.co.jp/

北信

シャレー志賀

Y-0006 下高井郡山ノ内町平穏7149

0269-34-2235

https://chalet-shiga.com/

北信

西発哺温泉ホテル

Y-0197 下高井郡山ノ内町平穏7149

0269-34-2634

http://www.shigakogen.jp/nishihoppo/

北信

ホテルジャパン志賀

Y-1017 下高井郡山ノ内町平穏7149

0269-34-2801

https://www.japanshiga.com/

北信

志賀高原オリンピックホテル

Y-1255 下高井郡山ノ内町平穏7149

0269-34-2125

http://www.shiga-olympic.com

北信

ホテルアララギ

Y-1277 下高井郡山ノ内町平穏7149

0269-34-2002

北信

ホテルサニー志賀

Y-1685 下高井郡山ノ内町平穏7149

0269-34-2604

北信

チウーホテル

Y-1914 下高井郡山ノ内町平穏7149

0269-34-2333

北信

県境の宿渋峠ホテル

Y-2678 下高井郡山ノ内町平穏7149

0269-34-2606

http://www.shibutoge.com

北信

ホテルタキモト

Y-0346 下高井郡山ノ内町平穏7149-16

0269-34-2117

https://www.takimoto.in/

北信

ホテル銀嶺

Y-0446 下高井郡山ノ内町平穏7149-16

0269-34-3110

http://www.ginrei.co.jp/

初の湯

湯本旅館
大丸屋

石の湯ホテル

https://maruzen.moo.jp/

http://www.tawarayaryokan.co.jp/

https://www.sunny-shiga.com/
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北信

志賀いこい荘

Y-1364 下高井郡山ノ内町平穏7149-16

0269-34-2005

北信

ニュー横手

Y-1409 下高井郡山ノ内町平穏7149-17

0269-34-2106

http://www.new-yokote.com

北信

民宿みやま

Y-2290 下高井郡山ノ内町平穏821

0269-33-2260

https://miyama-wakuwaku.com

北信

ホテルサンモリッツ志賀

Y-2091 下高井郡山ノ内町平穏一の瀬7149

0269-34-2247

https://st-moritz.net/

北信

北志賀グランドホテル

Y-0996 下高井郡山ノ内町夜間瀬 11494

0269-33-6621

https://www.komaruyama.jp/

北信

Active House Ryuo

Y-3011 下高井郡山ノ内町夜間瀬10090-3

090-2751-8214

北信

シルバーロード

Y-3034 下高井郡山ノ内町夜間瀬11395-7

0269-33-7236

北信

ホテルプランタン

Y-2103 下高井郡山ノ内町夜間瀬11421-4

0269-33-6766

https://purantan.jp/

北信

ペンション

Y-2936 下高井郡山ノ内町夜間瀬11494-186

0269-33-7855

https://pension-utopia.com

北信

北志賀ホリデーイン

Y-0634 下高井郡山ノ内町夜間瀬11700-103

0269-33-7171

https://hdayi.com

北信

シャレー竜王

Y-0844 下高井郡山ノ内町夜間瀬11700-11

0269-33-6311

http://www.syale-ryuo.com

北信

竜王パークホテル

Y-1697 下高井郡山ノ内町夜間瀬11700-18

0269-33-7866

http://www.r-parkhotel.jp/

北信

ホテル竜王

Y-1672 下高井郡山ノ内町夜間瀬11700-220

0269-33-6211

http://www.h-ryuo.com/

北信

竜王マウンテンホテル

Y-2219 下高井郡山ノ内町夜間瀬11700-243

0269-38-0905

http://ryuo-mountainhotel.com

北信

ホテルノース志賀

Y-0128 下高井郡山ノ内町夜間瀬11700-3

0269-33-7111

https://www.h-north.co.jp

北信

ホテル

Y-0317 下高井郡山ノ内町夜間瀬11700-9

0269-33-6411

https://www.whiteinn-kitashiga.com

北信

シャレークリスチャニア

Y-1436

下高井郡山ノ内町夜間瀬123477ー24奥志賀高原

0269-34-2929

https://www.okushiga.com

北信

コットンハウス奥志賀

Y-1949

下高井郡山ノ内町夜間瀬12377-25奥志賀

0269-34-2672

https://cottonhouse-okushiga.com/

北信

ロッジ やまのまにまに

Y-1731 下高井郡山ノ内町夜間瀬12377-27

0269-34-2261

https://yamanomanimani.jp

北信

ペンション白

Y-2168 下高井郡山ノ内町夜間瀬12377-29

0269-38-0565

http://okusiga-pension-haku.com/

北信

プチホテルEpi

Y-1873 下高井郡山ノ内町夜間瀬12377-31

0269-34-2171

http://okushiga-resort.com/

北信

テゾーロ奥志賀

Y-0266 下高井郡山ノ内町夜間瀬12377−26

0269-34-2751

https://okushigatesoro.com

北信

スポーツハイム奥志賀

Y-2262 下高井郡山ノ内町夜間瀬12379-23

0269-34-2551

http://www.sugiyama-ski.com/sportsheim/

北信

グランベルミヤツ

Y-3008 下高井郡山ノ内町夜間瀬1718

0269-33-1166

北信

ホテルセラン

Y-2426 下高井郡山ノ内町夜間瀬6995番地

0269-33-1111

北信

ホテルカスケード

Y-2230 下高井郡山ノ内町夜間瀬7055

0269-33-1155

北信

ホテル明幸

Y-1323 下高井郡山ノ内町夜間瀬7078

0269-33-1171

http://hotel-meiko.jp/

北信

ペットと泊まれる宿パディントンハウス

Y-0864 下高井郡山ノ内町夜間瀬7083-3

0120-26-5522

http://paddington-house.com

北信

プチ・リゾート・ホンマ

Y-1856 下高井郡山ノ内町夜間瀬7102-3

0269-33-8700

https://petit-honma.com

北信

ホテルカイワ

Y-2965 下高井郡山ノ内町夜間瀬7107-1

0269-33-1515

http://www.kaiwa.co.jp

北信

ロマコティ・キーピス

Y-3015 下高井郡山ノ内町夜間瀬7108

0269-33-8188

http://www.kippis.jp

北信

リゾートインケルン

Y-1972 下高井郡山ノ内町夜間瀬7109

0269-33-8555

http://cairn-yomase.com/

北信

ユール・ニッセ

Y-2385 下高井郡山ノ内町夜間瀬7109

0269-33-8588

http://www.yule-nisse.com/

北信

シャトーテル北志賀

Y-2843 下高井郡山ノ内町夜間瀬9186-2

0269-33-7133

北信

ゆうリゾートホテル北志賀

Y-1209 下高井郡山ノ内町夜間瀬9216

0269-33-7373

http://kitashiga.jp

北信

ブルーエ

Y-1874

0269-24-2870

https://bleuet-okushiga.com/

北信

ゲストハウス喜正

Y-1897 下高井郡大字木島平村上木島3876-7

090-4223-0735

https://kisho-guesthouse.jimdofree.com

北信

窓月まつしまや

Y-0452 下高井郡木島平村往郷2130-2

050-5436-5662

https://www.sougetsu-matsushimaya.com

北信

仲山荘

Y-0141 下高井郡木島平村上木島1577

0269-82-2212

http://nakayamaso.com/

北信

ペンション

シエスタ

Y-1169 下高井郡木島平村上木島3018-4

0269-82-1811

http://siesta.travel.coocan.jp/

北信

スポーツハイムアルプ

Y-0918 下高井郡木島平村上木島3100-5

0269-82-4141

http://sportheim-alp.com

北信

ちきちきばんばん

Y-1830 下高井郡木島平村上木島3278-244

0269-82-2815

http://www.chikibang.com/

北信

オーベルジュグルービー

Y-0102 下高井郡木島平村上木島3278-271

0269-82-3678

http://www.avis.ne.jp/~groovy/

北信

ドムハウス

Y-1399 下高井郡木島平村上木島3278-273

0269-82-4083

http://dom1992.com

北信

ホワイトヒル

Y-3014 下高井郡木島平村上木島3278ー206

0269-82-2323

http://www.hamayuu.biz

北信

ペンションアウラ

Y-2376 下高井郡木島平村上木島3477-2

0269-82-4383

https://www.aura.gr.jp/pension/

北信

びっくりりえたん

Y-2664 下高井郡木島平村上木島3501-14

0269-82-3423

http://www.janis.or.jp/users/rietan/

北信

コテージナースログ

Y-0362 下高井郡木島平村上木島3501-16

0269-82-4747

https://www.nurselog-jp.com/

北信

ペンション森のかくれんぼう

Y-1730 下高井郡木島平村上木島3795-13

0269-82-4155

http://www.janis.or.jp/users/morikaku/

北信

ペンション紙ふうせん

Y-1076 下高井郡木島平村上木島3795-2

0269-82-4582

http://www.janis.or.jp/users/k-huusen/

原宿

ユートピア

ホワイトイン北志賀

はまゆう

下高井郡山ノ内町夜間夜間瀬12377−32

信州割SPECIAL（全国旅行支援）
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北信

ペンション童夢

Y-1140 下高井郡木島平村上木島3795-9

0269-82-4400

北信

TMリゾート木島平

Y-1617 下高井郡木島平村上木島3795-9

0269-82-4400

北信

ホテルレイジャント

Y-0975 下高井郡木島平村上木島3876

0269-82-2828

https://radiant-net.com/

北信

ペンションシュトラーゼ

Y-2088 下高井郡木島平村上木島3876-25

0269-82-3805

http://www.syutoraze.com/

北信

パノラマランド木島平

Y-0629 下高井郡木島平村上木島3878-2

0269-82-3001

https://panoramaland-k.com

北信

ペンションビストロ原宿

Y-3035 下高井郡木島平村上木島3881-1

0269-82-4090

https://www.bistro-harajyuku.net/

北信

石川荘

Y-1418 下高井郡木島平村上木島886

0269-82-2152

北信

フォーレスかわしま

Y-1623 下高井郡木島平村大字上木島3127-1

0269-82-2333

http://www.pal.kijimadaira.jp/~fores.kawashima/

北信

コテージ フィオーレ

Y-1994 下高井郡木島平村大字上木島3501-17

090-9666-5171

http://www.janis.or.jp/users/fiore/

北信

コテージペンションぽっかぽか

Y-0570 下高井郡木島平村大字上木島3501-21

0269-82-4099

https://cottagepokkapoka.wixsite.com/-welcome

北信

赤い扉ロッジ

Y-1171

0269-82-4566

https://redgate-lodge.jimdofree.com/

北信

やまや山荘

Y-3019 下高井郡野沢温泉村7886-10

0269-85-2448

http://yamayasansou.com/

北信

かわもとや

Y-2378 下高井郡野沢温泉村8955

0269-85-2124

https://www.nozawahospitality.com/

北信

Iroha

Y-0929 下高井郡野沢温泉村9285

0269-85-3121

https://www.irohanozawa.com/ja

北信

宮坂屋

Y-2083 下高井郡野沢温泉村9325

0269-85-2216

北信

ユートピア

Y-1657 下高井郡野沢温泉村9546

0269-85-2223

北信

民宿ニューほしば

Y-1948 下高井郡野沢温泉村前坂8490

0269-85-2341

北信

お宿おばたけ

Y-1597

下高井郡野沢温泉村前坂大字前坂8399-2

0269-85-2611

北信

リゾートインあべ

Y-1254 下高井郡野沢温泉村大字豊郷4382

0269-85-2349

http://genzi@basil.ocn.ne.jp

北信

もみの木

Y-2021 下高井郡野沢温泉村大字豊郷4388

0269-85-3540

http://www.nozawa-mominoki.com/

北信

トウゴロウ

Y-0356 下高井郡野沢温泉村大字豊郷4394

080-4182-1056

https://togoro-nozawaonsen.com/

北信

梅之屋

Y-2859 下高井郡野沢温泉村大字豊郷4407-4

0269-85-2745

https://umenoya.sakura.ne.jp/

北信

Nakao Villa

Y-1598 下高井郡野沢温泉村大字豊郷4828

090-6514-8207

https://www.instagram.com/nozawa_nakao_villa/

北信

ヴィラサウスふじ

Y-3023 下高井郡野沢温泉村大字豊郷5005-2

0269-85-3034

http://www10.plala.or.jp/safuji/

北信

柄沢荘

Y-2462 下高井郡野沢温泉村大字豊郷6511

0269-85-2486

http://www8.plala.or.jp/karasawaso/

北信

山三荘

Y-2050 下高井郡野沢温泉村大字豊郷6519

0269-85-2300

http://yamasan.club

北信

リゾートハウスふるさと

Y-2821

下高井郡野沢温泉村大字豊郷6556番地

0269-85-2241

https://www.nozawa-furusato.com/

北信

うちはん

Y-1756 下高井郡野沢温泉村大字豊郷6637

0269-85-2296

http://www.janis.or.jp/users/uchihan/

北信

四季の宿しなざわ

Y-1595 下高井郡野沢温泉村大字豊郷6650-1

0269-85-3432

北信

ペンション佐藤

Y-2211 下高井郡野沢温泉村大字豊郷6657

0269-85-2830

北信

アップル

Y-2041 下高井郡野沢温泉村大字豊郷6696-4

0269-85-3317

北信

エスポワール・エビス

Y-2229 下高井郡野沢温泉村大字豊郷6743

0269-85-3108

北信

NOZAWA DREAM

Y-2991 下高井郡野沢温泉村大字豊郷6781-2

080-8745-0947

北信

大沢荘

Y-1959 下高井郡野沢温泉村大字豊郷6794

0269-85-2738

北信

民宿山口

Y-1117

下高井郡野沢温泉村大字豊郷6869番地

0269-85-2291

北信

ウッディハウス満月

Y-3012 下高井郡野沢温泉村大字豊郷6907−1

0269-85-2653

北信

あたらしや

Y-2452

下高井郡野沢温泉村大字豊郷6950-ロ

0269-85-2316

北信

民宿笹久

Y-1912 下高井郡野沢温泉村大字豊郷7776-1

0269-85-2088

北信

山崎屋

Y-1907 下高井郡野沢温泉村大字豊郷7781-2

0269-85-2313

北信

民宿モノミ

Y-1724 下高井郡野沢温泉村大字豊郷7781-3

0269-85-2772

北信

ふれ愛の宿やすらぎ

Y-0663 下高井郡野沢温泉村大字豊郷7793-7

0269-85-3336

http://nozawa-yasuragi.com

北信

四季の宿

Y-2658 下高井郡野沢温泉村大字豊郷7819

0269-85-2458

https://www.kawahiro.info/

北信

どぶろくの宿山ぼうし

Y-1964 下高井郡野沢温泉村大字豊郷7885-6

0269-85-1787

http://www.diia.janis.or.jp/~yamabosi/

北信

奥信濃の宿

Y-3050 下高井郡野沢温泉村大字豊郷7892

0269-85-2466

北信

マウンテンサイド大竹

Y-1928 下高井郡野沢温泉村大字豊郷7896-6

0269-85-3970

北信

ロッヂ

Y-0563 下高井郡野沢温泉村大字豊郷8455-2

0269-85-3504

北信

奈良屋旅館

Y-1391 下高井郡野沢温泉村大字豊郷8736

0269-85-2155

http://nozawa-naraya.jp/

北信

民泊

Y-0830 下高井郡野沢温泉村大字豊郷8751

0269-85-2668

http://www15.plala.or.jp/hanaya1/

北信

畔上館

Y-0029 下高井郡野沢温泉村大字豊郷8800

0269-85-2280

http://azegamikan.net/index.html

北信

はとぐるまかわばた

Y-0669 下高井郡野沢温泉村大字豊郷8922

0269-85-2336

http://hatoguruma.com/

イン

たかさか

河廣
宮の脇

ハーネンカム
花屋

下高井郡木島平村大字上木島3886-17

http://p-doumu.com

http://www.yutopia.jp

https://www.instagram.com/obatake_nozawaonsen__retreat/

http://www.pension-sato.jp

https://www.nozawadream.com

http://www2.plala.or.jp/nozawa-yamaguchi/

https://hahnenkamm.jp/
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北信

河一屋旅館

Y-0132 下高井郡野沢温泉村大字豊郷8923-1

0269-85-4126

北信

いけしょう

Y-0648 下高井郡野沢温泉村大字豊郷8927

0269-85-2138

北信

中島屋旅館

Y-0031 下高井郡野沢温泉村大字豊郷8965

0269-85-2058

北信

お宿てらゆ

Y-1177 下高井郡野沢温泉村大字豊郷8969

0269-85-2242

北信

土佐竹

Y-3069 下高井郡野沢温泉村大字豊郷9228

0269-85-3011

北信

ガストホフ・シーハイル

Y-0623 下高井郡野沢温泉村大字豊郷9258-8

0269-85-4624

北信

和らぎの宿 まつばや

Y-0588 下高井郡野沢温泉村大字豊郷9283

0269-85-2310

北信

リゾートハウス高原

Y-2951 下高井郡野沢温泉村大字豊郷9293

0269-85-2086

北信

お宿

Y-3051 下高井郡野沢温泉村大字豊郷9313-1

0269-85-2257

北信

常盤屋旅館

Y-1004 下高井郡野沢温泉村大字豊郷9347

0269-85-3128

http://tokiwaya.jp/

北信

リポーズハウス上野館

Y-3033 下高井郡野沢温泉村大字豊郷9466

0269-85-2721

http://www.janis.or.jp/users/users/uenokan/

北信

Gasthofかずみ

Y-1533 下高井郡野沢温泉村大字豊郷9473

0269-85-2268

北信

もとや

Y-1818 下高井郡野沢温泉村大字豊郷9483

0269-85-3417

北信

御宿

Y-0602 下高井郡野沢温泉村大字豊郷9486

0269-85-2267

北信

ペンション魚安

Y-2317 下高井郡野沢温泉村大字豊郷9517-2

0269-85-2217

北信

やすらぎの宿

Y-0204 下高井郡野沢温泉村大字豊郷9521

0269-85-2166

https://shirakaba8.com

北信

アドレス野沢

Y-0519 下高井郡野沢温泉村大字豊郷9535

0269-67-0360

https://www.nozawahospitality.com

北信

湯の宿

Y-2368 下高井郡野沢温泉村大字豊郷9562

0269-85-2262

北信

くつろぎの宿

Y-1585 下高井郡野沢温泉村大字豊郷9603

0269-85-2209

北信

民宿

今出屋

Y-0872 下高井郡野沢温泉村大字豊郷9604

0269-85-2121

北信

ﾌｧﾐﾘｰﾊｳｽ銀嶺

Y-2096 下高井郡野沢温泉村大字豊郷9673

0269-85-2279

北信

勘七園

Y-1904 下高井郡野沢温泉村大字豊郷9674

0269-85-2688

http://kanshichien.com

北信

リゾートイン

Y-2749

下高井郡野沢温泉村大字豊郷9702番地

0269-85-2536

https://www.toemunozawa.com/

北信

Land haus あぜがみ

Y-0631 下高井郡野沢温泉村大字豊郷9735

0269-85-2716

http://www16.plala.or.jp/landazegami/

北信

ヴィラカタシオ

Y-2928 下高井郡野沢温泉村大字豊郷9748-1

0269-85-2561

北信

お宿 藤兵衛

Y-1939 下高井郡野沢温泉村大字豊郷9754-2

0269-85-2483

北信

NOZAWA DREAM CENTRAL

Y-2986 下高井郡野沢温泉村大字豊郷9771-2

080-8745-0947

https://www.nozawadream.com

北信

まるとや

Y-0974

下高井郡野沢温泉村大字豊郷9798番地

0269-85-2235

https://kt2062390.wixsite.com/marutoya

北信

森の宿

Y-2454

下高井郡野沢温泉村大字豊郷中尾6365−1

0269-85-3538

http://kogumanoie.chips.jp/

北信

野沢温泉

Y-1784

下高井郡野沢温泉村大字豊郷中尾6697−1

0269-85-3200

https://www.s-adplan.net/udy/

北信

コーナーハウス

Y-0837 下高井郡野沢温泉村豊郷

0269-85-2124

https://www.nozawahospitality.com/

北信

お宿

Y-2466 下高井郡野沢温泉村豊郷4379-13

0269-85-2272

http://oyado-uemasa.com/

北信

四季の宿河達

Y-1439 下高井郡野沢温泉村豊郷4379-17

0269-85-2151

http://kawatatsu.com/

北信

お宿

Y-2352 下高井郡野沢温泉村豊郷4389-13

0269-85-2159

http://akebiya.net

北信

サンライズ明治屋

Y-0814 下高井郡野沢温泉村豊郷4402

0269-85-2365

https://sunrise-meijiya.com

北信

KALIK HOUSE

Y-0834 下高井郡野沢温泉村豊郷4403

0269-67-0360

https://www.nozawahospitality.com/

北信

Peanuts House くまくま

Y-0948 下高井郡野沢温泉村豊郷4403

0269-85-3625

http://p-kumakuma.sakura.ne.jp

北信

民宿きよたけ

Y-1863 下高井郡野沢温泉村豊郷4407-11

0269-85-2625

北信

嘉登屋ーKadoya Backpackers Baseー Y-2015 下高井郡野沢温泉村豊郷4428-2

090-3849-8552

北信

ヴィラ・クボタ

Y-0639 下高井郡野沢温泉村豊郷4811-1

0269-85-4111

北信

シャレー野沢

Y-2073 下高井郡野沢温泉村豊郷4835-1

0269-85-2229

北信

Holiday Home Nozawa

Y-2973 下高井郡野沢温泉村豊郷4843−5

0269-85-5001

北信

門脇館

Y-1821 下高井郡野沢温泉村豊郷6481

0269-85-2400

http://www.janis.or.jp/users/kadowaki/index.html

北信

民宿かねか荘

Y-1308 下高井郡野沢温泉村豊郷6497

0269-85-2263

http://blog.goo.ne.jp/kanekaso

北信

じょんのびな宿よえむ

Y-1637 下高井郡野沢温泉村豊郷6515

0269-85-2345

http://yoemu.com/

北信

ベルク丸金屋

Y-0668 下高井郡野沢温泉村豊郷6537

0269-85-2203

http://www7b.biglobe.ne.jp/~bergmarukaneya/index.html

北信

パール吉越

Y-2057 下高井郡野沢温泉村豊郷6547-2

0269-85-2445

http://pearl-y.com

北信

喜楽荘

Y-3005 下高井郡野沢温泉村豊郷6583

0269-85-3326

https://kirakuso-nozawa.com/

北信

いなかの宿

Y-2062 下高井郡野沢温泉村豊郷6613

0269-85-2750

北信

Akari House & Swiss Bakery

Y-2860 下高井郡野沢温泉村豊郷6666-2

0269-85-2225

そおゆ

野沢屋
白樺

トミケン
池元

トーエム（Toemu）

こぐまの家
お宿

内田屋

上昌
あけびや

さわ

https://kawaichiya.jp/

https://nozawa-terayu.com/sp/#

http://www.janis.or.jp/users/matubaya/

http://www7b.biglobe.ne.jp/~nozawaonsen/

https://nozawa-ikemoto.com/

http://familyhouseginrei@gmail.com

https://www.oyado-toubee.com

https://kadoya8nozawa.com/

https://sharenozawa.com
https://www.booking.com/hotel/jp/holiday-home-nozawa.ja.html?aid=356118&sid=da35c5e174ca614db3ac7e2347519696&dest_id=-239358;dest_type=city;dist=0;group_adults=2;group_children=0;hapos=1;hpos=1;no_rooms=1;req_adults=2;req_children=0;room1=A %2CA ;sb_price_type=total;sr_order=popularity;srepoch=1667546835;srpvid=81d73469cd9701b0;type=total;ucfs=1&#hotelT mpl

https://www.akarihouse.jp/
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北信

まさぞう

Y-1945 下高井郡野沢温泉村豊郷6782

0269-85-2580

北信

ロッヂゆきやま

Y-1119 下高井郡野沢温泉村豊郷7723-1

0269-85-2333

北信

民宿とよさと

Y-2287 下高井郡野沢温泉村豊郷7782

0269-67-0254

北信

ロッヂナカジマ

Y-2990 下高井郡野沢温泉村豊郷7797-4

0269-85-2646

北信

お宿

たまゆら

Y-1602 下高井郡野沢温泉村豊郷7797-5

0269-67-0610

http://www.nozawa-tamayura.sakura.ne.jp/

北信

山のホテル大瀧

Y-0569 下高井郡野沢温泉村豊郷7821-1

0269-85-4000

https://hotelohtaki.com/

北信

ピュア長坂

Y-1609 下高井郡野沢温泉村豊郷7883

0269-85-2329

http://www12.plala.or.jp/pure_nagasaka/

北信

和風ペンションみやざわ

Y-1297 下高井郡野沢温泉村豊郷7885-3

0269-85-5260

https://resort-inn.com/

北信

小松屋

Y-2743 下高井郡野沢温泉村豊郷7898-1

0269-85-2720

北信

湯宿とうふや

Y-0599 下高井郡野沢温泉村豊郷7914-2

0269-85-4102

北信

野沢温泉ホテル

Y-0287 下高井郡野沢温泉村豊郷7923-3

0269-85-2011

http://nozawaonsen-h.jp

北信

ペンション

Y-0101 下高井郡野沢温泉村豊郷8276

0269-85-2012

https://pensionschnee.wixsite.com/mysite

北信

LODGEでんべえ

Y-0644 下高井郡野沢温泉村豊郷8284-2

0269-85-3838

http://nozawa-denbey.com/

北信

清風館

Y-0556 下高井郡野沢温泉村豊郷8670-1

0269-85-2025

https://www.seifukan.co.jp/

北信

山田屋旅館

Y-0815 下高井郡野沢温泉村豊郷8692の1

0269-85-2059

北信

桐屋旅館

Y-0129 下高井郡野沢温泉村豊郷8714-2

0269-85-2020

https://kiriya.jp/

北信

河善

Y-0838 下高井郡野沢温泉村豊郷8748-4

0269-85-2124

https://www.nozawahospitality.com/

北信

Asagama House

Y-2138 下高井郡野沢温泉村豊郷8756-1

080-8731-1775

北信

お宿

Y-0503 下高井郡野沢温泉村豊郷8765

0269-85-2398

https://mikawayainn.com

北信

リゾートイン千春

Y-0787 下高井郡野沢温泉村豊郷8781-5

0269-85-2801

http://r-chr.com/

北信

御宿ふぶき

Y-1304 下高井郡野沢温泉村豊郷8820

0269-85-4162

http://www.oyado-fubuki.jp

北信

レジデンス寧

Y-0853 下高井郡野沢温泉村豊郷8853-1

0269-670-527

https://www.residenceyasushi.com/

北信

野沢ビューホテル嶋田屋

Y-0883 下高井郡野沢温泉村豊郷8858

0269-85-2124

https://www.nozawahospitality.com/

北信

野沢グランドホテル

Y-0651 下高井郡野沢温泉村豊郷8888

0269-85-3151

http://www.nozawagrand.com/

北信

静泉荘

Y-0855 下高井郡野沢温泉村豊郷9258

0269-85-2172

http://www.seisenso.com/

北信

三十苅荘

Y-1755 下高井郡野沢温泉村豊郷9273

0269-85-2249

http://sanjarisan.com/

北信

末広屋旅館

Y-1440 下高井郡野沢温泉村豊郷9280-2

0269-85-2175

北信

狸 Tanuki Nozawa

Y-0922 下高井郡野沢温泉村豊郷9285

0269-85-3121

https://www.tanukinozawa.com/ja

北信

野沢温泉ロッヂ

Y-1618 下高井郡野沢温泉村豊郷9285

0269-85-3121

https://www.staynozawa.com/ja/820447/nozawa-onsen-lodge

北信

ひめ長

Y-0852 下高井郡野沢温泉村豊郷9298

0269-85-2124

北信

リゾートインチトセ

Y-1022 下高井郡野沢温泉村豊郷9315

0269-85-2273

https://chitosekan-nozawa.com/

北信

千歳館

Y-0076 下高井郡野沢温泉村豊郷9327

0269-85-2009

https://chitosekan-nozawa.com/

北信

旅館さかや

Y-0956 下高井郡野沢温泉村豊郷9329

0269-85-3118

https://www.ryokan-sakaya.co.jp/

北信

富田屋

Y-0827 下高井郡野沢温泉村豊郷9366

0269-67-0810

https://www.nozawahospitality.com/

北信

サンシャインキョウヘイ

Y-0823 下高井郡野沢温泉村豊郷9410-ｲ

0269-85-2730

北信

ごんにむ荘

Y-1693 下高井郡野沢温泉村豊郷9434

0269-85-2282

http://www.gonnimu.com/

北信

スポーツハウス糀屋

Y-1599 下高井郡野沢温泉村豊郷9463

0269-85-2364

http://kojiya.net

北信

ロッヂウエノスキー

Y-0711 下高井郡野沢温泉村豊郷9481

0269-85-2706

http://www.ueno-ski.com

北信

朝日屋旅館

Y-0963 下高井郡野沢温泉村豊郷9501

0269-85-3131

http://asahiyaryokan.com

北信

ますや旅館

Y-0595 下高井郡野沢温泉村豊郷9507

0269-85-2160

https://masuyaryokan.net

北信

ホテルハウスサンアントン

Y-0619 下高井郡野沢温泉村豊郷9515

0269-85-3597

https://www.st-anton.jp

北信

ちょうちん屋

Y-1324 下高井郡野沢温泉村豊郷9525-ｲ

0269-85-2148

北信

ロッヂまつや

Y-0860 下高井郡野沢温泉村豊郷9533

0269-85-2082

http://www2u.biglobe.ne.jp/~onotaka/

北信

アドレス長坂

Y-0833 下高井郡野沢温泉村豊郷9535

0269-67-0360

https://www.nozawahospitality.com/

北信

げんたろう屋

Y-2442 下高井郡野沢温泉村豊郷9539

0269-85-2256

http://www.gentarouya.com/

北信

若ぎり

Y-0340 下高井郡野沢温泉村豊郷9556

0269-85-2040

http://www.wakagiri.jp

北信

源六

Y-0183 下高井郡野沢温泉村豊郷9611

0269-85-2557

https://www.genroku.biz/

北信

モルゲンロートやまざき

Y-1988 下高井郡野沢温泉村豊郷9675

0269-85-2015

http://morgenrot-yamazaki.com/

北信

ロッヂまるしげ

Y-0690 下高井郡野沢温泉村豊郷9685

0269-85-2185

https://www.lodge-marushige.com/

北信

まるじ

Y-2030 下高井郡野沢温泉村豊郷9692

0269-85-2328

http://www7b.biglobe.ne.jp/~maruji/

シュネー

三河屋

http://lodge-yukiyama.com

信州割SPECIAL（全国旅行支援）

更新日：2023/1/9現在

宿泊事業者一覧
割引対象期間：令和5年1月11日（火）～令和5年3月12日（日）までの宿泊分

エリア

宿泊施設名

北信

和のやど

北信
北信

なぐも

施設コード

住所

TEL

ホームページ

Y-0692 下高井郡野沢温泉村豊郷9721-1

0269-85-2391

https://www.janis.or.jp/users/wa-nagumo/

民宿こじま

Y-0549 下高井郡野沢温泉村豊郷9726

0269-85-2461

http://nozawaonsen-kojima.com/

民宿モリ

Y-1365 下高井郡野沢温泉村豊郷9737

0269-85-2278

北信

竹屋

Y-1601 下高井郡野沢温泉村豊郷9751-3

0269-85-2523

北信

Fujiyoshi

Y-2694 下高井郡野沢温泉村豊郷9829

0269-85-2809

北信

憩の宿

Y-2038

下高井郡野沢温泉村豊郷大字豊郷7886-9

0269-85-2314

北信

ラ・フォーレやまね

Y-1956 下高井戸野沢温泉村大字豊郷8974

0269-85-2465

北信

屋敷温泉

秀清館

Y-1920 下水内郡栄村17599-ロー1

025-767-2168

北信

切明温泉

雪あかり

Y-1642 下水内郡栄村大字境17879-1

025-767-2255

北信

北野天満温泉

Y-2434 下水内郡栄村大字堺14655

0269-87-2829

北信

切明リバーサイドハウス

Y-1434 下水内郡栄村大字堺17878-2

025-767-2253

https://kiriake-riverside.com/

北信

秋山郷雄川閣

Y-0145 下水内郡栄村大字堺17878-3

025-767-2252

http://yusenkaku.yadoroku.jp/

北信

民宿

Y-0874 下水内郡栄村大字堺18124-1

025-767-2132

北信

光栄荘

Y-1565 下水内郡栄村大字堺18189

0257-67-2147

北信

中条温泉トマトの国

Y-0979 下水内郡栄村北信4413-1

0269-87-3030

https://tomato-no-kuni.com/

北信

大草原の小さな家

Y-3067

0269-82-3227

http://www.dai-sogen.jp/

北信

ホテルホゥルス志賀高原

Y-1515 山ノ内町志賀高原一の瀬

0269-34-3355

http://www.khuls.com

北信

岩菅ホテル

Y-0492 山ノ内町大字平穏7149

0269-34-2334

https://www.hoteliwasuge.jp/

北信

ヴィラチェリオ

Y-2472 山ノ内町大字夜間瀬11700-7

0269-33-7070

北信

御宿ひしや寅藏

Y-2187 山ノ内町平穏2212

0269-33-2105

北信

ホテル山楽

Y-0709 山ノ内町平穏7149

0269-34-2217

http://www.shiga-sanraku.jp

北信

ゲストハウスまある

Y-1917 小布施町小布施618-7

050-5328-1305

https://yado.maaru-obuse.com

北信

梅の屋リゾート松川館

Y-0886 上高井郡高山村奥山田3507-1

026-242-2721

北信

仙人小屋

Y-1808 上高井郡高山村奥山田3681-332

026-405-4749

http://yamaboku.co.jp

北信

フォン明和荘

Y-2124 上高井郡高山村奥山田3681-35

026-242-2731

http://von-meiwasou.com

北信

ペンション樹里庵

Y-1563 上高井郡高山村奥山田3681-87

026-242-2508

https://www.julian-compass.com

北信

五色の湯旅館

Y-1621 上高井郡高山村奥山田3682-6

026-242-2500

https://goshikinoyu.nagano.jp

北信

山田館

Y-0913 上高井郡高山村山田温泉3604

026-242-2525

http://www.yamadakan.co.jp

北信

平野屋旅館

Y-1318 上高井郡高山村山田温泉3606

026-242-2811

https://www.hiranoyaryokan.com

北信

レッドウッドイン

Y-0607 上高井郡高山村山田牧場3681-347

026-242-2418

https://redwoodinn.jp/

北信

宝来館

Y-0718 上高井郡高山村大字奥山田3551-2

026-242-2222

北信

緑霞山宿

Y-0057 上高井郡高山村大字奥山田3563番地

026-242-2711

https://www.fujiiso.co.jp/

北信

風景館

Y-0591 上高井郡高山村大字奥山田3598番地

026-242-2611

https://www.fukeikan.co.jp

北信

ニュー笠岳

Y-2082 上高井郡高山村大字奥山田3681-351

026-242-2529

http://kasadake.com

北信

セルバン白雲館

Y-0217

上高井郡高山村大字奥山田3681番地334

026-242-2911

https://cervin.jp/

北信

セルバンロッヂ

Y-1719

上高井郡高山村大字奥山田3681番地334

026-242-2911

https://cervin.jp/

北信

古民家の宿梨本軒

Y-1862 上高井郡高山村大字高井160

026-245-2597

http://nashimoto-ken@stvnet.home.ne.jp

北信

七味温泉

Y-0701 上高井郡高山村大字牧2974-45

026-242-2710

http://shitimi-kouyoukan.com/

北信

小布施の宿フランス食堂ヴァンヴェール

Y-1296 上高井郡小布施町小布施34-8

026-247-5512

http://obusenoyado.com

北信

小布施温泉

Y-0923 上高井郡小布施町大字雁田1311

026-247-4880

https://obuse-akebinoyu.co.jp/

北信

おぶせの風

Y-2762 上高井郡小布施町大字小布施475-2

026-247-4489

北信

桝一客殿

Y-0989 上高井郡小布施町大字小布施815

026-247-1111

https://kyakuden.jp/

北信

ホテル星と緑のロマン館

Y-0207 上水内郡小川村稲丘4981

026-269-3789

https://www.ogawaromankan.net

北信

北アルプス絶景の宿

Y-0224 上水内郡小川村小根山8000-4

026-269-3455

https://rinrincan.com/

北信

11.colaboratory

Y-1837 上水内郡小川村小根山8177

080-4668-1105

北信

ruisseau

Y-2147 上水内郡小川村小根山8692

090-113-1992

北信

ふるさとハウス・ビオトープ

Y-2345 上水内郡小川村瀬戸川909

026-217-5383

北信

和食の宿“一歩”

Y-0991 上水内郡信濃町2388-15

026-258-3545

北信

高原のログP.カンタベリー

Y-2469 上水内郡信濃町古海2259-21

026-258-3789

北信

ペンションカルアミルク

Y-0033 上水内郡信濃町古海2259-22

026-258-2225

竹栄

丸山荘

藤井荘

紅葉館
あけびの湯

林りん館

高井郡木島平村大字上木島字上原3876-13

https://nozawa-fujiyoshi.com

http://www.lafore-yamane.com/

https://www.torazo.net

https://tekuteku-yado.com/

https://travel.rakuten.co.jp/HOTEL/2317/2317.html

信州割SPECIAL（全国旅行支援）

更新日：2023/1/9現在

宿泊事業者一覧
割引対象期間：令和5年1月11日（火）～令和5年3月12日（日）までの宿泊分

エリア

宿泊施設名
エル・フォレスト

TEL

ホームページ

Y-1392 上水内郡信濃町古海2259-75

026-258-2821

http://www.lforest.ecweb.jp/

施設コード

住所

北信

ペンション

北信

La Colina Retreat

Y-2910 上水内郡信濃町古海2259−23

050-5532-9994

http://www.lacolinaretreat.jp

北信

White Tree Lodge

Y-0896 上水内郡信濃町古海2388-12

026-258-2227

https://whitetreelodge.com

北信

マウンテンリゾート・マルガンタ

Y-0942 上水内郡信濃町古海2388‐14

026-258-2188

http://marganta.ciao.jp/main/

北信

オーベルジュ

Y-0206 上水内郡信濃町古海3326-13

026-258-3636

https://le-poussin.com/

北信

バートンホテル

Y-0368 上水内郡信濃町古海3332-3

026-258-3900

http://www.bartonhotel.co.jp

北信

小さなホテル風小僧

Y-0471 上水内郡信濃町古海3333-10

026-258-3707

https://kazekozou.jp

北信

森のログホテルカムループス

Y-0847 上水内郡信濃町古海3335-4

026-258-3737

https://www.kamloops-madarao.com/

北信

ホテル

Y-0637 上水内郡信濃町古海3575‐8

026-258-3511

https://www.tangram.jp

北信

ホテルハーヴェスト斑尾

Y-0642 上水内郡信濃町古海3575‐8

026-258-3611

https://www.tangram.jp

北信

和風ぺんしょん

Y-1058 上水内郡信濃町大字古海2259-14

026-258-3558

http://i-sks.com/ko/

北信

ロカンダ

Y-2826 上水内郡信濃町大字古海2469-30

026-258-3883

http://www2u.biglobe.ne.jp/~d-luna/

北信

スピンネーカー

Y-1011 上水内郡信濃町大字野尻53-1

026-258-3232

http://www.ngn.janis.or.jp/~spin/

北信

ロッヂ橅

Y-2382 上水内郡信濃町柏原4289-140

026-255-6687

http://bunatree.o.oo7.jp/

北信

ログペンション

Y-0552 上水内郡信濃町柏原4950-8

026-255-2994

http://www.ugen.jp

北信

コテージログハウスGOO!

