
ディスカバー信州県民応援割　長野県民支えあい観光キャンペーン

宿泊登録施設一覧（北信）
更新日：6月30日（火）

No. エリア 市町村 住所 宿泊施設名 予約番号 ホームページ OTA(オンライン・トラベル・エージェント）

1 北信 栄村 下水内郡栄村大字堺17599-ロ-1 屋敷温泉秀清館 025-767-2168 じゃらんnet,楽天トラベル,Yahoo!トラベル,一休.com,

2 北信 栄村 下水内郡栄村大字堺18287-3 苗場山自然体験交流センター 025-767-2202（栄村役場　秋山支所内）

3 北信 栄村 下水内郡栄村小赤沢 山口屋 025-767-2146 その他【信州いいやま観光局　観光センター】,

4 北信 栄村 下水内郡栄村大字豊栄632 北野天満温泉 0269-87-2892 "http://www.ngn.janis.or.jp/~kitanoonsen/ じゃらんnet,楽天トラベル,るるぶトラベル,

5 北信 栄村 下水内郡栄村大字堺17878-2 切明リバーサイドハウス 025-767-2253 https://www.kiriake-riverside.com/ じゃらんnet,楽天トラベル,Yahoo!トラベル,るるぶトラベル,

6 北信 栄村 下高井郡栄村大字17878－3 秋山郷雄川閣　 025-767-2252 http://yusenkaku.yadoroku.jp じゃらんnet,楽天トラベル,その他【宿探し】,

7 北信 栄村 下水内郡栄村大字堺17844-31 山房　もっきりや 090-5419-9606　　0257-67-2601 http://mokkriya.sakura.ne.jp じゃらんnet　楽天トラベル

8 北信 高山村 上高井郡高山村大字牧2974-45 紅葉館 026-242-2710 "http://www.shitimi-kouyoukan.com/

9 北信 高山村 上高井郡高山村大字奥山田3598 風景館 026-242-2611 "https://www.fukeikan.co.jp じゃらんnet,楽天トラベル,Yahoo!トラベル,るるぶトラベル,一休.com,

10 北信 高山村 上高井郡高山村大字奥山田3606-2 平野屋旅館 026-242-2811 "https://hiranoyaryokan.com 楽天トラベル,

11 北信 高山村 上高井郡高山村大字奥山田3563 藤井荘 026-242-2711 "https://www.fujiiso.co.jp/ じゃらんnet,楽天トラベル,

12 北信 高山村 上高井郡高山村大字奥山田3682の6 五色の湯旅館 026-242-2500 "https://goshikinoyu.nagano.jp

13 北信 高山村 上高井郡高山村山田温泉3507-1 梅の湯リゾート松川館 026-242-2721 http://ryokan-matsukawa.com/ じゃらんnet,楽天トラベル,Yahoo!トラベル,るるぶトラベル,

14 北信 高山村 上高井郡高山村大字奥山田3604 山田館 026-242-2525 https://www.yamadakan.co.jp/ じゃらんnet,楽天トラベル,その他【Booking.com,Expedia,】,

15 北信 高山村 上高井郡高山村奥山田3681-87 ペンション樹里庵 026-242-2508 じゃらんnet,楽天トラベル,Yahoo!トラベル,

16 北信 高山村 上高井郡高山村山田温泉3610 ライダーハウス　ルート66 090-3062-0066 https://route0066.com じゃらんnet,楽天トラベル,るるぶトラベル,一休.com,その他【Booking.com,四季,宿研】,

17 北信 高山村 上高井郡高山村大字奥山田1320 旅館わらび野 026-242-2901 https://ryokan-warabino.com じゃらんnet,楽天トラベル,るるぶトラベル,一休.com,

18 北信 高山村 上高井郡高山村大字高山村3681－351 ニュー笠岳 026-242-2529 http://kasadake.com/ じゃらんnet,楽天トラベル,その他【ゆこゆこ】

19 北信 高山村 上高井郡高山村山田牧場3681-343 奥山田温泉伊奈里館 026-242-2527 じゃらんnet,楽天トラベル,Yahoo!トラベル,るるぶトラベル,一休.com,

20 北信 高山村 上高井郡高山村大字奥山田3681-334 信州高山温泉郷奥山田温泉セルバン 026-242-2911 https://cervin.jp/ じゃらんnet,楽天トラベル,

21 北信 高山村 上高井郡高山村大字奥山田3681-347 レッドウッドイン 026-242-2418 http://redwoodinn.jp

22 北信 高山村 上高井郡高山村奥山田3681-148 フォン明和荘 026-242-2731 https://r.goope.jp/von-meiwasou/ じゃらんnet,楽天トラベル,

23 北信 高山村 上高井郡高山村奥山田3681-148 フォン明和荘 026-242-2731 https://r.goope.jp/von-meiwasou/ じゃらんnet,楽天トラベル,

24 北信 山ノ内町 下高井郡山ノ内町平穏7149 志賀高原オリンピックホテル 0269-34-2125 "http://www.shiga-olympic.com/ 楽天トラベル

25 北信 山ノ内町 下高井郡山ノ内町平穏2091 御宿　炭乃湯 0269-33-3128 "http://www.suminoyu.com/ じゃらんnet,楽天トラベル,Yahoo!トラベル, るるぶトラベル,一休.com ,その他

26 北信 山ノ内町 下高井郡山ノ内町大字夜間瀬11700-96 ホテル タガワ 0269-33-6111 "https://www.hotel-tagawa.co.jp じゃらんnet,楽天トラベル,Yahoo!トラベル,るるぶトラベル,一休.com,その他【ゆこゆこ】,

27 北信 山ノ内町 下高井郡山ノ内町大字平穏7149 志賀高原　ホテル山楽 0269-34-2217 "https://www.shiga-sanraku.jp じゃらんnet,楽天トラベル,Yahoo!トラベル,るるぶトラベル,

28 北信 山ノ内町 下高井郡山ノ内町大字平穏7149-16 ホテル銀嶺 026-34-3110 "http://www.ginrei.co.jp/ じゃらんnet,楽天トラベル,Yahoo!トラベル,るるぶトラベル,一休.com,

29 北信 山ノ内町 下高井郡山ノ内町大字平穏3268 清風荘 0269-33-3295 "https://www.yudanaka-seifuso.com/ じゃらんnet,楽天トラベル,Yahoo!トラベル,るるぶトラベル,一休.com,その他【Agoda Booking.com expedia】,

30 北信 山ノ内町 下高井郡山ノ内町大字平穏7148-10 硯川ホテル 0269-34-2921 "https://suzurikawa-hotel.com じゃらんnet,楽天トラベル,Yahoo!トラベル,るるぶトラベル,一休.com,

31 北信 山ノ内町 下高井郡山ノ内町大字平穏2069 玉久旅館 0269-33-3591 "https://tamakyu.net じゃらんnet,楽天トラベル,Yahoo!トラベル,るるぶトラベル,一休.com,

32 北信 山ノ内町 下高井郡山ノ内町大字平穏2054 白銀屋旅館 0269-33-3225 "https://www.shigakogen.jp/st-moritz/shiroganeya/ じゃらんnet,楽天トラベル,Yahoo!トラベル,るるぶトラベル,一休.com,その他【Booking.com】,

33 北信 山ノ内町 下高井郡山ノ内町大字平穏1409 塵表閣本店 0269-33-3151 "http://www.jinpyo.jp/ じゃらんnet,楽天トラベル,Yahoo!トラベル,るるぶトラベル,

34 北信 山ノ内町 下高井郡山ノ内町大字平穏7148 渓谷の湯 0269-34-2207 "https://www.keikokunoyu.com

35 北信 山ノ内町 下高井郡山ノ内町平穏7148 ヴィラアルペン 0269-34-2731 "http://villa-alpen.com/ じゃらんnet,楽天トラベル,

36 北信 山ノ内町 下高井郡山ノ内町大字平穏7149 ホテル一乃瀬 0269-34-2802 "https://www.shigakogen.jp/ichinose/ じゃらんnet,楽天トラベル,るるぶトラベル,

37 北信 山ノ内町 下高井郡山ノ内町平穏7148 志賀レークサイドホテル 0269-34-3232 "http://shigalake.jp/ 楽天トラベル,【booking.com】

38 北信 山ノ内町 下高井郡山ノ内町平穏7149 志賀一井ホテル 0269-34-3711 "https://shigaichii.jp/ じゃらんnet,楽天トラベル,Yahoo!トラベル,るるぶトラベル,

39 北信 山ノ内町 下高井郡山ノ内町大字平穏7148 志賀パレスホテル 0269-34-2221 "http://shigapalace.co.jp じゃらんnet,楽天トラベル,

40 北信 山ノ内町 下高井郡山ノ内町平穏7149 シャレー志賀 0269-34-2235 "http://www.shigakogen.jp/chalet/ じゃらんnet,

41 北信 山ノ内町 下高井郡山ノ内町大字平穏7148 志賀喜楽ホテル 0269-34-2905 "http://www.shiga-kiraku.com/ じゃらんnet、楽天トラベル、るるぶトラベル、その他【Booking.coｍ、Agoda、Expedia】

42 北信 山ノ内町 下高井郡山ノ内町大字平穏2200番地 渋温泉　古久屋 0269-33-2511 "https://www.ichizaemon.com じゃらんnet,楽天トラベル,Yahoo!トラベル,るるぶトラベル,その他【ゆこゆこ】,

43 北信 山ノ内町 下高井郡山ノ内町大字平穏2171 ホテルさかえや 0269-33-2531 "https://e-sakaeya.jp/ じゃらんnet,楽天トラベル,Yahoo!トラベル,るるぶトラベル,一休.com,

44 北信 山ノ内町 下高井郡山ノ内町平穏2065 かめや旅館 0269-33-3585 www.shibu-kameya.com/ じゃらんnet,楽天トラベル

45 北信 山ノ内町 下高井郡山ノ内町大字平穏2,187番 初の湯旅館 0269-33-2595 "https://hatunoyu.jp

46 北信 山ノ内町 下高井郡山ノ内町大字平穏7148 ホテルアストリア 0269-34-3000 "https://www.cis.ne.jp/astoria/index.htm じゃらんnet,楽天トラベル,Yahoo!トラベル,るるぶトラベル,一休.com,

47 北信 山ノ内町 下高井郡山ノ内町平穏7148 石の湯ロッジ 0269-34-2421 "https://ishinoyu.com じゃらんnet,楽天トラベル,その他【マイナビトラベル】,

48 北信 山ノ内町 下高井郡山ノ内町大字平穏2222 洗心館　松屋 0269-33-3181 "http://eihachi.com/

49 北信 山ノ内町 下高井郡山ノ内町大字平穏志賀高原一の瀬 ホテルむつみ 0269-34-2706 "http://www.shigakogen.jp/mutsumi/ じゃらんnet,

50 北信 山ノ内町 下高井郡山ノ内町大字平穏2173番地 渋ホテル 0269-33-2551 "https://www.shibuhotel.com じゃらんnet,楽天トラベル,るるぶトラベル,

51 北信 山ノ内町 下高井郡山ノ内町平穏7148 ホテル志賀サンバレー 0269-34-3800 "https://shigasunvally.com じゃらんnet,楽天トラベル,Yahoo!トラベル,るるぶトラベル,一休.com,その他【オズモール】,

52 北信 山ノ内町 下高井郡山ノ内町夜間瀬11700-103 北志賀ホリデーイン 0269-33-7171 "http://hdayi.com/ じゃらんnet,楽天トラベル,

ファミリーマートで宿泊割引クーポンを購入し、対象施設に予約（施設へ直接の予約・オンライン予約サイト等）してお出かけください。ＯＴＡは参考情報として掲載しておりますが、宿泊施設でお支払い頂く現地決済のみ対象となりますので、ご注意ください。

詳しくは「宿泊割＋観光クーポン　購入方法・ご利用方法」（https://nagano-sasaeai.com/purchase/index.html）をご覧ください。

また、宿泊割引については、旅行会社でも取り扱っておりますので、対象旅行会社（https://nagano-sasaeai.com/files/list_r.pdf）へお問合せください。
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53 北信 山ノ内町 下高井郡山ノ内町平穏3174 華灯りの宿　加命の湯 0269-33-1010 "https://kameinoyu.com 楽天トラベル,

54 北信 山ノ内町 下高井郡山ノ内町平穏3077 よろづやアネックス　湯楽庵 0269-33-2117 "https://yurakuan.com じゃらんnet,楽天トラベル,Yahoo!トラベル,るるぶトラベル,その他【relux】,

55 北信 山ノ内町 下高井郡山ノ内町平穏3137 よろづや 0269-33-2111 "https://yudanaka-yoroduya.com じゃらんnet,楽天トラベル,Yahoo!トラベル,るるぶトラベル,

56 北信 山ノ内町 下高井郡山ノ内町大字平穏4123-47 旅館はくら 0269-33-3315 "http://yudanaka-hakura.com/ 楽天トラベル,Yahoo!トラベル,その他【airbnb,booking.com】,

57 北信 山ノ内町 下高井郡山ノ内町夜間瀬11700-3 フォーシーズンホテルノース志賀 0269-33-7111 "http://www.h-north.co.jp/ じゃらんnet,楽天トラベル,一休.com,

58 北信 山ノ内町 下高井郡山ノ内町平穏7149-16 高天ヶ原ホテル 0269-34-2911 "http://www.takamagahara-hotel.co.jp/ じゃらんnet,楽天トラベル,Yahoo!トラベル,るるぶトラベル,一休.com,

59 北信 山ノ内町 下高井郡山ノ内町大字夜間瀬字大沢12377-17 奥志賀高原ホテル 0269-34-2034 "https://okushigakogen.com/ じゃらんnet,楽天トラベル,るるぶトラベル,一休.com,その他【ベネフィット・ワン、ゆこゆこネット、e宿】,

60 北信 山ノ内町 下高井郡山ノ内町大字平縄2218 湯本旅館 0269-33-2181 "http://www.sibu-yumoto.jp/ じゃらんnet,楽天トラベル,その他【Booking.com】,

61 北信 山ノ内町 下高井郡山ノ内町大字平穏2050 山一屋旅館 0269-33-3323 "https://www.tukimi.com じゃらんnet,楽天トラベル,その他【Booking.com】,

62 北信 山ノ内町 下高井郡山ノ内町大字平穏7148番地5 ホテル白樺荘 0269-34-3311 "https://www.shirakaba.co.jp じゃらんnet,楽天トラベル,その他【JTB】,

63 北信 山ノ内町 下高井郡山ノ内町大字平穏7148-5 アスペン志賀 0269-34-3700 "https://www.aspen-shiga.com/ 楽天トラベル,その他【Booking.com】,

64 北信 山ノ内町 下高井郡山ノ内町大字平穏3294 ホテル椿野 0269-33-3508 "https://www.tsubakino.com じゃらんnet,楽天トラベル,

65 北信 山ノ内町 下高井郡山ノ内町平穏2951-1 一茶のこみち美湯の宿 0269-33-4126 "http://yudanakaview.co.jp/ じゃらんnet,楽天トラベル,るるぶトラベル,

66 北信 山ノ内町 下高井郡山ノ内町大字平穏2202 歴史の宿金具屋 0269-33-3131 "http://www.kanaguya.com/ 楽天トラベル,

67 北信 山ノ内町 下高井郡山ノ内町大字平穏2201 癒しの湯かどや 0269-33-3221 "http://www.iyashinoyu-kadoya.com/ じゃらんnet,楽天トラベル,Yahoo!トラベル,るるぶトラベル,一休.com,その他【リラックス】,

68 北信 山ノ内町 下高井郡山ノ内町大字平穏1140-5 大陽館ヤマト屋 0269-33-2185 "https://www.sibu-yamatoya.com じゃらんnet,楽天トラベル,その他【Booking.com,agoda,expedia】,

69 北信 山ノ内町 下高井郡山ノ内町平穏2169 くつろぎの宿 丸善 0269-33-3235 "http://maruzen.moo.jp/ じゃらんnet,楽天トラベル,

70 北信 山ノ内町 下高井郡山ノ内町大字平穏7149 北アルプスを望む露天風呂の宿　ひがしだて 0269-34-2534 "https://www.higashidate.com

71 北信 山ノ内町 下高井郡山ノ内町大字平穏2219 一乃湯　果亭 0269-33-2101 "https://shibu-katei.jp/

72 北信 山ノ内町 下高井郡山ノ内町大字平穏7149 岩菅ホテル 0269-34-2334 "https://www.shigakogen.jp/iwasuge じゃらんnet,楽天トラベル,Yahoo!トラベル,

73 北信 山ノ内町 下高井郡山ノ内町大字平穏2095 政喜旅館 0269-33-2732 じゃらんnet,楽天トラベル,Yahoo!トラベル,るるぶトラベル,一休.com,

74 北信 山ノ内町 下高井郡山ノ内町大字夜間瀬11700番地220 ホテル竜王 0269-33-6211 じゃらんnet,楽天トラベル,Yahoo!トラベル,るるぶトラベル,一休.com,その他【ゆこゆこ】,