Y-0234 上水内郡信濃町柏原4951-10

026-255-2989

https://gooi90.wixsite.com/gooweb

北信

ウイスタリアンライフクラブ野尻湖 Y-2154 上水内郡信濃町富濃3960-18

025-255-5091

http://www.wlc.fujita.co.jp

北信

ロッジオークランド

Y-2009 上水内郡信濃町野尻,2184-4

026-255-5309

https://hot-oakland.jp

北信

五岳庵

Y-2010 上水内郡信濃町野尻,3884-684

026-217-7487

https://hot-oakland.jp

北信

ラボランドくろひめ

Y-1403 上水内郡信濃町野尻1848

026-255-5723

https://www.laboland.jp

北信

黒姫高原

Y-0585 上水内郡信濃町野尻2014-2

026-255-2577

http://hotelwakatsuki.com/

北信

ロッジしらかば

Y-2299 上水内郡信濃町野尻2015-2

026-255-3221

http://www.janis.or.jp/users/kouriki/

北信

黒姫高原の宿アルマナック

Y-0221 上水内郡信濃町野尻2030-13

026-255-5561

http://www.almanac.rulez.jp/

北信

ペンション黒姫高原ふふはり亭

Y-0610 上水内郡信濃町野尻2105-2

026-217-5803

https://fuwari-tei.com/

北信

湖畔の宿

Y-0945 上水内郡信濃町野尻258-5

026-258-2514

https://hotel.travel.rakuten.co.jp/hinfo/31048/

北信

宮川旅館＋コハクテラス

Y-1694 上水内郡信濃町野尻261-2

026-258-2501

http://miyagawaryokan.com/

北信

国民宿舎杉久保ハウス

Y-2450 上水内郡信濃町野尻29-8

026-258-2550

https://www.sugikubo.com

北信

LAMP野尻湖

Y-1656 上水内郡信濃町野尻379-2

026-258-2978

北信

黒姫ライジングサンホテル

Y-0767 上水内郡信濃町野尻3807-5

026-255-3211

北信

ゲストハウスこあらい

Y-1086 上水内郡信濃町野尻3840

026-255-5958

http://koarai.jp

北信

TABI YADO Rantan

Y-0215 上水内郡信濃町野尻3884-167

026-255-6428

https://kurohime-rantan.com/

北信

和風ペンションことりの樹

Y-0199 上水内郡信濃町野尻3884-246

026-262-1718

http://www.kotorinoki.com

北信

ペンションシータス

Y-2361 上水内郡信濃町野尻3884-281

026-254-8287

北信

ペンションBOW

Y-1143 上水内郡信濃町野尻3884-363

080-4327-2212

http://park11.wakwak.com/~bow

北信

ログハウスペンションホゥリー

Y-1989 上水内郡信濃町野尻3884-367

026-255-5311

http://www2u.biglobe.ne.jp/~log-holy/

北信

ペンション風のうた

Y-1404 上水内郡信濃町野尻3884-546

026-255-5843

http://www.kazenouta.jp/

北信

ガストハウスもり

Y-2982 上水内郡信濃町野尻3884-680

026-255-6525

北信

ペンション

Y-2855 上水内郡信濃町野尻3884-685

026-255-4963

北信

ペンション竜の子

Y-2402 上水内郡信濃町野尻3884-691

026-255-4400

http://www.tatsunoko-p.jp

北信

ペンション森のシンフォニー

Y-1167 上水内郡信濃町野尻3884-697

026-255-4418

http://morinosymphony.sakura.ne.jp/

北信

ペンションアルム

Y-3020 上水内郡信濃町野尻3884-703

026-255-3972

北信

こなもん屋ジロー

Y-0584 上水内郡信濃町野尻3884-715

026-217-7603

北信

ログペンションセシルクラブ

Y-0302 上水内郡信濃町野尻3884-766

026-255-6180

http://www.cecilclub.com/

北信

Nojiri Lake Resort

Y-0590 上水内郡信濃町野尻40-3

050-3196-4260

https://www.nojirilakeresort.jp/

北信

奥信濃山荘

Y-0650 上水内郡信濃町野尻453-5

026-258-2158

http://okushinano.daa.jp/

北信

コテージ WAKATSUKI

Y-2851 上水内郡信濃町野尻瑞穂3807−221

026-255-2577

https://www.wakatsuki-cottage.com/

北信

GLAMPROOK飯綱高原

Y-1722

026-253-8188

https://glamprook.jp/iizuna/

北信

ペンションひまわり

Y-1414 上水内郡飯綱町川上2755-2347

026-253-3902

https://p-himawari.net

北信

御宿上倉荘

Y-0151 上水内郡飯綱町川上2755-946

026-253-2317

http://www.janis.or.jp/users/kamikura

北信

古民家のらのら

Y-1608 上水内郡飯綱町袖之山310

026-253-2920

http://hasumifarm.com/

ラ・プーサン

タングラム
北のおらほ

デラ・ルーナ

スターボード

ホテル若月

藤屋旅館

ポルタス

上水内郡飯綱町川上2755-1GLAMPROOK飯綱高原

http://www.risingsun-hotel.jp/

http://pcetus.com/

http://oakland.sakura.ne.jp/konamonya/top.html

信州割SPECIAL（全国旅行支援）

更新日：2023/1/9現在

宿泊事業者一覧
割引対象期間：令和5年1月11日（火）～令和5年3月12日（日）までの宿泊分

エリア

宿泊施設名

施設コード

住所

TEL

ホームページ

北信

とちのきの宿

Y-2267 上水内郡飯綱町大字川上1535

026-219-1210

https://iizuna.jp/iicone-west/floor/tochinokino-yado/

北信

GLAMPROOK ONION

Y-1785 上水内郡飯綱町大字川上2755-1

080-4194-1460

https://camplus.camp/lotusvillage/

北信

ペンションフィールドノート

Y-1815 上水内郡飯綱町大字川上2755-1904

026-253-8373

https://ourfield1.wixsite.com/fieldnote

北信

HOTEL NICC

Y-1505 上水内郡飯綱町牟礼1313

026-253-3333

https://www.naganokokusai.com/hotel/

北信

さすらいの自由飛行館

Y-0214 須坂市仁礼3153-276

0268-61-7535

https://www.y2jam.com/

北信

ＤＯＧコテージＪＡＭＳＷＡＮ！

Y-1433 須坂市仁礼3153-276

0268-61-7535

https://www.y2jam.com/jamswan/

北信

ペンションブルーベル

Y-2305 須坂市仁礼3153-434

0268-74-2790

https://pop-jp.com/bluebell/

北信

ＫＯＮＧ

Y-0645 須坂市仁礼3153-595

0268-74-1063

https://kong-s.com/index.html

北信

ペンション山羊

Y-2981 須坂市仁礼3153-696

0268-74-2337

http://yagi01.la.coocan.jp

北信

VILLA INUTO

Y-3055 須坂市仁礼3153-925

0268-74-3432

北信

ペンション＆レストランHIROSTRADA

Y-0235 須坂市仁礼3153-927

0268-74-3432

北信

ペンション Lunable

Y-2087 須坂市仁礼3153-927

090-5762-9583

北信

HIROSTRADA la CASETTA INUTO Y-3056 須坂市仁礼3153-927

0268-74-3432

北信

ひらたペンション

Y-1325 須坂市仁礼町3153-581

0268-74-2354

http://www.hiratapension.com

北信

うどのぺンション

Y-0254 須坂市仁礼町3153-700

0268-74-2725

https://udonop.jimdo.com

北信

ペンションマウンテンパパ

Y-1997 須坂市仁礼町峰の原3153-720

0268-74-2730

https://www.mtpapa.jp

北信

ロッジやまぼうし

Y-0310 須坂市仁礼町峰の原3153-972

0268-74-1250

https://www.yamaboushi.biz/

北信

セッションクラブ

Y-3021 須坂市仁礼町峰の原3153-974

0268-74-3174

https://www.lezaty.co.jp/hus/

北信

ペンション ハイジ・ホフ

Y-0861 須坂市仁礼峰の原3153-604

0268-74-3133

http://hedihof.art.coocan.jp/

北信

ペンション

チロル

Y-2298 須坂市仁礼峰の原3153-672

0268-74-2357

https://p-tirol.com/

北信

ペンション

のいちご

Y-2438 須坂市仁礼峰の原3153-723

0258-74-2693

http://noichigo.la.coocan.jp

北信

あすなろペンションPOCKET

Y-2947 須坂市仁礼峰の原3153-725

0268-74-2733

http://asunarop.server-shared.com/

北信

ペンションTAKEO

Y-0208 須坂市仁礼峰の原3153-931

0268-74-2765

http://www.asahi-net.or.jp/~as8t-ueb/

北信

福寿温泉福寿荘

Y-0916 須坂市大字小山1番地

026-245-5701

http://www.suzaka-kankokyokai.jp

北信

ロッジアボリア

Y-1701 須坂市大字仁礼3153-166

0268-74-2704

https://www.avoriaz.jp/

北信

ロッジErsteLiebe

Y-1179 須坂市大字仁礼3153-270

0268-75-0832

https://lodge-ersteliebe.com/

北信

ペンションぷれじーる

Y-1371 須坂市大字仁礼3153-271

0268-74-3570

https://nekodake.com/

北信

ペンション白いつばさ

Y-2169 須坂市大字仁礼3153-436

0268-74-0210

https://hpdsp.jp/siroitubasa/

北信

ペンションきのこ

Y-0264 須坂市大字仁礼3153-572

0268-74-2350

http://www.ued.janis.or.jp/~bori/

北信

ペンション

Y-0109 須坂市大字仁礼3153-591

0268-74-2510

https://boisvert.amebaownd.com/

北信

富田ペンション

Y-0210 須坂市大字仁礼3153-598

0268-74-2120

http://tomita.minenohara.jp

北信

ペンションきら星

Y-0927 須坂市大字仁礼3153-726

0268-74-3644

https://www.p-kirabosi.jp

北信

山の宿

木まま

Y-2161 須坂市大字仁礼3153-729

0268-74-3908

https://kimama.minenohara.jp

北信

ペンションファンタイム

Y-2996 須坂市大字仁礼3153-862

0268-74-3033

http://www.pensionfuntime.jp/

北信

ペンション

Y-0654 須坂市大字仁礼3153-883

0268-71-5553

https://www.majolica.jp

北信

ペンションスタートライン

Y-0765 須坂市大字仁礼3153-885

0268-74-3538

https://oldriver4.wixsite.com/startline

北信

かすみ亭

Y-2012 須坂市大字仁礼3153-976

0268-74-3534

北信

ペンションハーフトーン

Y-0232 須坂市大字仁礼3153−597

0268-74-2575

https://www.pensionhalftone.com/

北信

日の出ロッヂ

Y-0240 須坂市大字仁礼3153−597

0268-75-5202

http://hinodelodge.com/hinode/

北信

時空の杜

Y-1025 須坂市大字仁礼字峰の原3153-3

0268-71-5691

https://www.soramori.info/

北信

奥山ペンション・ラディッシュ

Y-1816 須坂市大字仁礼峰の原3153-596

0266-74-2722

http://www16.plala.or.jp/okupen/index.html

北信

ペンションIDA

Y-1000 須坂市大字仁礼峰の原高原3153-586

0268-74-2723

http://www.pensionida.jp

北信

ペンションふくなが

Y-0056 須坂市大字仁礼峰の原高原719

0268-74-2729

http://www.tim.hi-ho.ne.jp/kfukunaga/

北信

シティーホテルサンシャインエイト Y-0408 須坂市大字須坂1210番地

026-245-8121

https://sunshine-eight.jp/

北信

白藤

Y-0724 須坂市大字須坂32-1

070-8570-0423

北信

ゲストハウス蔵

Y-0693 須坂市大字須坂39

026-214-7945

https://www.ghkura.com/

北信

須坂温泉古城荘

Y-0089 須坂市大字日滝5414

026-245-1460

https://kojousou.co.jp/

北信

四明館

Y-0531 須坂市南横町1629

026-245-0707

http://shimeikan.net

北信

ペンションガーデンストーリー

Y-0777 須坂市峰の原高原721

0268-74-2728

https://www.janis.or.jp/users/v.yama/

北信

MOMO'ｓ

Y-2085 千曲市羽尾1982-1

090-3440-9195

ボワ・ヴェル

マジョリカ

Cottage

https://hirostrada.com/

信州割SPECIAL（全国旅行支援）

更新日：2023/1/9現在

宿泊事業者一覧
割引対象期間：令和5年1月11日（火）～令和5年3月12日（日）までの宿泊分

エリア

宿泊施設名

北信

國樂館

北信
北信

施設コード

戸倉ホテル

住所

TEL

ホームページ

Y-0062 千曲市戸倉温泉3055

026-275-2019

笹屋ホテル

Y-0417 千曲市戸倉温泉3055

026-275-0338

http://www.sasaya.co.jp/

千曲乃湯しげの家

Y-0574 千曲市戸倉温泉3055

026-275-1713

http://www.shigenoya.co.jp

北信

ホテルルートインコート千曲更埴

Y-1088 千曲市小島3151-1

026-273-0100

https://www.route-inn.co.jp/

北信

荻原館

Y-1156 千曲市上山田温泉1-31-3

026-275-1018

https://www.ogiwarakan.com/

北信

遊子

Y-0272 千曲市上山田温泉1-33-4

026-275-1111

https://www.chikumakan.co.jp/

北信

ホテル亀屋本店

Y-0909 千曲市上山田温泉1-37-1

026-275-1002

https://www.kameya-honten.co.jp

北信

民芸の宿 中央ホテル

Y-0163 千曲市上山田温泉1-38-1

026-275-3322

https://chuo-hotel.net

北信

旬樹庵

Y-0616 千曲市上山田温泉1-39-3

026-275-2211

https://yumoto-kashiwaya.com/

北信

小石の湯

Y-0036 千曲市上山田温泉1-59-1

026-275-2354

https://koishinoyu.co.jp

北信

有田屋旅館

Y-0216 千曲市上山田温泉1-69-1

026-275-1006

http://www.aritaya.net

北信

玉の湯

Y-0007 千曲市上山田温泉1-74-11

026-261-0324

https://www.tamanoyu-nagano.com/

北信

湯元

Y-0433 千曲市上山田温泉1丁目69-3

026-275-1005

http://wwwkamiyamada.com

北信

亀清旅館

Y-0026 千曲市上山田温泉2-15-1

026-275-1032

http://kamesei.jp

北信

ホテル

Y-1553 千曲市上山田温泉2-16-1

080-4763-7982

Y-0411 千曲市上山田温泉2-2-2

026-275-1016

https://www.seifuen.co.jp/

Y-0512 千曲市上山田温泉2-22-9

026-276-7111

https://www.green-plaza.jp/

千曲館

柏屋
正明館

上山田ホテル
高美

北信

信州の湯

北信

戸倉上山田温泉

清風園

北信

旬樹庵菊水

Y-0009 千曲市上山田温泉2-24-7

026-276-5858

北信

ホテルルートイン上山田温泉

Y-1139 千曲市上山田温泉2-28-3

050-5833-3808

北信

ホテル晴山

Y-0107 千曲市上山田温泉2-29-9

026-275-1201

北信

山風荘

Y-0449 千曲市上山田温泉2-30-3

026-275-1262

http://www.sanpusou.com/

北信

湯楽

ゆうざん

Y-0505 千曲市上山田温泉2-32-11

026-275-2333

https://www.yuuzan.jp/

北信

梅むら旅館うぐいす亭

Y-0336 千曲市上山田温泉2-32-5

026-275-3036

https://uguisutei.com/

北信

旬樹庵

Y-0521 千曲市上山田温泉2-33-9

026-275-1560

http://www.wakanoyu.com

北信

ホテル圓山荘

Y-0002 千曲市上山田温泉2-9-6

026-275-1119

http://www.marusansou.com/

北信

天然温泉付

Y-0507 千曲市上山田温泉3-12-2

026-275-5111

https://www.hotel-platon.jp/

北信

旅亭たかの

Y-0906 千曲市上山田温泉3-55-1

026-276-3001

https://www.ryotei-takano.jp/

北信

湯の宿

Y-0478 千曲市大字磯部1089

026-275-0171

http://www.fukujusou.co.jp

北信

リバーサイド上田館

Y-0984 千曲市大字戸倉温泉3055

026-275-1881

https://www.itoenhotel.com/uedakan/

北信

ホテルうづらや

Y-0401 千曲市八幡3067

026-272-1008

北信

ホテルルートイン中野

Y-1079 中野市吉田字立石木99-1

050-5847-7502

北信

小さな旅の宿

北信

Tabist トラベルイン

北信

Blue Star (ブルースター)

北信
北信

ビジネスホテル

グリーンプラザ

若の湯
ホテル

プラトン

福寿草

ゲストハウスかのか Y-0603 中野市金井530

https://kikusui-web.com/
https://www.route-inn.co.jp/search/hotel/index.php?hotel_id=6

https://uzuraya.net/
https://www.route-inn.co.jp/hotel_list/nagano/index_hotel_id_202/

0269-38-1622

https://ghkanoka.com

Y-2480 中野市大字草間1040-1

0269-26-2100

https://tabist.co.jp/h/b20htvi

Y-1435 中野市大字田上字牧の入2492-12

0269-27-4647

https://bluestar0235.jp/

北信州バレーホテル

Y-2274 中野市大字田上牧の入2509-8

0269-82-3777

https://valleyhotel3777.wixsite.com/kitasinshuvalley

旅館わらび野

Y-1426

北信

ホテルルートイン第1長野

Y-0735 長野市稲葉中千田沖2016-2

050-5847-7440

北信

信州の隠れ宿

Y-1919 長野市塩生乙1876

026-229-3740

http://mahoroba-momiji.sakura.ne.jp/

北信

清水屋旅館

Y-2767 長野市花咲町1254

026-233-3211

https://shimizuya-inn.jp/index.html

北信

古満寿屋旅館

北信

信州古民家の宿

北信

鬼無里の湯

北信
北信

まほろば

長野県上高井郡高山村大字奥山田1320

026-242-2901

https://ryokan-warabino.com/
https://www.route-inn.co.jp/hotel_list/nagano/index_hotel_id_2/

Y-1100 長野市鬼無里286-2

026-256-2007

Y-0640 長野市鬼無里日影6730

070-3392-1022

http://www.en-kominka.com/

Y-0537 長野市鬼無里日影8855

026-256-2140

http://www.kinasanoyu.com/

相鉄フレッサイン長野駅東口

Y-1976 長野市栗田995-1

026-480-2038

THE SAIHOKUKAN HOTEL

Y-0069 長野市県町528-1

026-235-3333

北信

ホテル国際21

Y-0108 長野市県町576

026-234-1111

http://www.kokusai21.jp/

北信

渕之坊

Y-2710 長野市元善町462

026-232-3669

http://www/fuchinobo.or.jp

北信

兄部坊

Y-2764 長野市元善町463

026-234-6677

http://kono@mx2.avis.ne.jp

北信

松屋旅館

Y-0018 長野市元善町484番地

026-232-2811

https://matsuyaryokan.jp

北信

良性院

Y-2141 長野市元善町498

026-233-2386

https://ryousyouin.wixsite.com/home

北信

信州善光寺

Y-1550 長野市元善町657

026-232-8901

https://yakuoin.jp

燕
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ホテル＆コテージ

薬王院

https://www.saihokukan.com
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宿泊事業者一覧
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エリア

宿泊施設名

施設コード

住所

TEL

ホームページ

北信

宿屋

白金家

Y-1760 長野市戸隠2126

026-254-2253

https://www.yadoya-shiroganeya.com/

北信

お宿

富岡

Y-1239 長野市戸隠2157

026-254-2019

https://oyado-tomioka.com/

北信

武井旅館

Y-2261 長野市戸隠2164

026-254-2520

https://takeiryokan.jp/

北信

渡辺旅館

Y-2431 長野市戸隠2303

026-254-2209

北信

越志旅館

Y-1544 長野市戸隠2332

026-254-2007

https://www.oshiryokan.com/ja-jp.html

北信

戸隠神社宿坊

お宿諏訪 Y-1650 長野市戸隠2336

026-254-2018

http://info@enmeiin-suwa.com

北信

戸隠神社宿坊山本館

Y-2671 長野市戸隠2339

北信

戸隠神社宿坊

北信

戸隠高原

北信

ロッヂかたくり

北信

徳善院蕎麦

北信

蕎麦会席の宿

北信

旧延命院

026-254-2612

https://shukubo-yamamotokan.com/

築山 Y-1014 長野市戸隠２３４８番地

026-254-2545

http://www.tsukiyamakan.com/

Y-1288 長野市戸隠3245-1

026-254-2094

http://www.m-rindou.com/

Y-2898 長野市戸隠3293

026-254-2193

http://www.tgk.janis.or.jp/~katakuli/

Y-0487 長野市戸隠3354

026-254-2044

http://www.egokui.com

Y-1540 長野市戸隠3360

026-254-2337

https://oumeitei.net

高山坊

Y-2876 長野市戸隠3363番地イ

026-254-2332

http://takayamabou.com

北信

武井旅館

Y-2952 長野市戸隠3373番地

026-254-2016

http://www.tgk.janis.or.jp/~takei/

北信

二澤旅館

Y-2734 長野市戸隠3386

026-254-2015

北信

宿坊神原

Y-1711 長野市戸隠3425

026-254-2006

北信

戸隠山宿坊 妙光院 武田旅館

Y-2760 長野市戸隠3489

026-254-2029

北信

宿坊旅館

Y-1750 長野市戸隠3500

026-254-2550

http://togakushi-oonishi.com/

北信

中谷旅館

Y-0001 長野市戸隠3503

026-254-2533

https://www.nakataniryokan.com

北信

シャレー戸隠

Y-0891 長野市戸隠3507-10

026-254-2099

http://www.chalet-togakushi.com

北信

LODGEぴこ

Y-1465 長野市戸隠3507-80

026-254-3806

http://lodgepico.com

北信

山小屋どんぐり

Y-1992 長野市戸隠3507-92

026-254-2293

http://donguri.lilimilkth.com/

北信

やすらぎの宿こうあん

Y-2783 長野市戸隠3527

026-254-2531

北信

山旅の宿

Y-2079 長野市戸隠3625-1

026-254-2100

http://mominoki.com

北信

戸隠旅の宿

Y-1207 長野市戸隠3632

026-254-2160

http://sirakabaso.com

北信

山小舎まるや

Y-1359 長野市戸隠3637-6

026-254-2288

http://www.tgk.janis.or.jp/~y_maruya/

北信

ぴあ

Y-1420 長野市戸隠3642-3

026-254-2560

http://piarocky.com

北信

ロッヂアルム

Y-2713 長野市戸隠3642-5

026-254-2583

http://www.tgk.janis.or.jp/~alm-1974/

北信

山宿

戸隠小舎

Y-0518 長野市戸隠3661-2

026-254-3333

http://togakoya.sakura.ne.jp/

北信

ヒュッテこぶし

Y-2455 長野市戸隠3666-8

026-254-2175

http://www.tgk.janis.or.jp/~kobushi/

北信

Akkorde

Y-2415 長野市戸隠3681-3アコールデ

026-254-3078

https://akkorde.jp

北信

高妻ロッヂ

Y-2984 長野市戸隠3682-20

026-254-2230

http://www.maruiya.sakura.ne.jp

北信

山の庭

Y-1604 長野市戸隠3684-1

026-254-2359

http://tanne-alpin.sakura.ne.jp/

北信

戸隠高原ホテル

Y-0829 長野市戸隠越水3682-6

026-254-2525

togakushikogenhotel.co.jp

北信

森の宿めるへん

Y-2178 長野市戸隠越水が原３６５６

026-254-2081

http://www/tgk.janis.or.jp~marchen

北信

ニュー戸隠シーハイル

Y-2070 長野市戸隠中社3507-83

050-5362-0764

北信

ペンション

Y-1173 長野市戸隠豊岡10044-10

026-254-3148

北信

ペンションこまくさ

Y-2381 長野市戸隠豊岡10044-14

026-254-2806

北信

ペンション

Y-1860 長野市戸隠豊岡2737-9

026-254-3045

北信

裾花峡天然温泉宿

北信

森の古民家リトリートあだむさんち Y-1199 長野市七二会丙252

090-9669-2588

北信

ホテルルートインコート篠ノ井

Y-0806 長野市篠ノ井御幣川1264-2

026-293-0085

https://www.route-inn.co.jp/hotel_list/nagano/index_hotel_id_7/

北信

中尾山温泉松仙閣

Y-0084 長野市篠ノ井小松原2475

026-292-2343

https://www.shyosenkaku.co.jp/

北信

郷の森

Y-1358 長野市若穂保科203-イ

070-3961-8244

北信

ホワイトコンド長野

Y-2959 長野市若穂保科4595-1

090-4011-5930

北信

ゲストハウス

Y-2657 長野市若穂保科5688

080-4116-3087

北信

ほしな屋

Y-3006 長野市若穂保科外山1247-1

026-285-0282

北信

千曲荘

Y-2813 長野市若穂綿内8299

026-282-2031

https://chikumasou.com

北信

旅館定鑑堂

Y-2863 長野市松代町松代477

026-278-2045

https://www.teikando.net

北信

松代ゲストハウス布袋屋

Y-2463 長野市松代町松代504

026-214-2837

https://hotei-ya.net

いろりの蕎麦処

民宿りんどう
宿坊極意
鷹明亭辻旅館

大西

樅の木山荘
白樺荘

ろっきー

タンネ

ころぼっくす
ピオレ
うるおい館

アカンターヤ

Y-0379 長野市妻科98番地

026-237-4126

https://shukubou-kanbara.com

http://corovox.com

http://piore.com
https://uruoikan.com
https://www.adamsanchi.com/

www.satonomori.shop

信州割SPECIAL（全国旅行支援）

更新日：2023/1/9現在

宿泊事業者一覧
割引対象期間：令和5年1月11日（火）～令和5年3月12日（日）までの宿泊分

エリア

宿泊施設名

施設コード

住所

マツシロウォーカーズ Y-0670 長野市松代町松代84

TEL

ホームページ

北信

ゲストハウス

北信

黄金の湯

Y-0746 長野市松代町松代東条3541

026-278-2596

https://www.matusirosou.com/

北信

ロイヤルホテル長野

Y-0511 長野市松代町西寺尾1372-1

026-278-1811

https://www.daiwaresort.jp/nagano/

北信

飯綱高原の山荘

Y-2961 長野市上ケ屋2471-1733

03-6379-7591

北信

薫風山荘

Y-2861 長野市上ケ屋2471-1834

026-239-3322

北信

だいだらぼっち小屋

Y-2923 長野市上ケ屋2471-2140

026-239-2628

北信

ペンションドルチェ

Y-0785 長野市上ケ屋2471-2225

026-239-2200

http://www.janis.or.jp/~dolce/

北信

ペンションスケッチブック

Y-2735 長野市上ケ屋2471-2542

026-239-2025

http://www.ngn.janis.or.jp/~sketchbook/

北信

ぺんしょん遊山

Y-1205 長野市上ヶ屋2471-2998

026-239-3351

http://yuuzann.com

北信

ペンション

Y-1768 長野市上ケ屋2471−2197

026-239-2525

http://andersen@ngn.janis.or.jp

北信

nagano forest village

Y-0016 長野市上ヶ屋2471−608

026-239-3272

https://naganoforestvillage.eternal-story.com

北信

アソビーバ

Y-0575 長野市上ケ屋2471−79

026-239-2522

https://www.azeiria.com

北信

いかほ別館

Y-2769 長野市上松3丁目6番33号

026-234-5305

http://www7a.biglobe.ne.jp/~nagano-ikaho/

北信

信州不動温泉さぎり荘

Y-1230 長野市信州新町日原西300-1

026-264-2103

北信

1166バックパッカーズ

Y-0333 長野市西町1048

026-217-2816

https://1166bp.com/

北信

旅館大橋

Y-2296 長野市川合新田749

026-221-2169

https://travel.rakuten.co.jp/HOTEL/5412/5412.html

北信

ホテル

Y-0867 長野市川中島町原786

026-293-6000

http://www.hotel-olympia.jp/

北信

大岡辻-tsuji_oooka-

Y-2309 長野市大岡中牧3122

050-6867-9589

https://airbnb.com/h/tsuji-000ka

北信

聖山パノラマホテル

Y-1274 長野市大岡丙5402-2

026-266-2623

http://www.w-sangyo.co.jp/hijiriyama/

北信

古民家貸切コテージとけい

Y-2753 長野市大字川合新田662

026-221-1099

https://wiiip.co.jp/

北信

常住院

Y-2870 長野市大字長野元善町474番地

026-232-3090

https://www.zyouzyuuin.com

北信

SA Inn 長野七瀬

Y-2812 長野市大字鶴賀七瀬南部485-5

026-217-0257

https://sainn-hotels.com/nanase/

北信

アパホテル〈長野〉

Y-1718 長野市大字鶴賀上千歳町1177-3

026-217-6131

北信

SA Inn 長野石堂

Y-2836 長野市大字南長野南石堂町1259-2

026-217-0257

https://sainn-hotels.com/ishido/

北信

ホテル自彊館

Y-2962 長野市大字南長野南石堂町1259番地

026-226-7055

https://www.jikyoukan.com

北信

中央館清水屋旅館

Y-0905 長野市大門町49

026-232-2580

http://www.chuoukan-shimizuya.com

北信

森と水バックパッカーズ

Y-2718 長野市中御所1-6-2

090-1615-7328

https://www.morimizu.net/

北信

SA Inn 長野中御所

Y-2787 長野市中御所4丁目

026-217-0257

https://sainn-hotels.com/nakagosho/

北信

犀川温泉旅館

Y-1918 長野市中御所5-9-21

026-226-3434

https://hotel.travel.rakuten.co.jp/hinfo/146995/

北信

ホテル信濃路

Y-0416 長野市中御所岡田町131-4

026-226-5212

http://www.hotel-shinanoji.com/

北信

やきもち家

Y-0025 長野市中条日下野5286

026-267-2641

https://xn--w8jxbxfg7046c.com/

北信

ホテルやま

Y-1700 長野市鶴賀権堂町2273番地

026-235-1634

北信

ホテルニューやま

Y-2123 長野市鶴賀権堂町2290番地

026-235-1655

北信

T-house

Y-2911 長野市鶴賀七瀬459

090-4606-2128

北信

栞舎

Y-0773 長野市東犀南400-13

026-214-5706

http://shioriya-nagano.com

北信

ホテルトレンド長野

Y-1538 長野市東鶴賀49-3

026-233-2800

https://hotel-trend.jp/nagano/

北信

DOT HOSTEL NAGANO

Y-2048 長野市東之門町379

026-219-6769

https://dothostel-nagano.com/

北信

ＡＵＮ

Y-2478 長野市南石堂町1260

090-4092-1641

北信

東横INN長野駅善光寺口

Y-2351 長野市南石堂町1315-8

026-228-1045

北信

長野プラザホテル

Y-2400 長野市南石堂町1326

026-224-0100

北信

ホテルメトロポリタン

Y-0405 長野市南石堂町1346

026-291-7000

https://nagano.metropolitan.jp/

北信

Mash Cafe＆Bed NAGANO

Y-1064 長野市南石堂町1426番地

026-217-0606

https://nagano.mashcafe-bed.com/

北信

長野第一ホテル

Y-0366 長野市南千歳1丁目16-2

026-228-1211

https://www.nagano-daiichi.jp/

北信

長野東急ＲＥＩホテル

Y-0095 長野市南千歳1丁目28番3号

026-223-1090

https://www.tokyuhotels.co.jp/nagano-r/index.html

北信

アイランドホテル

Y-2829 長野市南千歳2-15-8

026-226-3388

http://www.island-hotel.co.jp/

北信

チサングランド長野

Y-0389 長野市南千歳2-17-1

026-264-6000

https://www.solarehotels.com/hotel/nagano/chisungrand-nagano/

北信

ホテルナガノアベニュー

Y-0400 長野市南千歳2-8-5

026-223-1123

https://www.naganoavenue.com

北信

信濃Natural

Y-0409 長野市南千歳2丁目14-6

026-214-8322

https://shinano-natural.net/

北信

ホテル日興

Y-1575 長野市南千歳2丁目22-3

026-226-2200

https://www.hotel-nikko.net/

北信

NEW NAGANO NeXT

Y-0973 長野市南千歳町828

026-227-7200

https://newnagano.com

松代荘

アンデルセン
ナガノパーク

オリンピア長野

長野

026-274-5142

http://guesthouse.matsushiro-walkers.com/

https://www.toyoko-inn.com/search/detail/00212/

信州割SPECIAL（全国旅行支援）
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宿泊事業者一覧
割引対象期間：令和5年1月11日（火）～令和5年3月12日（日）までの宿泊分

エリア

宿泊施設名

施設コード

住所

TEL

ホームページ

北信

ホテルセレクトイン長野

Y-2401 長野市南千歳町965

北信

長野リンデンプラザホテル

Y-1845 長野市南千歳町975-1

026-225-1119

https://www.lindenplaza.jp/

北信

DOT HOUSE NAGANO

Y-2049 長野市南長野諏訪町506

080-4724-1717

https://dothostel-nagano.com/dothousenagano/

北信

天然温泉 善光の湯

026-291-5489

https://www.hotespa.net/hotels/nagano/

北信

山の神温泉

Y-2794 長野市箱清水3-23-50

026-234-3277

http://www.yamanokami.jp/

北信

ロッジ

Y-2379 長野市富田1-92

026-239-2950

北信

相鉄フレッサイン長野駅善光寺口

Y-1974 長野市末広町1356

026-480-2031

北信

ホテルアベスト長野駅前

Y-0762 長野市末広町1362

026-227-2122

https://ikemon.com/

北信

ホテルＪＡＬシティ長野

Y-0429 長野市問御所町1221

026-225-1131

https://www.nagano.jalcity.co.jp/

北信

ARCADIA～ふたつとない景色～アルカディア

Y-0008 長野市門沢5299

026-239-1122

https://arcadia.eternal-story.com/

北信

あずまの湯

Y-2135 長野市柳町64

026-232-7208

北信

なべくら高原・森の家

Y-0753 飯山市照岡1571-15

0269-69-2888

北信

橅麓

Y-2108 飯山市照岡293-3

0269-67-0970

北信

小菅の里 七星庵

Y-2854 飯山市瑞穂6048

0269-67-0745

北信

清水館

Y-2946 飯山市大字旭734-1

0269-62-0401

北信

Guest House Hostel 遊来～yukuru Y-0964 飯山市大字吉366-1

0269-67-0195

北信

ホテルレシェント

Y-0794 飯山市大字常郷2135

0269-65-2482

http://www.hotel-recient.jp

北信

TOGARI CABIN

Y-1161 飯山市大字常郷琵琶橋353-4

070-4140-1016

https://www.togari-nozawa.com/

北信

いいやま北竜温泉

Y-1683 飯山市大字瑞穂7332-2

0269-65-3121

http://bunkahokuryukan.com/

北信

ホテル

Y-3027 飯山市大字飯山11492-181

0269-67-0291

https://madarao-selene.wixsite.com/hotel-selene

北信

メルヘンハウス

Y-1809 飯山市大字飯山11492-189

0269-64-3053

http://marchenhouse.net

北信

ペンションピュア

Y-1902 飯山市大字飯山11492-233

0269-64-3464

http://www.janis.or.jp/users/p-pure/

北信

ペンションとも

Y-1674 飯山市大字飯山11492-242

0269-64-3357

https://pension-tomo316.localinfo.jp

北信

ホテルシルクイン斑尾

Y-1208 飯山市大字飯山11492-377

0269-64-3241

https://www.silk-in.net

北信

アルプバッハ斑尾

Y-2390 飯山市大字飯山11492-401

0269-64-3939

http://www.alpbach.jp/

北信

斑尾観光ホテル

Y-1640 飯山市大字飯山11492番地196

0269-64-3216

https://www.madarao-kanko.com/

北信

ホテルほていや

Y-0350 飯山市大字飯山1213

0269-62-3128

https://www.hotel-hoteiya.com/

北信

フローラ戸狩

Y-1620 飯山市大字豊田4686-1

0269-65-4562

https://flora-togari.com/

北信

ファーストなわて館

Y-2882 飯山市大字豊田4701

0269-65-3458

http://www.nawatekan.com

北信

リヴァティーみなみ

Y-2779 飯山市大字豊田4703

0269-65-2263

http://www.iiyama-catv.ne.jp/~r-minami/

北信

グリーンレイクたきざわ

Y-2308 飯山市大字豊田5257

0269-65-2153

https://greenlake.link/top/

北信

田舎の小宿・蕎麦かにさわ

Y-0919 飯山市大字豊田5291

0269-65-2163

http://www.bellforest.jp/

北信

HUNTERS GATE

Y-1160 飯山市大字豊田5480

070-4140-1016

https://www.togari-nozawa.com/

北信

四季彩の宿かのえ

Y-0245 飯山市大字豊田5509

0269-65-4570

http://www.kanoe.jp

北信

宮下屋

Y-2755 飯山市大字豊田5855

0269-65-2423

http://miyashitaya.sakura.ne.jp/index.html

北信

メイプルハイム

Y-1759 飯山市大字豊田6379

0269-65-2008

https://www.bpmaple.jp/

北信

GUESTHOUSE星の宿

Y-2704 飯山市大字豊田6383-1

0269-69-7878

https://togari.jp

北信

木原荘

Y-2100 飯山市大字豊田6628

0269-65-2473

北信

アズマアーバンライフ

Y-3052 飯山市大字豊田6729

0269-65-4788

北信

たんぼ荘

Y-2801 飯山市大字豊田6741-1

0269-65-2372

北信

ヴィラ美やもと

Y-2080 飯山市大字豊田6751-ｲ

0269-65-2224

https://villamiya.net

北信

岸田屋

Y-2791 飯山市大字豊田6772-1

0269-65-2225

http://www.iiyama-catv.ne.jp/~kisidaya

北信

なかみち屋

Y-2758 飯山市大字豊田6778

0269-65-2409

http://www.nakamichiya.jp/

北信

リゾートイン村田

Y-2444 飯山市大字豊田6780

0269-65-2109

北信

手打ちそばの宿石田屋

Y-1452 飯山市大字豊田6786

0269-65-2121

http://www.ishidaya.co.jp/

北信

ピュアヨシゴエ

Y-0530 飯山市大字豊田6789

0269-65-2116

http://www.janis.or.jp/users/yosigoe/

北信

ホワイトヴィレッヂ

Y-3026 飯山市大字豊田6862

0269-65-2161

http://www.janis.or.jp/users/white.v/

北信

ベルグかどや

Y-3009 飯山市大字豊田6950

0269-65-2150

北信

ロッヂめぐみ

Y-3045 飯山市大字豊田7158-イ号

0269-65-4566

北信

ビレッジヒル

Y-2292 飯山市大字豊田7171

0269-65-3098

ドーミーイン長野 Y-0798 長野市南長野北石堂町1373-1

ピノキオ

文化北竜館

セレーネ

壽番館

026-223-1111

https://www.nabekura.net/

https://kosuge-nanahoshi.jp/

https://guest-house-hostel-yukuru.eyado.net/

http://www.tanboso.com

https://www.juvankan.com
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http://www.0269652113.com/

北信

フォーシーズン

Y-2674 飯山市大字豊田7197

0269-65-2113

北信

ビジネスインミツワ&ＳＡＢＯ

Y-3022 飯山市南町17-14

0269-62-2533

北信

御宿飯山館

Y-1716 飯山市南町29-21

0269-62-2022

北信

ホテルエルディア

Y-3003 飯山市斑尾1101-21

0269-64-2611

北信

斑尾ランバーズ・イン

Y-0750 飯山市斑尾高原1101-17

0269-64-3126

http://www.lumbers-inn.com/1.html

北信

ペンション

Y-0743 飯山市斑尾高原11492-182

0269-64-3768

https://www.madarao-maroudo.com

北信

フジオペンション

Y-2995 飯山市斑尾高原11492-236

0269-64-3535

http://fujiopension.com

北信

斑尾エルムペンション

Y-1314 飯山市斑尾高原千曲台11492-244

0269-64-3505

http://www.madaraoelm.com

北信

ブルーベリーペンション

Y-1047 飯山市飯山11492-191

0269-64-3438

http://gate.ruru.ne.jp/blueberry/

北信

ドゥ・スポーツプラザ斑尾

Y-0808 飯山市飯山11492-234

0269-64-3533

http://www.iiyama-catv.ne.jp/~dospo11492/plan.html

北信

ペンションオークランド

Y-0611 飯山市飯山11492-300

0269-64-3431

北信

斑尾高原ホテル・斑尾高原スキー場 Y-1201 飯山市飯山11492-321

0269-64-3311

https://www.madarao.jp/

北信

Madarao Mountain Lodge

Y-1459 飯山市飯山11492-330

080-6935-5709

https://www.madaraoskilodge.com/

北信

Nagano Farmstays

Y-1520 飯山市飯山11492-330

080-6935-5709

https://www.madaraomountainresort.com/japan-farmstay.html

北信

貸別荘ホワイトラビ斑尾高原

Y-1747 飯山市飯山11492-336

090-9993-4433

http://whiterab.com/

北信

モンエール斑尾

Y-1204 飯山市飯山11492-429

0269-64-3141

https://www.madarao.jp/

北信

KOKUTO iiyama home

Y-2679 飯山市飯山3020

080-6939-0123

https://kokutoiiyama.com/

北信

山の湯旅館

Y-0822 飯山市飯山8989

0269-62-2423

北信

グリーントップBanBa

Y-1628 飯山市豊田4684

0269-65-2469

北信

上種館

Y-0888 飯山市豊田5457

0269-65-2096

北信

Togari

Y-2000 飯山市豊田5868

0269-65-2082

北信

NEW観山

Y-2780 飯山市豊田6398

0269-67-9171

北信

piste11

Y-2029 飯山市豊田6411

0269-65-2123

北信

アルペンプラザ

Y-0846 飯山市豊田6458

0269-65-2000

http://www.alpenplaza.com/

北信

スノーマスコテージ

Y-2763 飯山市豊田6510

0269-65-2128

http://www.iiyama-catv.ne.jp/~tkno/

北信

たなかや

Y-2778 飯山市豊田6632

0269-65-2340

北信

お宿本屋敷

Y-0064 飯山市豊田6652

0269-65-2132

北信

ムーンべイ25

Y-2983 飯山市豊田6724

0269-65-2072

北信

アミューズロッジ福本

Y-3053 飯山市豊田6736

0269-65-2223

北信

み寿かみ荘

Y-2785 飯山市豊田6754

0269-65-2120

北信

リフレ・イン福沢

Y-0780 飯山市豊田6763-イ

0269-65-2065

北信

プチハウス南の家

Y-2781 飯山市豊田6803-1

0269-65-2131

北信

ビレッヂイン西山

Y-2777 飯山市豊田6808

0269-65-2130

北信

いづみや

Y-2877 飯山市豊田6942

0269-65-2115

北信

シュライン新宅

Y-1960 飯山市豊田7024

0269-65-2138

北信

ペンションシュプール

Y-1387 飯山市豊田7061-1

0269-65-3450

https://www.spur-togari.com/

北信

トガリハイランド白樺

Y-2076 飯山市豊田7118

0269-65-2152

http://www.togari-hs.com

北信

むらなか

Y-3044 飯山市豊田7138-1

0269-65-2139

http://www.avis.ne.jp/~muranaka

北信

中屋敷

Y-0817 飯山市豊田7159

0269-65-2651

北信

りんどう

Y-2919 飯山市豊田7275

0269-65-2125

北信

銀嶺荘

Y-2841 飯山市豊田7311

0269-65-2136

まろうど

Inn
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村のホテル

住吉屋

http://www12.plala.or.jp/iiyamakan/

https://ameblo.jp/uwadane-kan/

http://www.miy.janis.or.jp/~piste11/

http://www.motoyashiki.jp

http://rfukuzawa.com

北信

野沢温泉

Y-0288 野沢温泉村豊郷8713

0269-85-2005

https://sumiyosiya.co.jp/

東信

リリホテル＆新ハワイ料理カパルア軽井沢

Y-1033 軽井沢町軽井沢1044-4

0267-48-2126

http://www.sas.janis.or.jp/~kapalua/

東信

B&Bホテル漂鳥庵

Y-1282 軽井沢町大字長倉2147-742

0267-45-5592

https://www.hyo-japan.com/

東信

信州・望月温泉

Y-0290 佐久市印内561-1

0267-53-3231

http://www.midorinomura.jp

東信

KURABITO STAY

Y-1170 佐久市臼田623-2

0267-74-0588

https://kurabitostay.com

東信

佐久ホテル

Y-0741 佐久市岩村田553

0267-67-3003

http://www.sakusaku.co.jp

東信

ゲストハウス岩村田宿

Y-1541

佐久市岩村田762-5三月九日青春食堂内

0267-78-3346

https://iwamuradajuku.com

東信

伝泊の宿

Y-2474 佐久市岩村田775岩村田整骨院内

0267-67-2013

https://uchiyamatsutaya.com/experience.html

東信

深緑の食香る隠れ宿

0267-54-2186

http://rosmarinus1998.com

みどりの村

つたや

ロスマリヌス Y-2300 佐久市協和3481-3

信州割SPECIAL（全国旅行支援）
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東信

サニーカントリークラブ

Y-1503 佐久市協和3491

0267-54-2001

http://www.sunny-cc.co.jp

東信

リーデントゴルフ＆リゾート佐久平 Y-2768 佐久市協和3491

0267-77-7400

https://golfandresort-sakudaira.hotel-redent.com

東信

ラナの家

0267-53-1202

東信

Cielの森キャンプ場グランピング体験 Y-2874 佐久市御馬寄361-2

東信

のぞみグランピング＆スパ

東信

Y-2136 佐久市協和恵の平387

080-6995-1587

http://lananoie.com/
https://www.google.co.jp/search?q=ciel%E3%81%AE%E6%A3%AE%E3%82%AD%E3%83%A3%E3%83%B3%E3%83%97%E5%A0%B4&ie=UTF-8&oe=UTF-8&hl=ja-jp&client=safari