75 北信 山ノ内町 下高井郡山ノ内町大字平穏2941-50 ホテル星川館 0269-33-3482 "https://breezbay-group.com/hoshikawakan その他【Booking.com、Expedia、Airbnb】,

76 北信 山ノ内町 下高井郡山ノ内町大字平穏2925番地12 志なのや旅館 0269-33-3528 じゃらんnet,

77 北信 山ノ内町 下高井郡山ノ内町夜間瀬12377-27 ロッジ　やまのまにまに 0269-34-2261 "https://yamanomanimani.jp じゃらんnet,楽天トラベル,

78 北信 山ノ内町 下高井郡山ノ内町大字夜間瀬7083-3 プチホテルパディントンハウス 0269-33-5522 "http://paddington-house.com じゃらんnet,楽天トラベル,

79 北信 山ノ内町 下高井郡山ノ内町平穏3246-2 ホテルゆだなか 0269-33-5888 "https://www.yudanaka.com 楽天トラベル,るるぶトラベル,

80 北信 山ノ内町 下高井郡山ノ内町大字平穏7148 癒しの宿　幸の湯 0269-34-2902 https://www.sachinoyu.com/ じゃらんnet,楽天トラベル,Yahoo!トラベル,るるぶトラベル,一休.com,その他【Expedia】,

81 北信 山ノ内町 下高井郡山ノ内町夜間瀬11700-9 ホワイトイン北志賀 0269-33-64111 https://www.whiteinn-kitashiga.com その他【booking.com,Airbnb】,

82 北信 山ノ内町 下高井郡山ノ内町平穏2276 小澤屋旅館 0269-33-3575 http://www.ozawaya.com

83 北信 山ノ内町 下高井郡山ノ内町大字夜間瀬12377-24 シャレークリスチャニア 0269-34-2929 https://www.okushiga.com じゃらんnet,楽天トラベル,

84 北信 山ノ内町 下高井郡山ノ内町平穏7149 志賀スイスイン 0269-34-3456 https://www.swiss-inn.jp/ じゃらんnet,楽天トラベル,Yahoo!トラベル,るるぶトラベル,

85 北信 山ノ内町 下高井郡山ノ内町大字夜間瀬11700-24 T Hotel 竜王 0269-38-6777 http://thotel.jp/jp/ じゃらんnet,楽天トラベル,

86 北信 山ノ内町 下高井郡山ノ内町平穏2197 いかり屋旅館 0269-33-3168 https://ikariya2197.jimdofree.com/ じゃらんnet,楽天トラベル,Yahoo!トラベル,るるぶトラベル,一休.com,

87 北信 山ノ内町 下高井郡山ノ内町平穏7149 ホテルジャパン志賀 0269-34-2801 https://www.japanshiga.com/ じゃらんnet,楽天トラベル,Yahoo!トラベル,るるぶトラベル,一休.com,その他【Booking.com,Agoda,】,

88 北信 山ノ内町 下高井郡山ノ内町平穏7148 志賀の湯ホテル 0269-34-2431 http://www.shiganoyu.com/ じゃらんnet,楽天トラベル,Yahoo!トラベル,るるぶトラベル,その他【Booking.com,】,

89 北信 山ノ内町 下高井郡山ノ内町大字平穏7148 志賀高原ホテル一望閣 0269-34-2031 http://ichibokaku.jp/ じゃらんnet,楽天トラベル,るるぶトラベル,

90 北信 山ノ内町 下高井郡山ノ内町大字平穏1263-イ 天川荘 0269-33-2444 https://www.amagawaso.jp/ じゃらんnet,楽天トラベル,Yahoo!トラベル,るるぶトラベル,一休.com,

91 北信 山ノ内町 下高井郡山ノ内町大字平穏1410 上林ホテル仙壽閣 0269-33-3551 http://senjukaku.com/ じゃらんnet,楽天トラベル,るるぶトラベル,一休.com,

92 北信 山ノ内町 下高井郡山ノ内町平穏7148 熊の湯ホテル 0269-34-2311 http://www.kumanoyu.co.jp/ じゃらんnet,楽天トラベル,Yahoo!トラベル,るるぶトラベル,一休.com,

93 北信 山ノ内町 下高井郡山ノ内町大字平穏3109番地 まるか旅館 0269-33-3515 http://maruka.her.jp/ じゃらんnet,楽天トラベル,

94 北信 山ノ内町 下高井郡山ノ内町大字平穏3265 白雲楼旅館 0269-33-2505

95 北信 山ノ内町 下高井郡山ノ内町大字平穏3080番地 湯本旅館 0269-33-2141 https://yudanaka-yumoto.com/ 楽天トラベル,一休.com,

96 北信 山ノ内町 下高井郡山ノ内町大字平穏2905番地イ号 安代館 0269-33-2541 http://andaikan.com/ じゃらんnet,楽天トラベル,Yahoo!トラベル,るるぶトラベル,一休.com,その他【ゆこゆこ】,

97 北信 山ノ内町 下高井郡山ノ内町平穏1080 ひなの宿安楽荘 0269-33-2578

98 北信 山ノ内町 下高井郡山ノ内町12377-6 ホテルグランフェニックス奥志賀 0269-34-3611 https://www.hotelgrandphenix.co.jp/ じゃらんnet,楽天トラベル,Yahoo!トラベル,るるぶトラベル,

99 北信 山ノ内町 下高井郡山ノ内町大字平穏7149-16 ホテルタキモト 0269-34-2117 https://www.takimoto.in/ じゃらんnet,楽天トラベル,Yahoo!トラベル,るるぶトラベル,一休.com,

100 北信 山ノ内町 下高井郡山ノ内町大字平穏2299 山崎屋旅館 0269-33-3025 http://www.yamazakiya.com/ 楽天トラベル,るるぶトラベル,

101 北信 山ノ内町 下高井郡山ノ内町大字佐野2586-5 あぶらや燈千 0269-33-3333 https://www.aburaya-tousen.co.jp じゃらんnet,楽天トラベル,るるぶトラベル,その他【ホームページ】,

102 北信 山ノ内町 下高井郡山ノ内町平穏7148 ビワ池ホテル 0269-34-3011 http://www.shigakogen.jp/biwaike じゃらんnet,楽天トラベル,るるぶトラベル,

103 北信 山ノ内町 下高井郡山ノ内町大字平穏2286 ふじや旅館 0269-33-2443 じゃらんnet,楽天トラベル,Yahoo!トラベル,るるぶトラベル,一休.com,

104 北信 山ノ内町 下高井郡山ノ内町平穏7148 志賀高原の家グリーン 0269-34-2552 https://shiga-green.com じゃらんnet,楽天トラベル,
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105 北信 山ノ内町 下高井郡山ノ内町大字平穏2277 小石屋旅館 0269-38-0311 http://yadoroku.jp/koishiya/ じゃらんnet,楽天トラベル,

106 北信 山ノ内町 下高井郡山ノ内町大字平穏2296 和風の宿ますや 0269-33-2171 http://www.masuya-yushinan.com

107 北信 山ノ内町 下高井郡山ノ内町佐野2562 ホテル豊生 0269-33-3281 http://yudanaka-housei.com/ 楽天トラベル,

108 北信 山ノ内町 下高井郡山ノ内町大字平穏7149 ホテルサニー志賀 0269-34-2604 https://sunny-shiga.com じゃらんnet,その他【Booking.com】,

109 北信 山ノ内町 下高井郡山ノ内町平穏7149 志賀パークホテル 0269-34-2811 http://www.shiga-park.co.jp/ じゃらんnet,楽天トラベル,るるぶトラベル,

110 北信 山ノ内町 下高井郡山ノ内町平穏2941 ホテル水明館 0269-33-2168    0570-080-780 https://www.itoenhotel.com/suimeikan/ じゃらんnet,楽天トラベル,Yahoo!トラベル,るるぶトラベル,一休.com,その他【マイナビ,e宿,ベネフィット】,

111 北信 山ノ内町 下高井郡山ノ内町大字平穏7148 木戸池温泉ホテル 0269-34-2821 https://kidoike.com じゃらんnet,楽天トラベル,Yahoo!トラベル,るるぶトラベル,一休.com,その他【Booking.com,Agoda,リラックス他】,

112 北信 山ノ内町 下高井郡山ノ内町大字平穏3075 島屋旅館 0269-33-2151 http://shimaya-yudanaka.com/ じゃらんnet,楽天トラベル,Yahoo!トラベル,るるぶトラベル,一休.com,

113 北信 山ノ内町 下高井郡山ノ内町平隠2941 ホテル水明館 0269-33-2168     0570-080-780 https://www.itoenhotel.com/suimeikan/ じゃらんnet,楽天トラベル,Yahoo!トラベル,るるぶトラベル,一休.com,その他【マイナビ,e宿,ベネフィット】,