Y-2362 佐久市根岸3203-2

0267-63-0111

https://www.nozomi-g.co.jp/glamping/

佐久平プラザ２１

Y-0472 佐久市佐久平駅東2-6

0267-65-8811

http://sakudaira.ikenotaira-resort.co.jp

東信

東横イン佐久平駅浅間口

Y-0072 佐久市佐久平駅北1-1

0267-66-1045

https://toyoko-inn.com

東信

アクアホテル佐久平

Y-0643 佐久市佐久平駅北23-6

0267-68-9900

東信

ホテルルートイン佐久南インター

Y-1124 佐久市三塚126-1

050-5211-5801

東信

信州佐久春日温泉

Y-0308 佐久市春日2258-1

0267-52-2111

http://kasuganomori.com/

東信

国民宿舎

Y-1003 佐久市春日5921

0267-52-2515

http://www.shinkou-saku.or.jp/mochizuki/

東信

佐久の里・三浦庵

Y-2932 佐久市鍛冶屋217

080-4403-7670

https://airbnb.com/h/sakunosatomiuraann

東信

ホテルナカジマ

Y-2669 佐久市中込2-14-30

0267-62-6200

http://hotelnakajima.com/

東信

柏屋旅館

Y-1035 佐久市中込2丁目20-9

0267-74-0260

https://yosukeyana.wixsite.com/kashiwaya

東信

おいまつえん

Y-2835 佐久市中込3−23−2

0267-62-0251

https://www.oimatsuen.com

東信

佐久一萬里温泉ホテル

Y-0720 佐久市中込3150-1

0267-63-5551

https://breezbay-group.com/saku-ichimanri/

東信

佐久グランドホテル

Y-0707 佐久市中込3丁目19番地6

0267-62-0031

https://breezbay-group.com/saku-gh/

東信

初谷温泉

Y-0954 佐久市内山352-イ-1

0267-65-2221

http://www.shoya.co.jp

東信

叶屋旅館

Y-0796 小県郡青木村沓掛428-3

0268-49-2004

https://www.kanouya-inn.com/

東信

満山荘

Y-1244 小県郡青木村大字沓掛434

0268-49-2002

https://manzanso.jp/

東信

ますや旅館

Y-1112 小県郡青木村大字田沢2686

0268-49-2001

https://www.masuya-1ban.com

東信

富士屋

Y-0578 小県郡青木村田沢2689

0268-49-3111

http://www.fujiya-h.com

東信

田沢温泉湯元和泉家旅館

Y-1134 小県郡青木村田沢2695

0268-49-2017

http://www.izumiyaryokan.net

東信

ペンション・スノーラクーン

Y-1665 小県郡長和町大門,3518-2384

0268-69-2729

http://snow-raccoon.com

東信

ペンション なちゅらる

Y-2832 小県郡長和町大門3507-36

0268-41-8020

http://www1.odn.ne.jp/natural/

東信

長和町姫木平自然の家

Y-2943 小県郡長和町大門3515-29

0268-69-2417

http://blanche-ski.com/shizen/

東信

ペンシオーネ美し松

Y-1098 小県郡長和町大門3515-50

0268-69-2422

https://utukusimatu.com

東信

ロッジ・カナダの森

Y-1811 小県郡長和町大門3518-2145

0268-69-2720

http://www.kokuyou.ne.jp/~free-bird/

東信

ペンションブルーベリー

Y-1812 小県郡長和町大門3518-2145

0268-69-2720

http://www.kokuyou.ne.jp/~blueberry/

東信

ダーチャ

Y-2106 小県郡長和町大門3518-2253

0268-41-8258

http://www.beriosk.com

東信

ペンションあーるいん

Y-1104 小県郡長和町大門3518-2378

0268-60-0819

http://r-in.net

東信

ペンション

Y-0761 小県郡長和町大門3518-2418

0268-69-2039

http://kingsalmon.client.jp/

東信

ペンションレンガ家

Y-0699 小県郡長和町大門3518-2451

0268-69-2944

http://www.kokuyou.ne.jp/~rengaya/

東信

ヴィラ・アビエルタ

Y-0321 小県郡長和町大門3518-2452

0268-60-2340

http://www.kokuyou.ne.jp/~abierta/

東信

ペンション

もくりん

Y-2815 小県郡長和町大門3518-2461

0268-69-2961

https://mokurin.jp

東信

ペンション

ハーモニー

Y-2265 小県郡長和町大門3518-2463

090-1281-8325

http://p-harmony.net/

東信

白樺倶楽部

Y-0868 小県郡長和町大門3518-2465

0268-41-8055

https://shirakaba-club.com

東信

PEKOの家

Y-1832 小県郡長和町大門3518-2467

0268-69-2025

https://pekonomi.jimdo.com/

東信

オーベルジュ

バレブランシュ Y-0387 小県郡長和町大門3518-2478

0268-69-2055

http://www.dia.janis.or.jp/~blanche

東信

Resort Garni CORU

Y-2020 小県郡長和町大門3518-2484

0268-69-2357

https://www.resortgarnicoru.com/

東信

ペンション赤い屋根

Y-1899 小県郡長和町大門3518-2497

0268-69-2641

http://www.janis.or.jp/users/akaiyane/

東信

ペンション森の音楽家

Y-1111 小県郡長和町大門3518-2522

0268-69-2971

http://www.morion.jp

東信

オーシャン・クルーズイン

Y-1794 小県郡長和町大門3518-2539

0268-60-2604

http://hpdsp.jp/oceancruiseinn

東信

温泉山岳ホテル

Y-1063 小県郡長和町大門3518-2546

0268-69-2001

https://andermatt.co.jp

東信

アルペンフローラ

Y-1301 小県郡長和町大門3518-2550

0268-69-2930

http://www.alpenflora.jp

東信

リゾートインステラ

Y-0192 小県郡長和町大門3518-2558

0268-69-2819

https://www.stella-himeki.com/

東信

リゾートハウスオックス

Y-0019 小県郡長和町大門3518-2562

0268-60-2021

東信

リゾートインラリー

Y-2233 小県郡長和町大門3518-2563

080-7486-4122

https://resortinnlarry.eyado.net/

東信

ペンション

Y-2165 小県郡長和町大門3518-2600

0268-69-2655

http://www.kokuyou.ne.jp/~morgen/

東信

ペンション Little tree

Y-0484 小県郡長和町大門3518-2621

0268-60-0855

http://green.zero.jp/little_tree/

佐久×軽井沢

かすがの森

もちづき荘

ベリオスカ

コテージ＆キャビン

キングサーモン

木の実
ド

アンデルマット

モルゲンローテ

http://www.aqa-hotel.com
https://www.route-inn.co.jp/hotel_list/nagano/index_hotel_id_201/

http://www.1-ox.com
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東信

ペンション海岸物語

Y-1782 小県郡長和町大門3518-2623

0268-69-2761

東信

ペンションアンメモリー

Y-0865 小県郡長和町大門3518-2634

0268-69-2760

http://unmemory.com

東信

Oｗｌ（アウル）姫木

Y-1417 小県郡長和町大門3518-2638

0268-69-2676

https://your-inn.net/inn/342445.html

東信

バケーションイン

Y-0328 小県郡長和町大門3518-2646

0268-69-2693

http://www.janis.or.jp/users/vacation/

東信

ペンション

Y-2081 小県郡長和町大門3518-2649

0268-69-2750

http://www.pwhitehouse.com/

東信

ペンションおはようパウロ

Y-2069 小県郡長和町大門3518-395

0268-69-2460

http://www.ohayo.ecnet.jp/

東信

guesthouse POINSETTIA

Y-2072 小県郡長和町大門3518−2394

0268-69-2945

http://poinsettia.jp

東信

ゲストハウスゆみち(たかやま)

Y-2977 小県郡長和町大門3623-7

090-5583-4722

東信

フォレストたかやま

Y-3030 小県郡長和町大門3643-16

0268-69-0551

https://satoh-co-jp.sakura.ne.jp/forest/

東信

ペンション

ジョイハウス

Y-1645 小県郡長和町大門3651-8

0268-69-2103

http://joyhouse.whitesnow.jp/

東信

ペンション

ウイング

Y-2127 小県郡長和町大門3651-9

0268-69-2202

https://takayama-wing.com/

東信

民宿みや

Y-0172 小県郡長和町大門653

0268-68-0302

http://www.kokuyou.ne.jp/~minsyuku/

東信

ペンション

Y-2968 小県郡長和町大門追分3518-2496

0268-69-2757

http://www.lahutte.co.jp

東信

リゾートインフォレスター倶楽部

Y-2058 小県郡長和町大門姫木平3518-2133

0268-69-2542

https://www.forester-club.com/

東信

和みのペンション ここっと

Y-0708 小県郡長和町大門姫木平3518-2486

0268-69-2908

http://www.cocot.info/

東信

ミヤシタヒルズ

Y-1074 小県郡長和町和田5101

0268-88-2915

http://www.miyashitahills.jp/

東信

山本小屋ふる里館

Y-0068 小県郡長和町和田美ヶ原高原5101-1

0268-86-2311

http://www.furusatokan.jp/

東信

小諸ユースホステル

Y-0558 小諸市塩野3876-4

0267-23-5732

東信

中棚荘

Y-0126 小諸市乙1210

0267-22-1511

https://nakadanasou.com/

東信

小諸グランドキャッスルホテル

Y-0486 小諸市古城1-1-5

0267-22-8000

https://www.itoenhotel.com/komoro/

東信

Hotelひしや

Y-2122 小諸市御影新田2746-1

0267-22-0049

東信

天狗温泉浅間山荘

Y-0249 小諸市甲又4766-2

0267-22-0959

東信

開魂楼

Y-1153 小諸市荒町2-4-3

090-4003-9997

東信

高峰マウンテンホテル

Y-0372 小諸市高峰高原

0267-23-1712

https://www.takamine-mountainhotel.com

東信

高峰高原ホテル

Y-0358 小諸市高峰高原704

0267-25-3000

http://www.takamine-kougen.co.jp

東信

脇本陣の宿

Y-0943 小諸市市町1-2-24

0267-27-1482

https://www.kumeya.com/

東信

小諸ロイヤルホテル

Y-1953 小諸市相生町1-3-1

0267-22-6633

http://www.komoro-royal.jp/

東信

ゲストハウスCielétoile

Y-2823

080-6995-1587

https://abnb.me/QLxVEQ9K1tb

東信

布引温泉

Y-2107 小諸市大久保620-3

0267-22-2288

https://nunohikionsen.info/

東信

里山暮らし体験宿青雲館

Y-0464 小諸市大字滋野甲3380

0267-22-0564

http://www.seiunkan.jp

東信

揚羽屋

Y-2473 小諸市大手1-3-17

0267-31-5593

http://agehaya.jp

東信

グレイスランドホテル

Y-2153 小諸市南町1-4-5

0267-25-5050

東信

ヒュッテ・リィト

Y-2773 小諸市菱平1972-1

090-2454-5680

東信

ランプの宿高峰温泉

Y-0443 小諸市菱平704-1

0267-25-2000

https://www.takamine.co.jp

東信

菱野温泉薬師館

Y-1197 小諸市菱平740

0267-22-0077

https://www.yakushikan.com/

東信

菱野温泉常盤館

Y-0077 小諸市菱平762-2

0267-22-0516

http://www.tokiwakan.com

東信

旅籠つるやホテル

Y-0671 小諸市本町3-2-19

0267-22-0041

http://www.tsuruya-hotel.com/

東信

ホテルルートイン上田

Y-0749 上田市材木町2-2-5

0268-23-2121

https://www.route-inn.co.jp/hotel_list/nagano/index_hotel_id_3/

東信

ホテル上田山荘

Y-0394 上田市材木町2-6-32

0268-22-9720

東信

上田市鹿教湯温泉国民宿舎鹿月荘

Y-0812 上田市鹿教湯温泉1295番地2

0268-44-2206

東信

ホテルやまや

Y-2144 上田市鹿教湯温泉1329-1

0268-44-2044

東信

ふぢや旅館

Y-2295 上田市鹿教湯温泉1373-3

0268-44-2204

http://www.fujiya-ryokan.com

東信

つるや旅館

Y-0859 上田市鹿教湯温泉1374

0268-44-2121

http://www.tsuruya-ryokan.co.jp

東信

中村旅館

Y-0950 上田市鹿教湯温泉1386番地

0268-44-2201

http://www.nakamuraryokan.net/

東信

斎藤ホテル

Y-0329 上田市鹿教湯温泉1387-2

0268-44-2211

https://www.saito-hotel.co.jp/

東信

鹿鳴荘

Y-1052 上田市鹿教湯温泉1422

0268-44-2236

https://localplace.jp/t000018361/

東信

望山亭ことぶき

Y-0152 上田市鹿教湯温泉1447

0268-44-2538

http://b-kotobuki.com/

東信

鹿乃屋

Y-0804 上田市鹿教湯温泉1462

0268-44-2141

http://www.sikanoya.co.jp/

東信

民宿のあずさ号

Y-1872 上田市小牧1204

0268-27-4130

http://www.yumehouse.co.jp

東信

岩屋館

Y-2730 上田市真田町長2868番地

0268-72-2323

http://www.iwayakan.co.jp/

ホワイトハウス

ラ・ヒュッテ

時の門

粂屋

こもろ

小諸市大久保2426-867草笛ランド別荘内B33

https://p-kaigan.com/

http://www.tenguspa.com

http://sangakumarche.jp/hutte/

http://kagetsusou.com/

信州割SPECIAL（全国旅行支援）

更新日：2023/1/9現在

宿泊事業者一覧
割引対象期間：令和5年1月11日（火）～令和5年3月12日（日）までの宿泊分

エリア

宿泊施設名

施設コード

住所

TEL

ホームページ
https://www.senko-tiny-camp.jp/

東信

SENKO TINY CAMP

Y-2427 上田市真田町長6394

0268-72-2253

東信

八幡屋

Y-1376 上田市菅平高原1223

0268-74-2215

https://yawataya.net

東信

菅平国際ホテルベルニナ

Y-1499 上田市菅平高原1223

0268-74-2325

http://www.h-bernina.com/

東信

ベル・フレール鈴蘭舘

Y-2075 上田市菅平高原1223

0268-74-2079

https://suzurankan.com

東信

ホテル城山館

Y-2275 上田市菅平高原1223-1141

0268-74-2678

東信

ペンション

Y-1377 上田市菅平高原1223-136

0268-74-1357

東信

菅平高原の宿ホテル富士屋

Y-1396 上田市菅平高原1223-1383

0268-74-2038

http://www.fujiya-sugadaira.com

東信

CARO FORESTA 菅平 CASOLARE

Y-1859 上田市菅平高原1223-1404

0268-74-1020

https://caro-foresta.com/casolare/index.html

東信

リゾートハイランド美やざき

Y-1671 上田市菅平高原1223-1543

0268-74-2082

東信

エーデルホテル

Y-0324 上田市菅平高原1223-1548

0268-74-2131

http://www.avis.ne.jp/~edel

東信

天狗ロッヂ

Y-0285 上田市菅平高原1223-1591

0268-74-2431

http://tengu-lodge@est.hi-ho.ne.jp

東信

かどや旅館【菅平高原】

Y-2380 上田市菅平高原1223-1640

0268-74-2027

東信

山音荘

Y-2204 上田市菅平高原1223-1715

0268-75-8070

東信

プチホテル

Y-2028 上田市菅平高原1223-1720

0268-74-3330

http://www.ued.janis.or.jp/~cyottya

東信

ロッヂいざよい

Y-0877 上田市菅平高原1223-173

0268-74-2048

https://www.l-izayoi.com/

東信

菅平高原ホテル白樺荘

Y-1200 上田市菅平高原1223-2108

0268-74-2511

https://www.shirakaba.com

東信

ホテル亀屋

Y-1294 上田市菅平高原1223-2204

0268-74-2523

http://www.sugadaira-kameya.co.jp/

東信

佐藤旅館

Y-2994 上田市菅平高原1223-2326

0268-74-3737

東信

ロッヂ・ヴィスタ

Y-2276 上田市菅平高原1223-2476

0268-74-2601

https://lodgevista.com/

東信

松栄屋

Y-0764 上田市菅平高原1223-2579

0268-74-2171

https://www.matsueiya.net/

東信

大松山荘

Y-2003 上田市菅平高原1223-2654

0268-74-2644

東信

山光館

Y-1311 上田市菅平高原1223-2892

0268-74-2616

http://www.sankoukan.com

東信

菅平高原プラザホテル

Y-1861 上田市菅平高原1223-3244

0268-74-2345

https://sugadaira-plazahotel.com/

東信

北栄館

Y-2976 上田市菅平高原1223-3317

0268-74-2669

東信

まるみ山荘

Y-1390 上田市菅平高原1223-3445

0268-74-2065

東信

ホテルダボスタカシマヤ

Y-3001 上田市菅平高原1223-3716

0268-74-2035

東信

菅平プリンスホテル

Y-1564 上田市菅平高原1223-3735

0268-74-2100

東信

ペンション

Y-2443 上田市菅平高原1223-3750

0268-74-3448

東信

ホテルニューダボス

Y-1954 上田市菅平高原1223-3790

0268-74-2066

東信

村田山荘

Y-2025 上田市菅平高原1223-3811

0268-74-2167

東信

プチホテル

Y-0550 上田市菅平高原1223-3930

0268-74-1111

http://sonntag.jp

東信

菅平イナリールホテル

Y-3064 上田市菅平高原1223-414

0268-74-3711

http://www.inaliilu.co.jp/

東信

リゾートイン菅平スイスホテル

Y-0543 上田市菅平高原1223-4629

0268-74-3411

https://suisuhotel.com/

東信

ホテル朝日

Y-1896 上田市菅平高原1223-4980

0268-74-2661

http://hotelasahi.jp/

東信

ロッジがらん洞

Y-2975 上田市菅平高原1223-5267

0268-74-3362

東信

ウッドラフ

Y-2391 上田市菅平高原1223-5306

0268-74-3194

http://yado-woodruff.com

東信

今井館

Y-2930 上田市菅平高原1223-536

0268-74-2061

http://imaikan.sakura.ne.jp/

東信

ロッヂありす

Y-2160 上田市菅平高原1223-5417

0268-74-2589

https://lodge-alice.jimdofree.com/

東信

リゾートロッジすずもと

Y-1932 上田市菅平高原1223-5501

0268-74-2110

http://www.sugadaira.ne.jp/~suzumoto/

東信

ホテル・ルピナス

Y-1786 上田市菅平高原1223-5963

0268-74-2422

https://rupinasu.com

東信

太郎館

Y-1260 上田市菅平高原1223-6204

0268-74-2300

http://www.taroukan.jp/

東信

ホテルマッキンレー

Y-2121 上田市菅平高原1223-6221

0268-74-2885

http://www.mackinlay.jp/

東信

向井館

Y-3066 上田市菅平高原1223-887

0268-74-2606

東信

四季の宿まさき

Y-0807 上田市菅平高原1223-917

0268-74-2673

http://www.masakihonke.com

東信

佐久山荘

Y-1850 上田市菅平高原1223-942

0268-74-2072

https://www.sakusanso.com

東信

ばんぶーびれっぢ

Y-2748 上田市菅平高原1223-950

0268-74-2600

東信

新井館

Y-3058 上田市菅平高原1223‐1021

0268-74-2236

東信

つばくら館

Y-1820 上田市菅平高原1223−2910

0268-74-2073

http://www.sugadaira.ne.jp/~tsubakurakan/

東信

草笛山荘

Y-1846 上田市菅平高原1223−4905

0268-74-2683

http://kusabue-sansou.com

東信

ホテルやまびこ

Y-2198 上田市菅平高原1223ー2401

0268-74-2064

https://h-yamabiko.co.jp/

EST（エスト）SUGADAIRA

ちょっと屋ガーデン

フルール

ゾンタック

https://j-est.com

http://marumisanso.com

http://www.s-prince.co.jp/

https://www.new-davos.com/

信州割SPECIAL（全国旅行支援）

更新日：2023/1/9現在

宿泊事業者一覧
割引対象期間：令和5年1月11日（火）～令和5年3月12日（日）までの宿泊分

エリア

宿泊施設名

施設コード

住所

TEL

ホームページ

東信

峯村山荘

Y-1670 上田市菅平高原1223番地2581

0268-74-2667

東信

ホテル田沢館

Y-2018 上田市菅平高原1225-1

0268-74-2318

http://www2.plala.or.jp/kaz_uehara/

東信

スポーツハイム初音館

Y-2218 上田市菅平高原1227-3

0268-74-2628

http://www.hatsunekan.jp/

東信

山本館

Y-2370 上田市菅平高原1232-4

0268-74-2085

http://www.janis.or.jp

東信

金井屋

Y-1479 上田市菅平高原1240番地

0268-74-2070

東信

ヴィラ・フリータイム

Y-2071 上田市菅平高原1243

0268-74-2666

東信

ピュアハウスサングリーン

Y-1189 上田市菅平高原1244-5番地

0268-74-2672

http://www.mallet-golf.com/

東信

菅平ホテル

Y-0961 上田市菅平高原1262-4

0268-74-2001

https://sugadaira-hotel.jp

東信

ホテル第一館

Y-2830 上田市菅平高原1265

0268-74-2030

東信

菅平高原ホテル柄澤

Y-1407 上田市菅平高原1278

0268-74-2555

http://www.hotel-karasawa.co.jp

東信

アウトドアロッジ自然回帰線

Y-1995 上田市菅平高原1278-1065

0268-74-2202

https://www.shizenkaikisen.com/

東信

ペンションラーチ

Y-2922 上田市菅平高原1278-1139

0268-74-3443

http://3443.jp/

東信

さわがに＆ロスタイム

Y-2357 上田市菅平高原1278-2780

0268-74-2684

http://www.ued.janis.or.jp/~sawagani/

東信

ペンション

Y-1648 上田市菅平高原1278-2783

0268-74-3106

東信

ペンション紙ヒコーキ

Y-1977 上田市菅平高原1278-2785

0268-74-2504

http://www.p-kamihiko-ki.info/

東信

ゲストハウスICE CREAM

Y-1761 上田市菅平高原1278-2786

050-1073-5468

https://icecream2019.jimdofree.com/

東信

ペンション

Y-1915 上田市菅平高原1278-2787

0268-74-3360

https://www.bugaboo.gr.jp

東信

Versoix

Y-1742 上田市菅平高原1278-458

0268-74-2331

東信

プチホテルりすの森

Y-2269 上田市菅平高原1278‐359

0268-74-2385

http://www2u.biglobe.ne.jp/~risu/

東信

四阿屋旅館

Y-1877 上田市菅平高原菅平高原1245

0268-74-2163

http://www.valley.ne.jp/~nuta/

東信

大江戸温泉物語

Y-1261 上田市西内1160

0268-44-2101

https://www.ooedoonsen.jp/

東信

かつら旅館

Y-1109 上田市西内1211

0268-44-2523

http://www.katsura-ryokan.com/

東信

黒岩旅館

Y-0327 上田市西内1248

0268-44-2428

http://kuroiwaryokan.com/

東信

大江戸温泉物語

Y-1258 上田市西内1258

0268-44-2109

https://www.ooedoonsen.jp/

東信

鹿教湯温泉 斉北荘

Y-0675 上田市西内1262

0268-44-2417

http://saihokuso.info/

東信

鹿教湯温泉

三水館

Y-0686 上田市西内1866-2

0268-44-2731

http://sansuikan.info/

東信

鹿教湯温泉

河鹿荘

Y-0348 上田市西内864

0268-44-2036

https://kajika.kakeyu.org/

東信

こくや旅館

Y-0568 上田市西内876

0268-44-2517

東信

上田温泉祥園

Y-0028 上田市大手1-1-84

0268-22-2353

http://www.ueda.ne.jp/~shoen/

東信

上田プラザホテル

Y-0418 上田市中央1-1-18

0268-25-3000

https://www.uedaplazahotel.jp/

東信

バニラ

Y-2906 上田市中央2-18-11

0268-22-8927

東信

hostel mog

Y-0045 上田市中央2-24-4

0268-71-0504

https://instagram.com/hostel_mog?igshid=1sztwrmzsflq7

東信

上田第一ホテル

Y-1504 上田市中央2-6-13

0268-23-0011

http://www.ueda-daiichihotel.jp/

東信

桂旅館

Y-1092 上田市中央2‐1‐5

0268-22-1940

東信

ユーイン上田

Y-1378 上田市中央3丁目-7-33

0268-22-4531

東信

城下町の宿水野旅館

Y-0573 上田市中央4-18-23

0268-22-1017

東信

OYO上田ステーションホテル

Y-1689

0268-75-6690

東信

上田駅前ロイヤル

Y-1073 上田市天神1-2-31

050-5874-7750

東信

上田プラザホテル天神

Y-2199 上田市天神1-2-32

0268-55-7026

東信

ホテルルートインGrand上田駅前

Y-1057 上田市天神1-5-7

050-5847-7555

東信

相鉄フレッサイン長野上田駅前

Y-1975 上田市天神1-8-2

0268-80-2031

東信

東横イン上田駅前

Y-2102 上田市天神1丁目6-11

0268-29-1045

https://www.toyoko-inn.com/

東信

上田東急ＲＥＩホテル

Y-0074 上田市天神4-24-1

0268-24-0109

https://www.tokyuhotels.co.jp/ueda-r/

東信

ツーリスト美乃和

Y-0166 上田市武石沖565-2

0268-85-2539

https://yadominowa.com/

東信

岳の湯温泉雲渓荘

Y-1265 上田市武石小沢根578

0268-85-2263

http://www.unkeisou.com/

東信

一棟貸し宿もりしま

Y-0500 上田市武石鳥屋146-1

080-8072-9098

https://www.morishima1.com/

東信

中屋旅館

Y-1159 上田市平井2514

0268-44-2216

東信

松屋旅館

Y-0884 上田市平井2517

0268-44-2024

東信

和泉屋旅館

Y-1264 上田市平井2530

0268-44-2011

東信

杏庵ーにしだ

Y-2765 上田市別所温泉1049-4

026-875-8499

パルファンヴェール

ブッガーブー

鹿教湯桜館

鹿教湯藤館

寿久庵

上田市天神1-2-1デルトラウム駅前ビル2F

http://uinn-ueda-com

https://www.oyoueda.com/
https://www.route-inn.co.jp/hotel_list/nagano/index_hotel_id_1/

https://tenjin.uedaplazahotel.jp/
https://www.route-inn.co.jp/hotel_list/nagano/index_hotel_id_634/

信州割SPECIAL（全国旅行支援）

更新日：2023/1/9現在

宿泊事業者一覧
割引対象期間：令和5年1月11日（火）～令和5年3月12日（日）までの宿泊分

エリア

宿泊施設名

施設コード

住所

TEL

ホームページ

東信

Smooth&Living

Y-2115 上田市別所温泉1600

0268-38-2300

https://www.smoothandliving.com/

東信

七草の湯

Y-0314 上田市別所温泉1621

0268-38-2323

https://www.nanakusanoyu.net/

東信

旅館

中松屋

Y-0766 上田市別所温泉1627

0268-38-3123

https://www.nakamatuya.com/

東信

旅宿

上松や

Y-0325 上田市別所温泉1628

0268-38-2300

http://www.uematsuya.com

東信

観音様となりの宿

Y-0005 上田市別所温泉1654

0268-38-3011

https://www.kashiwayahonten.com

東信

旅館桂荘

Y-0889 上田市別所温泉1671

0268-38-2047

https://katsuraso.jp/

東信

旅館花屋

Y-1084 上田市別所温泉169

0268-38-3131

https://www.hanaya.ne.jp/

東信

SUNTERRACE別所温泉

Y-1869 上田市別所温泉1707

070-4308-4848

https://sun-terrace.com/

東信

アースワークスゲストハウス

Y-1045 上田市別所温泉1725

080-6937-0304

https://earthworksguesthouse.amebaownd.com

東信

チロル亭

Y-2892 上田市別所温泉1762

0268-38-2539

東信

齋藤旅館

Y-1322 上田市別所温泉202

0268-38-2139

http://saito-ryokan.com/

東信

南條旅館

Y-1193 上田市別所温泉212番地

0268-38-2800

http://www.nanjyoryokan.com/

東信

旅館つるや

Y-0289 上田市別所温泉216-1

0268-38-3008

http://ryokan-tsuruya.com

東信

玉屋旅館

Y-0304 上田市別所温泉227番地

0268-38-3015

http://www.tamaya-ryokan.jp/

東信

民宿旅館

Y-1367 上田市別所温泉317

0268-38-2826

東信

リゾートイン・ブローニュ

Y-2681

長野県南佐久郡小海町豊里５９０７−１

0267-93-2041

http://www.ytg.janis.or.jp/~boulogne/

東信

輪の家

Y-2700

長野県北佐久郡軽井沢町大字茂沢字海付563-23

03-6435-3889

http://karuizawa-wanoie.com

東信

和みの宿軽井沢

Y-2685 長野県北佐久郡軽井沢町長倉3572-5

090-2522-2608

http://nagominoyado.info

東信

廊の家

Y-2702 長野県北佐久郡御代田町茂沢379-27

03-6435-3889

http://karuizawa-wanoie.com

東信

美ヶ原高原ホテル山本小屋

Y-1607 長和町和田5101-1

0268-86-2011

http://utukushigahara.com

東信

おみやど

Y-1291 東御市海善寺495-1

0268-55-6195

https://omiyado.com

東信

御牧原てらす

Y-1624 東御市御牧原2702-1

0268-55-8000

https://mimaki-terrace.com/

東信

湯の丸高原ホテル

Y-1732 東御市新張1270

0268-62-0376

http://yunomaru.co.jp

東信

シティオス地蔵

Y-2373 東御市新張1270

0268-62-0967

東信

奈良原温泉

Y-0393 東御市新張2638

0268-62-2809

東信

コテージ Glass and Grass

Y-2683 東御市新張525-2

東信

ロッジ花紋

Y-0559 東御市新張湯の丸1270番地

東信

シャンブルドット・リュードヴァン Y-2989 東御市祢津813-1

0268-71-5973

東信

アートヴィレッジ明神館

Y-0495 東御市八重原1806-1

0268-67-0001

https://www.myojinkan.com/

東信

布引観音温泉

Y-2706 東御市布下498-1

0268-67-3434

https://www.nunobikikannon.com/

東信

民泊「清水さんの家」

Y-2939 東御市和5187

090-4051-3930

https://tazawamura.co.jp/shimizu-san-house/

東信

駐在所横のおかべさんち

Y-1154 南佐久郡佐久穂町高野町469

080-5503-0459

https://sakuho-ls-lab.jp/takanomachi-house/stay/

東信

八千穂山荘

Y-0992 南佐久郡佐久穂町千代里2093-44

0267-88-3533

http://www.yachiho.jp/

東信

ペンションぷちはーぶ

Y-1748 南佐久郡佐久穂町千代里2093-48

0267-88-3155

http://p-herb.net

東信

ペンション

Y-2918 南佐久郡佐久穂町千代里2093-49

0267-88-7744

https://pension-larue2020.com/

東信

ロッジ

Y-1181 南佐久郡佐久穂町千代里2093-51

0267-88-4567

http://yachiho-montblanc.com

Y-2225 南佐久郡佐久穂町千代里2093-52

0267-88-4408

http://www.komorebisansou.click/

かしわや本店

晴山

あさま苑

ラ・ルゥ

エルケーナ
こもれび山荘

http://www.janis.or.jp/users/asamaen/

https://www.glass-and-grass.com

0268-64-3377

http://www.yunomaru.com/

東信

北八ヶ岳

東信

青苔荘

Y-1192 南佐久郡佐久穂町畑3220-46

090-1423-2725

東信

篠屋旅館

Y-2719 南佐久郡佐久穂町畑35-1

0267-88-2035

東信

府中市民保養所やちほ

Y-1372 南佐久郡佐久穂町八郡2049-150

0267-88-3905

東信

ロッヂ八ヶ嶺

Y-1299 南佐久郡佐久穂町八郡2049−183

0267-88-2567

東信

古民家宿黒澤邸hanare

Y-2915 南佐久郡佐久穂町穂積天神町1326

080-7966-0191

東信

花屋旅館

Y-0870 南佐久郡小海町大字豊里234

0267-92-2008

東信

リゾートイン立花屋

Y-1714 南佐久郡小海町大字豊里4253-1

0267-93-2201

東信

ファミリーロッジ宮本屋

Y-1825 南佐久郡小海町大字豊里4779

0267-93-2432

東信

松原湖高原オートキャンプ場

Y-2950 南佐久郡小海町大字豊里5918-2

0267-93-2539

http://www.matsubarako-kogen.jp/

東信

小海リエックス・ホテル

Y-1067 南佐久郡小海町豊里5907

0267-93-2211

http://www.reex.co.jp

東信

リゾートインボンシック

Y-0825 南佐久郡小海町豊里5907-1

0267-93-2656

https://bonchic.jp/

東信

ホテル野辺山

Y-0924 南佐久郡川上村御所平1841-5

0267-91-1200

http://www.chateraiseresort.co.jp/HOTEL/index.html

東信

岩根山荘

Y-1055 南佐久郡川上村川端下547−129

0267-99-2200

http://http//www.yin.or.jp/user/gon

http://seitaisou.jp

http://www.hoyojo.jp/fuchu-yachiho/

http://yatsugane.com/
https://sakuho-kurosawatei-hanare.com/

https://resortinn-tachibanaya.jp/

信州割SPECIAL（全国旅行支援）

更新日：2023/1/9現在

宿泊事業者一覧
割引対象期間：令和5年1月11日（火）～令和5年3月12日（日）までの宿泊分

エリア

宿泊施設名

施設コード

住所

TEL

ホームページ

東信

五光牧場オートキャンプ場

Y-0248 南佐久郡川上村樋沢1417

東信

立岩湖交流センター立岩荘

Y-2356 南佐久郡南相木村5567−1

0267-78-2750

https://bluelake-tateiwaso.com/

東信

奥八ヶ岳リトリート

Y-2659 南佐久郡南相木村6280−205

090-4206-3794

https://www.oku-yatsugatake-musubinomori.com

東信

星と山の宿・りんどう

Y-2759 南佐久郡南牧村海ノ口2168-3

0267-98-2306

http://www.avis.ne.jp/~rindo/

東信

八ヶ岳高原ロッジ

Y-0576

0267-98-2131

https://www.yatsugatake.co.jp/

東信

信州海ノ口温泉湯元ホテル和泉館

Y-2776 南佐久郡南牧村海ノ口933

0267-96-2106

東信

帝産ロッヂ

Y-0284 南佐久郡南牧村大字板橋1003

0267-98-2861

東信

しんたく山荘

Y-1049 南佐久郡南牧村大字平沢192番地

0551-48-2155

東信

スイートヴィラパノーラ八ヶ岳

Y-2690 南佐久郡南牧村大字野辺山214-63

03-3346-8383

https://www.resolstay.jp/details/p_yatsugatake/

東信

ペンションドライブ気分

Y-0460 南佐久郡南牧村板橋949-237

9267-98-3225

http://yado-drive.com/

東信

ペンションかんだんけい

Y-2436 南佐久郡南牧村板橋949-238

0267-98-3109

https://kandankei.com/

東信

料理の美味しい宿

さんかくじょうぎ Y-0193 南佐久郡南牧村板橋949-239

0267-98-2795

https://y-sankaku.com/

東信

ペンション森のふぁみりぃ

Y-2458 南佐久郡南牧村板橋949-240

0267-98-3308

http://morifami.jp

東信

ペンション SY-Nak cabin (シーナックキャビン）

Y-0021 南佐久郡南牧村板橋949-241

0267-98-4179

http://www.sy-nak.com

東信

八ヶ岳グレイスホテル

Y-0721 南佐久郡南牧村野辺山217-1

0267-91-9515

https://www.y-grace.com/

東信

ペンション

Y-2878 南佐久郡南牧村野辺山230-3

0267-98-3655

http://witch.cside2.jp/horn/

東信

こっつぁんち

Y-1998 南佐久郡南牧村野辺山467

0267-98-2817

https://canadianrocky.net/

東信

リゾートイン黒岩荘

Y-0363 南佐久郡南牧村野辺山693

0267-98-2264

http://www.kuroiwasou.jp/

東信

高原旅館 野辺山荘

Y-2151 南佐久郡南牧村野辺山693

0267-98-2027

https://nobeyamaso.com

東信

桜ケ丘パークコテージ

Y-0665 北佐久郡軽井沢町,長倉1259

0267-45-5554

http://www.sakuragaoka-park.jp/

東信

ペンション星の子

Y-1958 北佐久郡軽井沢町2350-8

0267-46-1551

https://www.karuizawahosinoko.com

東信

レジーナリゾート軽井沢御影用水

Y-0182 北佐久郡軽井沢町49-2

0267-41-0411

https://www.regina-resorts.com/mikage/

東信

ホテル軽井沢エレガンス

Y-2022 北佐久郡軽井沢町旧軽井沢1314

0267-42-8188

東信

ポーラーリゾート新軽井沢１

Y-2203

0267-31-0639

東信

軽井沢プリンスホテル

ウエスト

Y-1024 北佐久郡軽井沢町軽井沢

0267-42-1111

https://www.princehotels.co.jp/karuizawa-west/

東信

軽井沢プリンスホテル

イースト

Y-1026 北佐久郡軽井沢町軽井沢

0267-42-1111

https://www.princehotels.co.jp/karuizawa-east/

東信

軽井沢プリンスホテル

コテージ

Y-1027 北佐久郡軽井沢町軽井沢

0267-42-1111

https://www.princehotels.co.jp/karuizawa-west/

東信

ザ・プリンス軽井沢

Y-1028 北佐久郡軽井沢町軽井沢

0267-42-1111

https://www.princehotels.co.jp/the_prince_karuizawa/

東信

ザ・プリンス

Y-1030 北佐久郡軽井沢町軽井沢

0267-42-1111

https://www.princehotels.co.jp/karuizawa-villa/

東信

DESIGN

HOTEL

FOLON

Y-2220 北佐久郡軽井沢町軽井沢10-6

0267-41-3343

https://design-hotels.net/folon/

東信

DESIGN

HOTEL

SPACE.K

Y-2221 北佐久郡軽井沢町軽井沢1062-17

0267-42-8222

https://www.design-hotels.net/spacek/

東信

ペンション

Y-0739 北佐久郡軽井沢町軽井沢1148-35

0267-42-7576

http://www.pension-piero.com

結びの杜

ホルン

ヴィラ軽井沢

ピエロ

南佐久郡南牧村海ノ口2244-1海の口自然郷内

北佐久郡軽井沢町境新田相生原1047−142

090-3817-6110

http://goko-autocamp.p2.weblife.me/index.html

http://teisanlodge.com/

東信

ペンションジャックと豆の木

Y-1702 北佐久郡軽井沢町軽井沢1148-37

0267-42-8161

https://jack-and-the-beanstalk.com/

東信

TWIN-LINE HOTEL KARUIZAWA JAPAN

Y-0998 北佐久郡軽井沢町軽井沢1151-11

0267-42-2121

https://twin-line-hotel.com

東信

旧軽井沢ノースアベニュー

Y-2150 北佐久郡軽井沢町軽井沢1157-1

0267-42-8981

http://http//:avenue.upper.jp

東信

ホテルマロウド軽井沢

Y-0921 北佐久郡軽井沢町軽井沢1178

0267-42-8444

https://www.marroad.jp/karuizawa/

東信

アパホテル〈軽井沢駅前〉軽井沢荘 Y-1567 北佐久郡軽井沢町軽井沢1178-1135

0267-41-1511

https://www.apahotel.com/hotel/koshinetsu/nagano/karuizawa-ekimae/

東信

ホテルハーヴェスト旧軽井沢

Y-0703 北佐久郡軽井沢町軽井沢1178-493

0267-41-3005

https://www.resorthotels109.com/kyukaruizawa/

東信

オーベルジュ・ド・プリマヴェーラ Y-2259 北佐久郡軽井沢町軽井沢1278-11

0267-42-0095

htto://www.karuizawa-primavera.jp

東信

旧軽井沢ホテル

レストラン東雲

Y-1428 北佐久郡軽井沢町軽井沢1278-16

0267-41-3577

https://www.karuizawa-shinonome.com/

東信

軽井沢ペンション佐藤のぬくもり

Y-1708 北佐久郡軽井沢町軽井沢1323-283

0267-41-0286

http://karuizawa-pension.net/

東信

レジーナリゾート旧軽井沢

Y-0395 北佐久郡軽井沢町軽井沢1323-510

0267-31-5586

https://www.regina-resorts.com/kyukaruizawa/

東信

旧軽井沢ホテル音羽ノ森

Y-0706 北佐久郡軽井沢町軽井沢1323-980

0267-42-7711

https://www.hotel-otowanomori.co.jp

東信

コーユー俱楽部軽井沢サロン

Y-2137 北佐久郡軽井沢町軽井沢2-3

0267-42-1311

http://www.japantotalclub.co.jp/facilities/karuizawasalon/

東信

HOTEL KARUIZAWA CROSS

Y-1141 北佐久郡軽井沢町軽井沢601-1

0267-41-6108

https://karuizawa-cross.com

東信

森の離れ

Y-2799

北佐久郡軽井沢町軽井沢境新田小花沢道下1044-1

0267-31-5289

https://sites.google.com/musashicorp.jp/morinohanare

東信

ホテルロッソ軽井沢

Y-0422 北佐久郡軽井沢町軽井沢東154-2

0267-41-1222

https://www.hotel-rosso.jp/

東信

ホテルグランヴェール旧軽井沢

Y-0434 北佐久郡軽井沢町軽井沢東167

0267-31-6644

https://grandvert-kyukaruizawa.jp/

東信

株式会社レンタヴィラ

Y-2756 北佐久郡軽井沢町軽井沢東215

0267-41-0013

東信

ホテルサイプレス軽井沢

Y-1866 北佐久郡軽井沢町軽井沢東287-1

0267-42-0011

https://www.cypresshotels.jp/karuizawa/

信州割SPECIAL（全国旅行支援）
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宿泊事業者一覧
割引対象期間：令和5年1月11日（火）～令和5年3月12日（日）までの宿泊分