114 北信 山ノ内町 下高井郡山ノ内町大字夜間瀬7078 ホテル明幸 0269-33-1171 https://hotel-meiko.jp じゃらんnet,楽天トラベル,yahoo!トラベル,るるぶトラベル,一休.com,Relux,Booking.com,Expedia,AGODA,

115 北信 山ノ内町 下高井郡山ノ内町平隠2941 ホテル水明館 0269-33-2168     0570-080-780 https://www.itoenhotel.com/suimeikan/ じゃらんnet,楽天トラベル,Yahoo!トラベル,るるぶトラベル,一休.com,その他【マイナビ,e宿,ベネフィット】,

116 北信 小川村 上水内郡小川村瀬戸川909 ふるさとハウス　ビオトープ 026-217-5383

117 北信 小川村 上水内郡小川村稲丘4981 星と緑のロマン館 026-269-3789 https://www.ogawaromankan.net/ じゃらんnet,楽天トラベル,るるぶトラベル,その他【ゆこゆこネット】,

118 北信 小布施町 上高井郡小布施町小布施475-2 おぶせの風ユースホステル 026-247-4489 http://obusenokaze.travel.coocan.jp/ じゃらんnet,楽天トラベル,Yahoo!トラベル,るるぶトラベル,一休.com,

119 北信 小布施町 上高井郡小布施町大字雁田1311 小布施温泉　あけびの湯 026-247-4880 "https://obuse-akebinoyu.co.jp じゃらんnet,楽天トラベル,Yahoo!トラベル,るるぶトラベル,一休.com,その他【agoda,ベネフィット・ワン、booking.com,expedia】,

120 北信 小布施町 上高井郡小布施町小布施34 小布施の宿　フランス食堂ヴァンヴェール 026-247-5512 "http://obusenoyado.com/ じゃらんnet,楽天トラベル,一休.com,

121 北信 小布施町 上高井郡小布施町789番地1 プチホテル　ア・ラ・小布施 026-247-5050 https://www.ala-obuse.com/

122 北信 小布施町 上高井郡小布施町大字小布施815 桝一客殿 026-247-1111 https://www.kyakuden.jp 楽天トラベル,

123 北信 小布施町 上高井郡小布施町小布施」618-7 ゲストハウスまある 050-5328-1305 https://yado.maaru-obuse.com じゃらんnet,楽天トラベル,Yahoo!トラベル,るるぶトラベル,その他【ゆこゆこ,マイナビトラベル】,

124 北信 信濃町 上水内郡信濃町野尻3884-546 ペンション　風のうた 026-255-5843 "http://www.kazenouta.jp/ じゃらんnet,楽天トラベル,Yahoo!トラベル,るるぶトラベル,一休.com,

125 北信 信濃町 上水内郡信濃町大字古海字斑尾山3575-8 ホテル　タングラム 026-258-3511 "https://www.tangram.jp じゃらんnet,楽天トラベル,Yahoo!トラベル,るるぶトラベル,一休.com,

126 北信 信濃町 上水内郡信濃町大字古海字斑尾山3575-8 ホテル　ハーヴェスト斑尾 026-258-3611 "https://www.tangram.jp/hotel/harvest じゃらんnet,楽天トラベル,Yahoo!トラベル,るるぶトラベル,一休.com,その他【e宿】

127 北信 信濃町 上水内郡信濃町野尻3884-167 ペンションらんたん 026-255-6428 "https://kurohime-rantan.com じゃらんnet,楽天トラベル,

128 北信 信濃町 上水内郡信濃町古海3333-10 小さなホテル風小僧 026-258-3707 "http://www7.plala.or.jp/kazekozou0084/ じゃらんnet,楽天トラベル,

129 北信 信濃町 上水内郡信濃町大字古海字小内巻2388-15 和食の宿“一歩（てくてく）” 026-258-3545 "https://tekuteku-yado.com じゃらんnet,楽天トラベル,

130 北信 信濃町 上水内郡信濃町野尻3884-697 ペンション森のシンフォニー 026-255-4418 "http://morinosymphony.sakura.ne.jp/ じゃらんnet,楽天トラベル,Yahoo!トラベル,るるぶトラベル,一休.com,その他【ゆこゆこ,マイナビトラベル、e宿】,

131 北信 信濃町 上水内郡信濃町野尻1848 ラボランドくろひめ 026-255-5723 "https://www.laboland.jp/ じゃらんnet,楽天トラベル,Yahoo!トラベル,るるぶトラベル,一休.com,その他【Booking.com,Expedia】,

132 北信 信濃町 上水内郡信濃町大字野尻261番地 宮川旅館＋コハクテラス 026-258-2501 "http://miyagawaryokan.com/

133 北信 信濃町 上水内郡信濃町野尻3884-675 ペンション　ミルキーハウス 026-255-4603 "http://www17.plala.or.jp/milki/ じゃらんnet,楽天トラベル,Yahoo!トラベル,るるぶトラベル,

134 北信 信濃町 上水内郡信濃町野尻3884-766 ログペンションセシルクラブ 026-255-6180 "http://www.cecilclub.com 楽天トラベル,

135 北信 信濃町 上水内郡信濃町野尻2105-2 ペンション黒姫高原ふふはり亭 026-217-5803 https://fuwari-tei.com/ じゃらんnet,

136 北信 信濃町 上水内郡信濃町野尻3884-246 和風ペンンション　ことりの樹 026-262-1718 http://kotorinoki.com/

137 北信 信濃町 上水内郡信濃町柏原4951-10 コテージログハウスGOO！ 026-255-2989 https://gooi90.wixsite.com/gooweb じゃらんnet,楽天トラベル,Yahoo!トラベル,一休.com,

138 北信 信濃町 上水内郡信濃町柏原4289-140 ロッヂ橅（ロッジぶな） 026-255-6687 http://bunatree.o.oo7.jp/

139 北信 信濃町 上水内郡信濃町大字野尻3884-684 五岳庵 026-217-7487 じゃらんnet,楽天トラベル,るるぶトラベル,その他【日本秘湯を守る会】,

140 北信 信濃町 上水内郡信濃町野尻3884－695 ペンションもぐ 026-255-5424 http://mogu.p1.bindsite.jp/ じゃらんnet,楽天トラベル,Yahoo!トラベル,るるぶトラベル,一休.com,その他【ゆこゆこ、リラックス】,

141 北信 信濃町 上水内郡信濃町野尻2184-4 ロッジオークランド 026-255-5309 http://hot-oakland.jp/ じゃらんnet,楽天トラベル,るるぶトラベル,一休.com,

142 北信 信濃町 上水内郡信濃町野尻2014-2 ホテル若月 026-255-2577 http://hotelwakatsuki.com/ じゃらんnet,楽天トラベル,

143 北信 信濃町 上水内郡信濃町大字野尻53-1 リゾートハウス　スピンネーカー 026-258-3232 http://www.ngn.janis.or.jp/~spin/ じゃらんnet,楽天トラベル,

144 北信 信濃町 上水内郡信濃町野尻379-2 ゲストハウスLAMP 026-258-2978 https://lamp-guesthouse.com/ その他【Booking.com,Airbnb】,

145 北信 須坂市 須坂市大字仁礼峰の原3153-885 ペンションスタートライン 0268-74-3538 "https://oldriver4.wixsite.com/startline じゃらんnet,楽天トラベル,

146 北信 須坂市 須坂市仁礼峰の原3153-726 ペンションきら星 0268-74-3644 "https://www.p-kirabosi.jp 楽天トラベル

147 北信 須坂市 須坂市仁礼峰の原3153-596 奥山ペンション　ラディッシュ 0268-74-2722 "http://www16.plala.or.jp/okupen/ じゃらんnet,楽天トラベル,Yahoo!トラベル,るるぶトラベル,

148 北信 須坂市 須坂市大字仁礼3153-700 うどの　ペンション 0268-74-2725 じゃらんnet,楽天トラベル,

149 北信 須坂市 須坂市大字仁礼3153-604 ペンション　ハイジ・ホフ 0268-74-3133 "http://hedihof.art.coocan.jp/ じゃらんnet,楽天トラベル,

150 北信 須坂市 須坂市大字仁礼3153-597 ペンション　ハーフトーン "https://www.pensionhalftone.com じゃらんnet,Yahoo!トラベル,るるぶトラベル,一休.com,その他【日本秘湯を守る会予約サイト】,