エリア

宿泊施設名

TEL

ホームページ

Y-1841 北佐久郡軽井沢町軽井沢東288番地

0267-42-8300

https://okura-club-hotels.com/karuizawa/

Y-2772

090-9945-5504

施設コード

住所

東信

ザ

東信

貸別荘

東信

ドーミー倶楽部軽井沢

Y-1061 北佐久郡軽井沢町千ヶ滝中区482

東信

ぺンション千ヶ滝

東信

せせらぎの森62

東信

軽井沢サニービレッジ

Y-0672 北佐久郡軽井沢町大字軽井沢1068

0267-42-3882

東信

キャンディタフト

Y-0035 北佐久郡軽井沢町大字軽井沢1143-10

0267-41-1350

https://r.goope.jp/candytuft

東信

ペンションる～らん

Y-1203 北佐久郡軽井沢町大字軽井沢1148-38

0267-42-3156

https://www.karuizawa-luran.com/

東信

ルシアン旧軽井沢

Y-2771

北佐久郡軽井沢町大字軽井沢1323-111

0267-41-3666

https://www.hotespa.net/resort/hotellist/karuizawa/

東信

軽井沢ホテル ロンギングハウス

Y-1247

北佐久郡軽井沢町大字軽井沢1323-522

0267-42-7355

https://longinghouse.jp/

東信

ペンションイグゼ

Y-2360

北佐久郡軽井沢町大字軽井沢1323-888

0267-42-6331

http://www3.karuizawa.ne.jp/~exe/

東信

ルグラン旧軽井沢

Y-0695 北佐久郡軽井沢町大字軽井沢469-4

0267-41-2030

https://www.legrand-karuizawa.jp/

東信

旧軽井沢KIKYO

Y-2460 北佐久郡軽井沢町大字軽井沢491-5

0267-41-6990

http://www.kyukaruizawa-kikyo.com

東信

つるや旅館

Y-0630 北佐久郡軽井沢町大字軽井沢678

0267-42-5555

https://www.tsuruyaryokan.jp/

東信

サイプレスコテージ

Y-1867

北佐久郡軽井沢町大字軽井沢野沢原1323ー1049他

0267-42-0011

https://www.cypresshotels.jp/karuizawa/

東信

ペンションぱる

Y-2234 北佐久郡軽井沢町大字長倉10-42

0267-42-8166

http://karuizawa-pal.com/wp/

東信

ペンション

Y-2699 北佐久郡軽井沢町大字長倉10-66

0267-42-7606

http://haiji.boy.jp/

0267-42-7980

https://simplon.jp

グラン

リゾート

エレガンテ軽井沢

つどいの杜

キュリオコレクションbyヒルトン

ハイジのおうち

北佐久郡軽井沢町字発地若草山入口140-2

https://www.tudoi.co/

0267-44-3411

https://www.dormy-karuizawa.jp/

Y-2280 北佐久郡軽井沢町千ヶ滝中区701

0267-46-1011

http://sengataki.daa.jp

Y-2921

090-1258-3985

北佐久郡軽井沢町大字軽井沢1004-86せせらぎの森62

http://service.e-monkey.jp/sv.htm

東信

ペンションシンプロン

Y-2197 北佐久郡軽井沢町大字長倉10番地42

東信

小瀬温泉ホテル

Y-1012 北佐久郡軽井沢町大字長倉2126

0267-42-3000

https://koseonsen.com/

東信

旅館 清水屋山荘

Y-2429 北佐久郡軽井沢町大字長倉2139-91

0267-45-1000

http://www.karuizawa.jp/simizuya/

東信

かしわ荘

東信

ホリデーステイ軽井沢

Y-1412 北佐久郡軽井沢町大字長倉2146

0267-45-8014

http://kashiwaso.com/#

Y-2949 北佐久郡軽井沢町大字長倉2146-1023

080-3461-0372

https://airbnb.com/h/holidaystay

東信

スイートヴィラ軽井沢Ⅱ

Y-2691 北佐久郡軽井沢町大字長倉2146−627

03-3346-8383

https://www.resolstay.jp/details/karuizawa2/

東信

軽井沢ホテルそよかぜ

Y-0438 北佐久郡軽井沢町大字長倉2147

0267-45-8200

https://www.hotelsoyokaze.com/

東信

Resort Villa SHIOZAWASANSO

Y-1445 北佐久郡軽井沢町大字長倉530

0267-45-6270

https://shiozawasanso.wixsite.com/shiozawasanso

東信

軽井沢ストーンペンション＆コテージ Y-0413 北佐久郡軽井沢町大字長倉889

0267-45-4021

http://www.avis.ne.jp/~stone-p/

東信

ホテルインディゴ軽井沢

Y-2110

北佐久郡軽井沢町大字長倉字屋敷添18番地39

0267-42-1100

https://www.ihg.com/hotelindigo/hotels/us/en/karuizawa/qngka/hoteldetail

東信

四季倶楽部プレミアムヴァンベール軽井沢

Y-1669

北佐久郡軽井沢町大字長倉字長倉山5956-32

0267-45-2850

http://www.shikiresorts.com/

東信

Hotel Wellies

Y-0628

北佐久郡軽井沢町大字長倉長倉2350−160

0267-46-1670

https://www.hotelwellies.jp

東信

レンタルログハウス遊山荘

Y-2461 北佐久郡軽井沢町大字追分1130-8

0267-45-3372

東信

リフレッシュエッセンシャルリゾートin軽井沢

Y-2016 北佐久郡軽井沢町大字追分93-4

0267-45-6171

東信

Villa Classi Karu

Y-2271 北佐久郡軽井沢町大字追分950‐25

0267-41-6592

東信

HOTEL CORINTHE（ホテルコリント）

Y-2440 北佐久郡軽井沢町大字発地348-40

0267-41-6010

https://hotel-corinthe.com

東信

ルグラン軽井沢ホテル＆リゾート

Y-1083 北佐久郡軽井沢町大字発地864-4

0267-48-0099

https://www.legrand-karuizawaresort.jp/

東信

軽井沢 Villa H24

Y-2804 北佐久郡軽井沢町大字茂沢字海付

03-6379-7591

東信

カスティール

Y-2665 北佐久郡軽井沢町長倉,2328-143

0267-45-5119

http://castile.cc/

東信

ペンションぴーまん

Y-2353 北佐久郡軽井沢町長倉10-43

0267-42-7616

ｈｔｔｐｓ://ｗｗｗ．ｐ‐ｐｉｍｅｎｔ.ｃｏｍ//

東信

ペンションけんけん

Y-2192 北佐久郡軽井沢町長倉10番地42

0267-42-8511

http://www.papipopo.com/y/kenken/

東信

軽井沢村ホテル

Y-0106 北佐久郡軽井沢町長倉10番地86

0267-42-8567

https://karuizawa-mura.com/

東信

フォレストガーデン軽井沢JKテラス Y-2726 北佐久郡軽井沢町長倉1178-48

03-3797-1772

https://www.karuizawakashibessou.com/

東信

フォレストガーデン軽井沢ラ

Y-2725 北佐久郡軽井沢町長倉1178-91

03-3797-1772

https://www.karuizawakashibessou.com/

東信

ゆとりろ軽井沢ホテル

Y-1241 北佐久郡軽井沢町長倉1276

0267-45-5551

https://www.yutorelo-karuizawa.com/

東信

ファミリーロッジ旅籠屋・軽井沢店 Y-2126 北佐久郡軽井沢町長倉1507-1

0267-45-8838

https://ssl.hatagoya.co.jp/014_Karuizawa/index.shtml

東信

VILLA assist KARUIZAWA

Y-2130 北佐久郡軽井沢町長倉1507-7

0267-46-6605

https://www.assist-v.jp/

東信

レストラン＆ペンションホットドッグ Y-0149 北佐久郡軽井沢町長倉1546-1

0267-31-6874

http://hotdog.boo.jp/

東信

鳥井原荘

Y-1746 北佐久郡軽井沢町長倉1635-3

0267-45-6637

http://www14.plala.or.jp/toriibarasou/toopupe-zi.htm

東信

ペンションラブラドール

Y-2254 北佐久郡軽井沢町長倉1655-5

0267-46-3447

https://labradorkaruizawa.jp

東信

ペンション＆コテージアザミ

Y-1626 北佐久郡軽井沢町長倉1691-20

0267-46-1396

http://www.pension-azami.jp/

東信

ぺンションすばる

Y-1023 北佐久郡軽井沢町長倉1692

0267-46-1397

東信

ノームの森

Y-1973 北佐久郡軽井沢町長倉1807-3

0267-46-0633

千ヶ滝中区「歌鳥の里」

トピアリー

https://refresh-essential-resort.com/

https://nome-karuizawa.jp/
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東信

軽井沢ホテルパイプのけむり

Y-0364 北佐久郡軽井沢町長倉1876-2

0267-45-5555

https://paipunokemuri.com/karuizawa/

東信

リゾートイン グリーン軽井沢

Y-1157 北佐久郡軽井沢町長倉1885-4

0267-46-1110

https://www.green-karuizawa.com/

東信

アンシェントホテル 浅間 軽井沢

Y-1797

北佐久郡軽井沢町長倉2126アンシェントホテル

0267-42-3611

東信

ライジングフィールド軽井沢

Y-2086 北佐久郡軽井沢町長倉2129番地

0267-41-6891

https://www.rising-field.com/

東信

江戸原ペンション

Y-1717 北佐久郡軽井沢町長倉2146-1197

0267-46-2291

https://www.edoharapension.com/

東信

軽井沢森四季VILLA

Y-2672 北佐久郡軽井沢町長倉2147-118

070-4141-8429

東信

ART HOTEL VILLA 11

Y-1632 北佐久郡軽井沢町長倉2147-73

0267-46-1711

東信

SHISHI-IWA-HOUSE KARUIZAWA Y-2714 北佐久郡軽井沢町長倉2147−768

080-7691-6020

東信

塩壺温泉ホテル

Y-2739 北佐久郡軽井沢町長倉2148番地

0267-45-5441

http://www.siotubo.co.jp

東信

ペンションやまぼうし

Y-2350 北佐久郡軽井沢町長倉2226-9

0267-45-1378

https://www.karuizawa-yamaboushi.com/

東信

ペンションラモー

Y-1852 北佐久郡軽井沢町長倉2321-5

0267-45-8229

東信

アンドール

Y-2270 北佐久郡軽井沢町長倉2328-142

0267-45-7691

http://andoll.jp

東信

ベルキャビン

Y-1441 北佐久郡軽井沢町長倉2348-12

0267-45-1963

https://bellscabin.info

東信

ペンションオリーブ

Y-2736 北佐久郡軽井沢町長倉2350ｰ117

0267-45-0140

http://karuizawa-olive.com

東信

ペンション

Y-2374 北佐久郡軽井沢町長倉2433-11

0267-46-2598

http://c-robin.com

東信

ポーラーハウス軽井沢

Y-2217 北佐久郡軽井沢町長倉2438-1

0267-31-0639

https://www.aco.co.jp/id/65197.html

東信

MORIHAKU

Y-2847 北佐久郡軽井沢町長倉2516-3

0267-46-8992

https://www.mori-haku.jp/

東信

ペンションライラック軽井沢

Y-1788 北佐久郡軽井沢町長倉2536-10

0267-45-0188

http://www.lilac-karuizawa.com

東信

ル・モンヴェール

Y-0049 北佐久郡軽井沢町長倉2894-1

0267-46-3601

http://www.mont-vert.com

東信

くつかけステイ中軽井沢

Y-0863 北佐久郡軽井沢町長倉3294-1

0267-46-8906

https://kutsukake-stay.jp/

東信

ペンションメモリーズ

Y-0482 北佐久郡軽井沢町長倉3349

0267-46-2505

https://bed-and-breakfast-2062.business.site/?m=true

東信

ペンション軽井沢フォーレスト

Y-0461 北佐久郡軽井沢町長倉3353-1

0267-46-3064

http://www7b.biglobe.ne.jp/~karuizawa-forest/

東信

はうすか

Y-1506 北佐久郡軽井沢町長倉336-1

0267-44-6222

http://hauska.karuisawa.jp/

東信

旅館いこい山荘

Y-0465 北佐久郡軽井沢町長倉3365-9

0267-45-5254

https://ikoisanso.co.jp

東信

いこいヴィラ

Y-0470 北佐久郡軽井沢町長倉3391-3

0267-31-5257

https://villa.ikoisanso.co.jp

東信

軽井沢すずかる荘

Y-2181 北佐久郡軽井沢町長倉3607

0267-45-7311

東信

森の住処-karuizawa-

Y-2800 北佐久郡軽井沢町長倉3774-8

0267-31-5289

東信

コテージ＆ペンションラブサーティ Y-1215 北佐久郡軽井沢町長倉3911

0267-45-3270

https://www.love-30.com/

東信

K's Village Karuizawa

Y-2209 北佐久郡軽井沢町長倉4335-14

0267-31-0312

https://www.ksvillage.info/

東信

軽井沢マリオットホテル

Y-1102 北佐久郡軽井沢町長倉4339

0267-46-6611

https://www.karuizawa-marriott.com/

東信

ゆうすげ温泉旅館

Y-1810 北佐久郡軽井沢町長倉4404

0267-45-6117

http://yuusuge.com

東信

CARO FORESTA 軽井沢GIARDINO Y-1858 北佐久郡軽井沢町長倉4614-3

0267-44-3270

https://caro-foresta.com/giardino/index.php

東信

軽井沢LogHOTEL塩沢の森

Y-0017 北佐久郡軽井沢町長倉499

0267-45-0004

https://www.shiozawanomori.com/

東信

青樹荘(せいじゅそう)

Y-1168 北佐久郡軽井沢町長倉527

0267-45-7462

http://www.karuizawa.jp/seijuso/

東信

ホテルベルリネッタ軽井沢

Y-0281 北佐久郡軽井沢町長倉531-1

0267-48-6101

https://hotel-berlinetta.com/

東信

ペンショングラスホッパー

Y-1522 北佐久郡軽井沢町長倉5410-1

0267-46-1333

http://grasshopper-karuizawa.com/

東信

軽井沢ハウスヴィラ

Y-2770 北佐久郡軽井沢町長倉5575-8

03-6427-0646

https://karuizawa-house-villa.com/

東信

コテージ軽井沢

Y-1300 北佐久郡軽井沢町長倉5629

0267-45-6525

http://beltusou.sakura.ne.jp/

東信

ポーラーリゾート西軽井沢２

Y-2205 北佐久郡軽井沢町長倉5663−1

0267-31-0639

東信

ピッコロホテル オペラ軽井沢

Y-1486 北佐久郡軽井沢町長倉5664-3

0267-44-3133

東信

音楽ロッヂ ゆうげん荘

Y-1072 北佐久郡軽井沢町長倉5780

0267-45-6074

http://www.yugenso.net

東信

ペンションバンビ

Y-2226 北佐久郡軽井沢町長倉598-95

0267-48-1866

http://sigematu@ninus.ocn.ne.jp

東信

チサンイン軽井沢

Y-1178 北佐久郡軽井沢町長倉6-47

0267-48-5311

https://www.solarehotels.com/hotel/nagano/chisuninn-karuizawa/

東信

アートホテルドッグレッグ軽井沢

Y-1631 北佐久郡軽井沢町長倉7-71

0267-48-1191

http://www.arthotel.jp/DOGLEG/index.html

東信

浅見荘

Y-2786 北佐久郡軽井沢町長倉753-2

0267-45-6118

http://asamiso.com

東信

ホテルロイヤルシーズン軽井沢

Y-2846 北佐久郡軽井沢町長倉816-1

0267-45-0440

http://h-rls.com

東信

軽井沢ペンションリンデンバーム

Y-2212 北佐久郡軽井沢町長倉888-6

0267-44-3223

https://www.p-lindenbaum.com/

東信

和食宿菜々せ

Y-2367 北佐久郡軽井沢町長倉957-40

0267-31-6993

東信

LEPO KARUIZAWA

Y-2793 北佐久郡軽井沢町長倉957−54

090-1214-1156

https://instagram.com/lepo_karuizawa

東信

ホテルプティリヴィエール軽井沢

Y-0052 北佐久郡軽井沢町長倉塩沢709-2

0267-44-3339

https://la-hotelgroup.com/petitriviere

ゲストハウス
コックロビンハウス

かるいさわ

http://www.arthotel.jp/VILLA11/index.html

https://sites.google.com/musashicorp.jp/morinosumika

https://www.p-opera.com/

http://nanase.site/
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東信

Minn軽井沢

Y-2693 北佐久郡軽井沢町長倉塩沢735

050-3144-0391

東信

ポーラーハウス中軽井沢１

Y-2213 北佐久郡軽井沢町長倉坂下2146-1370

0267-31-0639

東信

ポーラーリゾー西軽井沢３

Y-2202

北佐久郡軽井沢町長倉字大日向5605-23

0267-31-0639

東信

Villa Metsä KARUIZAWA

Y-1613 北佐久郡軽井沢町長倉大日向5595-1

0267-416-407

東信

ポーラーハウスカナディアン西軽井沢１A

Y-2207

北佐久郡軽井沢町長倉大日向5614−20

0267-31-0639

東信

ポーラーリゾート西軽井沢１

Y-2206

北佐久郡軽井沢町長倉大日向5663-13

0267-31-0639

東信

ペンション軽井沢ゼフィルス八番館 Y-2784 北佐久郡軽井沢町追分132-8

0267-31-5022

http://www1.cts.ne.jp/~yamabuki/

東信

GREEN

0267-45-8888

https://greenseed-villa.com/glamping/

東信

ポーラーリゾートあさまテラス１

Y-2215 北佐久郡軽井沢町追分1588−1

0267-31-0639

東信

VILLA SPRING Karuizawa

Y-2366 北佐久郡軽井沢町追分1589-8

050-5526-9659

東信

ポーラーハウスあさまヴィラ

Y-2216 北佐久郡軽井沢町追分1674−3

0267-31-0639

https://www.aco.co.jp/id/66012.html

東信

大きな窓から森を眺めるログハウス（ヴィラメッサ軽井沢別邸）

Y-1614 北佐久郡軽井沢町追分321-20

0267-41-6407

https://metsa-karuizawa.com/

東信

FORESTA KARUIZAWA

Y-1078 北佐久郡軽井沢町追分725-12

090-9549-5599

東信

Villa K Karuizawa

Y-1824 北佐久郡軽井沢町追分84-20

042-480-9345

東信

エクシブ軽井沢

Y-0985

北佐久郡軽井沢町追分東かじか沢23-1

0267-46-3331

Y-0986

北佐久郡軽井沢町追分東かじか沢23-1

0267-46-3331

Y-0988

北佐久郡軽井沢町追分東かじか沢23-1

0267-46-3331

Y-0990

北佐久郡軽井沢町追分東かじか沢23-1

0267-46-3331

SEED

軽井沢

Y-2470 北佐久郡軽井沢町追分134-3

パセオ

https://staytuned.asia/brands/minn/hotels/minn-karuizawa/

https://metsa-karuizawa.com/

http://www.villa-K-Karuizawa.com

東信

エクシブ軽井沢

東信

エクシブ軽井沢

東信

エクシブ軽井沢

東信

ポーラーハウス西軽井沢１

Y-2208 北佐久郡軽井沢町追分南牛越740-29

0267-31-0639

東信

SORA HOTEL KARUIZAWA OUTLET Y-1245 北佐久郡軽井沢町南軽井沢1398

0267-48-4448

東信

ＤＯＧ

Y-1250 北佐久郡軽井沢町南軽井沢1398−99

0267- 41-6070

https://dogdepthotel.co.jp/

東信

ホテルバーモラル軽井沢

Y-1622 北佐久郡軽井沢町発地1097-12

0267-45-2300

https://www.hotelbalmoral-karuizawa.jp/

東信

ペンションにいみ

Y-0278 北佐久郡軽井沢町発地113

0267-48-3443

http://www.karuizawa-niimi.com/

東信

ペンションベルレーヌ

Y-2902 北佐久郡軽井沢町発地1216

0267-48-3533

http://bellreine.com

東信

ペンション

Y-0730 北佐久郡軽井沢町発地134-4

0267-48-1040

http://newman2.jimdo.com/

東信

torinos

Y-2944 北佐久郡軽井沢町発地1370-2

0267-41-6824

https://torinoskaruizawa.com

東信

軽井沢ペンションば～ば＆パパ

Y-1127 北佐久郡軽井沢町発地1523-4

0267-48-0198

https://www.janis.or.jp/users/babapapa/

東信

アメリーハウス軽井沢

Y-1175 北佐久郡軽井沢町発地178-1

0267-44-6060

https://amerryhouse.com

東信

軽井沢貸別荘FURUYA しらかばテラス Y-2656 北佐久郡軽井沢町発地1845-1

0267-48-3430

http://sirakaba.mfbessou.com/

東信

ポーラーハウスカナディアン南軽井沢１

Y-2214 北佐久郡軽井沢町発地336−1

0267-31-0639

東信

ポーラーリゾート南軽井沢２

東信

軽井沢浅間プリンスホテル

Y-1031 北佐久郡軽井沢町発地南軽井沢

東信

レンタヴィラ軽井沢オナーズヒル

Y-2724 北佐久郡軽井沢町茂沢505-58

0267-41-6381

東信

ゲストハウスシャコンヌ軽井沢

Y-2066

090-8514-8986

東信

民宿かじか

Y-2712 北佐久郡御代田町4120-21

0267-32-5333

http://janis.or.jp/users/kajika/

東信

ペンション

Y-1366 北佐久郡御代田町塩野3350-2

0267-32-0276

http://mamasion.sakura.ne.jp

0267-31-5109

http://kazenooto.net

サンクチュアリ・ヴィラ

サンクチュアリ・ヴィラ

ＤＥＰＴ

ＧＲＡＤＥＮ

ムセオ

ＨＯＴＥＬ

ニューマン

withDOG Y-2201

マ・メゾン

北佐久郡軽井沢町発地泥川端115-1レイクニュータウンアカシア通り177

北佐久郡軽軽井沢町大字軽井沢1062-63

https://www.outlet.sora-hotels.com/

0267-31-0639
0267-48-0001

https://www.princehotels.co.jp/asama/

東信

ロッジかぜのおと

Y-2162 北佐久郡御代田町塩野405-7(舟田)

東信

軽井沢森のいえ晴れたらいいね

Y-0244 北佐久郡御代田町塩野4312

0267-32-5563

http://www.haretara.com/

東信

ホテルルートインコート軽井沢

Y-1115 北佐久郡御代田町御代田2037-1

0267-32-1011

https://www.route-inn.co.jp/hotel_list/nagano/index_hotel_id_29/

東信

クラスベッソ西軽井沢

Y-2128 北佐久郡御代田町御代田2384-8

0267-31-6467

https://www.maruhabi.com/

東信

明治屋旅館

Y-0121 北佐久郡御代田町御代田2450

0267-32-2028

https://www.meijiyaryokan.com/

東信

オーベルジュ・デュ・グルマン

Y-2741 北佐久郡御代田町御代田4108-1902

0267-31-6554

https://auberge-du-gourmand.com

東信

コテージ

Y-2392 北佐久郡御代田町御代田4108-999

0267-32-4085

http://newyoshida.com/

東信

フォレストソール西軽井沢

Y-2806

北佐久郡御代田町御代田大林4108-266

090-4464-8368

東信

コテージフェアリーガーデン

Y-2266 北佐久郡御代田町馬瀬口1597-114

0267-41-6710

東信

天狗の茶屋

Y-2948 北佐久郡御代田町馬瀬口2091-70

0267-32-2143

東信

トレーラーハウスホテル・ジェニー Y-0022 北佐久郡御代田町馬瀬口清万1581-33

0267-41-0451

東信

SAUNA FOREST CABIN軽井沢御代田 Y-2831 北佐久郡御代田町豊昇字黒岩3-19

050-5479-1236

https://saunaforestcabin.com/

東信

ホテルアンビエント蓼科

Y-1090 北佐久郡立科町, 芦田八ケ野975

0267-55-7711

https://tateshina.izumigo.co.jp/hotel/

東信

ホテルアンビエント蓼科コテージ

Y-1091

0267-55-7711

ニュー吉田

北佐久郡立科町, 芦田八ケ野女神平1190

https://fairynishikaruizawa.com/menu

http://jennie.jp/
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東信

Picnicbase＆Hostel

Y-2698 北佐久郡立科町,芦田八ケ野1026

0267-55-7892

https://picnicbase.com

東信

B&B sora

Y-2696 北佐久郡立科町,芦田八ケ野1043

0267-55-7890

https://www.bnb-sora.com

東信

ペンション

Y-0660 北佐久郡立科町,芦田八ケ野1388

0267-55-6722

https://oyamanoendo.jp/

東信

池の平ホテル＆リゾーツ

Y-0119 北佐久郡立科町芦田1596

0266-68-2100

https://hotel.ikenotaira-resort.co.jp/

東信

あかりや

Y-1129 北佐久郡立科町芦田3798-1

070-8453-3173

https://akariya-stay.com/

東信

立科白樺高原ユースホステル

Y-1909 北佐久郡立科町芦田八ケ野1020

0267-55-6601

http://www.jyh.gr.jp/tateshina/

東信

民宿すずらん荘

Y-0912 北佐久郡立科町芦田八ケ野1029

0267-55-6030

http://www.suzuransou.com

東信

プチホテルベル

Y-0850 北佐久郡立科町芦田八ケ野1044

0267-55-6200

http://belltateshina.net/ne.jp

東信

蓼科荘

Y-1190 北佐久郡立科町芦田八ケ野1050

0267-55-6301

https://tateshinaso.jimdofree.com/

東信

小梨ロッヂ

Y-2740 北佐久郡立科町芦田八ヶ野1064

0267-55-6716

東信

清瀬市

Y-2268 北佐久郡立科町芦田八ケ野1068

0267-51-2300

https://kiyose-tateshina.com

東信

森の小さなウッディホテルFINLAND Y-2164 北佐久郡立科町芦田八ケ野1127

0267-55-6277

http://www.p.finland

東信

ペンション・ラクゥーン

Y-0620 北佐久郡立科町芦田八ケ野1389

0267-55-6606

http://www.p-racoon.jp/

東信

ペンションすもーくちーふ

Y-1493 北佐久郡立科町芦田八ケ野1392

0267-55-6377

東信

ラ・フォンテーヌ・アルジャンテ

Y-2451 北佐久郡立科町芦田八ケ野1394

0267-55-6136

東信

カントリーイン・ザ・コロニアルハウス

Y-1769 北佐久郡立科町芦田八ヶ野1665-1

0267-55-7638

東信

ペンションロック

Y-1456 北佐久郡立科町芦田八ケ野1667-3

0267-55-6355

東信

プチホテル

Y-0010 北佐久郡立科町芦田八ケ野1667-8

0267-55-6560

東信

白樺湖オーベルジュビストロフィガロ Y-2084 北佐久郡立科町芦田八ケ野1667-9

0267-55-6012

東信

ペンションYou悠

Y-1803 北佐久郡立科町芦田八ケ野1739

0267-55-6860

東信

白峰山荘

Y-2059 北佐久郡立科町芦田八ケ野407

0267-55-6122

東信

コロシアム・イン・蓼科

Y-0756 北佐久郡立科町芦田八ケ野410-1

0267-55-6341

https://resto-ando.jp

東信

ペンション

Y-2061 北佐久郡立科町芦田八ケ野410-10

0267-55-7355

http://www5b.biglobe.ne.jp/~juan

東信

esola

Y-0557 北佐久郡立科町芦田八ヶ野410-15

0267-55-6588

http://esola-megamiko.com/

東信

ブルーベルコテージ

Y-0144 北佐久郡立科町芦田八ヶ野410-17

0267-55-6755

https://www.bluebell-cottage.jp/

東信

ペンション

ティータイム

Y-2359 北佐久郡立科町芦田八ケ野410-24

0267-55-7807

http://www5a.biglobe.ne.jp/~pteatime/

東信

One's home

ぼぶてーる

Y-0209 北佐久郡立科町芦田八ケ野410-26

0267-55-7121

http://oneshomebobtail.wixsite.com/index

東信

ワイルドフラワー

Y-0167 北佐久郡立科町芦田八ケ野410-3

080-8889-6342

https://wildflowersmegamiko.wixsite.com/index

東信

ペンションウインズ

Y-0440 北佐久郡立科町芦田八ケ野410-31

0267-55-7077

http://winds-megamiko.com/

東信

ペンション

Y-2089 北佐久郡立科町芦田八ケ野410-8

0267-55-6581

東信

女神湖ゲストハウス

Y-1163 北佐久郡立科町芦田八ヶ野410−21

0267-55-7750

http://www.megamiko.info

東信

アニーヒルズ Annie Hills

Y-0673 北佐久郡立科町芦田八ヶ野410−23

0267-55-7088

http://www.anniehills.jp

東信

オテル・ド・ミロワール

Y-0469 北佐久郡立科町芦田八ケ野421

0267-55-7007

https://www.miroir1989.com

東信

ペンション

るぐらん

Y-1646 北佐久郡立科町芦田八ケ野422

0267-55-6275

http://www.sas.janis.or.jp/~legrand/

東信

ロッヂグランシャルモ

Y-0447 北佐久郡立科町芦田八ケ野428

0267-55-6255

https://2530m.net

東信

アルペンシャトー

Y-0292 北佐久郡立科町芦田八ヶ野437-10

0267-55-7070

https://alpenchateau.com/

東信

貸別荘森の家

Y-0887 北佐久郡立科町芦田八ヶ野437-7

0267-55-6278

http://pkaze.server-shared.com/

東信

四季の森ホテル

Y-1814 北佐久郡立科町芦田八ヶ野438

0267-55-6339

http://info@shikinomori.com

東信

蓼科メドゥズ

スポーツドミトリー Y-2314 北佐久郡立科町芦田八ケ野440

0267-55-6705

https://www.sportsdormitory.com

東信

白樺湖ビューホテル

Y-0042 北佐久郡立科町大字芦田八ケ野1525

0267-55-6211

https://www.itoenhotel.com/shirakabako/

東信

池の平白樺高原ホテル

Y-0039 北佐久郡立科町大字芦田八ケ野750

0267-55-6204

https://kogen.ikenotaira-resort.co.jp/

中信

安曇野地球宿

Y-0158 安曇野市三郷小倉4028-1

080-5486-6111

http://chikyuyado.com

中信

ファインビュー室山

Y-0652 安曇野市三郷小倉6524番地1

0263-77-7711

http://fineview.co.jp/

中信

KIIIYA cafe&hostel

Y-2798 安曇野市穂高1835-2

0263-75-2784

https://kiiiya.com/

中信

穂高タウンホテル

Y-0618 安曇野市穂高2509-1

0263-82-8888

https://www.hotaka-th.com/

中信

民宿ごほーでん

Y-1114 安曇野市穂高3580-1

0263-82-6820

http://www.0263826820.com

中信

ビジネスインあづみ野

Y-2957 安曇野市穂高4413-2

0263-82-2430

https://biz-azumino.net

中信

君ノ珈琲

Y-2163 安曇野市穂高5655-7

0263-75-2000

中信

陽天山荘

Y-1643 安曇野市穂高5709-6

0263-87-1033

中信

あづみ野パークホテル

Y-1589 安曇野市穂高5964-1

0263-82-3282

おやまのえんどう

立科山荘

くるみとみるく

じゅあん

ミルフィーユ
森の木びと

https://pension-rock.com/

http://www.hakuhousansou.com/

https://www.azuminoparkhotel.jp/
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https://harutsugedori.com

中信

キッチンはるつげ & 宿 春告鳥

Y-0606 安曇野市穂高6764ー19

0263-88-8267

中信

安曇野ふくろうゲストハウス

Y-2139 安曇野市穂高7950-8

0263-75-0166

中信

安曇野穂高ビューホテル

Y-0381 安曇野市穂高牧2200-3

0263-83-6200

https://www.hotaka-view.co.jp/

中信

ホテルアンビエント安曇野

Y-0061 安曇野市穂高牧2230

0263-83-5550

https://azumino.izumigo.co.jp/

中信

ホテルアンビエント安曇野コテージ Y-0086 安曇野市穂高牧2230

0263-83-5550

https://azumino.izumigo.co.jp/

中信

azuminoペンションウイング

Y-1437 安曇野市穂高牧2351-5

0263-83-5171

http://wing.okoshi-yasu.net/

中信

リゾートハウスクラーレット

Y-0879 安曇野市穂高牧2354-1

0263-83-5515

https://azumono-claret.jp

中信

桜の咲く頃に

Y-2315 安曇野市穂高有明1638-4

070-8314-0503

中信

江戸川区立穂高荘

Y-0032 安曇野市穂高有明2105-22

0263-83-3041

https://www.hotakaso.jp/

中信

豪商の宿

Y-1442 安曇野市穂高有明2177-27

0263-84-5100

https://yado-hotakajo.com

中信

おこもり山女魚

Y-1093 安曇野市穂高有明2178-14

0263-75-9400

https://okomori-yamame.com/

中信

湯の宿常念坊

Y-0908 安曇野市穂高有明2186-201

0263-83-4984

中信

リゾートハウス正波

Y-2042 安曇野市穂高有明2186-232

090-2488-3556

中信

キッチン＆やど

Y-0483 安曇野市穂高有明2186ー157

0263-83-5958

中信

絵本美術館＆コテージ森のおうち

Y-0873 安曇野市穂高有明2215-9

0263-83-5670

中信

小岩岳旅館

Y-1393 安曇野市穂高有明2216-1

0263-83-3048

中信

UNE PETITE MAISON

Y-1835 安曇野市穂高有明2217-59

0263-88-6324

中信

小出山荘

Y-2827 安曇野市穂高有明2218-3

0263-62-3328

中信

リバーサイド・ビラ穂高

Y-2684 安曇野市穂高有明２２５７−２０

090-8727-3326

中信

ログペンションさかい

Y-2240 安曇野市穂高有明3072-8

0263-83-7129

中信

にし屋別荘

Y-0902 安曇野市穂高有明3613-42

0263-81-5248

http://nishiyabesso.co.jp

中信

お宿

Y-0638 安曇野市穂高有明3618-44

0263-81-5566

https://oyado-nagomino.com/

中信

山荘歩°けっと

Y-0810 安曇野市穂高有明3627-6

0263-83-8041

http://www5a.biglobe.ne.jp/~pocket_h/

中信

森のハイジ安曇野

Y-2023 安曇野市穂高有明5058-2

0263-75-0557

中信

温泉民宿

Y-3007

090-9666-9113

中信

中房温泉

中信

割烹旅館

中信
中信
中信

日本料理

穂高城

ぶたのしっぽ

なごみ野

森のハイジ2

安曇野市穂高有明5058-2森のハイジ201

Y-1583 安曇野市穂高有明7226

0263-77-1488

Y-0075 安曇野市穂高有明7319-11

0263-83-3885

ダイヤモンドあずみ野温泉ホテル

Y-1196 安曇野市穂高有明7326-5

0263-83-2231

お宿カフェ

Y-2839 安曇野市穂高有明7327-57

山彦
NICONA

http://www.sippo.net

http://koiwatake.com/sp/

http://www.koidesansou.com

http://www.rog.jp

https://nakabusa.com/

0263-87-8964

ニギハヤヒ ゲストハウスアンドテント Y-2090 安曇野市穂高有明7348-1

090-1967-1549

https://www.nigihayahi.info/

中信

コプスハウス

Y-1162 安曇野市穂高有明7348-16

070-1593-7141

http://www.copsehaus.net

中信

ろっぢ安曇野遊人

Y-0255 安曇野市穂高有明7352−32

0263-83-5412

https://a-yujin.jp

中信

安曇野遊人C.L.J.クラブ

Y-2816 安曇野市穂高有明7352−35

0263-83-5412

https://a-yujin.jp/

中信

お宿たんたん

Y-0432 安曇野市穂高有明7392-13

0263-87-1419

https://www.oyadotantan.com/

中信

鈴玲山荘

Y-0783 安曇野市穂高有明7395-28

090-9826-4650

https://rinrei-sansou.net/

中信

ARIAKE BASE

Y-2453 安曇野市穂高有明7516-23

080-8353-5044

https://www.ariake-base.com

中信

金剛寺宿坊成穂院

Y-1309 安曇野市穂高有明7552-73

0263-83-3662

http://www.azumino-kongoji.com

中信

ゲストルームGardenあずみ野

Y-0795 安曇野市穂高有明7572-1

0263-87-0197

https://g-azumino.com/

中信

休暇村リトリート安曇野ホテル

Y-0270 安曇野市穂高有明7682-4

0263-31-0874

https://www.qkamura.or.jp/azumino/

中信

檜湯の宿 松伯

Y-1021 安曇野市穂高有明7713-2

0263-83-3822

http://www.syouhaku.com/

中信

ペンション花ことば

Y-0370 安曇野市穂高有明7716-2

0263-83-5380

https://hana-kotoba.com/

中信

メープル・リーフ

Y-0067 安曇野市穂高有明7717

0263-83-3883

https://azumino-mapleleaf.com/

中信

心やすらぐ森の宿・ノーサイド

Y-0205 安曇野市穂高有明7728-2

0263-83-5522

http://www.no-side.com

中信

ペンションＫＥＹＡＫＩ

Y-1916 安曇野市穂高有明7798−2

0263-83-2964

https://a-keyaki.com

中信

ペンションあるかす

Y-0572 安曇野市穂高有明7878-1

0263-83-5663

https://azumino-arcas.com/#

中信

有明ハウス

Y-2978 安曇野市穂高有明8005-4

080-2440-1706

中信

ペンション

ファースト・アルバム Y-2148 安曇野市穂高有明8165-5

0263-83-4009

http://www1st-album.jp

中信

安曇野山荘せきえい

Y-1545 安曇野市穂高有明8170-2

0263-83-4945

https://azumino-sekiei.com/

中信

安曇野パストラルユースホテル

Y-0876 安曇野市穂高有明8508-1

0263-83-6170

http://www2.tbb.t-com.ne.jp/azumino/

中信

工房・宿 ビオ

Y-2677 安曇野市穂高有明8510-1

0263-83-7647

https://twitter.com/koubou_bio
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中信

そばハウス安曇野

Y-2289 安曇野市穂高有明877-35

080-1258-7750

中信

カナディアンログコテージTAKITARO

Y-1103 安曇野市穂高有明8953

0263-81-5901

http://www5b.biglobe.ne.jp/~takitaro/

中信

旅館

Y-0323 安曇野市穂高有明8969

0263-83-2802

http://yamanotakohei.com/

中信

三角屋根の貸別荘Villa Yoshino

Y-2688 安曇野市穂高有明8969-1

0263-87-8880

https://villa-yoshino.com/

中信

Azumino Salon sirokabe

Y-2146 安曇野市穂高有明8978-3

080-9523-4673

中信

FoRESTree-azumino

Y-1085 安曇野市穂高有明8986-2

0263-87-6406

中信

安曇野ペンションハーヴェスト

Y-0154 安曇野市穂高有明9146-2

0263-83-4317

https://harvest.to/

中信

ホテル紫山荘

Y-1535 安曇野市豊科4301

0263-72-2548

http://www.shizanso.com/

中信

ホテルルートインコート安曇野豊科駅南

Y-0589 安曇野市豊科4677-1

0263-73-0011

http://www.route-inn.co.jp

中信

ユーロ安曇野ベース

Y-2668 安曇野市豊科田沢5448-1

0263-50-5673

https://euro-house.jp/azumino/

中信

ビレッジ安曇野

Y-1464 安曇野市豊科南穂高6780

0263-72-8568

http://vil-azumino.jp

中信

ほりでーゆ～四季の郷

Y-0320 安曇野市堀金烏川11-1

0263-73-8500

http://www.holiday-you.co.jp/

中信

ほりでーゆ～四季の郷コテージ

Y-0326 安曇野市堀金烏川11-1

0263-73-8500

http://www.holiday-you.co.jp/

中信

長峰荘

Y-0079 安曇野市明科中川手14-2

0263-62-2195

中信

GLAMPINGBASE enCamp and 研修・合宿旅館 陽だまりの家

Y-1275 塩尻市金井811

070-4000-2585

中信

ＡＢホテル塩尻

Y-1715 塩尻市広丘吉田339番地2

0263-85-0413

http://www.ab-hotel.jp

中信

信州健康ランド

Y-0041 塩尻市広丘吉田366-1

0263-57-8111

https://www.kur-hotel.co.jp/shinsyu/

中信

チサンイン塩尻北インター

Y-2766 塩尻市広丘吉田642-3

0263-57-0511

https://www.solarehotels.com/hotel/nagano/chisuninn-shiojirikita-ic/

中信

すがの旅館

Y-1749 塩尻市広丘郷原1762-219

0263-52-1285

中信

ホテル

Y-1668 塩尻市広丘野村1654-5

0263-53-2248

中信

LA TERRA

Y-2987 塩尻市洗馬上小曽部4045-1

0263-52-7000

https://www.laterra-resort.com/

中信

ホテルルートイン塩尻

Y-0463 塩尻市大字広丘高出1548-1

0263-51-5000

https://www.route-inn.co.jp

中信

あさひ館

Y-1148 塩尻市大門8番町2-1

0263-52-0005

中信

ホテル中村屋

Y-0099 塩尻市大門八番町4番21号

0263-52-1300

中信

御宿伊勢屋

Y-0046 塩尻市奈良井388

0264-34-3051

https://oyado-iseya.jp

中信

ゑちごや旅館

Y-2866 塩尻市奈良井493

0264-34-3011

http://naraijyuku-echigoya.jp

中信

BYAKU Narai

Y-1775 塩尻市奈良井551-3

0264-34-3001

https://byaku.site/

中信

いかりや町田民宿

Y-0396 塩尻市奈良井573番地1

0264-34-3202

https://ikariya-naraijuku.com/

中信

かとう民宿

Y-2864 塩尻市奈良井575-3

0264-34-2625

中信

民宿しまだ

Y-0157 塩尻市奈良井600

0264-34-2678

中信

フォレストヴィラ塩嶺高原

Y-2251 塩尻市北小野4236−8

080-5434-0053

中信

リゾートホテルフロントステージ

Y-1757 小谷村千国乙12840-146

0261-83-2309

http://front-stage.jp/manage/

中信

湯の宿朝日荘

Y-2687 小谷村大字北小谷9922-3

025-557-2301

http://asahiso.jimdo.com

中信

ウィザード

Y-0561 小谷村栂池高原12840-1

0261-83-3001

http://www.wiz-t.com/

中信

蔵造りの宿

Y-0932 松本市

中信

松本市公共の宿

中信

山のたこ平

いさみ

東石川旅館

浅間温泉

1-29-3

https://forestree-azumino.com

https://encamp-glamping.com

http://shimadablog.com

0263-46-1024

https://www.higashiishikawa.co.jp/

Y-0027 松本市梓川倭4262-1

0263-78-5550

http://www.shisuien.jp/

坂巻温泉旅館

Y-0632 松本市安曇(上高地)4460

0263-95-2453

http://sakamaki.yumori.jp

中信

お休み処

Y-2294 松本市安曇(白骨)4197-16

0263-93-2444

中信

白船荘新宅旅館

Y-1363 松本市安曇(白骨)4201

0263-93-2201

中信

白船グランドホテル

Y-0087 松本市安曇（白骨）4203

0263-93-3333

http://www.shirafune.net

中信

白骨ゑびすや

Y-0114 松本市安曇（白骨）4206-2

0263-93-2031

http://www.e-bi-su-ya.com

中信

ペンション優

Y-2416 松本市安曇3786-6

0263-93-2035

http://www.pensionyou.com

中信

ペンションブランチ

Y-2131 松本市安曇3875-3

0263-93-3288

中信

信州乗鞍高原温泉

Y-0592 松本市安曇3936

0263-93-2223

http://ryokuzan.com

中信

ロッヂふもと

Y-0159 松本市安曇3948-1

0263-93-2615

http://www.lodge-fumoto.com/

中信

温泉宿青葉荘

Y-1870 松本市安曇3952-2

0263-93-2750

http://aobaso.net

中信

ペンションマドンナ

Y-0169 松本市安曇3971

0263-93-2768

中信

MADONNA

Y-2942 松本市安曇3971

080-5108-5269

https://www.madonna-norikura.com/%E3%83%9E%E3%83%89%E3%83%B3%E3%83%8A%E3%81%A7%E3%83%9A%E3%83%83%E3%83%88%E3%81%A8%E3%82%AD%E3%83%A3%E3%83%B3%E3%83%97/

中信

木の香りのホテルグーテベーレ

Y-0156 松本市安曇3982-2

0263-93-2527

http://www.gute.co.jp

中信

ペンション

Y-0431 松本市安曇4005-5

0263-93-2664

http://www.p-pal.jp

梓水苑

球道

緑山荘

ペットとキャンプ
パル

http://shintaku-ryokan.jp

https://madonna-norikura.com
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中信

ペンションるぴなす

Y-2055 松本市安曇4007

0263-93-2431

中信

温泉民宿芝原

Y-2926 松本市安曇4008-7

0263-93-2253

中信

ペットと泊まる

Y-0399 松本市安曇4008-8

0263-93-3325

中信

ガストホフ千石

Y-1188 松本市安曇4019-2

0263-93-2222

http://www.g-sengoku.com

中信

温泉の宿やまみ

Y-2347 松本市安曇4029-6

0263-93-2512

http://www.azm.janis.or.jp/~yamami/

中信

ペンション

Y-0769 松本市安曇4030-13

0263-93-2454

中信

アルプホルン

Y-0880 松本市安曇4030-3

0263-93-2666

中信

GUEST LODGE 梵

Y-2297 松本市安曇4043-12

0236-93-2364

https://glbon.jimdo.com

中信

乗鞍高原

Y-2301 松本市安曇4043−26

0263-93-3162

https://peraichi.com/landing_pages/view/winds

中信

ペンションフルハウス

Y-2017 松本市安曇4085

0263-93-2817

http://www.p-fullhouse.jp

中信

あったか温泉宿美鈴荘

Y-0344 松本市安曇4085-49

0263-93-2330

https://misuzuso.jp/

中信

佐の屋

Y-1147 松本市安曇4085-56

0263-93-3306

http://www2.tbb.t-com.ne.jp/sanoya/

中信

山栄荘

Y-1931 松本市安曇4085-68

0263-93-2715

https://www.mcci.or.jp/www/saneiso/

中信

温泉民宿

Y-0246 松本市安曇4085-75

0263-93-2502

http://www.huttehoshi.com/

中信

ペンション

Mr,チャーリーブラウン Y-1871 松本市安曇4085-85

0263-93-2345

http://www.azm.janis.or.jp/~charly_b/

中信

乗鞍高原の宿irodori

Y-2344 松本市安曇4085−36

0263-93-2215

中信

ペンション ル・シャレー

Y-2446 松本市安曇4095-58

0263-87-7103

中信

ペンション

Y-0601 松本市安曇4156-3

0263-93-2265

中信

渓流荘しおり絵

Y-0980 松本市安曇4170-4

0263-93-2642

中信

小梨の湯笹屋

Y-1980 松本市安曇4182-1

0263-93-2132

中信

白骨温泉

Y-0532 松本市安曇4195

0263-93-2311

https://www.shirahone.net/

中信

山水観 湯川荘

Y-0776 松本市安曇4196

0263-93-2226

https://www.sansuikan-yu.com

中信

お宿つるや

Y-1817 松本市安曇4202-6

0263-93-2331

中信

旅館

Y-0801 松本市安曇4238-1

0263-93-2727

https://sen-zan.com/

中信

旅館こだま

Y-0515 松本市安曇4240-2

0263-93-2708

http://www.ekodama.com

中信

ペンション

Y-0343 松本市安曇4251

0263-93-2743

https://www.poetical.co.jp

中信

温泉旅館

Y-0160 松本市安曇4254-5

0263-93-2555

http://www.keyakisansou.com

中信

旅館

Y-0546 松本市安曇4255-1

0263-93-2229

http://fukusimaya.net

中信

ヴィラのりくら

Y-0397 松本市安曇4258-2

0263-93-2155

http://www.villa-norikura.com

中信

雀の宿

Y-0165 松本市安曇4267-1

0263-93-2323

https://yagura-norikura.com

中信

なごみ湯白樺

Y-0977 松本市安曇4268-2

0263-93-2646

https://eshirakaba.jp/

中信

ペンショングリンデルワルト

Y-0015 松本市安曇4269-10

0263-93-2316

http://p-grindelwald.net

中信

温泉イン36so

Y-2686 松本市安曇4269-5

0263-93-2630

http://www.36so.jp/

中信

旅館しろがね

Y-2729 松本市安曇4271-2

0263-93-2718

中信

乗鞍高原温泉ユースホステル

Y-2894 松本市安曇4275

0263-93-2748

http://norikura.biz

中信

旅館

金山

Y-0857 松本市安曇4285番地

0263-93-2256

http://www.norikura-kanayama.com

中信

旅館

みたけ荘

Y-1569 松本市安曇4291-1

0263-93-2016

中信

ペンションカムス

Y-1611 松本市安曇4294-2

0263-93-2080

https://8comes.wixsite.com/mysite

中信

乗鞍ホテル山百合

Y-0625 松本市安曇4296-5

0263-93-2121

https://www.hotel-norikura.jp

中信

ホテルガルニ・ローリーホフ

Y-2283 松本市安曇4297-13

02263-93-2560

http://www.roli-hof.jp/hotel/

中信

乗鞍岳

Y-1357 松本市安曇4298-6

0263-93-2301

https://sansuikan-sinano.com

中信

ノーススター

Y-0342 松本市安曇4306

0263-93-1688

https://ridenorthstar.com

中信

牧水苑

Y-0455 松本市安曇4306

0263-93-2552

http://bokusuien.com/

中信

温泉の宿

Y-0722 松本市安曇4306

0263-93-2746

https://ghraicho.com

中信

ピーポロ乗鞍

Y-0802 松本市安曇4306

0263-93-2728

http://peepolo.com/

中信

ペンションオレンジペコ

Y-2051 松本市安曇4306

0263-93-2501

中信

プチホテルアルム

Y-0775 松本市安曇4306-1

0263-93-2951

中信

風のチムニー

Y-2842 松本市安曇4306-112

0263-93-3926

中信

山のお宿

Y-1446 松本市安曇4306-3

0263-93-2412

中信

泊まれる温泉バー１３６

Y-2751 松本市安曇4306-3

0263-93-3611

陽だまり

グリーンベル

ペンション

ウインズ

ヒュッテほし

しるふれい

湯元齋藤旅館

仙山乗鞍
ポエティカル
けやき山荘

福島屋
やぐら

山懐の湯宿

山水館信濃

ロフト

ゲストハウス雷鳥

滝見館

http://p-lupinus.jp

http://p-hidamari.g.dgdg.jp

www.azm.janis.or.jp/~alphorn

http://www.azm.janis.or.jp/~silflay/

https://konashinoyu.com

https://alumu.com

https://www.takimikan.net
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中信

B&Bテンガロンハット

Y-1389 松本市安曇4306-8

0263-93-2360

https://tengallon.jp/

中信

休暇村乗鞍高原

Y-0698 松本市安曇4307

0263-93-2304

https://www.qkamura.or.jp/norikura/

中信

冷泉小屋

Y-2750 松本市安曇4308番地

090-8464-8889

https://reisenhutte.mystrikingly.com/

中信

中の湯温泉旅館

Y-0374 松本市安曇4467

0263-95-2407

https://www.nakanoyu-onsen.jp

中信

さつ木荘

Y-0614 松本市安曇4855-32

0263-93-2448

http://norikura-satsukiso.com

中信

ペンションのりくら

Y-0517 松本市安曇4855-95

0263-93-2633

https://p-norikura.com/wp

中信

白樺の庄

Y-0441 松本市安曇4985-24

0263-93-2357

http://www.shirakabanosho.co.jp

中信

ペンションありす

Y-0146 松本市安曇乗鞍高原4039-4

0263-93-2400

http://www.p-alice.jp

中信

星空のあかり

Y-0581 松本市安曇千石平4026-3

0263-93-2208

https://www.hoshisora.com

中信

泡の湯旅館

Y-0760 松本市安曇白骨4181

0263-93-2101

https://www.awanoyu-ryokan.com/

中信

かつらの湯丸永旅館

Y-0313 松本市安曇白骨4185-2

0263-93-2119

http://maruei.in

中信

カントリーハウス渓山荘

Y-0257 松本市安曇鈴蘭4243-1

0263-93-2221

https://www.keizanso.jp/

中信

ペンション

Y-1253 松本市安曇鈴蘭4306-34

0263-93-2600

http://www.southcol.jp

中信

ホテル 末広

Y-1511 松本市横田2-7-7

0263-32-0929

http://www.mcci.or.jp/www/ysuehiro/

中信

舶来荘

Y-1298 松本市横田2-8-7

0263-32-0689

https://hakuraiso.com

中信

マツモトサトヤマドアーズ

Y-2422 松本市岡田下岡田874-5

0263-87-3943

中信

ホテルモンターニュ松本

Y-0920 松本市巾上３ー２

0263-35-6480

中信

松茸山荘別館東山館

Y-1032 松本市穴沢756

0263-64-2102

http://www.matsutake-sansou.jp

中信

ホテルルートインコート南松本

Y-0858 松本市高宮東7-10

0263-28-8011

https://www.route-inn.co.jp/hotel_list/nagano/index_hotel_id_30/

中信

泊まれる秘密基地

Y-0539 松本市寿北6-11-1

0263-55-3130

https://l-base.jp/

中信

松本ウエルトンホテル

Y-0831 松本市渚2-4-5

0263-27-3000

https://breezbay-group.com/matsumoto-wh/

中信

tabi-shiro

Y-0962 松本市城西1ー3ー6

0263-88-3453

https://tabi-shiro.com/

中信

ザ・セレクトン松本

Y-2396 松本市城西1丁目3-38

0263-88-0202

http://matsumoto@celecton.com

中信

Hostel みんか松本

Y-2027 松本市城西2-2-10

090-9669-1871

https://yamaheikou.web.fc2.com/

中信

Thank you Hippopotamus Hostel

Y-1231 松本市城西2-5-18

070-1560-2223

https://thankyouhippo.com/

中信

エースイン松本

Y-0116 松本市深志1-1-3

0263-35-1188

http://www.ace-inn.net/

中信

プレミアホテル-CABIN-松本

Y-0754 松本市深志1-2-31

0263-38-0123

https://cabin.premierhotel-group.com/matsumoto/

中信

HOTEL M MATSUMOTO

Y-1059 松本市深志1-3-11コングロM6階

0263-87-4445

https://www.hotelm-matsumoto.com/

中信

アルピコプラザホテル

Y-0115 松本市深志1-3-21

0263-36-5055

http://www.alpico-plaza-hotel.jp/

中信

たびのホテルlit松本

Y-1036 松本市深志1-4-5

0263-39-5050

https://matsumoto.tabino-hotel.jp/

中信

スーパーホテル松本天然温泉

Y-0195 松本市深志1-5-5

0263-31-9000

https://www.superhotel.co.jp/s_hotels/matsumotohigashi/

中信

天然温泉あづみの湯御宿野乃松本

Y-2140 松本市深志1丁目5-17

026-337-5489

中信

ホテル松本ヒルズ

Y-0842 松本市深志2-3-16

0263-32-8828

https://www.breezbay-group.com/matsumoto-city/

中信

天然温泉

0263-33-5489

https://www.hotespa.net/hotels/matsumoto/

中信

松本ツーリストホテル

Y-0510 松本市深志2丁目4番24号

0263-33-9000

中信

MinkaHouse

Y-2715 松本市深志3-1-7

070-3778-1486

中信

cozy inn saki

Y-0520 松本市深志3-2-13

070-7535-8066

中信

ゲストハウスこもりや

Y-1773 松本市深志3-3-17

0263-88-3990

中信

ホテル玉の湯

Y-0227 松本市浅間温泉1-28-16

0263-46-0573

https://www.asama-tamanoyu.co.jp/

中信

帰郷亭ゆもとや

Y-0480 松本市浅間温泉1-29-15

0263-46-0250

http://www.hot-yumotoya.co.jp

中信

菊之湯

Y-0522 松本市浅間温泉1-29-7

0263-46-2300

http://kikunoyu.com

中信

和泉荘

Y-0097 松本市浅間温泉1-29-9

0263-46-2323

http://www.izumiso.com/

中信

有限会社

Y-1326 松本市浅間温泉1-37-5

0263-46-0255

http://www.menoyu.jp/

中信

別亭

Y-0330 松本市浅間温泉2-4-9

0263-46-2070

https://bettei-ikka.com/

中信

松本十帖

Y-0250 松本市浅間温泉3-13-1

0263-46-0500

https://matsumotojujo.com/

中信

onsen hotel OMOTO

Y-0098 松本市浅間温泉3-13-10

0263-46-2385

https://omoto.co.jp/

中信

富士乃湯

Y-0168 松本市浅間温泉3-13-5

0263-46-1516

https://fujinoyu.com/

中信

FAN！MATSUMOTO

Y-0082 松本市浅間温泉3-14-19

0263-46-0366

中信

錦の湯

Y-0286 松本市浅間温泉3-14-6

0263-46-2332

https://jimotoya.com

中信

みやま荘

Y-0188 松本市浅間温泉3-28-6

0263-46-1547

http://miyamaso.org/

サウスコル

梓の湯

L-BASE

ドーミーイン松本 Y-0647 松本市深志2丁目2-1

目の湯旅館

一花

地本屋

https://www.trist.co.jp
https://matsumoto-minkahouse.com/

信州割SPECIAL（全国旅行支援）

更新日：2023/1/9現在

宿泊事業者一覧
割引対象期間：令和5年1月11日（火）～令和5年3月12日（日）までの宿泊分

エリア

宿泊施設名
山映閣

TEL

ホームページ

Y-0615 松本市浅間温泉3-33-10

0263-46-8222

http://www.saneikaku.com/

施設コード

住所

中信

露天風呂と料理の宿

中信

香蘭荘

Y-0790 松本市浅間温泉3-4-15

0263-46-1014

https://kouransou.com/

中信

梅の湯

Y-0684 松本市浅間温泉3-4-16

0263-46-0345

http://www.umenoyu.com/

中信

尾上の湯旅館

Y-0536 松本市浅間温泉3-4-18

0263-46-0567

http://onouenoyu.co.jp

中信

伊東園ホテル浅間の湯

Y-0359 松本市浅間温泉3-4-9

0263-46-1411

https://www.itoenhotel.com/asama/

中信

かけ流し温泉の宿

Y-0127 松本市浅間温泉3−4−12

0263-46-1031

中信

ガーデンホテル松本

中信

ホテルルートインコート松本インター Y-0770 松本市大字島立堀米834-1

050-5847-7700

中信

御宿

Y-1290 松本市大字里山辺269-1

0263-32-4599

中信

丸中旅館

Y-0164 松本市大字里山辺451

0263-32-3380

http://marunakaryokan.com/

中信

ホテルニューことぶき

Y-0054 松本市大字里山辺484番地1

0263-36-0517

https://www.newkotobuki.co.jp/

中信

ホテルトレンド松本

Y-1514 松本市大手1-3-33

0263-32-1430

https://hotel-trend.jp/matsumoto/

中信

旅宿

Y-2068 松本市大手2丁目6番16号

0263-87-3610

http://sherlock-homes.jp

中信

旅の宿

Y-1729 松本市大手3-5-12

070-9001-3718

中信

松本丸の内ホテル

Y-0133 松本市大手3-5-15

0263-35-4500

http://www.matsumoto-marunouchi.com/

中信

松本ホテル花月

Y-0012 松本市大手4-8-9

0263-32-0114

https://matsumotohotel-kagetsu.com

中信

Couch Potato Hostel

Y-0580 松本市大手4-9-3

070-1874-5600

https://couchpotatohostel.com/

中信

サザンクロスイン松本

Y-1268 松本市大手4-9-3

0263-35-6007

中信

NAWATE HOUSE

Y-0941 松本市大手4丁目3-19-1

080-9697-0927

中信

松本はなれ

Y-1840 松本市大手5-3-20

0263-74-1497

https://www.m-hanare.com

中信

割烹旅館桃山

Y-0555 松本市大村142

0263-46-1088

http://www.kappou-momoyama.com/

中信

ホテルニューステーション

Y-0778 松本市中央1-1-11

0263-35-3850

https://www.hotel-ns.com/

中信

リッチモンドホテル松本

Y-1009 松本市中央1-10-7

0263-37-5000

https://richmondhotel.jp

中信

いろはグランホテル松本駅前

Y-0113 松本市中央1-14-9

0263-87-0168

https://www.168hotel.jp/

中信

ホテル飯田屋

Y-0260 松本市中央1-2-3

0263-32-0027

http://iidaya.co.jp/

中信

ホテルモルシャン

Y-0439 松本市中央1-2-5

0263-32-0031

http://www.mor-schein.co.jp/

中信

ホテルマツモトよろづや

Y-0124 松本市中央1-24-1

0263-39-8123

http://www.yorozuya.in/

中信

Thank you Hippopotamus 2 KURA/NIKAI

Y-1228 松本市中央1-26-6

070-1560-2223

中信

みんしゅくアーバンリ

Y-2988 松本市中央1-26-7高山ハイツ3F

中信

ホテルウェルカム松本

Y-0096 松本市中央1-5-15

中信

スーパーホテル松本駅前

Y-0223 松本市中央1丁目1-7

0263-37-9000

https://www.superhotel.co.jp/s_hotels/matumoto/

中信

壱山宿場

Y-2856 松本市中央2-1-12壱山ビル

050-8885-2196

https://www.ichiyama-matsumoto.com

中信

東横イン松本駅前本町

Y-1319 松本市中央2-1-23

0263-36-1045

https://www.toyoko-inn.com

中信

ホテル池田屋

Y-0279 松本市中央3-4-6

0263-32-0805

https://hotel-ikedaya.co.jp/

中信

Satoyama villa DEN

Y-0774 松本市中山5471

0263-88-3266

http://tobira-group.com/satoyamavilladen/

中信

旅館

Y-0071 松本市奈川1044

0263-79-2277

http://www.senrakuryokan.com/

中信

山荘わたり

Y-2273 松本市奈川1044-16

0263-79-2507

https://sanso-watari.com/

中信

旅の宿大石屋

Y-1415 松本市奈川1044-189

0263-79-2078

http://nagawa-ooishiya.com

中信

ウッディ・もっく

Y-2828 松本市奈川1044-344

0263-79-2770

https://mock.furusatonagawa.com/

中信

野麦の里温泉ロッヂ

Y-2782 松本市奈川1173-106

0263-79-2244

中信

みんなのお宿若草物語

Y-2752 松本市奈川1173-90

0263-79-2505

https://hotel.travel.rakuten.co.jp/hinfo/5919/

中信

カントリーロッジ木の実

Y-2210 松本市奈川1173-94

0263-79-2853

http://konomi.jp

中信

亀屋

Y-3048 松本市奈川1322

0263-79-2657

中信

川仙旅館

Y-0111 松本市奈川2556-2

0263-79-2411

http://www.azm.janis.or.jp/~kawasen/

中信

薬師平 茜宿

Y-1573 松本市内田3405

0263-58-2141

https://akanejyuku.com/

中信

山上旅館

Y-2858 松本市内田3405-ロ

0263-58-2047

http://yamajo-gake.jp

中信

ニューホテル若葉

Y-1723 松本市南浅間633-2

0263-46-1540

http://www.newhotel-wakaba.co.jp

中信

旅館

Y-1542 松本市南浅間634-5

0263-46-0639

https://www.ryokanseifuso.com/

中信

扉温泉明神館

Y-0579 松本市入山辺8967

0263-31-2301

http://www.tobira-group.com/myojinkan/

中信

桜清水コテージ

Y-0105 松本市入山辺石切場8961

0263-31-2314

https://www.sakurashimizu.jp/

栄の湯旅館

石川

松本やぐら禅
たかぎ

仙洛

静風荘

Y-0090 松本市村井町北1-15-46

0263-58-8800

0263882403

https://www.route-inn.co.jp/hotel_list/nagano/index_hotel_id_14/

https://www.onyado-ishikawa.com

http://e-takagi.net/

https://www.facebook.com/NawateGuesthouse

https://thankyouhippo2.com/
https://sites.google.com/view/eigyoku-koreanfood-lodging/home/%E3%81%BF%E3%82%93%E3%81%97%E3%82%85%E3%81%8F%E3%82%A2%E3%83%BC%E3%83%90%E3%83%B3%E3%83%AA

0263-32-0072

信州割SPECIAL（全国旅行支援）

更新日：2023/1/9現在

宿泊事業者一覧
割引対象期間：令和5年1月11日（火）～令和5年3月12日（日）までの宿泊分

エリア

宿泊施設名

施設コード

住所

TEL

ホームページ
https://www.ougatou.jp/

中信

王ヶ頭ホテル

Y-0187 松本市入山辺美ヶ原8964番地

0263-31-2751

中信

さざなみ旅館

Y-2868 松本市波田1909

0263-92-3456

中信

ゲストハウスしましま

Y-1576 松本市波田町3008

0263-75-7233

https://www.shimashimahouse.com/

中信

民芸旅館

Y-1273 松本市並柳2-11-21

0263-28-6500

https://www.fukashiso.com/

中信

cafe&stay CASTANA

Y-0137 松本市並柳2-3-2

0263-27-0308

https://www.cafeandstaycastana.com/

中信

オーベルジュ

Y-2293 松本市並柳4-3-11

0263-25-1105

中信

Satoyama villa 本陣

Y-0772 松本市保福寺町246

0263-88-3266

中信

またたび

Y-2152 松本市北深志1-4-5

090-9996-5123

中信

やまやどり

Y-2077 松本市北深志1-5-23

090-9138-7369

中信

アマテラス

Y-2159 松本市本庄1-13-9

090-9009-0107

中信

ホテルブエナビスタ

Y-0110 松本市本庄1-2-1

0263-37-0111

http://www.buena-vista.co.jp/

中信

一棟貸し

Y-2909 松本市本庄2丁目7-20

0263-40-5001

https://sainn-hotels.com/matsumoto-yadoya/

中信

栄屋旅館

Y-1833 松本市野溝西1-6-1

0263-25-4206

https://sakaeya-ryokan.com/

中信

追分屋旅館

Y-0571 松本市里山辺1145

0263-33-3378

中信

金宇館

Y-1123 松本市里山辺131-2

0263-32-1922

http://kanaukan.com/

中信

湯宿

Y-0318 松本市里山辺451

0263-32-2043

https://izumiya-zenbe.com

中信

旅館すぎもと

Y-1034 松本市里山辺451-7

0263-32-3379

http://ryokan-sugimoto.com/

中信

富田屋別館

Y-0349 松本市里山辺489-3

0263-33-8700

http://www.mcci.or.jp/www/shelly/

中信

美ヶ原温泉

Y-0080 松本市里山辺527

0263-38-7711

http://www.hotel-shoho.jp/

中信

旬彩月の静香

Y-0952 松本市里山辺湯の原101

0263-35-6200

http://www.tsuki-shizuka.com/

中信

森のみち草

Y-0768 大町市社1370-3

0261-85-5205

https://morinomichikusa.com/

中信

アルペンブルー

Y-1187 大町市常盤5740-10

0261-85-4661

https://alpenblue.sakura.ne.jp/home/

中信

峰

Y-2465 大町市常盤6057-6

090-1253-3286

中信

ときしらずの宿

Y-0034 大町市大字平2065-1

0261-23-2000

中信

旅館叶家

Y-0700 大町市大字平2870-4

0261-23-4500

中信

丸勝旅館

Y-1408 大町市大町2664番地

0261-22-1007

https://maruka2.com/

中信

竹のや旅館

Y-1186 大町市大町3059-4

0261-22-0552

http://www.oomachi-takenoya.com

中信

旅館七倉荘

Y-0882 大町市大町3061

0261-22-1564

https://nanakurasou.com/

中信

ホテルルートイン信濃大町駅前

Y-0403 大町市大町3167-7

050-5576-7888

https://www.route-inn.co.jp/hotel_list/nagano/index_hotel_id_691/

中信

ゲストハウス林屋

Y-2992 大町市大町3314-5

08065986964

中信

山岳旅館いとう

Y-0771 大町市大町4150

0261-22-0487

中信

ホテル夢の湯

Y-0058 大町市大町温泉郷2889-4

0261-22-2611

中信

信州金熊温泉

Y-0200 大町市八坂1160

0261-26-2301

http://www.asukasou.net

中信

ぽかぽかランド美麻

Y-0448 大町市美麻16784

0261-29-2030

https://miasa-pokapokaland.com/

中信

カナディアンビレッジモントリオール Y-0839 大町市平1040

0261-23-3232

https://www.canadianvillage.jp/

中信

民宿やまく館

Y-1195 大町市平10457

0261-22-1889

http://yamaku.info

中信

美浪荘

Y-2848 大町市平10594

0261-22-1820

http://plaza.rakuten.co.jp//minamisou

中信

アルペンハイム山正旅館

Y-2288 大町市平10595

0261-22-1027

http://www.alpenhaime.gr.jp

中信

さくら山荘

Y-2404 大町市平1946-6

080-3705-5408

https://sakura-sanso.com/

中信

ホリデーホーム

Y-1068 大町市平1955-443

0261-72-5880

http://www.nuggetinn.net

中信

民宿

Y-2703 大町市平19761

0261-22-3341

http://www.dhk.janis.or.jp/~nakatuna/

中信

やまなか館

Y-2264 大町市平19820-1

0261-22-2067

http://www.yamanakakan.jp/

中信

フォレストイン上手屋

Y-1908 大町市平20003-1

0261-23-1331

http://www.mjnet.ne.jp/wadeya/

中信

ANAホリデイ・インリゾート 信濃大町くろよん

Y-0680 大町市平2020

0261-22-1530

https://kuroyon.holidayinnresorts.com

中信

鹿島槍スポーツヴィレッジ

Y-0851 大町市平20490-4

中信

温宿かじか

中信
中信

深志荘
銀のテラス

宿や松本本庄

和泉屋善兵衛

翔峰

織花

明日香荘

ヴィラ

ナゲットイン

中綱館

https://shigahonjin.jp/
https://www.matatabi-gh.com/

http://kanoya.info/

0261-23-1231

https://kashimayari.net/green/

（オンジュクカジカ） Y-0390 大町市平2106

0261-22-1311

https://onjuku-kajika.com/

仙人閣

Y-0856 大町市平2118

0261-22-3211

高瀬館

Y-2745 大町市平2118-13

0261-22-1446

中信

ラウム山荘

Y-1999 大町市平23011

0261-23-1730

中信

カントリーインキャンプ

Y-0311 大町市平23112-9

0261-23-1445

https://takasekan.com/

http://camp.net

信州割SPECIAL（全国旅行支援）

更新日：2023/1/9現在

宿泊事業者一覧
割引対象期間：令和5年1月11日（火）～令和5年3月12日（日）までの宿泊分

エリア

宿泊施設名

施設コード

住所

春の庭(ペット可) Y-1736 大町市平2661-6

TEL

ホームページ

090-9940-7369

https://haru-no-niwa.com

中信

愛犬と泊まる宿

中信

黒部観光ホテル

Y-0060 大町市平2822

0261-22-1520

https://www.kurokan.com/

中信

ゲストルームふる里村工芸館

Y-0450 大町市平2860-12

0261-85-2155

https://furusatomura-kougeikan.com/

中信

アルペンルートホテル

Y-1184 大町市平2861-4

0261-85-2299

http://www.alp-h.com

中信

立山プリンスホテル

Y-0351 大町市平2884-10

0261-22-5131

http://www.tateyamaprince.co.jp

中信

緑翠亭

景水

Y-0544 大町市平2884-13

0261-22-5501

http://www.keisui.jp/

中信

黒部サンバレーホテル

Y-0341 大町市平2884-7

0261-85-4037

http://www.kurobe-sunvalley.com/

中信

黒部ビューホテル

Y-0666 大町市平2891-2

0261-22-3515

https://kurobeview.com/

中信

マルハン爺が岳ロッヂ

Y-0123 大町市平4817

0261-22-8453

http://lodge.sakura.ne.jp/

中信

プチペンションアルファ

Y-1227 大町市平青木湖21773

0261-23-1043

https://www.janis.or.jp/users/p_alpha/

中信

ライジングフィールド白馬

Y-1526 大町市平青木湖湖畔20754‐1

0261-85-2162

https://www.rising-field.com/

中信

マウンテンロッジWiz

Y-1165 大町市平中綱20643

0261-23-1336

https://ML-Wiz.jp

中信

Woodpecker Chalet

Y-1483 長野県北安曇郡白馬村北城 831-85

050-1124-6005

中信

白馬シンフォニー

Y-2680 長野県北安曇郡白馬村北城14718-250

0262-72-6848

中信

Akamatsu House

Y-1482 長野県北安曇郡白馬村北城830-25 050-1124-6005

中信

Yuki Ita Lodge

Y-1485

長野県北安曇郡白馬村北城白馬村北城 2937-577

050-1124-6005

中信

プチビラMTおんたけ

Y-2013

長野県木曽郡木曽町開田高原西野5227-428

0264-44-2416

中信

スカイランドきよみず

Y-0103 東筑摩郡山形村清水高原7598-97

0263-98-2300

中信

生坂村営福祉センターやまなみ荘

Y-1283 東筑摩郡生坂村5804

0263-69-2032

中信

草湯温泉

Y-2156 東筑摩郡筑北村坂井6478

0263-67-2216

中信

西条温泉とくら

Y-1524 東筑摩郡筑北村西条3443

0263-66-2114

http://www.tokura1000yu.com

中信

シェーンガルテンおみ

Y-0297 東筑摩郡麻績村日3434

0263-67-2800

http://www.kk-giken.jp/sehongarten-omi/

中信

つづねの森ゲストハウス

Y-2304 東筑摩郡麻績村麻3567

0263-87-3438

http://www.tudunenomori.com

中信

ペンション&コテージ

Y-0752 白馬村神城22230~3

0261-75-3032

中信

うめのや旅館

Y-2867 白馬村神城23181-1

0261-75-2314

https://www.hakubagoryu.com/umenoya/

中信

北斗荘

Y-2869 白馬村神城24735

0261-75-2319

https://www.hakubagoryu.com/hokuto/

中信

ALPENBLICK IRIYAMATO

Y-1176 白馬村北城12304

0261-72-2391

https://iriyamato.com

中信

ピュアモール

Y-0173 白馬村北城14718-209

0261-72-6085

http://puremall-mimosa.sakura.ne.jp/

中信

B&B

Y-0540 白馬村北城829-20

0261-85-4939

https://www.en-hakuba.com

中信

Villa El Cielo

Y-1509 白馬村北城字ワタノ4762-2

0261-85-4187

https://thehakubacompany.com

中信

ベルコテージビレッジ

Y-2098 白馬村落倉14718-187

0261-72-5311

中信

Hakuba Snow Fox

Y-3041 白馬北城1612-17

07043988619

https://abnb.me/Fi4NSObGNvb

中信

プチホテルバク

Y-1306 北安曇郡小谷村千国12856-94

0261-82-2744

http://www.valley.ne.jp/~baku/

中信

稗田山荘

Y-2917 北安曇郡小谷村千国12860-6

090-4861-9390

中信

白馬栂池

望山旅館

Y-3068 北安曇郡小谷村千国217-1

026-185-4010

中信

ホテルメリベル栂池

Y-2722 北安曇郡小谷村千国494-1

0261-83-2114

中信

エスポワールみさわ

Y-0148 北安曇郡小谷村千国乙12840-1

0261-83-2644

中信

オーベルジュ ちくに

Y-0191 北安曇郡小谷村千国乙12840-1

0261-83-3021

http://www.chikuni.jp/

中信

ロッヂFREERUN

Y-0338 北安曇郡小谷村千国乙12840-1

0261-83-2311

http://www.valley.ne.jp/~freerun/index.html

https://www.marion-s.com/

冠着荘

サンセットイン

ミモザ

えん

http://www.mtontake.jp

http://nozomiyama.com/

https://www.espoir-misawa.co.jp

中信

リゾートインマリオンシナノ

Y-0704 北安曇郡小谷村千国乙12840-1

0261-83-2606

中信

栂池高原ゲストハウス

Y-0786 北安曇郡小谷村千国乙12840-1

0261-83-2319

http://c-yamabiko.com//

中信

ロッヂつばき

Y-1267 北安曇郡小谷村千国乙12840-1

0261-83-2217

http://hakuba-tsubaki.com/

中信

やまきゅう荘

Y-1593 北安曇郡小谷村千国乙12840-1

0261-83-2026

http://www.yamakyuso.jp

中信

ゲレンデイン幸雪

Y-2004 北安曇郡小谷村千国乙12840-1

0261-83-2005

http://www.kohsetsu.jp

中信

ホテルニューベルニナ

Y-2063 北安曇郡小谷村千国乙12840-1

0261-83-2620

http://www.tsugaike.net/

中信

みやま荘

Y-2424 北安曇郡小谷村千国乙12840-1

0261-83-2123

中信

カントリージョー

Y-2471 北安曇郡小谷村千国乙12840-1

0261-83-2224

中信

The Phat Packers

Y-2934 北安曇郡小谷村千国乙12840-1

080-6357-1823

中信

ハートランド

Y-2998 北安曇郡小谷村千国乙12840-1

0261-83-3040

https://heartland-t.com/

中信

ski inn hakuba

Y-3024 北安曇郡小谷村千国乙12840-1

050-5534-9977

https://www.skiinnhakuba.com/

”シャトレ・山彦”

https://c-joe.com/
https://thephatpackers.com/

信州割SPECIAL（全国旅行支援）

更新日：2023/1/9現在

宿泊事業者一覧
割引対象期間：令和5年1月11日（火）～令和5年3月12日（日）までの宿泊分

エリア

宿泊施設名

施設コード

サルアンピールキング

住所

ホームページ

0261-83-2713

https://www.tsugaike-king.jp/

中信

ホテル

中信

サンシャイン白馬

Y-1851 北安曇郡小谷村千国乙12840番地1

0261-83-2501

https://sunshinehakuba.com

中信

kodama lodge

Y-1673 北安曇郡小谷村千国乙12852−16

080-8431-5833

http://www.kodamalodge.com

中信

ファミリーペンション

0261-82-3076

http://www.doreminomori.com

中信

ロッヂ チャミンゴ

Y-1793 北安曇郡小谷村千国乙12856-1

0261-82-3808

http://Lodge-chamingo.com

中信

ペンションHUSKY

Y-2223 北安曇郡小谷村千国乙12856-113

0261-82-3890

https://husky-otari.jp

中信

あけぼの山荘国民宿舎

Y-0849 北安曇郡小谷村千国乙12856-142

0261-82-2543

中信

HAKUBA LODGE OMUSUBI

Y-0938 北安曇郡小谷村千国乙12856-152

050-5362-7073

https://www.omusubi-hakuba.com/

中信

ロッジ

Y-2820 北安曇郡小谷村千国乙12856-203

0261-82-3477

https://www.otr.pxc.jp/~field/index.html

中信

ペンション

Y-1709 北安曇郡小谷村千国乙12856-51

0261-82-2386

中信

椛

Y-1745 北安曇郡小谷村千国乙12856-63

0261-82-3213

https://momiji.haku.ba

中信

SLOPESIDE CHALET

Y-1962 北安曇郡小谷村千国乙12856−63

090-8512-0268

http://www.hakubaslopesidechalet.com/

中信

Firefly Apartments

Y-1963 北安曇郡小谷村千国乙12856−63

090-8512-0268

https://www.fireflyapartments.com/

中信

ホテルグリーンプラザ白馬

Y-1056 北安曇郡小谷村千国乙12860-1

0261-82-2236

https://www.hgp.co.jp/hakuba/

中信

栂池山荘

Y-1444 北安曇郡小谷村千国乙12883-1

090-7708-6341

https://www.tsugaikesansou.jp/

中信

ケセパセ

Y-2666 北安曇郡小谷村千国乙170-1

080-3692-4740

中信

丸山館

Y-1807 北安曇郡小谷村千国乙4352-1

0261-82-2095

http://www.otr.pxc.jp/~maruyamakan0222/index.htm

中信

信濃荘

Y-0493 北安曇郡小谷村千国乙4360-1

0261-82-2140

https://www.otr.pxc.jp/~sinano-m/toppage.htm

中信

ロッジしろがね

Y-2675 北安曇郡小谷村千国乙4454

0261-82-2388

https://www.facebook.com/lodge.shirogane

中信

宿パンセ

Y-1374 北安曇郡小谷村千国乙446

0261-83-2716

https://pensee1977.com

中信

ホテル雪倉

Y-1568 北安曇郡小谷村千国乙496-2

0261-83-2231

https://yukikura.jp/

中信

リゾートイン ヤマイチ

Y-0501 北安曇郡小谷村千国乙506-1

0261-83-2103

http://resort-inn-yamaichi.com

中信

モンモン栂池

Y-1986 北安曇郡小谷村千国乙524

0261-83-2119

http://www.monmont.com

中信

ホテルイブプラザ

Y-3036 北安曇郡小谷村千国乙599

0261-83-2314

http://eveplaza.com

中信

ひじくらアッチ

Y-1574 北安曇郡小谷村千国乙6074-2

0261-71-7751

https://www.otarinatureschool.net/hijikuraacchi

中信

ホテル グランジャム栂池

Y-0360 北安曇郡小谷村千国乙639-1

0261-85-4771

http://granjam.jp/

中信

鷲の家

Y-0725 北安曇郡小谷村大字千国乙12840-1

0261-83-2608

http://www2.tbb.t-com.ne.jp/washinoya/

中信

星降る高原の小さなホテル

Y-0970 北安曇郡小谷村大字千国乙12840-1

0261-83-2014

https://tsugaike.jp

中信

高嶺荘

Y-1292 北安曇郡小谷村大字千国乙12840-1

0261-83-2022

https://r.goope.jp/takane

中信

丘の上ホテル宮川

Y-1634 北安曇郡小谷村大字千国乙12840-1

0261-83-2507

https://okanouehotel.com

中信

UNPLAN Village Hakuba

Y-1687 北安曇郡小谷村大字千国乙12840-1

0261-85-4845

https://unplan.jp/hakuba

中信

サンライズタンネ

Y-1910 北安曇郡小谷村大字千国乙12840-1

0261-83-2013

https://tanne.jp

中信

ホテルベルハート

Y-1929 北安曇郡小谷村大字千国乙12840-1

0261-83-2332

https://www.tsugaike-bellheart.com/

中信

オーベルジュ・ラ・シュミエール

Y-1981 北安曇郡小谷村大字千国乙12840-1

0261-83-2165

http://la-chaumier.com

中信

エリカ山荘

Y-1985 北安曇郡小谷村大字千国乙12840-1

0261-83-2209

https://www.nagano-how.com/

中信

ひよどり山荘

Y-2747 北安曇郡小谷村大字千国乙12840-1

0261-83-2219

https://www.hiyodorisansou.com

中信

ロッヂわしざわ

Y-2885 北安曇郡小谷村大字千国乙12840-1

0261-83-2329

中信

宿にしざわ

Y-3002 北安曇郡小谷村大字千国乙12840-1

0261-83-2316

中信

栂池高原の宿

Y-3016 北安曇郡小谷村大字千国乙12840-1

0261-83-2508

中信

まつば山荘

Y-3017 北安曇郡小谷村大字千国乙12840-1

0261-83-2614

中信

La Vista Hotel

Y-3040 北安曇郡小谷村大字千国乙12840-1

070-3322-7582

中信

サンプラザ栂池

Y-0345 北安曇郡小谷村大字千国乙12840-146

0261-83-2423

中信

Stardew

Y-3039

北安曇郡小谷村大字千国乙12840-1Stardew

070-3322-7582

中信

栂池観光ホテル

Y-2941

北安曇郡小谷村大字千国乙12840番地1

0261-85-0346

https://tsugaikepalece.com/

中信

まほろば倶楽部

Y-1484 北安曇郡小谷村大字千国乙12850-1

0261-82-2217

https://www.otr.pxc.jp/~mahoroba/

中信

白馬アルプスホテル

Y-0748 北安曇郡小谷村大字千国乙12851

0261-82-2811

http://www.hakuba-alps.co.jp

中信

ロッヂ秀岳

Y-1635 北安曇郡小谷村大字千国乙217-1

0261-85-2551

http://lodge-shugaku.com/

中信

ホテル

Y-0185 北安曇郡小谷村大字千国乙254番地

0261-83-2109

http://www.sunny-valley.net/

中信

ペンション星の家

Y-0626 北安曇郡小谷村大字千国乙4169

0261-82-2566

http://www.valley.ne.jp/~seisadao/hoshi/

中信

わらび平山荘

Y-1937 北安曇郡小谷村大字千国乙4359

0261-82-2141

https://warabidaira.net

ドレミの森 Y-0220 北安曇郡小谷村千国乙12856

フィールド
シェルパ

Momiji

白馬ベルグハウス

ひらた

サニーバレー

Y-1933 北安曇郡小谷村千国乙12840-148

TEL

https://kesepase.net

http://www.t-hirata.com

http://www.sptsugaike.com

信州割SPECIAL（全国旅行支援）

更新日：2023/1/9現在

宿泊事業者一覧
割引対象期間：令和5年1月11日（火）～令和5年3月12日（日）までの宿泊分

エリア
中信

宿泊施設名
プチホテル

アイリス

TEL

ホームページ

Y-0744 北安曇郡小谷村大字千国乙4367-10

0261-82-3557

http://www.petit-hotel-iris.jp

Y-2245 北安曇郡小谷村大字千国乙4456-1

0261-82-2144

http://kidobana@otr.pxc.jp

Y-0545 北安曇郡小谷村大字千国乙470-2

0261-83-2421

http://www2u.biglobe.ne.jp/~schanze/

施設コード

住所

中信

木戸花荘

中信

自家製酵母パンの宿

中信

ロッヂ

Y-0256 北安曇郡小谷村大字千国乙489

0261-83-2705

http://www.tsugaike.com

中信

ホテルベルクールイノマタ

Y-0253 北安曇郡小谷村大字千国乙499

0261-83-2118

http://www.belle-cour.co.jp

中信

ホテルセルリアンアルペン

Y-1591 北安曇郡小谷村大字千国乙516

0261-83-2325

http://www.cerulean-alpine.com/

中信

ペンション

Y-0277 北安曇郡小谷村大字千国乙5484-1

0261-82-2717

http://www.p-silver.com/

中信

若栗ロッジ

Y-3043 北安曇郡小谷村大字千国乙5512-1

0261-82-2562

中信

ペンション神戸っ子

Y-0714 北安曇郡小谷村大字千国乙807-16

0261-83-2270

http://kobekko.main.jp/

中信

石坂森林探険村

Y-1572 北安曇郡小谷村中小谷8457

070-4284-4364

https://www.otarinatureschool.net/tankenmuracamp

中信

サンテインおたり

Y-0125 北安曇郡小谷村中小谷丙2504-9

0261-82-2228

https://www.santeinn.jp/

中信

古民家noie梢乃雪

Y-0283 北安曇郡小谷村中土12965−1

080-8019-4478

http://kominkasaisei.net

中信

大湯元

山田旅館

Y-2464 北安曇郡小谷村中土18836

0261-85-1221

http://otari-onsen.net

中信

味な宿

松ノ木亭

Y-0803 北安曇郡小谷村栂池高原12840-1

0261-83-2613

http://www.valley.ne.jp/~matunoki/mate.html

中信

来馬温泉 風吹荘

Y-2256 北安曇郡小谷村北小谷1283-1

0261-85-1144

http://www.otr.pxc.jp/~kazafuki/

中信

ホテル白馬荘

Y-0565 北安曇郡小谷村北小谷9922-5

025-557-2231

http://www.himekawa-hakubasou.com/sp/45-48

中信

ペンション

Y-2095 北安曇郡小谷村里見12856

0261-82-2129

http://folktale@otr.pxc.jp

中信

すずむし荘

Y-1039 北安曇郡松川村3363-1082

0261-62-8500

中信

民宿 山想

Y-1062 北安曇郡池田町会染3614-2

0261-85-4384

http://minsyuku-sansou.com/

中信

ゲストハウス

Y-0083 北安曇郡池田町会染552-1

0261-62-0638

http://www.ultraman.gr.jp/shantikuthi/

中信

ロッヂ赤い屋根

Y-2239 北安曇郡池田町会染7064-13

0261-62-9156

中信

カミツレの宿

Y-0758 北安曇郡池田町広津0498

0261-62-9119

https://yasuesou.com/

中信

オーベルジュ ラ ヴィ トランキーユ Y-2186 北安曇郡池田町大字会染7964番地5

0261-29-6635

http://www.azumino-auberge.com

中信

CANOA guest

Y-2811 北安曇郡池田町大字会染8419-1

0261-62-9106

https://canoayoga.com

中信

れんさんのゲストハウス

Y-2447 北安曇郡池田町中鵜300-2

0261-85-0140

https://rensguesthouse.com/

中信

オーベルジュ メイヤの樹

Y-1758 北安曇郡池田町中鵜3056

0261-62-6796

http://meiyanoki.com/

中信

ペンション＆コテージ植物誌

Y-0229 北安曇郡白馬村2940-30

0261-75-1133

http://www.shokubutsushi.com

中信

山とねこと遊ぶ宿

みなみ家

Y-0723 北安曇郡白馬村3020-26

0261-72-8008

https://www.hakuba-minamiya.jp

中信

白馬リゾートホテル

ラ ネージュ東館 Y-0715 北安曇郡白馬村4744

0261-72-7111

https://www.laneige-higashikan.com/

中信

IKEDA

中信

ルボカージュ

北安曇郡白馬村エコーランド3020-955

0261-85-2115

中信

カーサビアンカ五竜

Y-1411 北安曇郡白馬村神城,25476-12

0261-75-3535

http://www.casabiancagoryu.net/

中信

大下館

Y-2363 北安曇郡白馬村神城1044

0261-75-2202

https://oosimo.wixsite.com/oosimokan/

中信

ロッジ

Y-1562 北安曇郡白馬村神城1056

0261-75-2209

http://park19.wakwak.com/~nakaya

中信

かね久

Y-1513 北安曇郡白馬村神城1075

0261-75-3166

http://hakuba-kanekyu.com

中信

旅館木塵

Y-1834 北安曇郡白馬村神城11574-イ

0261-75-2375

http://www.hakubagoryu.com/mokuzin/

中信

民宿

上屋敷

Y-2383 北安曇郡白馬村神城1174

0261-75-2923

http://www14.plala.or.jp/wadeya/

中信

マルナカ旅館

Y-2825 北安曇郡白馬村神城1251

0261-75-2308

中信

山腰旅館

Y-2078 北安曇郡白馬村神城1254

0261-75-2425

中信

白馬ヴューヴィラ

Y-2394 北安曇郡白馬村神城17647-2

080-3455-0428

中信

白馬龍神温泉

Y-1944 北安曇郡白馬村神城21396

0261-85-2803

https://www.hakuba-ryujin.com/

中信

民宿

Y-1578 北安曇郡白馬村神城21429-3

0261-75-3514

http://www.hakubagoryu.com/kyuheiso/

中信

和牛料理の宿

Y-0176 北安曇郡白馬村神城22114-17

0261-75-2292

https://www.hakuba-himawari.com

中信

ときわ亭

Y-1941 北安曇郡白馬村神城22119-25

0261-75-3038

http://hakuba-tokiwatei.com/

中信

ベルクヒュッテ

Y-1951 北安曇郡白馬村神城22133−56

0261-75-2091

https://www.berg-hakuba.com

中信

ロッヂ五竜

Y-1158 北安曇郡白馬村神城22133番地50

0261-75-2453

http://www.hakubagoryu.com/l-goryu/

中信

グリーングラス

Y-0662 北安曇郡白馬村神城22183-72

0261-75-3103

http://hakuba-greengrass.kir.jp

中信

コンドミニアム白馬五竜

Y-1970 北安曇郡白馬村神城22183-74

0261-75-5155

http://more-resort.com

中信

アルプス白馬

Y-1194 北安曇郡白馬村神城22186-1

0261-75-2190

http://www.hakubagoryu.com/alps/

中信

森の風

Y-1987 北安曇郡白馬村神城22190-2

0261-75-3564

http://www13.plala.or.jp/morinokaze/

プチホテルシャンツェ

招仙

シルバーファーン

フォークテイル

シャンティクティ

ライフ

八寿恵荘

館

白馬エコーランドシャレー

なかや

久平荘
ひまわり

白馬

Y-2883 北安曇郡白馬村7078-13
Y-0201

090- 2448-7372

https://www.vill.hakuba.nagano.jp/stay/sanosaka/159.html
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中信