151 北信 須坂市 須坂市仁礼3153-276 ペンション　さすらいの自由飛行館 0268-61-7535 "http://www.y2jam.com/

152 北信 須坂市 須坂市仁礼3153-721 ペンション　ガーデンストーリー 0268-74-2728 "https://www.janis.or.jp/users/v.yama/ じゃらんnet,楽天トラベル,Yahoo!トラベル,るるぶトラベル,一休.com,その他【Expedia,Booking.com,Airbnb】,

153 北信 須坂市 須坂市仁礼峰の原3153-877 ペンションコンパス 0268-74-3343 "http://compass5.info/

154 北信 須坂市 須坂市仁礼3153-927 ペンション&レストランHIROSTRADA 0268-74-3432 "http://hirostrada.com/

155 北信 須坂市 須坂市大字仁礼峰の原3153-719 ペンションふくなが 0268-74-2729 "http://www.tim.hi-ho.ne.jp/kfukunaga/ じゃらんnet,楽天トラベル,

156 北信 須坂市 須坂市仁礼町峰の原3153-972 ロッジやまぼうし 0268-74-1250 "http://www.yamaboushi.biz じゃらんnet,楽天トラベル,るるぶトラベル,その他【Booking.com,】,
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157 北信 須坂市 須坂市仁礼3153-595 KONG 0268-74-1063 "http://www.kong-minenohara.com/

158 北信 須坂市 須坂市大字仁礼3153-271 ペンション　ぷれじーる 0268-74-3609 "https://nekodake.com じゃらんnet,楽天トラベル,Yahoo!トラベル,るるぶトラベル,一休.com,

159 北信 須坂市 須坂市仁礼3153-927 ペンション＆レストラン　HIROSTRADA 0268-74-3432 "http://hirostrada.com/

160 北信 須坂市 須坂市大字仁礼字峰の原3153-3 時空の杜 0268-71-5691 "http://www.soramori.info

161 北信 須坂市 須坂市大字仁礼3153-436 ペンション白いつばさ 0268-74-0210 https://hpdsp.jp/siroitubasa/ じゃらんnet,楽天トラベル,るるぶトラベル,

162 北信 須坂市 須坂市大字仁礼3153-598 富田ペンション 0268-74-2120 http://hapopami.wixsite.com/tomita 楽天トラベル,その他【Booking.com、Airbnb】,

163 北信 須坂市 須坂市南横町1629 四明館 026-245-0707 じゃらんnet,楽天トラベル,その他【Booking.com,】,

164 北信 須坂市 須坂市大字仁礼3153-572 ペンションきのこ 0268-74-2350 http://www.ued.janis.or.jp/~bori/ じゃらんnet,

165 北信 須坂市 須坂市大字仁礼3153-733 ペンション四季 0268-74-2736 じゃらんnet,楽天トラベル,るるぶトラベル,

166 北信 須坂市 須坂市大字仁礼3153-862 ペンションファンタイム 0268-74-3033 http://www.pensionfuntime.jp/ 楽天トラベル,

167 北信 須坂市 須坂市大字小山1番地 福寿荘 026-245-5701 じゃらんnet,楽天トラベル,Yahoo!トラベル,るるぶトラベル,一休.com,その他【ゆこゆこ,トクートラベル】,

168 北信 須坂市 須坂市大字仁礼3153番地54 ベル・フレール鈴蘭舘 0268-74-2079 http://suzurankan.com/ じゃらんnet,

169 北信 須坂市 須坂市大字仁礼3153-720 ペンションマウンテンパパ 0268-74-2730 https://www.mtpapa.jp じゃらんnet,楽天トラベル,Yahoo!トラベル,るるぶトラベル,

170 北信 須坂市 須坂市大字仁礼峰の原3153-728 ペンション　ぶらんこ 0268-74-2798 じゃらんnet,

171 北信 須坂市 須坂市に礼峰の原3153-723 ペンション　のいちご 0268-74-2693 http://noichigo.la.coocan.jp

172 北信 須坂市 須坂市日滝5414 須坂温泉　古城荘 026-245-1460 https://kojousou.co.jp じゃらんnet,楽天トラベル,yahoo!トラベル,るるぶトラベル,一休.com,

173 北信 須坂市 須坂市大字仁礼3153-285 ペンションホワイトイーグル 0268-74-2697 http://whiteeagle.my.coocan.jp/ じゃらんnet,楽天トラベル,

174 北信 千曲市 千曲市上山田温泉1-37-1 ホテル亀屋本店 026-275-1002 "https://www.kameya-honten.co.jp/ booking.com,  hostelworld agoda

175 北信 千曲市 千曲市上山田温泉3-55-1 旅亭たかの 026-275-1002　　(本社ホテル亀屋本店）　　　　026-276-3001 （現地） "https://www.ryotei-takano.jp じゃらんnet,楽天トラベル,Yahoo!トラベル,  るるぶトラベル,一休.com 等

176 北信 千曲市 千曲市上山田温泉2-24-7 旬樹庵　菊水 026-276-5858 "https://kikusui-web.com じゃらんnet,楽天トラベル,Yahoo!トラベル,るるぶトラベル,一休.com,その他【Ozmall,Relux】　

177 北信 千曲市 千曲市上山田温泉1丁目38-1 民芸の宿　中央ホテル 026-275-3322 "https://chuo-hotel.net じゃらんnet,楽天トラベル,

178 北信 千曲市 千曲市上山田温泉1-59-1 小石の湯 正明館 026-275-2354 じゃらんnet,楽天トラベル,るるぶトラベル,

179 北信 千曲市 千曲市上山田温泉1-74-11 玉の湯 026-261-0324 "http://www.tamanoyu-nagano.com/ じゃらんnet,

180 北信 千曲市 千曲市上山田温泉2-9-6 ホテル圓山荘 026-275-1119 "http://www.marusansou.com じゃらんnet,楽天トラベル,Yahoo!トラベル,るるぶトラベル,一休.com,

181 北信 千曲市 千曲市上山田温泉2丁目32番地5 梅むら旅館 026-275-3036 "https://uguisutei.com じゃらんnet,楽天トラベル,Yahoo!トラベル,るるぶトラベル,一休.com,

182 北信 千曲市 千曲市戸倉温泉3055番地 しげの家 026-275-1713 "http://www.shigenoya.co.jp 楽天トラベル,Yahoo!トラベル,るるぶトラベル,一休.com,

183 北信 千曲市 千曲市上山田温泉1-33-4 遊子千曲館 026-275-1111 "https://chikumakan.co.jp/ じゃらんnet,楽天トラベル,Yahoo!トラベル,

184 北信 千曲市 千曲市上山田温泉2-30-3 山風荘 026-275-1262 "http://www.sanpusou.com/ じゃらんnet,楽天トラベル,Yahoo!トラベル,るるぶトラベル,一休.com,

185 北信 千曲市 千曲市上山田温泉2-33-9 旬樹庵若の湯 026-275-1560 "https://www.wakanoyu.com じゃらんnet,楽天トラベル,るるぶトラベル,

186 北信 千曲市 千曲市上山田温泉1-31-3 荻原館 026-275-1018 "https://www.ogiwarakan.com じゃらんnet,楽天トラベル,Yahoo!トラベル,るるぶトラベル,一休.com,

187 北信 千曲市 千曲市戸倉温泉3055-28 あさひ倶楽部 026-285-0636 "http://togura-asahi.com/ じゃらんnet,楽天トラベル,

188 北信 千曲市 千曲市上山田温泉2-22-9 天然温泉に入れるホテルグリーンプラザ 026-276-7111 "https://www.green-plaza.jp じゃらんnet,楽天トラベル,

189 北信 千曲市 千曲市上山田温泉3-12-2 天然温泉付きホテルプラトン 026-275-5111 "https://www.hotel-platon.jp じゃらんnet,楽天トラベル,その他【Booking-com,expedia】,

190 北信 千曲市 長野県千曲市上山田温泉2丁目32番地5 梅むら旅館うぐいす亭 026-275-3036 "https://uguisutei.com じゃらんnet,楽天トラベル,Yahoo!トラベル,るるぶトラベル,一休.com,その他【Booking.com,Expedia】,

191 北信 千曲市 千曲市上山田温泉1-69-3 上山田ホテル 026-275-1005 "https://www.kamiyamada.com じゃらんnet,楽天トラベル,るるぶトラベル,

192 北信 千曲市 千曲市上山田温泉1-39-3 旬樹庵　柏屋 026-275-2211 "https://yumoto-kashiwaya.com じゃらんnet,楽天トラベル,るるぶトラベル,

193 北信 千曲市 千曲市大字磯部1089 湯の宿　福寿草 026-275-0171 "http://www.fukujusou.co.jp/ じゃらんnet,楽天トラベル,