ペンションあるむ

Y-1517 北安曇郡白馬村神城22197-2

0261-75-2848

https://www.arumu.jp

中信

ホテルアベスト白馬リゾート

Y-1943 北安曇郡白馬村神城22199

0261-85-2892

https://www.hotelabest-hakuba.com/

中信

ホテルモンブラン白馬

Y-1819 北安曇郡白馬村神城22200-8

0261-75-2550

http://www.hakubagoryu.net

中信

ホテルレディーダイアナ ＆セントジョージ

Y-1828 北安曇郡白馬村神城22200-8

0261-75-3525

http://www.ladydiana.jp/

中信

白馬パークホテル

Y-1865 北安曇郡白馬村神城22200-8

0261-75-3151

https://hakubaparkhotel.com

中信

ホテルセジュールミント

Y-1827

北安曇郡白馬村神城22200-8(株)チェリー

0261-75-3250

http://hakubamint.jp/

中信

CANADIAN VILLAGE

Y-0013 北安曇郡白馬村神城22200−31

0261-75-2698

http://canadianvillage.com

中信

ペンション

Y-0525 北安曇郡白馬村神城22201-14

0261-75-4031

https://mall.hakubamura.net/excelsior/

中信

ペンションウルル

Y-1488 北安曇郡白馬村神城22201-2

0261-75-2774

https://ullr.jp/

中信

ペンションノンネル

Y-1116 北安曇郡白馬村神城22201-27

0261-75-2447

中信

ホテル サンマルテ

Y-1425 北安曇郡白馬村神城22201-33

0261-75-2133

http://sanmalte.com

中信

ペンション

Y-0679 北安曇郡白馬村神城22201-35

0261-75-2095

http://www6.ocn.ne.jp/~risugoya/

中信

ケイズハウス白馬アルプス

Y-2717 北安曇郡白馬村神城22201-36

0261-75-4445

https://kshouse.jp/hakuba-j/index.html

中信

ホテル

Y-0296 北安曇郡白馬村神城22201-5

0261-75-2244

https://www.stelle.co.jp

中信

モンブラン白馬ファミリア

Y-2052 北安曇郡白馬村神城22201-65

0261-75-2275

http://hakubafamilia.com

中信

わたぼうし

Y-1906 北安曇郡白馬村神城22203-11

0261-75-3220

http://www.hakubagoryu.com/wata

中信

ペンションボナール

Y-0683 北安曇郡白馬村神城22203-143

0261-75-2291

https://hakuba-bonnard.com

中信

グリーンゲーブルス

Y-1952 北安曇郡白馬村神城22203-150

0261-75-3010

https://www.hakubagoryu.co.jp

中信

一五一HAKUBA

Y-2475 北安曇郡白馬村神城22203-151

0261-85-4678

中信

B&B Santana Hakuba

Y-2036 北安曇郡白馬村神城22203-152

0261-75-2076

中信

ペンションかもめ

Y-3025 北安曇郡白馬村神城22203-157

0261-75-2290

https://www.hakubagoryu.com/kamome/

中信

ペンション

Y-0757 北安曇郡白馬村神城22203-178

0261-75-3035

https://cook.jp

中信

ペンションちゃうちゃう

Y-0820 北安曇郡白馬村神城22203-3

0261-75-2270

https://www.chauchau.jp/

中信

Lodge Q

Y-2964 北安曇郡白馬村神城22203-34

0261-85-0029

中信

ペンション

Y-1136 北安曇郡白馬村神城22203-67

0261-75-2070

http://www.gurgl.jp

中信

Maple Apartments Hakuba

Y-2896 北安曇郡白馬村神城22250-1

0261-85-0016

https://www.maplechalethakuba.com

中信

IL BOSCO(ボスコ）

Y-1537 北安曇郡白馬村神城22264−6

0261-75-4775

https://il-bosco.com

中信

Pals Inn 雷鳥

Y-1532 北安曇郡白馬村神城22342-24

0261-75-2055

https://www.pals-inn-raicho.com

中信

ペンション

Y-2709 北安曇郡白馬村神城22342-4

0261-75-3638

https://pension-ciel.com/

中信

ペンシオーネランタンリルン

Y-1680 北安曇郡白馬村神城22345-1

0261-75-3217

中信

SUNNYSIDEHUT

Y-1285 北安曇郡白馬村神城22346-18

0261-75-2895

http://xn--dlqv68g73cpv4b.com/

中信

マイシャレー

Y-1355 北安曇郡白馬村神城22346-33

0261-85-0850

https://www.blackbearproperties.com/ja/

中信

プチホテル

Y-0023 北安曇郡白馬村神城22346-49

0261-75-2870

https://phassam.com/

中信

KAMOSHIKA COTTAGE

Y-2956 北安曇郡白馬村神城22348-1

090-6959-3935

中信

リゾートインシュニー

Y-1612 北安曇郡白馬村神城22361

0261-75-2576

https://www.hakubagoryu.com/schnee/

中信

Chillps

Y-0186 北安曇郡白馬村神城22385-2

0261-85-4192

https://chillps-hakuba.com/

中信

ペンションくるみ

Y-0261 北安曇郡白馬村神城22385-3

0261-75-3600

https://hakuba-kurumi.com

中信

ロッヂ加根久

Y-3059 北安曇郡白馬村神城22392

0261-75-2025

http://l-kanekyu.com/

中信

リバーサイドやまや

Y-1266 北安曇郡白馬村神城22404-1

0261-75-2525

http://goryuu.com

中信

白馬のログコテージ感木

Y-2875 北安曇郡白馬村神城22711

0261-75-3636

https://www.hakuba-kanki.jp

中信

ユースビラ

Y-2421 北安曇郡白馬村神城22719

0261-75-2456

中信

北原館

Y-1606 北安曇郡白馬村神城22736

0261-75-2331

http://www.avis.ne.jp/~kitabara/

中信

民宿かねかく

Y-3000 北安曇郡白馬村神城22892

0261-75-2227

https://www.hakubagoryu.com/kanekaku/

中信

民宿かじや

Y-2689 北安曇郡白馬村神城22944-ハ

0261-75-3179

https://www.hakubagoryu.com/kajiya/

中信

太田旅館

Y-1659 北安曇郡白馬村神城23099

0261-75-2128

https://www.hakubagoryu.com/ota/

中信

丸上旅館

Y-3028 北安曇郡白馬村神城23383

0261-75-2050

https://www.hakubagoryu.com/marujyo/

中信

シダーリッジ白馬

Y-1978 北安曇郡白馬村神城24192-12

0261-85-0850

https://www.blackbearproperties.com

中信

スイスシャレー白馬

Y-1979 北安曇郡白馬村神城24192-12

0261-85-0850

https://www.blackbearproperties.com

中信

田園詩

Y-0514 北安曇郡白馬村神城24193-71

0261-75-3909

https://www.denenshi.com/

中信

FARM&CAMP Re:HAKUBA

Y-2143 北安曇郡白馬村神城24197-3

0261-75-3301

https://farmhakuba.jp/gramping/

エクセルシオール

リスの小屋

ステラベラ

クック

オーバーグルグル

シエル

アッサム

白馬とおみ
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中信

Cottage Snow Hills Hakuba

Y-2969 北安曇郡白馬村神城24199-63

080-4269-9972

中信

山万

Y-1636 北安曇郡白馬村神城25404

0261-75-2334

https://www.hakubagoryu.com/yamaman/

中信

ホテル丸大

Y-1686 北安曇郡白馬村神城25552

0261-75-2150

https://www.hakubagoryu.com/marudai/

中信

TaoTech HOUSE

Y-3018 北安曇郡白馬村神城25705-1

080-5428-3888

中信

歩絵夢の森

Y-1927 北安曇郡白馬村神城25705-2

0261-75-3275

http://zac01.com/poem/

中信

白馬サンバレーホテル

Y-1233 北安曇郡白馬村神城26030

0261-75-3948

http://www.hakuba-sunvalleyhotel.jp/index.html

中信

白馬サンバレーホテルアネックス

Y-0554 北安曇郡白馬村神城26031

0261-85-4355

中信

ロッジピレネー

Y-2788 北安曇郡白馬村神城26067-2

0261-75-2674

https://www.hakubagoryu.com/pyrenee

中信

クリークハウス

Y-1354 北安曇郡白馬村神城27425-157

0261-85-0850

https://www.blackbearproperties.com/ja/

中信

Kotori Cottage（小鳥コテージ）

Y-2024 北安曇郡白馬村神城27425-71

0261-75-3252

https://ja.kotori-hakuba.com/

中信

リンデンハット

Y-1725 北安曇郡白馬村神城27436-36

0261-75-3537

http://lindenhut.la.coocan.jp/

中信

ガーデンハウス

Y-2060 北安曇郡白馬村神城27438-6

0261-75-4008

中信

山麓館

Y-0309 北安曇郡白馬村神城27721-680

0261-71-8108

Y-1965 北安曇郡白馬村神城458-258

0261-85-0072

Y-2045 北安曇郡白馬村神城5763-32

0261-75-2146

Y-1699 北安曇郡白馬村神城767

0261-75-3242

ウィズ

夢見る森

http://www.sanrokukan.com

中信

憩いの宿

中信

漢方秘法の湯×漢方喫茶

中信

ペンションピンクポピンズ

中信

コテージホテル

中信

プチホテルぴー坊

Y-0577 北安曇郡白馬村瑞穂3020-40

0261-72-3780

中信

白馬樅の木ホテル

Y-0373 北安曇郡白馬村大字4683-2

0261-72-5001

https://www.mominokihotel.com/jp/green/

中信

Kokoro Hotel Hakuba

Y-1278 北安曇郡白馬村大字5246

0261-72-8811

http://hakubakokoro.com/

中信

白馬五竜

中信

リゾートペンション エルモンテ

Y-2824 北安曇郡白馬村大字神城22201-64

中信

ティオ トッカーノ

Y-3013 北安曇郡白馬村大字神城22203-264

0261-75-3715

中信

raw_

Y-2844 北安曇郡白馬村大字神城23386-1

070-1467-2161

https://concept-raw.com

中信

コンドミニアムエクセ白馬

Y-1772 北安曇郡白馬村大字神城24196‐26

0261-75-5155

http://more-resort.com

中信

PyreneesCottage

Y-2818 北安曇郡白馬村大字神城27721-577

070-4427-1424

中信

ブレイズクラブN４

Y-0784 北安曇郡白馬村大字神城27721−854

0261-72-5504

https://braze-n4.jimdofree.com

中信

ペンションびおれっと

Y-2822 北安曇郡白馬村大字神代22200-35

0261-75-3559

https://www.hakubagoryu.com/violette/

中信

ロッジ

Y-2040 北安曇郡白馬村大字北城10819

0261-72-2170

https://kitabayashi.work

中信

堂屋敷館

Y-1990 北安曇郡白馬村大字北城10906

0261-72-2246

中信

EN TO EN HAKUBA LODGE

Y-1242 北安曇郡白馬村大字北城11418

0261-72-2347

http://en-to-en.com

中信

Villaこまくさ

Y-0789 北安曇郡白馬村大字北城12125イ

0261-72-2099

http://www.hakuba-komakusa.com/index.html

中信

シャレー岩岳

Y-2046 北安曇郡白馬村大字北城12303

0261-72-2397

https://c-iwatake.com

中信

民宿こまくさ荘

Y-2011 北安曇郡白馬村大字北城12323

0261-72-2099

http://www.hakuba-komakusa.com/index.html

中信

ペンション白いテラス

Y-1662 北安曇郡白馬村大字北城14718-104

0261-72-4438

https://www.sirotera.com

中信

旅館白馬粉雪共和国

Y-2014 北安曇郡白馬村大字北城14718-220

0261-72-7255

中信

チロルハット

Y-2727 北安曇郡白馬村大字北城14718-46

090-6065-9688

中信

Summer Leaves

Y-2761 北安曇郡白馬村大字北城14824番

0261-85-2555

中信

Hakuba Sunrise Apartments

Y-2371 北安曇郡白馬村大字北城1606-4

080-3422-9005

中信

白馬ロイヤルホテル

Y-0890 北安曇郡白馬村大字北城2310

0261-72-4800

http://www.hakuba-royal.com

中信

白馬のお宿

Y-1008 北安曇郡白馬村大字北城23930

0261-72-3254

http://www.ichinokurasou.com/

中信

別邸白馬

Y-1013 北安曇郡白馬村大字北城23930

0261-72-3254

http://www.hakubashirouma.com/

中信

Hakuba Inn Bloom

Y-1639 北安曇郡白馬村大字北城2558-2

090-9689-4059

http://hakuba-bloom.com/

中信

ログコテージ

Y-0385 北安曇郡白馬村大字北城2904-8

0261-72-4637

http://www.hakuba.org/logtomato/

中信

Jolie Maison

Y-3047 北安曇郡白馬村大字北城2918-1

0261-85-4678

中信

ペンション・セレナーデ

Y-0481 北安曇郡白馬村大字北城2936-13

0261-72-3757

中信

COTTAGE Yamajyu

Y-1558 北安曇郡白馬村大字北城2941-1

090-8563-0727

中信

ペンショントマト

Y-0384 北安曇郡白馬村大字北城3020-1110

0261-72-4637

http://www.hakuba.org/tomato/

中信

ヴィラれんが亭

Y-0212 北安曇郡白馬村大字北城3020-1122

0261-72-6760

https://hakubarengatei.jpn.org/

中信

THE CASTLE

Y-1224 北安曇郡白馬村大字北城3020-498

0261-75-5511

https://hakubahotelgroup.com

ファミリーロッヂなかむら

フェニーチェ白馬 Y-1733 北安曇郡白馬村神代22305

ペンションベルネージュ Y-1767 北安曇郡白馬村大字神城22200-18

北林

一の倉荘

トマト

0261-75-3773

http://www.hakuba-nakamura.jp

https://fenice-hakuba.com/

0261-75-2662

http://belleneige.net/

0261-75-3555

http://www.hakuba1985elmonte.com

http://hakuba-serenade.com

信州割SPECIAL（全国旅行支援）

更新日：2023/1/9現在

宿泊事業者一覧
割引対象期間：令和5年1月11日（火）～令和5年3月12日（日）までの宿泊分

エリア

宿泊施設名

施設コード

住所

TEL

ホームページ

中信

白馬エコーホテル

Y-2277 北安曇郡白馬村大字北城3020-503

0261-85-0931

中信

マウントサイド

Y-2893 北安曇郡白馬村大字北城3020-6

0261-72-2467

中信

ホテル五龍館

Y-0994 北安曇郡白馬村大字北城3353

0261-72-3939

http://www.goryukan.jp/

中信

Mizuho Chalet

Y-1218 北安曇郡白馬村大字北城3393-1

0261-75-5511

https://hakubahotelgroup.com

中信

Wagaya

Y-1220 北安曇郡白馬村大字北城3394-2

0261-75-5511

https://hakubahotelgroup.com

中信

白馬山のホテル

Y-0251 北安曇郡白馬村大字北城3477

0261-72-8311

http://www.hakuba-yamanohotel.com

中信

晴レル家

Y-2916 北安曇郡白馬村大字北城3544

0261-72-5154

https://hakuba-hareruya.com

中信

白馬ピエモン

Y-1603 北安曇郡白馬村大字北城3726

0261-72-2432

https://www.piemontyamajyu.com/

中信

プチホテルロンドール

Y-1813 北安曇郡白馬村大字北城4062

0261-72-2650

http://rondor.jp

中信

Marillen Hotel

Y-1225 北安曇郡白馬村大字北城4077

0261-75-5511

https://hakubahotelgroup.com

中信

望翠荘

Y-2093 北安曇郡白馬村大字北城4085

0261-72-2071

中信

プチホテル志鷹

Y-0428 北安曇郡白馬村大字北城4402

0261-72-5550

http://www.hotelshitaka.co.jp/

中信

白馬ホテルパイプのけむり

Y-0347 北安曇郡白馬村大字北城4403-2

0261-72-5555

https://paipunokemuri.com/hakuba/

中信

白馬東急ホテル

Y-0759 北安曇郡白馬村大字北城4688

0261-72-3001

https://www.tokyuhotels.co.jp/hakuba-h/

中信

Kizuna Lodge

Y-2899 北安曇郡白馬村大字北城4713

0261-85-2908

http://www.kizunalodge.com/facilities

中信

ペンションスターライトあずみ

Y-2149 北安曇郡白馬村大字北城4715

0261-72-2214

中信

白馬カナディアンロッジ

Y-0459 北安曇郡白馬村大字北城4715-4

0261-72-8822

https://hakuba-canadian.com

中信

ホテル・ドゥ・エール

Y-2064 北安曇郡白馬村大字北城4751-1

0261-72-4626

https://hotel-de-lail.com

中信

AMO54

Y-1211 北安曇郡白馬村大字北城4761-2

0261-75-5511

https://hakubahotelgroup.com

中信

LUNA Lodge

Y-3029 北安曇郡白馬村大字北城4777-1

0261-75-5511

https://www.lunalodgehakuba.com/

中信

ブレイズクラブ

Y-0782 北安曇郡白馬村大字北城4783−5

0261-72-5505

https://braze-club.jimdofree.com

中信

Sakka Rocks

Y-1213 北安曇郡白馬村大字北城4842-1

0261-75-5511

https://hakubahotelgroup.com

中信

Solar Chalet

Y-1216 北安曇郡白馬村大字北城4860

0261-75-5511

https://hakubahotelgroup.com

中信

Wadano Hill Chalet

Y-1900 北安曇郡白馬村大字北城4888-6

0261-75-5511

中信

ペンション（ロッジ）ボーゲン

Y-1286 北安曇郡白馬村大字北城4895-21

0261-72-4840

中信

和田野シャレー

Y-0691 北安曇郡白馬村大字北城4980-33

0261-85-0282

http://www.hakubaforest.com

中信

Phoenix Cocoon

Y-1217 北安曇郡白馬村大字北城4982-1

0261-75-5511

https://hakubahotelgroup.com

中信

Wadano Woods

Y-1219 北安曇郡白馬村大字北城4982-1

0261-75-5511

https://hakubahotelgroup.com

中信

ベルクトール丸北

Y-1566 北安曇郡白馬村大字北城4995

0261-72-2107

https://www.hakuba-marukita.com/

中信

Villa Rochalie

Y-1221 北安曇郡白馬村大字北城5090-1

0261-75-5511

https://hakubahotelgroup.com

中信

The Happo

Y-2031 北安曇郡白馬村大字北城5090-1

0261-75-5511

https://hakubahotelgroup.com

中信

ROKA

Y-2032 北安曇郡白馬村大字北城5090-1

0261-75-5511

http://hakubahotelgroup.com

中信

ホテル対岳館

Y-0282 北安曇郡白馬村大字北城5094

0261-72-2075

https://www.taigakukan.jp

中信

リゾートイン静観

Y-1070 北安曇郡白馬村大字北城5258

0261-72-2113

http://www.hakuba-seikan.com

中信

あたらしや旅館

Y-1447 北安曇郡白馬村大字北城5268

0261-72-2134

http://www2u.biglobe.ne.jp/~atarashi/

中信

大根館

Y-2034 北安曇郡白馬村大字北城5275

0261-72-2111

中信

白馬八方温泉

Y-1135 北安曇郡白馬村大字北城5297

0261-72-7500

http://www.o-giya.jp

中信

Snow Peak LAND STATION HAKUBA Y-1783 北安曇郡白馬村大字北城5497

0261-75-1158

https://www.snowpeak.co.jp/landstation/hakuba/

中信

白馬ベルグランド

Y-0053 北安曇郡白馬村大字北城5736番地

0261-72-2224

https://www.berg-land.com/wp

中信

エンダラジップイン

Y-2053 北安曇郡白馬村大字北城5748-7

0261-72-4601

中信

ロッジ＆ログコテージ

中信
中信

ヨーデル

ヤマジュウ

扇屋旅館

http://www.hakubamura.net/bogen/

ヴィラ八方 Y-1142 北安曇郡白馬村大字北城5815

0261-72-3138

http://www.v-happo.jp

温泉民宿あさひや

Y-1454 北安曇郡白馬村大字北城5890

0261-72-2556

http://asahiya.travel.coocan.jp/index.html

六拾刈

Y-2285 北安曇郡白馬村大字北城5959-1

0261-72-2340

http://www7a.biglobe.ne.jp/~m-60kari/index.html

中信

白馬ホテル扇屋

Y-1133 北安曇郡白馬村大字北城6680

0261-72-7500

https://www.hakubahotel.com

中信

Home's inn

Y-1993 北安曇郡白馬村大字北城828-10

0261-72-8802

http://www.homesinn.net

中信

ペンション

Y-2195 北安曇郡白馬村大字北城828-109

0261-72-5345

http://www.janis.or.jp/users/pp.minty/

中信

Fuku Lodge (フクロッジ)

Y-2945 北安曇郡白馬村大字北城828-49

090-3530-6056

https://www.fukulodge.com/

中信

NeverlandC

Y-1983

0261-85-4815

中信

白馬八方温泉

中信

Cabin M t .Hakuba

ミンティー

まるいし

北安曇郡白馬村大字北城字新田3020番地389

Y-0797 北安曇郡白馬村八方5061

0261-72-2116

Y-3062 北安曇郡白馬村北城

050-1124-6005

http://www.happo.jp/
https://www.shikiliving.com/static/cabin-mt-hakuba
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更新日：2023/1/9現在

宿泊事業者一覧
割引対象期間：令和5年1月11日（火）～令和5年3月12日（日）までの宿泊分

エリア

宿泊施設名

中信

流星花園

中信

コミュニティハウス

中信

プチホテルグラスハウス

中信
中信
中信

施設コード

Villa

住所

TEL

ホームページ

Y-2119 北安曇郡白馬村北城1-15

0261-85-2183

https://www.hakubameteorgarden.com/villa

Y-0475 北安曇郡白馬村北城10161

0261-72-3963

https://www.tyrolien.net

Y-1235 北安曇郡白馬村北城10195

0261-72-4746

http://hakuba.me

グレイシャーホテル

Y-0981 北安曇郡白馬村北城10255

0261-72-3140

http://www.dia.janis.or.jp/~glacier/

白馬エスキーナ

Y-1416 北安曇郡白馬村北城10331-1

0261-72-7811

http://www.hakuba-esquina.com/

ロッジ加根二

Y-1001 北安曇郡白馬村北城10800

0261-72-3241

https://www.hakuba-kaneni.com

中信

旅籠丸八

Y-0957 北安曇郡白馬村北城10846

0261-85-4442

https://hatagomaruhachi.jp/

中信

Funny hours HAKUBA (haluta hakuba) Y-0958 北安曇郡白馬村北城10846

0261-85-4442

https://haluta-hotels.com/

中信

ホテル・ラ・モンターニュ・フルハタ Y-0894 北安曇郡白馬村北城1088-6

0261-72-2156

https://www.hakuba-furuhata.com

中信

インナービレッジミヤマ

Y-0142 北安曇郡白馬村北城10920

0261-72-2070

http://www.iwatakemiyama.com

中信

たかね荘

Y-0731 北安曇郡白馬村北城10987

0261-72-2426

https://takane10987.wixsite.com/mysite-3/contact

中信

ロッジやまき

Y-1432 北安曇郡白馬村北城11003

0261-72-2267

https://hakubaiwatake.com

中信

ステイフルハウスなかまち

Y-1110 北安曇郡白馬村北城11012

0261-72-2285

http://www.ntcs.ne.jp/nakamach/

中信

古民家の宿

Y-2433 北安曇郡白馬村北城11026

0261-72-7460

https://youluri.jp

中信

新民宿はばうえ

Y-2792 北安曇郡白馬村北城11236

0261-72-2531

http://www.vill.hakuba.nagano.jp/shinminshuku/minshuku/habaue.html

中信

The Phat House

Y-1588 北安曇郡白馬村北城11247−1

080-2562-6295

https://goto.thephat.house/ja/

中信

ロッヂ岳友荘

Y-1587 北安曇郡白馬村北城11369

0261-72-2566

https://gakuyuso.sakura.ne.jp/

中信

リンデンバウム

Y-2134 北安曇郡白馬村北城11385

0261-72-4691

中信

ロッジ

Y-3004 北安曇郡白馬村北城11440

0261-72-5851

https://www.ne.jp/asahi/hakuba/farmstay/

中信

ヒューマンペンション

Y-2001 北安曇郡白馬村北城11462-2

0261-72-5372

http://www.hakuba.jp/compass/

中信

ミニヨンホテルドゥノエル

Y-1679 北安曇郡白馬村北城11862

0261-72-4845

http://www.noel.server-shared.com

中信

スコーレ白馬

Y-1212 北安曇郡白馬村北城12024

0261-72-2145

http://www.schole-hakuba.com

中信

山荘やまびこ

Y-2039 北安曇郡白馬村北城12155-3

0261-72-4171

https://sanso-yamabiko.com

中信

白馬岩岳・切久保館＜kirikubokan＞

Y-1198 北安曇郡白馬村北城12276

0261-72-2396

http://kirikubokan.com/

中信

高山館

Y-1950 北安曇郡白馬村北城12285

0261-72-2395

中信

ロッジ

Y-2377 北安曇郡白馬村北城12322

0261-72-2438

http://www.lodge-yamajiu.com

中信

アルベルゴ宮田荘

Y-1401 北安曇郡白馬村北城12328-1

0261-72-3033

http://www.janis.or.jp/users/miyataso/

中信

岳園荘

Y-2167 北安曇郡白馬村北城12340

0261-72-3075

https://gakuenso.com

中信

白馬バンブークリーク

Y-2887 北安曇郡白馬村北城1278-100

0261-85-9098

中信

白馬マウンテンシャレー

Y-0678 北安曇郡白馬村北城1278-111

090-4042-6100

中信

ペンションラァステカ

Y-0560 北安曇郡白馬村北城1278-21

0261-72-3839

http://razteca.net/

中信

Avanti Chalet 白馬

Y-1641 北安曇郡白馬村北城1278−159

0261-72-3366

https://avanti-chalet.com

中信

Rider's House Hakuba

Y-2425 北安曇郡白馬村北城1278−36

090-4225-0012

中信

原旅館

Y-2966 北安曇郡白馬村北城13183

0261-72-2298

中信

Backcountry Lodge Hakuba

Y-1475 北安曇郡白馬村北城14718-174

050-3497-9595

http://backcountry-hakuba.com

中信

ペンション

Y-2439 北安曇郡白馬村北城14718-219

0261-72-6768

http://www.woody-heart.com

中信

ROSSI STAR

Y-2838 北安曇郡白馬村北城14718-43

0261-85-2818

中信

ペンションあるかんしぇる

Y-2019 北安曇郡白馬村北城14718-97

0261-72-6789

中信

ロッジ基

Y-0228 北安曇郡白馬村北城14718−199

0261-72-5245

中信

白馬ペンションありえすか

Y-1743 北安曇郡白馬村北城14863-10

0261-72-3284

https://www.alyeska2010p.com/

中信

ホテルシェラリゾート白馬

Y-0712 北安曇郡白馬村北城14863-6

0261-72-3250

http://sierrahakuba.jp/

中信

高原の小さなホテルコットンスノー Y-1996 北安曇郡白馬村北城14867-11

0261-72-4422

中信

Kudo's Lodge

Y-1108 北安曇郡白馬村北城14920-254

090-3108-1833

https://www.kudoslodge.com

中信

りぞーとぺんしょん ばるこにー

Y-1925 北安曇郡白馬村北城14920-363

0216-72-5395

https://p-balcony.jimdofree.com

中信

アリスの泉

Y-1751 北安曇郡白馬村北城14920-370

0261-72-4028

https://arisnoizumi.jimdofree.com/

中信

リゾートペンションきんこん館

Y-0184 北安曇郡白馬村北城14920-373

0261-72-3302

http://kinkonkan.net

中信

リゾート

アコースティック Y-0947 北安曇郡白馬村北城14920-79

中信

ペンション

中信
中信

チロリアン

ゆるり

ファームステイ
コムパス

やまじう

ウッディハート

イン

http://arcen6789.sakura.ne.jp/

0261-72-5108

https://hakuba-acoustic.com/

Y-2795 北安曇郡白馬村北城14920−383

0261-72-4425

https://hakuba-kamloops.com/wp/

Log Cottage 白馬ＫＩＩＴＯＳ

Y-2228 北安曇郡白馬村北城1580

0261-85-0654

http://kiitos-lumi.com/

Hakuba Hokujo

Y-1040 北安曇郡白馬村北城16060-4

080-3422-9005

http://hakubahokujo.com

かむるーぷす

信州割SPECIAL（全国旅行支援）

更新日：2023/1/9現在

宿泊事業者一覧
割引対象期間：令和5年1月11日（火）～令和5年3月12日（日）までの宿泊分

エリア

宿泊施設名

TEL

ホームページ

Y-3031 北安曇郡白馬村北城1612-18

0261-85-5003

https://umitoyamahakuba.com/

施設コード

住所

中信

海と山

中信

コテージ

Y-2312 北安曇郡白馬村北城1612-19

0261-71-1766

https://www.hakuba-fieldday.com

中信

白馬ハイランドホテル

Y-0203 北安曇郡白馬村北城21582

0261-72-3450

http://www.hakuba-highland.net

中信

HAKUBA WEST COAST INN

Y-2094 北安曇郡白馬村北城2288

0261-85-0459

中信

温泉ロッヂ藤美

Y-2723 北安曇郡白馬村北城2335-5

0261-72-8864

中信

横山館

Y-2970 北安曇郡白馬村北城2340

0261-72-2208

中信

プチホテル

Y-0688 北安曇郡白馬村北城23935番地

0261-72-4646

http://basbreau.com

中信

WOHNEN

Y-1752 北安曇郡白馬村北城2446

0261-72-5020

https://www.hotelwohnen.com/

中信

ペンションフォーシーズン

Y-1741 北安曇郡白馬村北城2450-1

0261-72-4728

http://4-season.info/

中信

ペンションファニーイン

Y-1182 北安曇郡白馬村北城2455-1

0261-72-6552

http://www.funnyinn.com

中信

エターナルフレーム

Y-1695 北安曇郡白馬村北城2455-11

0261-85-5920

https://hakuba-eternal.com/

中信

プチホテルアンシャンテ

Y-0306 北安曇郡白馬村北城2455-3

0261-72-6277

https://enchante898.com

中信

アルパインシャレー白馬

Y-1496 北安曇郡白馬村北城2458-34

0261-75-5360

https://alpine-hakuba.com/ja

中信

ペンションおはよう

Y-1082 北安曇郡白馬村北城2458-5

0261-72-7368

http://web.hakuba.ne.jp/ohayo/

中信

ペンション林檎の樹

Y-0604 北安曇郡白馬村北城2546

0261-72-5002

http://www.janis.or.jp/users/ringo88/

中信

Hakuba Powder Lodge & Cottage

Y-1660 北安曇郡白馬村北城2595-1

0261-85-8112

http://hakubapowderlodging.com

中信

Little Alaskan Guest House

Y-2002 北安曇郡白馬村北城265-18

090-2610-6882

https://www.facebook.com/LittleAlaskanSmallCabingoryu

中信

アンドマウンテン

Y-2056 北安曇郡白馬村北城2709-1

050-1217-6946

https://www.andmountain.com/

中信

アルパインヴィラ白馬

Y-1498 北安曇郡白馬村北城2934-26

0261-75-5360

https://alpine-hakuba.com/ja

中信

コートヤード・バイ・マリオット白馬 Y-0705 北安曇郡白馬村北城2937

0261-72-3511

https://www.cyhakuba.com/

中信

サルジ

Y-1350 北安曇郡白馬村北城2937-180

0261-85-0850

https://www.blackbearproperties.com/ja/

中信

Hakuba Snow Rabbit Lodge

Y-2065 北安曇郡白馬村北城2937-227

090-6496-7897

中信

ペンション

Y-2999 北安曇郡白馬村北城2937-232

0261-85-2579

中信

Cascade Chalet

Y-2891 北安曇郡白馬村北城2937-243

0261-85-9098

中信

Holly House

Y-1477 北安曇郡白馬村北城2937-249

050-1124-6005

中信

Villa Antelope Hakuba

Y-2802 北安曇郡白馬村北城2937-251

03-6379-7591

中信

Latitude 36

Y-0972 北安曇郡白馬村北城2937-257

090-6242-9699

中信

Snow Haven

Y-1481 北安曇郡白馬村北城2937-278

050-1124-6005

中信

Chalet Strickland

Y-1469 北安曇郡白馬村北城2937-319

0261-85-5004

中信

ランドスケープシャレー

Y-1763 北安曇郡白馬村北城2937-369

中信

KONOHA

Y-2888 北安曇郡白馬村北城2937-491

0261-85-9098

中信

BETSUINN

Y-1480 北安曇郡白馬村北城2937-500

050-1124-6005

中信

白うさぎ

Y-1351 北安曇郡白馬村北城2937-630

0261-85-0850

https://www.blackbearproperties.com/ja/

中信

Chateau Lausanne

Y-2901 北安曇郡白馬村北城2937-673

070 1525 3888

https://chateaulausanne.business.site/

中信

ハーブの宿

Y-0003 北安曇郡白馬村北城2937-685

0261-72-7260

http://www.hakuba.org/kunugi/

中信

ペンションショウ

Y-0755 北安曇郡白馬村北城2937-725

0261-72-8218

https://www.hakuba-syo.com

中信

Hygge chalet hakuba

Y-2872 北安曇郡白馬村北城2937−264

080-4174-2754

中信

グローブ イン スカラ

Y-0202 北安曇郡白馬村北城2940-19

0261-72-4325

中信

タタン

Y-1726 北安曇郡白馬村北城2940-38

080-3783-3791

中信

Apricot

Y-1923 北安曇郡白馬村北城2940−14

0261-85-4881

中信

白馬プチホテル「みそら野」

Y-2432 北安曇郡白馬村北城2948

0261-72-4511

http://misorano.net/

中信

白馬

Y-1069 北安曇郡白馬村北城2948-7

0261-72-4084

https://hakuba-zion.com

中信

ハイジホフ

Y-2845 北安曇郡白馬村北城3012

0261-72-5010

中信

スノーラインズアパートメンツ

Y-1449 北安曇郡白馬村北城3020-1064

090-4003-6469

http://www.snowlineslodge.com

中信

カントリーインかしわばら

Y-0542 北安曇郡白馬村北城3020-11

0261-72-2411

http://web.hakubane.jp/mizuho/kashiwa/

中信

ペンションナゲットイン

Y-0832 北安曇郡白馬村北城3020-1111

0261-72-5880

http://www.i-sks.com/ni/

中信

オクタゴンハウス白馬

Y-2746 北安曇郡白馬村北城3020-1133

080-1404-8981

https://octagon-house-hakuba.business.site/

中信

oval mountain lodge

Y-0233 北安曇郡白馬村北城3020-1266

090-7215-5610

中信

ホテルエルマージョ

Y-2914 北安曇郡白馬村北城3020-15

0261-72-2508

中信

ヴィラアンブレラ白馬

Y-0781 北安曇郡白馬村北城3020-2

0261-85-0968

白馬フィールドデイ

バ・ブロー

アンダンテ

檪（Kunugi）

The lodge シオン

https://andante898.wixsite.com/my-site

https://latitude36hakuba.wixsite.com/my-site

http://skalainn.com/
http://www9.plala.or.jp/tatin/

信州割SPECIAL（全国旅行支援）

更新日：2023/1/9現在

宿泊事業者一覧
割引対象期間：令和5年1月11日（火）～令和5年3月12日（日）までの宿泊分

エリア

宿泊施設名

中信

ペンション

中信

アンの家

施設コード

住所

TEL

ホームページ

Y-2253 北安曇郡白馬村北城3020-258

0261-72-5332

HOUSE OF FINN JUHL HAKUBA

Y-1984 北安曇郡白馬村北城3020-281

070-4142-9218

https://www.houseoffinnjuhlhakuba.jp/

中信

ペンションベルニナ

Y-0751 北安曇郡白馬村北城3020-303

0261-72-4660

https://hakubabelnina@jimdofree.com

中信

白馬エコーシャレー

Y-2278 北安曇郡白馬村北城3020-503

0261-85-0931

中信

ラントハウス

Y-1495 北安曇郡白馬村北城3020-516

0261-72-5055

中信

ペンション東山白馬

Y-0779 北安曇郡白馬村北城3020-570

0261-85-0968

中信

ボンドシャレー

Y-1356 北安曇郡白馬村北城3020-577

0261-85-0850

https://www.blackbearproperties.com/ja/

中信

ホテルそよ風

Y-0976 北安曇郡白馬村北城3020-627

0261-85-5710

http://soyokaze.tv/

中信

ペンションマリオネット

Y-0174 北安曇郡白馬村北城3020-645

0261-72-4848

http://www.p-marionette.com

中信

Salis House

Y-1467 北安曇郡白馬村北城3020-669

0261-85-5004

中信

シェイクスピアホテル

Y-1071 北安曇郡白馬村北城3020-682

0261-72-6666

https://hakuba-shakespeare-hotel.com/

中信

Rosie's House Hakuba

Y-2133 北安曇郡白馬村北城3020-702

070-8572-7019

https://rosieshouse.jamsz-royale.com/

中信

ブライトホーン

Y-1625 北安曇郡白馬村北城3020-721

0261-72-4532

https://bright-horn.com

中信

ペンションシーナッツ

Y-1930 北安曇郡白馬村北城3020-744

0261-72-5871

http://www4.plala.or.jp/seanut/

中信

白馬ホワイトフォックスシャレー

Y-2405 北安曇郡白馬村北城3020-816

0261-85-4676

https://www.hakubawhitefox.com/jpn/

中信

白馬ブラッククレーンシャレー

Y-2406 北安曇郡白馬村北城3020-816

0261-85-4676

https://www.hakubawhitefox.com/jpn/

中信

白馬グレイウルフシャレー

Y-2407 北安曇郡白馬村北城3020-816

0261-85-4676

https://www.hakubawhitefox.com/jpn/

中信

白馬アルピナークシャレー

Y-2408 北安曇郡白馬村北城3020-816

0261-85-4676

https://www.hakubawhitefox.com/jpn/

中信

白馬チェリーウッズプレイス

Y-2409 北安曇郡白馬村北城3020-816

0261-85-4676

https://www.hakubawhitefox.com/jpn/

中信

白馬アヒルシャレー

Y-2410 北安曇郡白馬村北城3020-816

0261-85-4676

https://www.hakubawhitefox.com/jpn/

中信

白馬三山シャレー

Y-2411 北安曇郡白馬村北城3020-816

0261-85-4676

https://www.hakubawhitefox.com/jpn/

中信

ヴィラ ババリア

Y-2412 北安曇郡白馬村北城3020-816

0261-85-4676

https://www.hakubawhitefox.com/jpn/

中信

シルバーメイプルシャレー

Y-2413 北安曇郡白馬村北城3020-816

0261-85-4676

https://www.hakubawhitefox.com/jpn/

中信

ペンションあぎ

Y-0093 北安曇郡白馬村北城3020-833

0261-72-5676

https://agiagi.com

中信

NOMAD白馬

Y-0925 北安曇郡白馬村北城3020-870

0261-85-2618

https://nomad-hakuba.com/

中信

ペンションばぶる

Y-2399 北安曇郡白馬村北城3020−932

0261-72-4545

中信

ルポゼ白馬

Y-1019 北安曇郡白馬村北城3030-1

0261-85-2822

http://www.reposer-hakuba.com

中信

カンパーニュ白馬

Y-1020 北安曇郡白馬村北城3030-1

0261-85-2822

http://www.cam-hakuba.com

中信

白馬パノラマホテル

Y-0190 北安曇郡白馬村北城3322-1

0261-75-0075

中信

白馬ヒルサイドアパートメンツ

Y-0696 北安曇郡白馬村北城3383-1

0261-85-2507

http://www.hakubaforest.com

中信

ホテルオークフォレスト

Y-0454 北安曇郡白馬村北城3549

0261-85-2135

http://www.oak-forest.jp

中信

リゾートホテル

ローゼンハイム白馬 Y-1316 北安曇郡白馬村北城3750

0261-72-2073

http://www.rosen-h.com

中信

山正（やまこし）

Y-2037 北安曇郡白馬村北城4013

0261-72-2315

http://happo-yamakoshi.com/

中信

エルドベール白馬

Y-3049 北安曇郡白馬村北城4021

0261-72-2136

中信

ヒュッテかもしか

Y-1903 北安曇郡白馬村北城4273

0261-72-2639

https://kamoshika.jp

中信

ALP Lodge

Y-1594 北安曇郡白馬村北城4277-1

0261-72-3129

https://hakuba-alplodge.com/

中信

The Alps View Hotelアルプスビュー

Y-2437 北安曇郡白馬村北城4377

070-1041-1215

https://www.thealpsview-hakuba.com

中信

白馬メルヘンハウス

Y-0468 北安曇郡白馬村北城4383

0261-72-2622

http://www.marchenhouse.co.jp

中信

はくば

Y-1183 北安曇郡白馬村北城4390-1

0261-72-6660

http://www.hotelmoegi.com/

中信

ロッジあっぷるはうす

Y-2997 北安曇郡白馬村北城4402-3

0261723159

https://mojyagori.wixsite.com/-site

中信

ワイスホルン

Y-1638 北安曇郡白馬村北城4429番地1

0261-72-2278

https://weisshrn.com

中信

The Seasons Apartment

Y-0965 北安曇郡白馬村北城4597-2

0261-85-2035

http://hakubaha.com

中信

Big Bear Chalets

Y-0969 北安曇郡白馬村北城4597-2

0261 85 2035

http://hakubaha.com

中信

ログコテージ

Y-0899 北安曇郡白馬村北城4617-1

0261-72-8233

http://epoch-hakuba.com

中信

福シャレー

Y-1472 北安曇郡白馬村北城4620-12

050-1124-6005

中信

アルプスリトリート

Y-2880 北安曇郡白馬村北城4630-1

0261-85-9098

中信

ブロッケンヒュッテ

Y-2840 北安曇郡白馬村北城4638

0261-72-2488

http://www.brocken.jp

中信

ヒュッテ

Y-2979 北安曇郡白馬村北城4676

0261-72-2407

https://www.huttenipopo.com

中信

フェニックスホテル&シャレー

Y-1284 北安曇郡白馬村北城4690-2

0261-72-4060

中信

YUKI HOUSE

Y-2890 北安曇郡白馬村北城4691-1

0261-85-9098

ダンクルネッツ

Moegi

HOTEL

エポック

ニポポ

http://www.dancru.com/

信州割SPECIAL（全国旅行支援）

更新日：2023/1/9現在

宿泊事業者一覧
割引対象期間：令和5年1月11日（火）～令和5年3月12日（日）までの宿泊分

エリア

宿泊施設名

施設コード

住所

TEL

ホームページ

中信

森のロッジ

Y-2260 北安曇郡白馬村北城4692-3

0261-85-9098

中信

ラーチピーク

Y-2311 北安曇郡白馬村北城4692-3

0261-85-9098

中信

ONE HAKUBA

Y-2889 北安曇郡白馬村北城4693-9

0261-85-9098

中信

わびさびシャレー

Y-2924 北安曇郡白馬村北城4713番9

0261-85-9098

中信

ホテルけやきの樹

Y-1771 北安曇郡白馬村北城4721

0261-75-5155

http://more-resort.com

中信

白馬リゾートホテル

ラ ネージュ本館 Y-0716 北安曇郡白馬村北城4748

0261-72-5211

https://laneige-honkan.com/

中信

Big Bear Apartment

Y-0967 北安曇郡白馬村北城4773-2

0261 85 2035

http://hakubaha.com

中信

白馬パウダーマウンテン

Y-1502 北安曇郡白馬村北城4780-4

0261-72-5351

https://hakuba-dog.com/

中信

Mountain Side

Y-1507 北安曇郡白馬村北城4782-4

0261-85-8870

https://thehakubacompany.com

中信

咲花ロッジ

Y-1924 北安曇郡白馬村北城4800

0261-72-3551

http://www.kawado.com/sakka/

中信

ホテルくらや

Y-2043 北安曇郡白馬村北城4811-2

0261-72-3433

http://www.hotel-kuraya.com/

中信

和田野ハウス

Y-1328 北安曇郡白馬村北城4833

0261-85-0850

https://www.blackbearproperties.com/ja/

中信

咲花山荘

Y-1823 北安曇郡白馬村北城4834

0261-72-2415

http://www.janis.or.jp/users/sakka-s/

中信

PENKE PANKE LODGE & APARTMENTS

Y-1707 北安曇郡白馬村北城4836

0261-85-8002

https://www.penkepanke.com/

中信

NÍVIA

Y-2365 北安曇郡白馬村北城4838-2

0261-85-4187

中信

Asagiri Chalet

Y-1744 北安曇郡白馬村北城4839-17

070-4192-7556

中信

PANKETO LODGE

Y-1667 北安曇郡白馬村北城4844

0261-85-2238

https://www.panketo.com/en

中信

ALTITUDE HAKUBA

Y-2900 北安曇郡白馬村北城4875−4

0261-85-6008

https://www.altitudehakuba.com

中信

あぜくら山荘

Y-1125 北安曇郡白馬村北城4895

0261-72-5238

https://www.azekura.com/

中信

Mojo Lodge

Y-2895 北安曇郡白馬村北城4980-20

0261-85-0408

https://www.mojolodge.com

中信

和田野シャレー（FLK）

Y-2927 北安曇郡白馬村北城4980-3

0261-85-9098

中信

ゲストハウスジャパン白馬

Y-0247 北安曇郡白馬村北城4980-7

0261-85-4393

中信

あらや旅館

Y-1663 北安曇郡白馬村北城4990

0261-72-2104

中信

山の郷ホテル白馬ひふみ

Y-0050 北安曇郡白馬村北城4998

0261-72-8411

中信

信州白馬八方温泉しろうま荘

Y-0524 北安曇郡白馬村北城5004

0261-72-2121

中信

まるに旅館

Y-1559 北安曇郡白馬村北城5013

0261-72-2103

http://maruni.sakura.ne.jp/

中信

白馬ホテル花乃郷

Y-1762 北安曇郡白馬村北城5025

0261-72-2324

https://www.h-hananosato.com

中信

白馬丸金旅館

Y-0424 北安曇郡白馬村北城5039

0261-72-2114

http://www.hakuba-marukin.com

中信

旅館FURUYA

Y-0194 北安曇郡白馬村北城5080

0261-72-2433

http://www.happo-furuya.com

中信

ホテル

Y-1658 北安曇郡白馬村北城5098-1

0261-72-4141

https://www.janis.or.jp/users/hpalpine/

中信

ホテルベルナーオーバーラント

Y-1310 北安曇郡白馬村北城5111

0261-72-2624

中信

八方館

Y-0627 北安曇郡白馬村北城5196

0261-72-7311

中信

大向旅館

Y-1779 北安曇郡白馬村北城5222

0261-72-2199

https://oomukou.com

中信

白馬スキー館

Y-1940 北安曇郡白馬村北城5262

0261-72-2112

https://www.hakubaskikan.com/

中信

ホテルヴァイサーホフ八平

Y-0968 北安曇郡白馬村北城5265

0261-72-2102

http://www.happei.co.jp

中信

Hotel 24sweets HAKUBA

Y-0070 北安曇郡白馬村北城5270

0261-72-2101

中信

GRAND PHENIX HAKUBA

Y-1385 北安曇郡白馬村北城5277

03-3520-9358

https://www.ikyu.com/vacation/00051125/

中信

細野館

Y-0435 北安曇郡白馬村北城5280

0261-72-3111

http://www.hosonokan.co.jp

中信

そば工房

Y-3010 北安曇郡白馬村北城5289

0261-71-1566

http://sobakoboringoya.com

中信

白樺荘

Y-2468 北安曇郡白馬村北城5299

0261-72-2207

中信

旅館山屋

Y-2884 北安曇郡白馬村北城5301-ロ

0261-72-2106

https://www.happo-yamaya.com

中信

山田屋旅館

Y-1721 北安曇郡白馬村北城5410-1

0261-72-8500

https://www.yamadaya.co.jp

中信

CHESTNUTS

Y-3070 北安曇郡白馬村北城5443

090-4180-1167

http://cottage@chestnuts.com

中信

ホテル白馬

Y-0959 北安曇郡白馬村北城5470-1

0261-72-4444

https://hotel-hakuba.com

中信

貸別荘

白馬ロイヤルコテージ

Y-0315 北安曇郡白馬村北城5616-7

0261-71-1800

https://www.r-union.com

中信

貸別荘

白馬八方ログコテージ

Y-0319 北安曇郡白馬村北城5616-7

0261-71-1800

https://www.r-union.com

中信

白馬八方温泉 ロッジひとっきら

Y-2005 北安曇郡白馬村北城5651‐4

0261-72-6536

https://hitokkira.sumomo.ne.jp/index.html

中信

白馬アルパインホテル

Y-0189 北安曇郡白馬村北城5706

0261-72-7222

https://www.alpia.co.jp

中信

村のHOTEL信屋

Y-1249 北安曇郡白馬村北城5714-2

0261-72-2229

https://www.hakuba-shinya.com/

中信

Starfall Lodge

Y-3060 北安曇郡白馬村北城5839-1

0261-85-2648

https://starfall-lodge.com

アルピーヌ

林檎舎

https://www.airbnb.jp/rooms/46144637

http://theguesthousejapan.com

http://www.shiroumaso.com

https://www.happokan.com/
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中信

Nori's Sharehouse Hakuba

Y-1450 北安曇郡白馬村北城6010

090-8581-7031

中信

白馬ダウンタウンアパートメンツ

Y-1787 北安曇郡白馬村北城6016-1

090-1047-3296

中信

新民宿 東上館

Y-1094 北安曇郡白馬村北城6681-1

0261-72-2462

http://higashiwakata.web.fc2.com

中信

WADANO GATEWAY

Y-1666 北安曇郡白馬村北城6706

0261-85-4544

https://www.wadanogateway.com/

中信

白馬のギフト

Y-1955 北安曇郡白馬村北城7071-17

080-6945-0321

https://www.hakubagift.com/

中信

閑鳥小舎（かんとりーはうす）

Y-1375 北安曇郡白馬村北城7822-1

0261-72-5887

https://countryhousehakuba.com/

中信

Villars

Y-1466 北安曇郡白馬村北城827-113

0261-85-5004

中信

ペンション南十字星

Y-0694 北安曇郡白馬村北城827-28

0261-72-4805

中信

BAAN HAKUBA

Y-2263 北安曇郡白馬村北城827-84

080-8446-6300

https://baan-hakuba.com

中信

ホテル カルチャード

Y-1991 北安曇郡白馬村北城828-112

0261-72-4580

https://www.hotel-cultured.com/

中信

ペンション

Y-2067 北安曇郡白馬村北城828-220

0261-72-4541

http://www.dia.janis.or.jp/~komorebi/

中信

Mountain Stream Apartments

Y-2231 北安曇郡白馬村北城828-25

080-8911-6321

中信

ペンション・ピレモン

Y-1655 北安曇郡白馬村北城828-259

0261-72-5355

中信

HAL Cottage

Y-1474 北安曇郡白馬村北城828-267

050-1124-6005

中信

SeventhHeavenHakuba

Y-2807 北安曇郡白馬村北城828-314

0261-85-2606

https://seventhheavenhakuba.com

中信

ひとり旅大歓迎の宿

Y-0078 北安曇郡白馬村北城828-316

0261-72-6463

https://www.janis.or.jp/users/kazenoko/

中信

HAKUBA JADE CHALET

Y-1384 北安曇郡白馬村北城828-330

0261-85-9366

https://www.ikyu.com/vacation/00051126/

中信

ペンション麓（ロク）

Y-2389 北安曇郡白馬村北城828-344

0261-72-5098

https://mall.hakubamura.net/roku

中信

流星花園

Y-1138 北安曇郡白馬村北城828−334

0261-85-2183

https://www.hakubameteorgarden.com/

中信

クーパーズハウス

Y-1352 北安曇郡白馬村北城8282-210

0261-85-0850

https://www.blackbearproperties.com/ja/

中信

リッキーハウス

Y-1353 北安曇郡白馬村北城829-138

0261-85-0850

https://www.blackbearproperties.com/ja/

中信

Chalet Setsugekka

Y-1468 北安曇郡白馬村北城829-151

0261-85-5004

中信

プチホテル

Y-0742 北安曇郡白馬村北城829-156

0261-71-1919

https://anise-garden.com

中信

山荘ピトン

Y-2757 北安曇郡白馬村北城829-60

0261-85-0638

http://www4.plala.or.jp/sansou-piton/

中信

ペンション

Y-0930 北安曇郡白馬村北城829-71

0261-72-7481

https://www.winds-hakuba.com

中信

Villa Wellstone O'sam

Y-2837 北安曇郡白馬村北城829-79

090-9140-1739

中信

HAKUBA AMBER RESORT

Y-1383 北安曇郡白馬村北城830-90

0261-85-9366

http://www.amber-resorts.com/

中信

仙人キャビン

Y-1349 北安曇郡白馬村北城831-200

0261-85-0850

https://www.blackbearproperties.com/ja/

中信

シルクウッドホテル

Y-0131 北安曇郡白馬村北城831-205

0261-72-6001

http://www.silkwoodhotel.com/

中信

SUGOI CHALETS

Y-2670 北安曇郡白馬村北城831-41

080-1382-4896

中信

AGS Trailer Haus

Y-2157 北安曇郡白馬村北城831-77

0261-85-5004

中信

The Hakuba Villas

Y-2955 北安曇郡白馬村北城836-123

090-7194-5977

https://hakubavillas.com

中信

megeve

Y-0527 北安曇郡白馬村北城836-192

0261-72-6622

https://megeve-hakuba.weebly.com/

中信

Hakuba-ism

Y-1739 北安曇郡白馬村北城836-193

0261-72-2118

中信

Beaver Lodge

Y-1388 北安曇郡白馬村北城836-26

090-6496-7897

中信

Lumin Chalets

Y-3032 北安曇郡白馬村北城836-67

090-6923-1234

中信

HAUS YUKI

Y-1476 北安曇郡白馬村北城836-72

050-1124-6005

中信

レストラン＆ホテル

トロイメライ Y-1269 北安曇郡白馬村北城860-13

中信

ホテルさいとう

中信
中信

こもれび

白馬風の子

アニスガーデン
ウインズ白馬

https://www.hakubadowntownapartments.com/

http://minami-jyuujisei.com/

http://piremon.com

0261-72-5120

http://www.traumerei.jp

Y-1122 北安曇郡白馬村北城863

0261-72-2177

https://www.hakuba-yama.com/

ペンションクヌルプ

Y-0657 北安曇郡白馬村北城9343

0261-72-6778

http://www.knulp.jp

ペンションカウベル

Y-0848 北安曇郡白馬村北城9464

0261-72-4593

http://cowbell.sakura.ne.jp/wp/

中信

ペンション風見鶏

Y-2291 北安曇郡白馬村北城9464-12

0261-72-4725

http://p-kazamidori.com

中信

林ペンション

Y-0903 北安曇郡白馬村北城9464-13

0261-72-4724

http://hakubahayashipension.jp

中信

ペンションアラスカンクラブハウス Y-1831 北安曇郡白馬村北城9464-30

0261-72-4884

中信

ペンション500マイル

Y-1842 北安曇郡白馬村北城9464-302

0261-72-6674

中信

アールグレイ

Y-0791 北安曇郡白馬村北城9464-321

0261-72-4118

中信

手作り料理の宿

Y-2112 北安曇郡白馬村北城9464-57

0261-72-5178

中信

Green Lodge 緑の家

Y-2808 北安曇郡白馬村北城9464-66

090-8095-2567

中信

PliotLodge

Y-1922

北安曇郡白馬村北城みそら野2439-2PliotLodge

0261-85-4815

中信

白馬ペンションミーティア

Y-1149

北安曇郡白馬村北城みそら野2937-730

0261-72-5153

白馬

四季

http://hakuba-earlgrey.jp

https://meteortetsu.wixsite.com/meteor/pension
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中信

白馬ログホテル ミーティア（ペット可）

Y-1150

北安曇郡白馬村北城みそら野2937-730

0261-72-5153

https://meteortetsu.wixsite.com/meteor/loghotel

中信

白馬ブラウニーコテージ

Y-1152

北安曇郡白馬村北城みそら野2937-730（ミーティア内）

0261-72-6113

https://meteortetsu.wixsite.com/meteor/cottages

中信

The Aurora

Y-2971

北安曇郡白馬村北城山ノ神上836−141

0261-85-4678

中信

八

Y-1508 北安曇郡白馬村北城南咲花4823

0261-85-4187

https://thehakubacompany.com

中信

白馬グラードインえびすや

Y-0910 北安曇郡白馬村北城八方5164

0261-72-2074

https://hakuba-ebisuya.com

中信

岳栄館

Y-3042 北安曇郡白馬村北城八方5296-2

0261-72-2378

http://gakueikan.com

中信

平川ハウス

Y-1346 北安曇郡白馬村北城北城1278-110

0261-85-0850

https://www.blackbearproperties.com/ja/

中信

カサベルデ

Y-1347 北安曇郡白馬村北城北城2937-237

0261-85-0850

https://www.blackbearproperties.com/ja/

中信

ビッグフットキャビン

Y-1339 北安曇郡白馬村北城北城2937-281

0261-85-0850

https://www.blackbearproperties.com/ja/

中信

イーグルハウス

Y-1343 北安曇郡白馬村北城北城2937-612

0261-85-0850

https://www.blackbearproperties.com/ja/

中信

ハナハウス

Y-1340 北安曇郡白馬村北城北城2937-651

0261-85-0850

https://www.blackbearproperties.com/ja/

中信

スミビラ

Y-1341 北安曇郡白馬村北城北城2937-652

0261-85-0850

https://www.blackbearproperties.com/ja/

中信

アルペンハウス

Y-1342 北安曇郡白馬村北城北城2937-655

0261-85-0850

https://www.blackbearproperties.com/ja/

中信

エコービラ

Y-1344 北安曇郡白馬村北城北城2942-8

0261-85-0850

https://www.blackbearproperties.com/ja/

中信

ケンマンハウス

Y-1332 北安曇郡白馬村北城北城2999-1

0261-85-0850

https://www.blackbearproperties.com/ja/

中信

コンドルハウス

Y-1335 北安曇郡白馬村北城北城3020-458

0261-85-0850

https://www.blackbearproperties.com/ja/

中信

ラタタハウス

Y-1334 北安曇郡白馬村北城北城3020-475

0261-85-0850

https://www.blackbearproperties.com/ja/

中信

やまハウス

Y-1333 北安曇郡白馬村北城北城3020-484

0261-85-0850

https://www.blackbearproperties.com/ja/

中信

キャッツビラ3,4

Y-1330 北安曇郡白馬村北城北城4588-1

0261-85-0850

https://www.blackbearproperties.com/ja/

中信

キャッツビラ1,2

Y-1329 北安曇郡白馬村北城北城4588-3

0261-85-0850

https://www.blackbearproperties.com/ja/

中信

ヘルメットクラブ

Y-1331 北安曇郡白馬村北城北城4836-5

0261-85-0850

https://www.blackbearproperties.com/ja/

中信

アルプスアンティコテージ

Y-1348 北安曇郡白馬村北城北城827-52

0261-85-0850

https://www.blackbearproperties.com/ja/

中信

ヒノキキャビン1,2

Y-1345 北安曇郡白馬村北城北城827-74

0261-85-0850

https://www.blackbearproperties.com/ja/

中信

Villa777

Y-2897 北安曇郡白馬村北城和田の森4713

070-4192-7556

https://www.facebook.com/villa777hakubavalleyjapan

中信

スパイシーシャレー

Y-2101 北安曇郡白馬村北城和田野4672-3

0261-72-2857

中信

ガクト・ヴィラズ

Y-2343 北安曇郡白馬村北城和田野4678

0261-72-2264

中信

コハルリゾートホテル

Y-2342 北安曇郡白馬村北城和田野4769

0261-75-5001

http://www.koharuresorthotel.com/index.html

中信

ゲレンデサイド フォレスト栂池

Y-1961 北安曇小谷村大字千国乙12840-1

0261-83-3144

http://www.i-sks.com/ft/

中信

ロッジつらら

Y-1678 北安曇白馬村北城10832

0261-72-2410

http://info@hakuba-tsurara.com

中信

スラロームインかじや

Y-1971 北安曇白馬村北城11230

0261-72-2296

中信

HakubaMAHOROBA

Y-0485 北安曇白馬村北城3020-1099

080-2144-4266

https://hakubamahoroba.com/

中信

アルパインアズミアパートメント

Y-1967 北安曇白馬村北城6660

0261-85-4552

https://www.hakubaresortmanagement.com/alpine-azumi-apartments

中信

スカイパーク八方アパートメント

Y-1968 北安曇白馬村北城6660

0261-85-2485

https://www.hakubaresortmanagement.com/sky-park-happo-apartments

中信

ユキキロッジ

Y-1969 北安曇白馬村北城6660

0261-72-6663

https://www.hakubaresortmanagement.com/yuki-ki-lodge

中信

大又山荘

Y-2235 木曽郡王滝村3159-5

0264-48-2425

https://ontake.net

中信

ペンションオールドブリック

Y-2142 木曽郡王滝村3159-838

0264-48-2790

http://www.kiso.ne.jp/~oldbrick.ot/htdocs

中信

おんたけ休暇村

Y-0410 木曽郡王滝村3159番地25

0264-48-2111

http://www.ontake-kyukamura.net/

中信

くるみ沢旅館

Y-0419 木曽郡王滝村3297-6

0264-48-2408

http://www.fu-kurumi.com

中信

滝旅館

Y-2188 木曽郡王滝村3417-1

0264-48-2006

http://www.takiryokan.jp/

中信

ねざめホテル

Y-0854 木曽郡上松町上松1888-1

0264-52-2245

https://nezame-hotel.com/

中信

民宿さわぐち

Y-1041 木曽郡上松町大字小川5462

0264-52-3422

http://sawaguchi-kiso.com

中信

棧温泉旅館

Y-2191 木曽郡上松町大字上松1350-3

0264-52-2276

http://www.kiso.ne.jp/~kakehashi.ag/index.html

中信

田政旅館

Y-2449 木曽郡上松町本町通り4-52

0264-52-2053

中信

民宿すはら

Y-2931 木曽郡大桑村須原840

080-6922-8921

中信

みわハウス

Y-2306 木曽郡大桑村野尻2662

0264-55-2298

https://www.miwahouse.net

中信

フォレスパ木曽

Y-1081 木曽郡大桑村野尻939-58

0264-55-4455

https://www.forespakiso.jp/

中信

HOSTEL 結い庵

Y-1523 木曽郡南木曽町,読書4828−1

0264-40-1001

https://folk-lore.com/

中信

まるや

Y-0875 木曽郡南木曽町吾妻1477

0264-57-3117

http://www.tsumago-maruya.com

HACHI

アンド

あてら荘

スイート

ホームページ

https://accom.spicy.co.jp/

信州割SPECIAL（全国旅行支援）

更新日：2023/1/9現在

宿泊事業者一覧
割引対象期間：令和5年1月11日（火）～令和5年3月12日（日）までの宿泊分

エリア

宿泊施設名

TEL

ホームページ

Y-1248 木曽郡南木曽町吾妻1479-1

0264-57-3235

https://tsutamuraya.com/

施設コード

住所

中信

つたむらや

中信

旅館・御食事処

波奈屋

Y-2258 木曽郡南木曽町吾妻1811

0264-57-3106

http://hanaya-tsumago.jp/

中信

大江戸温泉物語

ホテル木曽路

Y-1263 木曽郡南木曽町吾妻2278

0264-58-1236

https://kisoji.ooedoonsen.jp/

中信

ホテル富貴の森

Y-0038 木曽郡南木曽町吾妻4644-7

0264-58-2288

https://www.fukinomori.com/

中信

滝見温泉

Y-0081 木曽郡南木曽町吾妻4689-447

0264-58-2165

http://www.takiminoie.com/

中信

松代屋

Y-2742 木曽郡南木曽町吾妻807

0264-57-3022

http://matsushiroya.sakura.ne.jp/

中信

御宿大吉

Y-1232 木曽郡南木曽町吾妻902-1

0264-57-2595

http://www17.plala.or.jp/daikiti/

中信

藤乙旅館

Y-0335 木曽郡南木曽町妻籠858-1

0264-57-3009

http://www.tsumago-fujioto.jp/

中信

Zenagi

Y-1497 木曽郡南木曽町田立222

090-6072-8392

https://zen-resorts.com/

中信

開田温泉

Y-1580 木曽郡木曽町開田高原西野,4649-2

0264-44-2127

http://hpdsp.jp/hinoderyokan/

中信

お宿

Y-0587 木曽郡木曽町開田高原西野2700

0264-44-2078

http://www.miho-oyadopontohare.net

中信

旅館やまかの湯

Y-0291 木曽郡木曽町開田高原西野3109-1

0264-44-2010

http://www.yamakanoyu.com

中信

開田高原

ペンション遊基地

Y-0300 木曽郡木曽町開田高原西野5346-1

0264-44-1100

https://yuukichi.com/

中信

天空の宿

京こじま

Y-1002 木曽郡木曽町開田高原西野5346-1

0264-44-2780

http://www.kyokojima.com

0264-44-1122

https://www.kujiraya.info/

滝見の家

日の出旅館

ぽんと晴れ

中信

ペンション山のくじら家

Y-1838 木曽郡木曽町開田高原西野5346-1

中信

ひゅって・くらいす

Y-2857 木曽郡木曽町開田高原西野6320-1

0264-44-2543

https://www.huttekreis.com/

中信

Pension J-HOUSE

Y-0792 木曽郡木曽町開田高原西野6322-218

0264-44-2219

http://www.pjh.jp

中信

ロッジ上天気

Y-0293 木曽郡木曽町開田高原西野6322-419

0264-44-2131

https://jotenki.com

中信

旅の宿

Y-2701 木曽郡木曽町開田高原西野6756

0264-44-2059

http://www.kiso.ne.jp/norakuro.kt/

中信

プチリゾートアピア

Y-1087 木曽郡木曽町開田高原西野8064-2

0264-44-2224

http://kiso-appear.com/

中信

ペンションビューおんたけ

Y-0467 木曽郡木曽町開田高原西野949-1

0264-42-3134

http://www.v-ontake.com/

中信

cottageAMAGOYA

Y-0818 木曽郡木曽町開田高原末川4122-6

0264-42-1120

中信

つたや季の宿

Y-0316 木曽郡木曽町開田高原末川5623-2

0264-42-1188

http://kiso-kazari.com/

中信

釜沼温泉

Y-1128 木曽郡木曽町三岳10869

0264-46-2155

http://daikisen.com/

中信

田中旅館

Y-3046 木曽郡木曽町三岳2841-14

0264-46-2314

中信

旅館

Y-0365 木曽郡木曽町三岳6280-1

0264-46-2012

http://sanyoukan.dip.jp

中信

黒澤館

Y-2358 木曽郡木曽町三岳6362

0264-46-2016

http://www.kurosawakan.com/

のらくろ

風里

大喜泉

山陽館

中信

御岳ゴルフ＆リゾートホテル

Y-0653 木曽郡木曽町三岳8222

0264-46-2500

https://www.ontake-golf.com

中信

ホテル木曽温泉黄金の湯

Y-2238 木曽郡木曽町三岳瀬戸ノ原9-57

0264-25-6688

https://www.kiso-onsen.com

中信

ペンションかおる

Y-1438 木曽郡木曽町新開10221-1

0264-27-6404

http://www.p-kaoru.com/

中信

ゲストハウス

Y-0793 木曽郡木曽町新開130

0264-23-8031

http://hilltop.jp

中信

民宿奈良尾

Y-2281 木曽郡木曽町新開429-2

0264-23-7438

http://www.kiso-narao.com/

中信

丸中山荘

Y-2387 木曽郡木曽町新開573

0264-23-7453

中信

木曽文化公園

Y-1853 木曽郡木曽町日義4898

0264-23-7201

中信

木曽駒高原

Y-0271 木曽郡木曽町日義4898-8

0264-23-7331

https://www.morinohotel.com/

中信

matarihouse

Y-2960 木曽郡木曽町福島1240

080-7005-8692

https://www.instagram.com/matarihouse/

中信

山みず季URARAつたや

Y-0564 木曽郡木曽町福島2012-4

0264-22-2145

https://www.kisoji-tutaya.com/

中信

民宿松尾

Y-2445 木曽郡木曽町福島3221

0264-22-2826

http://minsyuku-matsuo.sakura.ne.jp

中信

駒の湯

Y-1696 木曽郡木曽町福島47-2

0264-23-2288

https://komanoyu.com/

中信

街道浪漫

Y-0298 木曽郡木曽町福島5162

0264-22-2010

http://www.kiso-tutaya.com

中信

木曽路の宿いわや

Y-0437 木曽郡木曽町福島5169

0264-22-2015

http://www.kisoji-iwaya.com

中信

萬蔵の宿

Y-2920 木曽郡木曽町福島5373-1

0264-22-3186

http://www.manzounoyado.com/

中信

自由旅クラブ木曽三河家

Y-0267 木曽郡木曽町福島5782

0264-24-3332

http://kiso-mikawaya.com/

中信

さらしなや旅館

Y-2929 木曽郡木曽町福島6168

0264-22-2307

中信

こだまの森

Y-2711 木曽郡木祖村小木曽3362

0264-36-2777

中信

高原荘

Y-2974 木曽郡木祖村菅2968

0264-36-2400

グランピングONTAKE

ヒルトップ

宿泊施設
森のホテル

おん宿蔦屋
むらちや

駒王

https://www.kodamanomori.jp

信州割SPECIAL（全国旅行支援）

更新日：2023/1/9現在

宿泊事業者一覧
割引対象期間：令和5年1月11日（火）～令和5年3月12日（日）までの宿泊分

エリア

宿泊施設名

施設コード

住所

TEL

ホームページ
https://rindo-kiso.com/

中信

民宿りんどう【木曽】

Y-2006 木曽郡木祖村菅3070-1

0264-36-2174

南信

旅館ますみ荘

Y-1728 伊那市ますみヶ丘6975-24

0265-78-1414

南信

SA Inn 伊那ナイスロード

Y-2834 伊那市下新田3032-1

0265-77-2580

南信

島田屋ホテル

Y-2097 伊那市荒井21番地

0265-76-3175

南信

あいや旅館

Y-0457 伊那市荒井3373-1

0265-72-2061

https://www.aiya-ryokan.jp/

南信

信州伊那

Y-2184 伊那市荒井3378

0265-72-3079

http://www.ina-kagetsu.co.jp/home/

南信

ホテル伊那

Y-3037 伊那市荒井3492-13

0265-96-7211

南信

ＷＷＪ

Y-0605 伊那市荒井3554

0265-96-0782

https://wiwijuku.com/

南信

旅館花鳥屋

Y-0811 伊那市荒井3627

0265-72-3294

https://kachoya.com/

南信

Village IRORI

Y-2372 伊那市高遠町山室1928

03-6379-7591

https://www.staycation.jp/property/310

南信

高遠さくらホテル

Y-0162 伊那市高遠町勝間217

0265-94-2200

https://www.ina-city-kankou.co.jp/sakurahotel/

南信

高遠よしよし

Y-2873 伊那市高遠町勝間855-1

0265-94-3701

http://takatooyoshiyoshi.wixsite.com

南信

竹松旅館

Y-1397 伊那市高遠町西高遠1691-1

0265-94-2113

http://takematsu-matsutake.com/

南信

農家民宿ふくがみ

Y-0529 伊那市高遠町藤澤2279-1

090-2318-6370

南信

ホテルルートインコート伊那

Y-0594 伊那市山寺1536-1

0265-73-1006

南信

ファインデイズホテル

Y-2754 伊那市山寺1871-4

0265-72-2277

南信

街宿MILLE

Y-2809 伊那市西町4880-7

0265-98-8495

南信

エビスホテル

Y-0477 伊那市西町4941

0265-72-3560

http://ebisu-hotel.com/

南信

伊那パークホテル

Y-1180 伊那市西町5021

0265-74-1789

http://www.inapark.jp/

南信

信州愛和の森ホテル

Y-0273 伊那市西箕輪3870-5

0265-71-8022

http://aiwanomori.jp

南信

Kia Ora House （キオラハウス）

Y-1822 伊那市西箕輪4343-12

080-8493-1357

https://larchpine.com/

南信

伊那谷別邸

Y-2940 伊那市西箕輪4607-6

03-5904-8384

南信

信州

Y-2667 伊那市長谷市野瀬1519-5

0265-98-2847

南信

赤石商店

Y-1164 伊那市東春近22-5

090-5705-7217

http://akaishi-shouten.com/

南信

農家民宿

Y-2904 伊那市富県1054

080-1360-1583

http://www.dia.janis.or.jp/~kita.aya/hataori.html

南信

山小屋mökki

Y-2354 伊那市富県1777-557

0265-96-0657

https://www.lepetitmarche-mokki.com

南信

高烏谷鉱泉

Y-0667 伊那市富県9000

0265-73-3558

http://takazuya.info/index2.htm

南信

Village OMOYA

Y-2803 伊那市富県上新山841

03-6379-7591

南信

ホテルクラウンヒルズ岡谷

Y-0841 岡谷市中央町1-3-17

0266-24-0100

https://breezbay-group.com/okaya-ph/

南信

やまびこの森ログコテージ

Y-2457 岡谷市内山4769-14

0266-24-2494

https://yamabiko.co.jp/workation/

南信

岡谷セントラルホテル

Y-0828 岡谷市本町1-4-7

0266-23-2100

https://breezbay-group.com/okayacentral/

南信

ホテルオークニ

Y-1557 岡谷市本町4-10-8

0266-23-1111

https://royalinn-hotels.jp/okuni/

南信

小さな泊まれる廻舞台mawari

Y-2418 岡谷市湊5-247-1

0266-55-4716

南信

民宿みなと

Y-1238 岡谷市湊5丁目14-7

0266-23-4423

南信

野熊の庄

Y-0404 下伊那阿智村智里4092-7

0265-44-2321

http://www.gessen.jp

南信

やま星

Y-2190 下伊那郡阿智村駒場2007-4

0265-49-8098

https://achi-yamaboshi.com/

南信

ゲストハウス

Y-3057 下伊那郡阿智村駒場763

0265-49-8401

https://minna-no-ie.net/

南信

料理旅館

Y-1043 下伊那郡阿智村智里260-1

0265-43-3883

南信

お宿

Y-0382 下伊那郡阿智村智里290-1

0265-43-2811

http://www.sansui-hirugami.jp/

南信

昼神グランドホテル天心

Y-0528 下伊那郡阿智村智里331-5

0265-43-3434

https://hirugami-tenshin.jp/

南信

保養センター尾張あさひ苑

Y-0421 下伊那郡阿智村智里331-7

0265-43-3180

http://www.owariasahien.jp

南信

昼神の棲

Y-0710 下伊那郡阿智村智里331-8

0265-43-5111

http://kurotake.jp

南信

石苔亭いしだ

Y-0494 下伊那郡阿智村智里332-3

0265-43-3300

https://www.sekitaitei.com

南信

鶴巻荘

Y-0295 下伊那郡阿智村智里332-4

0265-43-2320

http://www.tsurumakisou.com/

南信

癒楽の宿清風苑

Y-0299 下伊那郡阿智村智里338-19

0265-43-4141

https://www.seifuen-yura.jp

南信

飯伊森林組合

Y-0453 下伊那郡阿智村智里338-21

0265-43-2336

旅館 花月

肉刺し自慢

ジビエ焼肉宿

平家の里

ふだん着

月川
みんなのいえ

むらさわ

山翠

玄竹

昼神荘

https://sainn-hotels.com/ina/

https://www.route-inn.co.jp

http://heikenosato.net

信州割SPECIAL（全国旅行支援）

更新日：2023/1/9現在

宿泊事業者一覧
割引対象期間：令和5年1月11日（火）～令和5年3月12日（日）までの宿泊分

エリア

宿泊施設名

施設コード

住所

TEL

ホームページ

南信

ユルイの宿恵山

Y-0423 下伊那郡阿智村智里407

0265-43-3188

http://www.keizan.co.jp

南信

mökki ~STARDUST GLAMPING achi village~

Y-2441 下伊那郡阿智村智里4152-67

0265-49-3016

https://www.naganoachimura-glamping.com

南信

日長庵 桂月

Y-0788 下伊那郡阿智村智里425

0265-43-3500

https://keigetu.co.jp

南信

万葉茶寮みさか

Y-0898 下伊那郡阿智村智里461-1

0265-43-2656

http://www.misaka-hirugami.com

南信

おとぎ亭光風

Y-0960 下伊那郡阿智村智里490

0265-43-3211

https://www.otogitei.com

南信

湯元ホテル阿智川

Y-0946 下伊那郡阿智村智里503-115

0265-43-2800

http://www.hotel-achigawa.jp/

南信

懐石と炉ばたの宿

Y-0180 下伊那郡阿智村智里503-2

0265-43-2000

http://www.kichiya.com/

南信

湯多利の里

Y-0377 下伊那郡阿智村智里503-294

0265-43-2611

http://www.inaka-hirugami.jp/

南信

阿智の里ひるがみ

Y-0073 下伊那郡阿智村智里503-378

0265-43-2255

https://achinosato-2255.peewee.jp

南信

昼神温泉ホテルはなや

Y-0048 下伊那郡阿智村智里530-1

0265-43-2700

http://www.h-hanaya.com

南信

昼神温泉

Y-0237 下伊那郡阿智村智里567番地10

0265-43-4321

https://hirumori.co.jp/

南信

なみあい遊楽館

Y-2796 下伊那郡阿智村浪合1561

0265-47-2853

南信

不動温泉華菱

Y-1293 下伊那郡阿智村浪合254-1

0265-47-2321

南信

南宮温泉

Y-2284 下伊那郡阿南町北條2288

0260-31-0056

https://nangu-onsen.jp/

南信

刈谷市民休暇村

Y-2286 下伊那郡下條村睦沢2495-1

0260-27-3735

http://sanmoriyu.la.coocan.jp/website/index.html

南信

加賀美

Y-1305 下伊那郡下條村睦沢4165

0260-27-2888

https://onsen-kagami.com/

南信

浪漫の館

Y-0726 下伊那郡下條村睦沢4286-1

0260-27-1008

https://www.gekkabijin.co.jp/

南信

おおぐて湖畔しらさぎ荘

Y-1042 下伊那郡下條村睦沢7144

0260-27-2265

https://www.shirasagisou.com/

南信

割烹旅館美好

Y-2716 下伊那郡高森町下市田2940-14

0265-35-2069

南信

信州たかもり温泉

Y-1776 下伊那郡高森町牛牧834-5

0265-35-8270

https://takamori-onsen.com/

南信

南信州グランピングＴＥＮＫＵ

Y-2114 下伊那郡高森町大島山167

080-8748-4649

http://www.tenku-glamping.jp/

南信

ファームイン根羽

Y-2871 下伊那郡根羽村4918-1

0265-49-2880

https://nebaland.com/

南信

福美荘

Y-1844 下伊那郡松川町元大島3084-1

0265-36-3338

https://r.goope.jp/sr-20-2040210006

南信

アウトドアひろば

Y-2879 下伊那郡松川町生田6009

0265-36-7100

https://baishoen.com/

南信

清流苑

Y-0415 下伊那郡松川町大島2784-1

0265-36-2000

http://seiryuen.jp

南信

ツリードーム南信州

Y-1536 下伊那郡松川町大島2788−1

0265-36-6320

https://dansuki.jp/stay/td/

南信

湯元山塩館

Y-0294 下伊那郡大鹿村鹿塩631-2

0265-39-1010

http://www.yamashio.com

南信

塩湯荘

Y-0895 下伊那郡大鹿村鹿塩633

0265-39-2316

南信

おきよめの郷 森のコテージ

Y-2173 下伊那郡天龍村神原5230

090-1494-3571

南信

龍泉閣

Y-0740 下伊那郡天龍村平岡1280-4

0260-32-1088

http://www.vill-tenryu.jp/tourism/tourism_info/fureaistationryusenkaku/

南信

売木村自然休養村管理センターささゆり荘

Y-0971 下伊那郡売木村1-92

0260-28-2316

https://sasayuriso.jp/

南信

ステラ

スノーキャンピア

Y-2963 下伊那郡売木村2551番地1

0260-31-0603

http://stella-snowcampia.site/

南信

森の宿

遊星館

Y-0805 下伊那郡売木村45-71

0260-28-2340

https://yuuseikan.jp

南信

ペンション風の森

Y-2105 下伊那郡売木村525-1

0260-28-2800

https://www.wixwinds.com/

南信

ひまわりの館

Y-2145 下伊那郡平谷村252

0265-48-2911

南信

民泊 カントリーサイド

Y-1470 下伊那郡豊丘村神稲1725

0265-35-4626

https://airbnb.com/h/alps-view

南信

野田平キャンプ場

Y-2448 下伊那郡豊丘村神稲549-1

0265-35-2122

https://notanohira.com

南信

ヒュッテみさやま

Y-1151 下諏訪町10618

0266-75-2370

https://nature2.jp/kinoa/misayama.html

南信

八島山荘

Y-1740 下諏訪町字東俣10618(八島高原)