194 北信 千曲市 千曲市八幡3067 ホテルうづらや 026-272-1008 "https://uzuraya.net/ じゃらんnet,楽天トラベル,Yahoo!トラベル,るるぶトラベル,一休.com,その他【ベストリザーブ、リロクラブ、Booking.com】,

195 北信 千曲市 千曲市上山田温泉2-15-1 亀清旅館 026-275-1032 "http://www.kamesei.jp/ じゃらんnet,楽天トラベル,Yahoo!トラベル,るるぶトラベル,一休.com,

196 北信 千曲市 千曲市上山田温泉2-32-11 ホテル雄山 026-275-2333 "https://www.yuuzan.jp じゃらんnet,楽天トラベル,

197 北信 千曲市 千曲市上山田温泉1-69-1 有田屋旅館 026-275-1006 http://aritaya.net/ じゃらんnet,楽天トラベル,Yahoo!トラベル,るるぶトラベル,一休.com,

198 北信 千曲市 千曲市上山田温泉2-29-9 ホテル晴山 026-275-1201 https://www.hotelseizan.com/ 楽天トラベル,

199 北信 千曲市 千曲市戸倉温泉3055 戸倉温泉　笹屋ホテル 0120-000338,026-275-0338 https://www.sasaya.co.jp/ じゃらんnet,楽天トラベル,るるぶトラベル,一休.com,

200 北信 千曲市 千曲市大字戸倉温泉3055 戸倉ホテル 026-275-2019 じゃらんnet,楽天トラベル,Yahoo!トラベル,るるぶトラベル,一休.com,その他【Booking.com,Agoda,】,

201 北信 千曲市 千曲市戸倉温泉3055 リバーサイド上田館 026-275-1881   0570-081-780 https://www.itoenhotel.com/uedakan/ じゃらんnet,楽天トラベル,Yahoo!トラベル,るるぶトラベル,一休.com,その他【マイナビ,e宿,ベネフィット】,

202 北信 千曲市 千曲市上山田温泉2丁目2番地2 信州の湯清風園 026-275-1016 https://www.seifuen.co.jp

203 北信 中野市 中野市金井530 ゲストハウスかのか 0269-38-1622 http://ghkanoka.com

204 北信 長野市 長野市県町528-1 THE　SAIHOKUKAN　HOTEL 026-235-3333 "https://www.saihokukan.com じゃらんnet,楽天トラベル,Yahoo!トラベル, るるぶトラベル,一休.com

205 北信 長野市 長野市元善光寺484 地蔵館　松屋旅館 026-232-2811 "https://matsuyaryokan.jp じゃらんnet,楽天トラベル,Yahoo!トラベル,るるぶトラベル,一休.com,その他【BOOKing.com,Agoda】,

206 北信 長野市 長野市元善町462 淵之坊 026-232-3669 "https://fuchinobo.or.jp/ じゃらんnet,楽天トラベル,Yahoo!トラベル,るるぶトラベル,一休.com,その他【agoda、Bookig、Expedia、マイナビ】,

207 北信 長野市 長野市篠ノ井小松原2475 中尾山温泉　松仙閣 026-292-2343 "https://www.shyosenkaku.co.jp じゃらんnet,楽天トラベル,Yahoo!トラベル,るるぶトラベル,一休.com,

208 北信 長野市 長野市南千歳1丁目28番3号 長野東急REIホテル 026-223-1090 "https://www.tokyuhotels.co.jp/nagano-r

4



ディスカバー信州県民応援割　長野県民支えあい観光キャンペーン

宿泊登録施設一覧（北信）
更新日：6月30日（火）

No. エリア 市町村 住所 宿泊施設名 予約番号 ホームページ OTA(オンライン・トラベル・エージェント）

ファミリーマートで宿泊割引クーポンを購入し、対象施設に予約（施設へ直接の予約・オンライン予約サイト等）してお出かけください。ＯＴＡは参考情報として掲載しておりますが、宿泊施設でお支払い頂く現地決済のみ対象となりますので、ご注意ください。

詳しくは「宿泊割＋観光クーポン　購入方法・ご利用方法」（https://nagano-sasaeai.com/purchase/index.html）をご覧ください。

また、宿泊割引については、旅行会社でも取り扱っておりますので、対象旅行会社（https://nagano-sasaeai.com/files/list_r.pdf）へお問合せください。

209 北信 長野市 長野市松代町西寺尾1372-1 ロイヤルホテル長野 026-278-1811 "https://www.daiwaresort.jp/nagano/ じゃらんnet,楽天トラベル,るるぶトラベル,一休.com,

210 北信 長野市 長野市南千歳町828 NEW　NAGANO　NeXT 026-227-7200 "https://www.newnagano.com じゃらんnet,楽天トラベル,

211 北信 長野市 長野市西町1048 1166バックパッカーズ 026-217-2816 "https://1166bp.com/ じゃらんnet,楽天トラベル,Yahoo!トラベル,るるぶトラベル,一休.com,

212 北信 長野市 長野市南石堂町1346番地 ホテルメトロポリタン長野 026-291-7000 "https://nagano.metropolitan.jp/ じゃらんnet,楽天トラベル,るるぶトラベル,その他【ゆこゆこ】,

213 北信 長野市 長野市戸隠3503 中谷旅館 026-254-2533 "https://www.nakataniryokan.com/ 楽天トラベル,Yahoo！トラベル,るるぶトラベル,一休.com,

214 北信 長野市 長野市南石堂町1315-8 東横イン長野駅善光寺口 026-228-1045 "https://www.toyoko-inn.com/search/detail/00212 じゃらんnet,楽天トラベル,Yahoo!トラベル,るるぶトラベル,一休.com,その他【エクスペディア,マイナビ】,

215 北信 長野市 長野市南石堂町1426番地 Mash Café ＆ Bed NAGANO 026-217-0606 "https://nagano.mashcafe-bed.com/ じゃらんnet,楽天トラベル,Yahoo!トラベル,るるぶトラベル,一休.com,その他【ベストリザーブ】,

216 北信 長野市 長野市信州新町日原西300-1 さぎり荘 026-264-2103 "http://sagirisou.com/ じゃらんnet,楽天トラベル,Yahoo!トラベル,るるぶトラベル,

217 北信 長野市 長野市門沢5299 信州天空resort ALCADIA~ふたつとない景色～ 026-239-1122 "https://arcadia.eternal-story.com/ じゃらんnet,楽天トラベル,るるぶトラベル,

218 北信 長野市 長野市中条日下野5286 やきもち家 026-267-2641 "https://やきもち家.com/ じゃらんnet,楽天トラベル,るるぶトラベル,一休.com,その他【宿シス】,

219 北信 長野市 長野市中御所1-6-2 森と水バックパッカーズ 026-217-5188 "https://www.morimizu.net/ じゃらんnet,楽天トラベル,るるぶトラベル,一休.com,その他【ゆこゆこ】,

220 北信 長野市 長野市東鶴賀49-3 ホテルトレンド長野 026-233-2800 "https://hotel-trend.jp/nagano/ じゃらんnet,楽天トラベル,一休.com,

221 北信 長野市 長野市県町576 ホテル国際21 026-234-1111 "http://www.kokusai21.jp/ じゃらんnet,楽天トラベル,Yahoo!トラベル,るるぶトラベル,一休.com,その他【】,

222 北信 長野市 長野市東後町2番地1 GUESTHOUSE PISE 090-1588-9965 "http://nagano-guesthouse.com/

223 北信 長野市 長野市大字南長野妻科962 裾花峡温泉　うるおい館 026-237-4126 "https://uruoikan.com じゃらんnet,楽天トラベル,Yahoo!トラベル,るるぶトラベル,

224 北信 長野市 長野市戸隠3425 神原旅館 026-254-2006 "https://shukubou-kanbara.com/ じゃらんnet,楽天トラベル,

225 北信 長野市 長野市大字南長野諏訪町506 DOT HOUSE NAGANO 080-4724-1717 "https://dothostel-nagano.com/dothousenagano/ じゃらんnet,楽天トラベル,Yahoo!トラベル,るるぶトラベル,その他【ゆこゆこ、Booking.com、Expadia】,

226 北信 長野市 長野市戸隠3661-2 戸隠小舎 026-254-3333 "http://www.tgk.janis.or.jp/~togakoya/ じゃらんnet,楽天トラベル,Yahoo!トラベル,るるぶトラベル,一休.com,

227 北信 長野市 長野市戸隠2164 武井旅館 026-254-2520 "https://takeiryokan.jp じゃらんnet,楽天トラベル,るるぶトラベル,

228 北信 長野市 長野市南千歳2-17-1 チサングランド長野 026-264-6000 "https://www.solarehotels.com/hotel/nagano/chisungrand-nagano/ じゃらんnet,楽天トラベル,るるぶトラベル,

229 北信 長野市 長野市東之門町379 DOT　HOSTEL 026-219-6769 https://dothostel-nagano.com じゃらんnet,楽天トラベル,Yahoo!トラベル,

230 北信 長野市 長野市問御所町1221 ホテルJALシティ長野 026-225-1131 https://www.nagano.jalcity.co.jp/ じゃらんnet,楽天トラベル,一休.com,その他【Relux,らくだ倶楽部】,

231 北信 長野市 長野市戸隠3637-6 山小舎まるや 026-254-2288 じゃらんnet,楽天トラベル,

232 北信 長野市 長野市南千歳2-8-5 ホテルナガノアベニュー 026-223-1123 https://www.naganoavenue.com/ じゃらんnet,楽天トラベル,Yahoo!トラベル,るるぶトラベル,一休.com,その他【Relux,Booking.com,Expedia,Agoda,Ctrip,ゆこゆこ】,

233 北信 長野市 長野市戸隠豊岡10044-14 ペンションこまくさ 026-254-2806 http://www.p-komakusa.com/

234 北信 長野市 長野市戸隠3245 民宿りんどう 026-254-2094 http://m-rindou.com/ じゃらんnet,楽天トラベル,るるぶトラベル,一休.com,

235 北信 長野市 長野市戸隠豊岡10044-10 ペンションころぼっくす 026-254-3148 http://corovox.com/ じゃらんnet,楽天トラベル,Yahoo!トラベル,るるぶトラベル,

236 北信 長野市 長野市戸隠3354 宿坊　極意 026-254-2044 http://egokui.com/

237 北信 長野市 長野市大字長野大門町49 中央館　清水屋旅館 026-232-2580 http://www.chuoukan-shimizuya.com/ その他【Booking.com,Expedia,アップオン】,

238 北信 長野市 長野市大字上ヶ屋2471-2873 ロッジ山の音 026-239-2001 http://www.yamanooto.com/ じゃらんnet,楽天トラベル,Yahoo!トラベル,るるぶトラベル,一休.com,

239 北信 長野市 長野市箱清水3-23-50 山の神温泉 026-234-3277 http://yamanokami.jp/ じゃらんnet,楽天トラベル,

240 北信 長野市 長野市戸隠2167 宮本旅館 026-254-2058 http://www.miyamotoryokan.com/ じゃらんnet,楽天トラベル,Yahoo!トラベル,るるぶトラベル,一休.com,

241 北信 長野市 長野市北石堂町1373-1 天然温泉善光の湯ドーミーイン長野 026-291-5489 https://www.hotespa.net/hotels/nagano/ じゃらんnet,楽天トラベル,Yahoo!トラベル,るるぶトラベル,一休.com,その他【ゆこゆこ】,

242 北信 長野市 長野市末広町1362 ホテルアベスト長野駅前 026-227-2122 https://www.ikemon.com/ じゃらんnet,楽天トラベル,るるぶトラベル,

243 北信 長野市 長野市戸隠3249 やまかね荘 026-254-2232 じゃらんnet,楽天トラベル,

244 北信 長野市 長野市大字鶴賀上千歳町1177-3 スマイルホテル長野 026-226-3211 https://smile-hotels.com/ じゃらんnet,楽天トラベル,Yahoo!トラベル,るるぶトラベル,一休.com,その他【Booking.com,】,

245 北信 長野市 長野市戸隠3632 白樺荘 026-254-2160 http://www.sirakabaso.com/ OTA

246 北信 長野市 長野市戸隠3515-1 旧本坊 久山館 026-254-2311 https://hisayamakan.com じゃらんnet,楽天トラベル,

247 北信 長野市 長野市戸隠3386 二澤旅館 026-254-2015 http://www.plala.or.jp/50t2zawa.inn/ じゃらんnet,楽天トラベル,

248 北信 長野市 長野市戸隠3666-8 ヒュッテこぶし 026-254-2175 http://www.tgk.janis.or.jp/~kobushi/ じゃらんnet,楽天トラベル,Yahoo!トラベル,るるぶトラベル,一休.com,その他【Booking.com,Agoda,】,

249 北信 長野市 長野市戸隠3656 森の宿　めるへん 026-254-2081 http://www.tgk.janis.or.jp/~marchen/ じゃらんnet,楽天トラベル,Yahoo!トラベル,るるぶトラベル,一休.com,

250 北信 長野市 長野市戸隠2126 宿屋　白金家 026-254-2253 https://www.yadoya-shiroganeya.com じゃらんnet,楽天トラベル,Yahoo!トラベル,るるぶトラベル,一休.com,その他【マイナビトラベル】,

251 北信 長野市 長野市大字鶴賀字草間平1613番地 松代荘 026-278-2596 https://matusirosou.com じゃらんnet,楽天トラベル,

252 北信 長野市 長野市鶴賀高畑752-8 ホテルメルパルク長野 026-225-7800 https://www.mielparque.jp/nagano/ じゃらんnet,楽天トラベル,Yahoo!トラベル,るるぶトラベル,一休.com,その他【Booking.com】,

253 北信 長野市 長野市戸隠3682 ロッヂ飯島 026-254-2155

254 北信 長野市 長野市戸隠豊岡2737-9 ペンションピオレ 026-254-3045 http://piore.com/ じゃらんnet,楽天トラベル,

255 北信 長野市 長野市松代町504 松代ゲストハウス布袋屋 026-214-2837 http://hotei-ya.net/

256 北信 長野市 長野市松代町松代84 ゲストハウス　マツシロウォーカーズ 026-274-5142 http://matsushiro-walkers.com 楽天トラベル,その他【hoetelworld　Airbnb】,

257 北信 長野市 長野市戸隠3671-2 ペンションあぜりあ 026-254-2236 https://p-azalea.com/# 楽天トラベル,

258 北信 長野市 長野市上ヶ屋2471-2225 ペンションドルチェ 026-239-2200 http://www.ngn.janis.or.jp/~dolce/ じゃらんnet,楽天トラベル,

259 北信 長野市 長野市戸隠2351 宿坊　福岡旅館 026-254-3044 http://www.togakushi-fukuoka.com/ じゃらんnet,楽天トラベル,るるぶトラベル,

260 北信 長野市 長野市戸隠2332 越志旅館 026-254-2007 https://www.oshiryokan.com/ じゃらんnet,
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261 北信 長野市 長野市戸隠3373番地 武井旅館 026-254-2016 http://www.tgk.janis.or.jp/~takei/ その他【Booking.com】,

262 北信 長野市 長野市鬼無里日影8855 鬼無里の湯ホテル＆コテージ 026-256-2140 http://kinasanoyu.com/ じゃらんnet,楽天トラベル,

263 北信 長野市 長野市若穂保科203番地 郷の森 070-3961-8244 https://www.satonomori.shop

264 北信 長野市 長野市戸隠3507-10 シャレー戸隠 026-254-2099 じゃらんnet,楽天トラベル,るるぶトラベル,その他【近畿日本e宿,ゆこゆこ】,

265 北信 長野市 長野市中御所岡田町131-4 公立学校共済組合長野宿泊所ホテル信濃路 026-226-5212 http://www.hotel-shinanoji.com 楽天トラベル,

266 北信 長野市 長野市戸隠3363番地イ 高山坊 026-254-2332 https://takayamabou.com/

267 北信 長野市 長野市上ケ屋2471-2998 ペンション遊山 026-239-3351 http://yuuzann.com/ じゃらんnet,楽天トラベル,

268 北信 長野市 長野市戸隠2336 諏訪旅館 026-254-2018 https://www.enmeiin-suwa.com/

269 北信 長野市 長野市戸隠3684番地1 山の庭　タンネ 026-254-2359 http://tanne-alpin.sakura.ne.jp/

270 北信 長野市 長野市戸隠2157 お宿　富岡 026-254-2019 https://oyado-tomioka.com じゃらんnet,楽天トラベル,その他【Ozmal,Booking.com,Relux,イーウェル,ベネフィットワン】,

271 北信 長野市 長野市戸隠3507-89 ヒュッテ　ハニカム 026-254-3278 https://www.huttehoneycomb.com じゃらんnet,

272 北信 長野市 長野市戸隠3642-3 ぴあろっきー 026-254-2560 http://piarocky.com/ じゃらんnet,楽天トラベル,Yahoo!トラベル,るるぶトラベル,一休.com,その他【booking.com】,

273 北信 長野市 長野市戸隠3507-80 LODGE　ぴこ 026-254-3806 http://lodgepico.com じゃらんnet,楽天トラベル,Yahoo!トラベル,るるぶトラベル