0266-58-5357

https://yashimasanso.net/

南信

ペンション

Y-1590 茅野市,北山4026-1213

0266-55-2447

https://www.la-planete.com/

南信

古民家 fumoku

Y-1610 茅野市ちの3038-1

070-1490-7716

https://guest-house.fumoku.space/

南信

ヤマウラステイ清水・花兎

Y-1690 茅野市ちの3506モンエイトビル2階

0266-78-7631

https://yamaurastay.jp/

南信

ヤマウラステイ渋道

Y-1691 茅野市ちの3506モンエイトビル2階

0266-78-7631

南信

ヤマウラステイ金渓

Y-1692 茅野市ちの3506モンエイトビル2階

0266-78-7631

南信

ちのステーションホテル

Y-0499 茅野市ちの7020

0266-72-1245

https://chinostationhotel.info/

南信

サンシャインロッジ

Y-0369 茅野市茅野市北山3419-6

0266-68-2950

http://sunshinelodge.jp

吉弥

伊那華

ひるがみの森

月下美人

湯ヶ洞

梅松苑

ラ・プラネート

https://hpdsp.jp/hanabisi/

https://shioyuso.com
https://okiyomenosato.com/

信州割SPECIAL（全国旅行支援）

更新日：2023/1/9現在

宿泊事業者一覧
割引対象期間：令和5年1月11日（火）～令和5年3月12日（日）までの宿泊分

エリア

宿泊施設名

南信

古民家

南信

施設コード

日向家

住所

TEL

ホームページ

Y-1839 茅野市玉川10379-1

0266-78-7456

https://peraichi.com/landing_pages/view/hinatake

八ヶ岳PRIVATE WOODS NADA

Y-3063 茅野市玉川11398-128

050-1752-8857

https://www.nagano-yatsugatake-glamping.com/

南信

草原屋

Y-1682 茅野市玉川11400-1356

0266-79-7709

https://sougenya.com/

南信

yatsugatake J&N

Y-2732 茅野市玉川11400-1418

0266-75-2289

http://j-and-n.jp

南信

Cafe CoCo

Y-2774 茅野市玉川11400-748N-25

090-1868-8850

南信

ゲストハウスゆみち

Y-1738 茅野市湖東13239-1

0266-55-7922

http://yumichi.jp

南信

カンデオホテルズ茅野

Y-1600 茅野市中沖2-7

0266-71-1300

https://www.candeohotels.com/ja/nagano-chino/

南信

硫黄岳山荘

Y-2660 茅野市中大塩13-73

090-3142-8469

https://iodake.jp

南信

根石岳山荘

Y-2661 茅野市中大塩13-73

090-4158-4544

http://iou.style.coocan.jp/neishi/index.html

南信

夏沢鉱泉

Y-2662 茅野市中大塩13-73

090-4158-4545

http://iou.style.coocan.jp/natsuzawa/index.html

南信

ビジネス旅館わかみず

Y-1849 茅野市仲町12-7

0266-72-6166

http://www.chino-wakamizu.com

南信

ホテルわかみず

Y-1848 茅野市仲町3631-1

0266-72-6166

http://www.chino-wakamizu.com

南信

ちのスカイビューホテル

Y-1097 茅野市塚原2丁目16-7-1

0266-71-1010

http://www.chino-skyview-hotel.jp/

南信

ペンション

けさらんぱさらん

Y-1276 茅野市豊平10234-2

0266-76-2845

http://www.lcv.ne.jp/~kesaran/

南信

たてしなエグゼクティブハウス

Y-2903 茅野市豊平10246-1

0266-76-5211

http://www.togariishinoyu.com

南信

ホテル尖石

Y-0020 茅野市豊平1616

0266-72-6844

http://www.hotel-togariishi.jp

南信

ファミリーロッジ旅籠屋・茅野蓼科店 Y-2125 茅野市豊平1943-1

0266-73-8854

https://ssl.hatagoya.co.jp/059_Chinotateshina/index.shtml

南信

渋辰野館

Y-1279 茅野市豊平4734

0266-67-2128

南信

シャレーグリンデル

Y-0222

茅野市豊平7702-310チェルトの森鳴岩2-1-9

0266-76-2024

http://chalet-grindel.com/

南信

ゆとりろ蓼科ホテルwithDOGS

Y-1015 茅野市豊平チェルトの森柳川5-2-10

0266-71-6600

https://yutorelo-tateshina.com/

南信

山の宿明治温泉

Y-1145 茅野市豊平東岳4734

0266-67-2660

https://www.meijionsen.jp/

南信

泊まれるレストラン

Y-1462 茅野市北山,4035-2204

0266-78-6687

https://www.p-pilatus.jp/

南信

Eco-Stay TOSS

Y-0178 茅野市北山3412

0266-68-3060

http://p-toss.com

南信

ペンションこてまり

Y-0813 茅野市北山3412-11

0266-68-2650

南信

プチペンション グリーンスポット

Y-0238 茅野市北山3412-114

0266-68-2263

http://grspot.com

南信

シャンブルドート ピステ

Y-1487 茅野市北山3412-121

0266-68-2219

http://www.piste.co.jp/

南信

プチペンショングリーングラス

Y-1214 茅野市北山3412-122

0266-68-2028

http://www.lcv.ne.jp/~ggrass/

南信

花の宿B&B思いのまま

Y-2397 茅野市北山3412-133

090-3248-4125

南信

車山高原ゲストハウス

Y-0043 茅野市北山3412-214

0266-75-2897

http://urara2015.sakura.ne.jp/

南信

ペンションベストフレンド

Y-1206 茅野市北山3412-60

0266-68-2379

http://www.lcv.ne.jp/~bfriend/

南信

愛犬と泊まる宿ペパーミントジャム Y-1735 茅野市北山3412-62

0266-68-2375

https://www.pepajam.com/

南信

プチペンション パオパオ

Y-0534 茅野市北山3412-87

0266-68-2363

https://p-pao.com

南信

ペンション 凛

Y-1577 茅野市北山3412-91

0266-68-2757

http://www.pension-rin.com

南信

ペンション

Y-0676 茅野市北山3412-92

0266-55-1615

http://www.lcv.ne.jp/~salut

南信

Colomode Guest House

Y-1237 茅野市北山3412-93

0266-68-2265

https://colomode.jp

南信

ライフイン夢

Y-2398 茅野市北山3412‐23

0266-68-2161

https://lifeinyume.wixsite.com/lifein-yume

南信

断食道場コーナーストーン

Y-2720 茅野市北山3412−89

0266-55-2530

https://www.cornerstonefasting.com

南信

リゾートイン

Y-0236 茅野市北山3413

0266-68-3036

http://www.resortinn-misty.com/

南信

プチホテル花南

Y-0402 茅野市北山3413

0266-68-2077

https://toprank-book.jp/login/hotel

南信

リゾートイン

Y-0444 茅野市北山3413

0266-68-2660

https://winds-hotel.com

南信

リゾートインライムライト

Y-0687 茅野市北山3413

0266-68-2573

https://limelight.server-shared.com

南信

ホテル・アンナプルナ

Y-2348 茅野市北山3413

0266-68-3611

https://www.annapurna.jp

南信

ロッジ・くるま

Y-2349 茅野市北山3413

0266-68-2405

https://lodge-kuruma.com

南信

リゾートインラルゴ

Y-2833 茅野市北山3413

0266-68-3080

http://www.lcv.ne.jp/~largo/

南信

来夢村小舎

Y-2972 茅野市北山3413-108

0266-68-2909

http://www.lcv.ne.jp/~crimson/iss.htm

南信

リゾートインシェルブール

Y-0881 茅野市北山3413-109

0266-68-2088

http://www.ri-cherbourg.co.jp/

ペンションピラタス

うらら

サリュ

ミスティ
ウインズ

信州割SPECIAL（全国旅行支援）

更新日：2023/1/9現在

宿泊事業者一覧
割引対象期間：令和5年1月11日（火）～令和5年3月12日（日）までの宿泊分

エリア

宿泊施設名

施設コード

住所

TEL

ホームページ

南信

リゾートインカプリス

Y-0509 茅野市北山3413-110

0266-68-3122

https://caprice.nagano.jp

南信

リゾートイン

Y-1561 茅野市北山3413-125

0266-68-3201

https://www.ri-squamish.com/

南信

ペットと泊まれる宿

Y-0593 茅野市北山3413-127

0266-68-2464

https://gh-bern.jp

南信

オーベルジュ

Y-1037 茅野市北山3413-17

0266-68-3939

https://www.la-meije.com/

南信

車山ハイランドホテル

Y-0547 茅野市北山3413-27

0266-68-2116

https://www.highland-hotel.co.jp/

南信

プチホテルサンルーフ

Y-1121 茅野市北山3413-29

0266-68-2623

https://www.p-sunroof.net/

南信

車山リゾートホテルギャラクシー

Y-0582 茅野市北山3413-45

0266-68-1181

https://galaxy-kurumayama.com/

南信

リゾートイン

Y-2355 茅野市北山3413-51

0266-68-2466

https://rarememory.com/

南信

オーベルジュリゾートインボヌール Y-1095 茅野市北山3413-58

0266-68-2550

http://www.ri-bonheur.com

南信

リゾートイン

Y-1654 茅野市北山3413-68

0266-68-2262

https://www.kurumayama-hotel.com/

南信

サン

Y-2307 茅野市北山3413-69

090-2384-6669

南信

小さな森の宿ぎんのさじ

はちみつ蔵 Y-1038 茅野市北山3413-81

0266-68-2444

https://www.ginsaji.jp

南信

リゾートイン

Y-0179 茅野市北山3413―73

0266-68-3348

https://ri-gentle.com

スクアミッシュ
ゲストハウスベルン

ラ・メイジュ

レア・メモリー
ローザンヌ

ロレンツォ

ゲストハウス

ジェントル

南信

車山高原スカイパークホテル

Y-0612 茅野市北山3414

0266-68-2221

https://www.sph.jp/

南信

ウイスタリアンライフクラブプロミネント車山高原

Y-2193 茅野市北山3414

0266-68-3770

http://www.fujita-gs.jp

南信

白樺湖ホテルパイプのけむり

Y-0367 茅野市北山3418-1

0266-68-2000

https://paipunokemuri.com/shirakabako/

南信

レイクサイドホステルジル白樺湖

Y-0641 茅野市北山3418-22

0266-68-2880

http://hostel-jil-shirakabaco.com/

南信

旅館

Y-1419 茅野市北山3418-32

0266-68-2021

南信

四季彩の宿 白樺湖畔リトルグリーブ Y-0252 茅野市北山3419

0266-68-3001

https://www.littlegrebe.com

南信

ペンションブルーベリー

Y-0498 茅野市北山3419

0266-68-2739

https://www.gh-blueberry.com/

南信

サワルージュ

Y-1410 茅野市北山3419

0266-68-2277

https://www.sawarouge.com/

南信

民宿なかや

Y-2467 茅野市北山3419

0266-68-2107

http://www.lcv.ne.jp/~nakayajr

南信

プチホテルまほろば

Y-2697 茅野市北山3419

0266-68-2128

南信

白樺湖畔の宿

君待荘

Y-0339 茅野市北山3419-1

0266-68-3300

https://kimimatisou.com/

南信

ホープロッヂ乗馬牧場

Y-0426 茅野市北山3419-1

0266-68-2017

http://hope-lodge.com

南信

ホテル晴明荘

Y-0491 茅野市北山3419-1

0266-68-2041

http://seimeiso.com/

南信

ペンション湖風

Y-2183 茅野市北山3419-1

0266-63-1434

https://kofu-shirakabako.net/

南信

花の館

Y-2738 茅野市北山3419-1

0266-68-2001

南信

モロパークエンターテイメント

Y-1942 茅野市北山3419-10

0266-68-2085

南信

白樺湖ペンションぼくんち

Y-0548 茅野市北山3419-67

0266-68-2076

http://www.lcv.ne.jp/~penboku/

南信

takibi hut

Y-1753 茅野市北山3419-75

0267-55-7891

https://takibihut.com/

南信

天空の館

八子ヶ峰ホテル

Y-0085 茅野市北山3424

0266-68-2341

https://yashigamine-hotel.co.jp

南信

寛ぎの宿

澤右衛門

Y-0596 茅野市北山3424

0266-68-2411

http://www.sawaemon.jp

南信

ホテルベルクハイル

Y-1774 茅野市北山3424

0266-68-2214

https://bergheil.sinsyu.info/

南信

ペンション

Y-2705

0266-68-2640

http://www.suwanet.net/~chambre/

南信

プチペンション蓼科壱番館

Y-0307 茅野市北山4026-1203

0266-69-3619

https://t-ichibankan.com

南信

ペンション

Y-1777 茅野市北山4026-1205

0266-60-2080

https://www.adagio.co.jp

南信

ゲストハウス

Y-0230 茅野市北山4026-1208

0266-60-2001

http://www.lcv.ne.jp/~kpy91681/

南信

蓼科グランドホテル滝の湯

Y-1010 茅野市北山4028

0266-67-2525

https://takinoyu.co.jp

南信

蓼科親湯温泉

Y-0649 茅野市北山4035

0266-67-2020

https://www.tateshina-shinyu.com/

南信

リゾートホテル蓼科

Y-1016 茅野市北山4035

0266-67-2626

https://resort-hotel-tateshina.jp/

南信

ヴィラB&Bホテル

Y-1875 茅野市北山4035-150

0266-77-2887

http://tateshinavilla.com/

南信

露天風呂のオーベルジュ

Y-1394 茅野市北山4035-2

0266-67-3730

https://tutuji-kaede.jp/

南信

ペンション ピラタス ２

Y-0219 茅野市北山4035-2148

0266-67-4150

https://2.p-pilatus.jp/

南信

ロッジモーティブ

Y-2272

090-7194-0049

南信

ふくろうの宿

Y-2155 茅野市北山4035-2162

山幸閣

亀屋ホテル

ラ・シャンブル
アダージオ
クロイツェル

つつじとかえで

茅野市北山3424ペンションラ・シャンブル

茅野市北山4035-2149ピラタスの丘ロッジモーティブ

090-3408-3686

https://www.lodge-motive.com/

信州割SPECIAL（全国旅行支援）

更新日：2023/1/9現在

宿泊事業者一覧
割引対象期間：令和5年1月11日（火）～令和5年3月12日（日）までの宿泊分

エリア

宿泊施設名

施設コード

住所

TEL

ホームページ
https://yamanoasa.com/

南信

ペンション山の朝

Y-0717 茅野市北山4035-2202

0266-67-4640

南信

ペンション

Y-2313 茅野市北山4035-2222

0266-78-7527

南信

四季の宿

Y-0136 茅野市北山4035-2224

090-7219-4291

グリーンアローズ
すばる

https://www.jalan.net/yad355572/?contHideFlg=1&PopupMode=window

南信

ペンションモルゲンロート

Y-2180 茅野市北山4035-2233

0266-67-5064

http://p-morgenrot.com

南信

絶景の宿

Y-2369 茅野市北山4035-2240

0266-67-3748

https://doremifan.info/

南信

ハイランドリゾート

Y-1246 茅野市北山4035-2309

0266-67-2710

http://www.resort-again.com/

南信

たてしな薫風

Y-1957 茅野市北山4035-552

0266-67-2292

https://www.kaorukaze.net

南信

蓼科倶楽部

Y-1360 茅野市北山4035-908

0266-67-5147

南信

テラス蓼科リゾート＆スパ

Y-1489 茅野市北山4035-949

0266-67-0100

南信

ピエニコティ

Y-1289 茅野市北山4035−119

0266-78-2900

南信

ペンションリトルフット

Y-0598 茅野市北山4035ー2248

0266-67-5066

http://p-littlefoot.com/

南信

ペンションサンセット

Y-0567

0266-67-5123

https://www.p-sunset.com/

南信

ペンションベルクコット

Y-0198 茅野市北山4062-1204

0266-60-2461

http://pbergcot.sakura.ne.jp

南信

横谷温泉旅館

Y-0063 茅野市北山5513

0266-67-2080

https://www.yokoyaonsen.com/

南信

オーベルジュ・エスポワール

Y-0845 茅野市北山5513-142

0266-67-4250

http://www.auberge-espoir.com/

南信

B&B ノマの森

Y-2236 茅野市北山5513-1nomanomori

0266-67-2258

https://www.nomanomori.com/

南信

オーベルジュテラ

Y-0745 茅野市北山5513-230

0266-67-4568

https://www.aubergetera.com

南信

青空の扉

0266-78-0015

http://aozora-p.com

南信

いろりの宿蓼科パークホテル

Y-0420 茅野市北山5522

0266-67-2600

https://tateshina-parkhotel.com/

南信

たてしな藍

Y-0445 茅野市北山5522

0266-67-5030

南信

超大型犬と泊まれる

Y-2099

090-5055-7094

https://m-and-dane.com/

南信

ペンション

Y-2279 茅野市北山5522-448

090-3059-8651

http://posthorn2015.lomo.jp

南信

たてしなの小さな家

Y-2775

茅野市北山5522-448蓼科ビレッジ滝見平145

0266-78-3937

https://tshouse14.wixsite.com/tatesina-small-house

南信

ペンション

Andante(アンダンテ) Y-2171 茅野市北山5522-450滝見平168-B

0266-55-8177

http://pension-andante.com/

南信

豪族の館大東園

Y-0388 茅野市北山5522-451

0266-67-4655

南信

たてしな麓八

Y-1413 茅野市北山5522-451

090-1861-5489

https://www.tateshina-rokuya.com/

南信

ヒュッテウォールデン

Y-2865 茅野市北山5522-451

0266-67-2577

http://walden.mydns.jp

南信

道のログ宿

Y-2913 茅野市北山5736-2

0266-77-3037

南信

白駒荘

Y-1174 茅野市北山6581

090-1549-0605

http://yachiho-montblanc.com

南信

TINY GARDEN蓼科 -Camp,Loged&Cabin-

Y-0646 茅野市北山8601-1

0266-67-2234

http://www.urban-research.co.jp/special/tinygarden/

南信

湖畔の温泉宿蓼科

Y-0226 茅野市北山8606-6

0266-67-2828

https://www.iweb.ne.jp/p_tateshina/

南信

蓼科湖畔

Y-0122 茅野市北山8611

0266-67-2078

https://tadenohana.com

南信

渋御殿湯

Y-0966 茅野市北山奥蓼科渋御殿湯

0266-67-2733

https://www.gotenyu.com

南信

東急ハーヴェストクラブ蓼科

Y-0059 茅野市北山字鹿山4026-2

0266-60-2101

南信

蓼科東急ホテル

Y-0211 茅野市北山字鹿山4026-2

0266-69-3109

https://www.tateshinatokyuhotel.com/

南信

クラスベッソ蓼科

Y-2129 茅野市北山字鹿山4026-2

0266-71-9610

https://www.classvesso-tateshina.com/

南信

ホテルハーヴェスト蓼科

Y-0621 茅野市北山字鹿山4026番地2

0266-69-3200

https://www.resorthotels109.com/tateshina/

南信

ATグループ蓼科保養所

Y-2026 茅野市北山小斉4035-216

0266-67-2233

南信

ホテル

Y-1766 茅野市北山白樺湖3419-1

0266-75-1965

南信

森のペンション Ｗａｎらいふ

Y-1252 茅野市北山蓼科4035-1石臼台Dー1

0266-78-3982

http://wanlife2082.com

南信

蓼科リゾートインプリマリオ

Y-0100 茅野市北山蓼科高原ピラタスの丘

0266-67-4181

http://www.primario-tateshina.com/

南信

エクシブ蓼科

Y-0658 茅野市蓼科高原北山4035

0266-71-8111

https://xiv.jp/tate/

南信

馬見塚旅館

Y-0995 駒ヶ根市赤穂14-326

0265-83-2324

http://www.mamizuka.com/

南信

ホテルルートイン駒ヶ根インター

Y-1029 駒ヶ根市赤穂1503-1

0265-82-7011

https://www.route-inn.co.jp/hotel_list/nagano/index_hotel_id_581/

南信

駒ケ根プレモントホテル

Y-0635 駒ヶ根市赤穂1522-3

0265-82-8400

https://www.komagane-premont.com/

南信

駒ヶ根ユースホステル

Y-1571 駒ヶ根市赤穂25-1

090-8328-3856

http://www.komagane-yh.com

ペンション

ドレミファン！

アゲイン

犬と泊まれるプチホテル Y-1369

蓼科ペンション

M&DANE

ポストホルン

木こりん

蓼の花

白樺湖榮園

茅野市北山4035番地2225ピラタスの丘

茅野市北山5513-90蓼科ビレッジ緑山152

茅野市北山5522-1蓼科ビレッジ弓木台35号

https://www.terrace-tateshina.com/

http://daitouen.info
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南信

和みの湯宿なかやま

Y-0733 駒ヶ根市赤穂35-6

0265-83-5228

https://yuyado-nakayama.com/

南信

山野草の宿

Y-1448 駒ヶ根市赤穂4-161

0265-81-8181

http://futarishizuka.com

南信

季澄香

Y-1166 駒ヶ根市赤穂4-172

0265-95-2446

https://www.tokisumika.com/

南信

西山荘

Y-1155 駒ヶ根市赤穂497-1153

0265-83-2625

http://komagane-seizanso.com/

南信

ホテルやまぶき

Y-0037 駒ヶ根市赤穂497-1497

0265-83-3870

https://www.hotel-yamabuki.com/

南信

カントリースターイン

Y-3065 駒ケ根市赤穂497-2048

0265-81-1166

https://www.countrycafe.biz

南信

駒ケ根高原リトリート

南信

駒ヶ根高原リゾートリンクス

南信

ホテル千畳敷

南信

二人静

すずらん颯 Y-0412 駒ヶ根市赤穂5-1198

0265-83-5155

https://www.suzuranso.com/

Y-1065 駒ヶ根市赤穂5番1086

0265-82-8511

https://www.komagane-linx.co.jp/

Y-1570 駒ヶ根市赤穂759-489

0265-83-5201

https://www.chuo-alps.com/

ペンションこまがねの森

Y-0914 駒ヶ根市赤穂759-696

0265-83-8118

http://www.cek.ne.jp/~komaganenomori/

南信

駒ヶ根グリーンホテル

Y-2417 駒ヶ根市中央11-8

0265-83-1141

https://komagane-green-hotel.com/

南信

割烹しぶき荘

Y-2476 駒ヶ根市東伊那6374-2

0265-83-7814

http://shibuki.a.la9.jp/

南信

ペンショングリーングラス

Y-2967 原村17217-1682

0266-74-2246

http://haramura-greengrass.com

南信

グランピング宮田高原

Y-0474 上伊那郡宮田村1624-9

080-6937-1624

南信

宿屋DOYA

Y-1402 上伊那郡宮田村3215-14

090-1969-0261

南信

早太郎温泉

Y-1007 上伊那郡宮田村4751-75

0265-81-7117

南信

山荘

Y-0689 上伊那郡宮田村4752-93

0265-98-6510

南信

ペンション＆レストラン

0265-85-5335

http://www.meipuru.com

南信

信山荘

Y-1223 上伊那郡宮田村6090

0265-85-2025

http://www.cek.ne.jp/~shinzanso/

南信

古民家民宿おおたき

Y-0241 上伊那郡辰野町伊那富1585-2

0266-55-5735

https://www.facebook.com/profile.php?id=100057119483986

南信

古民家民宿

Y-1676 上伊那郡辰野町小野1033

090-5822-7425

南信

ビジネスホテル

Y-0935 上伊那郡辰野町赤羽169-1

0266-44-1100

http://www.elbon.co.jp/

南信

ｸﾞﾘｰﾝﾋﾞﾚｯｼﾞ横川

Y-0732 上伊那郡辰野町大字横川2766

0266-44-8888

http://kayabukinoyakata.jp/

南信

古民家ゆいまーる

Y-0218 上伊那郡辰野町辰野2053

090-3211-3326

南信

たつのパークホテル

Y-0112 上伊那郡辰野町樋口2396-20

0266-41-2001

http://www.tatsunopark.com

南信

望岳荘

Y-1202 上伊那郡中川村大草4489

0265-88-2033

https://www.bougakusou.com

南信

信州伊那谷キャンパーズヴィレッジ Y-1460 上伊那郡中川村大草7833

0265-88-2695

http://www.odp.jp

南信

旅館おみつ

Y-2459 上伊那郡南箕輪村7674-1

0265-78-2738

南信

プチホテル

Y-2907 上伊那郡南箕輪村8016-2

0265-73-0313

南信

ホテルルートイン伊那インター

Y-1257 上伊那郡南箕輪村8293-1

0265-71-4411

https://www.route-inn.co.jp/hotel_list/nagano/index_hotel_id_577/

南信

アルプスBASE

Y-2852 上伊那郡飯島町七久保3017-108

0265-86-6764

https://www.glamping-shinshu.com/

南信

一棟貸し古民家宿「nagare」

Y-0609 上伊那郡飯島町田切2445-1

050-5806-3963

南信

信州いいじま

Y-2237 上伊那郡飯島町飯島2123-1

0265-86-5757

南信

みのわ温泉

Y-0655 上伊那郡箕輪町大字中箕輪3733-18

0265-79-2682

南信

ますや旅館

Y-1527 上伊那郡箕輪町中箕輪12564

0265-79-2043

南信

LongHills Eco Guesthouse and Cafe Y-1380 上伊那郡箕輪町東箕輪331-2

080-8192-2166

https://www.longhills-nagano.com/

南信

しもすわ温泉

0266-27-8106

https://sandaime-okumura.com/

南信

信州しもすわ温泉

Y-0430 諏訪郡下諏訪町3306

0266-27-5011

http://www.gingetsu.com

南信

梅月旅館

Y-0624 諏訪郡下諏訪町3313番地4

0266-27-0055

https://baigetu.net

南信

旅館

Y-0506 諏訪郡下諏訪町3346

0266-27-8530

http://yakko.jp

南信

鉄鉱泉本館

Y-0161 諏訪郡下諏訪町3437

0266-27-8063

http://www.tekkosen.com

南信

中川旅館

Y-1826 諏訪郡下諏訪町3483-7

0266-27-8556

南信

聴泉閣かめや

Y-0436 諏訪郡下諏訪町3492

0266-75-0161

http://www.ckameya.com

南信

桔梗屋旅館

Y-1101 諏訪郡下諏訪町3526

0266-27-8024

http://www.kikyouya-shimosuwa.com/

南信

マークヴィラ諏訪湖 A

Y-2789 諏訪郡下諏訪町4645-11

090-9836-0868

南信

マークヴィラ諏訪湖 B

Y-2790 諏訪郡下諏訪町4645-11

090-9836-0868

こまゆき荘

息吹館

めいぷる Y-2170 上伊那郡宮田村4824-7

なないろ
エルボン辰野
かやぶきの館

エミー★ルミエール

お宿陣屋
ながた荘

三代目おくむら旅館 Y-0391 諏訪郡下諏訪町3149-5

ぎん月

奴

https://komayukiso.com

http://yuimaaru.jp

https://nagare.cc/

https://e-minowa.eee8bit.mixh.jp/nagataso/
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南信

グリーンサンホテル

Y-2737 諏訪郡下諏訪町5326-3

0266-26-1455

http://www.green-sun.jp/

南信

毒沢鉱泉

Y-1118 諏訪郡下諏訪町社7083-1

0266-27-5526

http://www.kaminoyu.com/

南信

宮乃湯旅館

Y-1321 諏訪郡下諏訪町星が丘1877

0266-28-3888

http://miyanoyu.com

南信

大増旅館

Y-0816 諏訪郡下諏訪町塚田町3154-1

0266-27-6000

https://daimasu-ryokan.jp/

南信

マスヤゲストハウス

Y-1395 諏訪郡下諏訪町平沢町314

0266-55-4716

http://masuya-gh.com/

南信

みなとや旅館

Y-0622 諏訪郡下諏訪町立町3532

0266-27-8144

http://suwa-minatoya.com

南信

森の宿ゆう

Y-1461 諏訪郡原村16268-304

090-9327-0698

https://morinoyado.net/

南信

ジョバンニの小屋

Y-1855 諏訪郡原村17217-1341

0266-74-2838

https://www.giovanni-hut.jp

南信

矢島ペンションスターシップ

Y-0425 諏訪郡原村17217-1345

0266-74-2650

https://yazipen.com

南信

内藤ペンション（内藤ペンションスマッシュ）

Y-2185 諏訪郡原村17217-1346

0266-74-2009

http://www.naito-pension.com/

南信

ペンション

Y-1647 諏訪郡原村17217-1349

0266-74-2022

https://peppermint-house.biz/

南信

Gallery HARA guesthouse

Y-2695 諏訪郡原村17217-1352

0266-55-9085

https://tsutomuhoshitani.wixsite.com/mysite

南信

ペンション

Y-1596

0266-75-3324

https://www.image-house.co.jp/pension/

南信

酒井ペンション

Y-2117 諏訪郡原村17217-1357

0266-74-2727

http://www.lcv.ne.jp/~sakaip/

南信

ペンション

ラディッシュガーデン Y-2224 諏訪郡原村17217-1360

0266-74-2232

http://www.p-rg.com

南信

石原ペンション

Y-2393 諏訪郡原村17217-1361

0266-74-2600

http://ishihara@po.lcv.ne.jp

南信

八ヶ岳ペンションサインポスト

Y-2731 諏訪郡原村17217-1617

0266-55-2126

http://www.lcv.ne.jp/~sign-post/

南信

早川ペンション

Y-2386 諏訪郡原村17217-1621

0266-74-2506

http://www.lcv.ne.jp/~hayapen/

南信

ペンション

Y-2477 諏訪郡原村17217-1641

0266-74-2521

https://xaymaca.jp/

南信

Yatsugatake Little Village Hotel

Y-1876 諏訪郡原村17217-1656

0266-74-2299

https://littlevillage.snack.chillnn.com/

南信

ペンションふきのとう

Y-2182 諏訪郡原村17217-1668

0266-74-2416

http://fukinotou.la.coocan.jp/

南信

のはらペンション

Y-1236 諏訪郡原村17217-1691

0266-74-2620

http://www.lcv.ne.jp/~tosimami/

南信

ナチュラルハウス木の靴

Y-2853 諏訪郡原村17217-1692

0266-79-4675

http://www.kinokutu.com

南信

グリーンプラザホテル

Y-0047 諏訪郡原村17217-2821

0266-74-2041

https://www.gplazahotel.com/

南信

Villa Forest

Y-2227 諏訪郡原村17217-290

0266-74-1070

https://villa-forest.wixsite.com/villaforest

南信

ペンションマリンスノー

Y-2805 諏訪郡原村17217-3187

0266-74-2931

http://marine-snow.com

南信

八ヶ岳リトリートハウスFlan

Y-1229 諏訪郡原村17217-351

0266-78-7957

https://retreat-house-flan.com

南信

ペンションさんどりよん

Y-2420 諏訪郡原村17217−1706

0266-74-2830

http://haramura.yamanaka.tokyo

南信

PrivateHotelWithDog紡ぐ結ぶ

Y-0118 諏訪郡原村18668

070-4390-4553

https://tsumugu-musubu.jp/

南信

阿Q はなれinn 八ヶ岳

Y-1780 諏訪郡原村2001-36

南信

原村CAFEロッジ

Y-2881 諏訪郡原村2001-71

0266-55-5444

https://ddf-hara.com

南信

飯塚ペンション

Y-2310 諏訪郡原村ペンション17217-1358

0266-74-2122

http://www.lcv.ne.jp/~iiduca/index.htm

南信

広谷ペンション

Y-1795 諏訪郡原村ペンション17217-1615

0266-74-2628

https://www.hirotani-pension.com

南信

ペンションNORTHVILLAGE

Y-2200 諏訪郡原村ペンション17217-1686

0266-75-3707

南信

MIC HOUSE

Y-1243 諏訪郡原村ペンション17217-1697

南信

ペンションにんじん

Y-2938 諏訪郡原村原山17217-1701

050-3558-6388

南信

もろこし俱楽部

Y-1302 諏訪郡原村原山2001-306

0266-74-2125

http://www.lcv.ne.jp/~fukasawa/

南信

樅の木荘

Y-0451 諏訪郡原村字原山17217-1729

0266-74-2311

http://www.lcv.ne.jp/~mominoki/

南信

ペンションいるえる

Y-2346 諏訪郡富士見町境,12067-862

0266-66-2717

http://www.il-elle.com

南信

ペンション

Y-2937 諏訪郡富士見町境10315-11

0266-66-2755

http://www.lcv.ne.jp/~beetles/

南信

ペンションラクーン

Y-1050 諏訪郡富士見町境10315-7

0266-66-3166

http://www.pension-raccoon.com

南信

ペンション

Y-2189 諏訪郡富士見町境10315-9

0266-66-2141

https://fujimikogen-pension.jp/bell

南信

プチペンション

Y-0824 諏訪郡富士見町境12038-6

0266-66-2449

http://www.jonathan-pocky.com

南信

八峯苑鹿の湯

Y-0681 諏訪郡富士見町境12067

0266-66-2131

https://happoen.jp/

南信

ジュネス八ヶ岳

Y-0682 諏訪郡富士見町境12067

0266-66-2931

https://junes-yatsugatake.jp/

南信

ペンション

Y-2481 諏訪郡富士見町境12067-858

0266-66-3245

http://www.lcv.ne.jp/~croissan/

神の湯

ペパーミントハウス
イメージハウス

ザイマカ

ペット１００％の宿

ビートルズ
ベル
ジョナサン

クロワッサン

諏訪郡原村17217-1353第一ペンションビレッジ

http://hanare-inn.com/

https://michouse39.com/

https://ninjin.in/
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Y-1320 諏訪郡富士見町境12067-869

0266-66-2711

http://polar-yatu24.jimdofree.com

富士見高原ペンションRYOZO

Y-1799 諏訪郡富士見町境12067-870

0266-66-2508

http://ryozo3.com

南信

抗酸化陶板浴八ヶ岳山荘

Y-1281 諏訪郡富士見町境7673

0266-78-7586

https://tohban8yatsugatake.wixsite.com/tohban

南信

KENHOUSE

Y-1534 諏訪郡富士見町境広原12067-859

0266-66-2553

http://www.kenhouse.jp

南信

マナスル山荘天文館

Y-2733 諏訪郡富士見町富士見11404

0266-78-7022

http://manasuru.com

南信

ゲストハウスKARAI

Y-1982 諏訪郡富士見町富士見4654-6

0266-63-1342

http://guest-house-karai.com

南信

山路ペンション

Y-3061 諏訪郡富士見町富士見7888-1

0266-62-6009

http://www.lcv.ne.jp/~yamazi/

南信

メゾン・ド・ビュー八ヶ岳

Y-0862 諏訪郡富士見町富士見9736-1

0266-61-1613

https://www.maison-yatu.jp/index.html

南信

コテージカーラボスコ

Y-2708 諏訪郡富士見町落合752-1

0266-61-8708

http://letterhouse.net/carabosco/index.html

南信

ログハウスのプチホテル

Y-0258 諏訪郡富士見町立沢1-1735

0266-61-7552

https://www.tombouctou.biz

南信

一組貸切宿 岡村 弐番館

Y-2993 諏訪市岡村1-13-11

090-1828-2613

南信

旅宿

Y-0275 諏訪市岡村1-13-8

090-1828-2613

南信

COCOHOTEL(ココホテル)

Y-0139 諏訪市沖田町3-68

0266-78-5552

https://cocopalm.jimdofree.com/%E5%AE%BF%E6%B3%8A/

南信

SA Inn 諏訪インター

Y-2908 諏訪市沖田町4丁目31-2

0265-82-5101

https://sainn-hotels.com/suwaic/

南信

ルーピアイン南湖

Y-0719 諏訪市湖岸通3-3-4

0266-52-0401

https://www.lupia-inn.com/

南信

レンタルハウス空

Y-1080 諏訪市湖岸通り1-11-8

0266-58-5060

南信

すわ湖苑

Y-1077 諏訪市湖岸通り1-12-7

0266-52-5050

https://www.suwakoen.co.jp

南信

湖泉荘

Y-0312 諏訪市湖岸通り1-13-8

0266-53-6611

http://www.kosensou.com

南信

民宿あひる

Y-1592 諏訪市湖岸通り1-4-1

0266-52-2284

南信

萃sui-諏訪湖

Y-0659 諏訪市湖岸通り2-5-27

0266-58-3434

https://www.sui-suwako.jp/

南信

上諏訪温泉しんゆ

Y-0656 諏訪市湖岸通り2-6-30

0266-54-2020

https://www.kamisuwa-shinyu.com/

南信

ホテル紅や

Y-0135 諏訪市湖岸通り2-7-21

0266-57-1111

http://hotel-beniya.co.jp/

南信

ホテル鷺乃湯

Y-0380 諏訪市湖岸通り3-2-14

0266-52-0480

https://www.saginoyu.com

南信

双泉の宿

Y-0094 諏訪市湖岸通り3-2-2

0266-52-2660

http://www.suhaku.co.jp/

南信

布半

Y-0331 諏訪市湖岸通り3-2-9

0266-52-5500

http://www.nunohan.co.jp

南信

浜の湯

Y-0051 諏訪市湖岸通り3-3-10

0266-58-8000

https://www.hamanoyu.co.jp

南信

かけ流し源泉の宿

Y-0055 諏訪市湖岸通り3-3-24

0266-52-2655

http://www.shibunoyu.com

南信

上諏訪温泉油屋旅館

Y-0305 諏訪市湖岸通り3-4-16

0266-52-2222

https://www.itoenhotel.com/aburaya/

南信

かたくらシルクホテル

Y-0504 諏訪市湖岸通り4-1-43

0266-52-2151

https://katakura-silkhotel.co.jp/

南信

上諏訪ステーションホテル

Y-0608 諏訪市湖岸通り4-10-15

0266-57-0001

http://www.kamisute.com/

南信

ホテルルートイン上諏訪

Y-0617 諏訪市湖岸通り4-9-25

0266-53-0500

https://www.route-inn.co.jp/hotel_list/nagano/index_hotel_id_25/

南信

KKR諏訪湖荘

Y-0900 諏訪市湖岸通り5-7-7

0266-58-1259

http://www.suwakoso.com/

南信

民宿すわ湖

Y-1259 諏訪市湖岸通り5丁目13−21

0266-58-4821

南信

RAKO華乃井ホテル

Y-0066 諏訪市高島2-1200-3

0266-54-0555

https://www.hananoi.co.jp/

南信

ラルバ諏訪湖

Y-0488 諏訪市高島2-1201-42

0266-78-0365

https://lalba.biz/

南信

ホテルルートイン諏訪インター

Y-0526 諏訪市四賀2247-1

0266-57-5050

http://route-inn.co.jp

南信

おんやど

Y-0265 諏訪市渋崎1792-344

0266-58-7633

http://www.lcv.ne.jp/~koikoi/

南信

ホテル

Y-1172 諏訪市渋崎1792-409

0266-58-2488

南信

シャンブルドット畳

Y-2111 諏訪市上諏訪10726-1

0266-75-0116

https://touji-tatami.com

南信

ヒュッテ霧ヶ峰

Y-0496 諏訪市上諏訪13338-1

0266-57-0333

http://www.hutte-kirigamine.jp/

南信

ホテルこわしみず

Y-0901 諏訪市上諏訪13338-1

0266-52-1983

http://www.kowashimizu.co.jp

南信

旅館 双葉屋

Y-0982 諏訪市上諏訪13338-151

0266-52-0560

http://www.futabaya-ryokan.com

南信

ホテルヤマダ

Y-0897 諏訪市上諏訪8989

0266-53-0200

https://itp.ne.jp/info/204527678000000899

南信

高原ロッヂ旅人木

Y-2044 諏訪市大字四賀7718-24

0266-53-6883

http://www.dcn.ne.jp/~tabibito/

南信

湖月館

Y-1386 諏訪市大字上諏訪9255-9

0266-52-0054

南信

ホテルルートイン第2諏訪インター Y-0541 諏訪市大字中洲字境通2940-1

トゥンブクトゥ

岡村政庁跡

朱白

鯉住

渋の湯

若菜

0266-57-5050

http://route-inn.co.jp
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南信

諏訪シティホテル成田屋

Y-0462 諏訪市大手1-14-5

0266-52-4500

南信

ネオステーションホテル上諏訪

Y-0065 諏訪市大手2-17-12

0266-75-5722

https://www.neostation.biz/

南信

チサンイン諏訪インター

Y-2728 諏訪市中洲境通2935-2

0266-52-2811

https://www.solarehotels.com/hotel/nagano/chisuninn-suwa-ic/

南信

合鴨農法の薮田グリーンファーム

Y-2232 辰野町沢底836番地

090-9158-4991

南信

プチホテル ネーベルハウゼ

Y-2177 長野県 茅野市 北山3413-8

0266-68-2347

http://nebel-hause.com

南信

民宿ゆりか

Y-2174 長野県下伊那郡売木村1453

0260-28-2377

https://minnsyuku-yurika.com

南信

ペンションアプリコットハウス

Y-2682 長野県茅野市北山車山3412-65

0266-68-2350

http://www.lcv.ne.jp/~apricoth

南信

小さな宿 風楽里

Y-2175 長野県上伊那郡飯島町田切112-117

0265-86-2394

https://www.fuurari.com

南信

カナディアンファーム

Y-2179 長野県諏訪郡原村農場1077-7

0266-74-2741

https://www.go-canadianfarm.com/jp

南信

LALALA HOUSE

Y-2430 長野県諏訪市高島1-12-10

090-1654-4119

https://www.airbnb.com/h/lalalahouse

南信

飯田ステーションホテルまつむら

Y-0800 飯田市,中央通り4-13

0265-22-4411

南信

ホテル風の山

Y-2850 飯田市おお7462-49

0265-23-3437

https://kazenoyama.jp/#hotel

南信

ホテルルートイン飯田

Y-0466 飯田市育良町2-3-5

0265-25-1622

https://www.route-inn.co.jp/

南信

天竜水神温泉花薫る宿よし乃亭

Y-0354 飯田市下久堅知久平1815

0265-29-8130

http://yoshino-tei.jp

南信

ペットと泊まる貸し別荘 Starry Sky Y-2814 飯田市下瀬254-1

0260-27-2888

https://caro-foresta.com/star_prev/index.html

南信

湯元

Y-0533 飯田市久米646-1

0265-28-1000

http://www.yumoto-kumegawa.jp

南信

シルクホテル

Y-0729 飯田市錦町1-1

0265-23-8383

https://www.silkhotel.co.jp/

南信

シルクホテル

Y-0728 飯田市錦町1-10

0265-23-8383

https://www.silkhotel.co.jp/

南信

ホテル弥生

Y-0926 飯田市錦町2-11

0265-22-1686

http://www.hotel-yayoi.com/

南信

Lee106飯田アコモデーション

Y-1424 飯田市高羽町2-2-3

0265-38-9163

南信

砂払温泉

Y-0583 飯田市砂払町1丁目695番地

0265-22-1209

南信

食と体験の宿まごころ

Y-2862 飯田市上村375

070-9036-8930

南信

しらびそ高原

Y-1630 飯田市上村979-53

050-3583-2302

南信

殿岡温泉湯元湯～眠

Y-0322 飯田市上殿岡628

0265-28-1111

https://yu-min.com

南信

ホテルオオハシ飯田

Y-0840 飯田市常盤町28

0265-22-5184

https://www.iida-ohashi.com

南信

奥天竜不動温泉

Y-0147 飯田市千代2303-1

0265-59-2122

https://fudou-onsen.co.jp/

南信

旅館

Y-0911 飯田市川路4768番地

0265-27-2035

南信

渓谷に佇む隠れ宿 峡泉

Y-1548 飯田市川路4942-2

0265-27-3332

南信

ペダルテラス

Y-2194 飯田市大瀬木2627-108

080-6937-8884

南信

タウンホテルなかや

Y-1368 飯田市中央通り1-26

0265-22-7480

南信

天空の城 三宜亭本館

Y-0004 飯田市追手町2-641-10

0265-24-0242

https://www.sangitei.com/

南信

いろりの宿島畑

Y-1501 飯田市南信濃八重河内580

0260-34-2286

http://irori-shimabata.com/

南信

民宿なかい

Y-2912 飯田市南信濃和田1249-1

0260-34-1188

南信

大島屋旅館

Y-0586 飯田市南信濃和田1394

0260-34-2030

南信

ゲストハウス太陽堂

Y-0636 飯田市南信濃和田1496-2

050-5359-4393

https://tohyamago-taiyodo.com/

南信

遠山郷かぐら山荘

Y-1451 飯田市南信濃和田561

0260-34-5777

http://kagurasansou.com/

南信

Yamairo guesthouse

Y-1373 飯田市八幡町2035

0265-49-8187

http://yamairo-gh.com

南信

スーパーホテル長野・飯田インター Y-1060 飯田市北方365-1

0265-55-9000

https://www.superhotel.co.jp/s_hotels/iida/

南信

旅館丸山の湯

Y-2692 飯田市龍江194

0265-26-7800

http://maruyamanoyu.com

南信

waratte house

Y-1698 飯田市龍江3962-2

050-1102-5890

南信

龍峡亭

Y-0993 飯田市龍江7454番地

0265-27-2356

南信

ビジネス旅館ふきはら

Y-1560 箕輪町中箕輪9977-1

0265-79-2426

久米川温泉
アネックス

天の川

佐和屋

信勝館

https://blog.goo.ne.jp/aruga1505

http://www.sunaharai.jp/

http://shirabiso-amanogawa.com/wp/

https://kyousen.com/
https://airbnb.com/h/pedal

https://ryukyoutei.com/