274 北信 長野市 長野市戸隠3489 戸隠山宿坊　武田旅館 026-254-2029 http://www.takedaryokan.sakura.ne.jp/ じゃらんnet,楽天トラベル,

275 北信 長野市 長野市戸隠3360 辻旅館 026-254-2337 http://oumeitei.net 楽天トラベル

276 北信 長野市 長野市戸隠3507-92 山小屋どんぐり 026-254-2293 http://donguri.lilimilkth.com/ Airbnb

277 北信 長野市 長野市戸隠3694 戸隠キャンプ場 026-254-3581 https://www.togakusi.com/camp/ 近畿日本ツーリスト

278 北信 飯綱町 上水内郡飯綱町大字川上2755-46 ペンションハロー・ララ！ 026-253-7869 "http://hallolala.com/

279 北信 飯綱町 上水内郡飯綱町川上2755-946 上倉荘 026-253-2317 "https://kamikurasou.com/ じゃらんnet,楽天トラベル,るるぶトラベル,一休.com,その他【ベストリザーブ、マイナビ、アユーター、Booking.com、エクスペディア、ダイレクトイン】,

280 北信 飯綱町 上水内郡飯綱町大字川上2755 マウンテン・ヴィラ　タキハウス 026-253-3198 http://www.dia.janis.or.jp/~mv.taki/ じゃらんnet,楽天トラベル,Yahoo!トラベル,るるぶトラベル,一休.com,その他【Booking.com　Agoda　Expedia】,

281 北信 飯山市 飯山市大字飯山八坊塚11488 斑尾高原ホテル 0269-64-3311 "http://madarao.jp/hotel じゃらんnet,Yahoo!トラベル,一休.com,その他【ベネフィット・ワン】,

282 北信 飯山市 飯山市大字豊田7024番地ロ シュライン新宅 0269-65-2138 "http://www.shurain.com/ じゃらんnet,楽天トラベル,Yahoo!トラベル,るるぶトラベル,一休.com,

283 北信 飯山市 飯山市豊田6411 piste11 0269-65-2123 "http://www.miy.janis.or.jp/~piste11/ じゃらんnet,

284 北信 飯山市 飯山市大字豊田7159 中屋敷 0269-65-2651 楽天トラベル,

285 北信 飯山市 飯山市大字豊田6790-1 福寿草 0269-65-2211 "https://fukujuso.net/ じゃらんnet,楽天トラベル,るるぶトラベル,

286 北信 飯山市 飯山市豊田4684 グリーントップBanBa 0269-65-2469 じゃらんnet,楽天トラベル,その他【Booking.com】,

287 北信 飯山市 飯山市大字飯山11492-182 ペンション　まろうど 0269-64-3768 "https://www.madarao-maroudo.com じゃらんnet,楽天トラベル,るるぶトラベル,

288 北信 飯山市 飯山市大字飯山8989 山の湯旅館 0269-62-2423 じゃらんnet,

289 北信 飯山市 飯山市大字豊田6455 戸狩温泉サンヴェルデ 0269-65-2107

290 北信 飯山市 飯山市大字豊田6724 ムーンベイ25 0269-65-2072

291 北信 飯山市 飯山市豊田7118 トガリハイランド白樺 0269-65-2152 "http://www.togari-hs.com じゃらんnet,楽天トラベル,Yahoo!トラベル,るるぶトラベル,一休.com,

292 北信 飯山市 飯山市南町29-21 御宿飯山館 0269-62-2022 "http://www12.plala.or.jp/iiyamakan/ じゃらんnet,楽天トラベル,Yahoo!トラベル,るるぶトラベル,一休.com,

293 北信 飯山市 飯山市大字飯山1213 ホテル　ほていや 0269-62-3128 "http://www.hotel-hoteiya.com/ じゃらんnet,楽天トラベル,

294 北信 飯山市 飯山市大字豊田7171番地 ビレッジヒル壽番館 0269-65-3098 "http://www.juvankan.com/ じゃらんnet,楽天トラベル,Yahoo!トラベル,るるぶトラベル,一休.com,

295 北信 飯山市 飯山市大字豊田5291 田舎の小宿・蕎麦かにさわ 0269-65-2163 http://www.bellforest.jp/ じゃらんnet,楽天トラベル,るるぶトラベル,その他【e宿】,

296 北信 飯山市 飯山市大字飯山11492-377 ホテルシルクイン斑尾 0269-64-3241 https://www.silk-in.net じゃらんnet,

297 北信 飯山市 飯山市大字豊田5509 四季彩の宿かのえ 0269-65-4570 https://www.kanoe.jp じゃらんnet,楽天トラベル,るるぶトラベル,

298 北信 飯山市 飯山市照岡1571-15 なべくら高原・森の家 0269-69-2888 http://www.nabekura.net/ じゃらんnet,楽天トラベル,その他【Booking.com】,

299 北信 飯山市 飯山市大字豊田7197 ロッジフォーシーズン 0269-65-2113 http://www.0269652113.com/ じゃらんnet,楽天トラベル,るるぶトラベル,

300 北信 飯山市 飯山市斑尾高原11492-244 斑尾エルムペンション 0269-64-3505 http://madaraoelm.com/ 楽天トラベル,

301 北信 飯山市 飯山市斑尾高原1101-7 アネックスアブラヤ 0269-64-3664 https://annex-aburaya.com/ じゃらんnet,楽天トラベル,Yahoo!トラベル,るるぶトラベル,一休.com,その他【Booking.com,Expedia　他】,

302 北信 飯山市 飯山市大字豊田6975-2 プチメゾン　シンフォニー 0269-65-2145

303 北信 飯山市 飯山市大字豊田5480 Hunters Gate（ハンターズゲート） 070-4140-1016 https://www.huntersgatelodge.com/ja 一休.com,

304 北信 飯山市 飯山市大字飯山11492-196 斑尾観光ホテル 0269-64-3216 https://madarao-kanko.com 楽天トラベル,その他【Face book】,

305 北信 飯山市 飯山市大字瑞穂7332番地2 いいやま北竜温泉 0269-65-3121 http://www.bunkahokuryukan.com/ じゃらんnet,楽天トラベル,るるぶトラベル,

306 北信 飯山市 飯山市大字豊田6786 手打ちそばの宿　石田屋 0269-65-2121 http://www.ishidaya.co.jp/ じゃらんnet,楽天トラベル,その他【Airbnb】,

307 北信 飯山市 飯山市斑尾高原11492 むね樹ペンション 0269-64-3157 https://muneki-p.net じゃらんnet,楽天トラベル,

308 北信 飯山市 飯山市大字瑞穂6048 小管の里　七星庵 0269-67-0745 https://kosuge-nanahoshi.jp/

309 北信 飯山市 飯山市斑尾高原 アーリーバード 0269-64-3427 http://www.ebclog.com/earlybird/ 楽天トラベル,

310 北信 飯山市 飯山市大字飯山字八坊塚11492番330 Madarao Mountain Lodge 0269-67-0374 https://madaraoskilodge.com じゃらんnet,楽天トラベル,るるぶトラベル,その他【Booking.com】,

311 北信 飯山市 飯山市大字飯山11492番地191 ブルーベリーペンション 0269-64-3438 http://gate.ruru.ne.jp/blueberry/

312 北信 飯山市 飯山市大字豊田6751 ヴィラ美やもと 0269-65-2224 じゃらんnet,楽天トラベル,るるぶトラベル,その他【近畿日本ツーリスト】,
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313 北信 飯山市 飯山市大字豊田6751-ｲ ヴィラ美やもと 0269-65-2224 じゃらんnet　楽天トラベル　Yahoo!トラベル　るるぶトラベル　一休.com

314 北信 木島平村 下高井郡木島平村大字上木島3278-271 オーベルジュグルービー 0269-82-3678 "http://www.avis.ne.jp/~groovy/ じゃらんnet,楽天トラベル,るるぶトラベル,

315 北信 木島平村 下高井郡木島平村上木島3795-2 ペンション紙ふうせん 0269-82-4582 "http://www.janis.or.jp/users/k-huusen/ じゃらんnet,楽天トラベル,

316 北信 木島平村 下高井郡木島平村上木島3878-2 パノラマランド木島平 0269-82-3001 "https://panoramaland-k.com じゃらんnet,楽天トラベル,Yahoo!トラベル,るるぶトラベル,一休.com,

317 北信 木島平村 下高井郡木島平村大字上木島1577 仲山荘 0269-82-2212 "http://nakayamaso.com/ じゃらんnet,楽天トラベル,

318 北信 木島平村 下高井郡木島平村上木島3477-2 ペンションアウラ 0269-82-4383 "https://www.aura.gr.jp/pension/

319 北信 木島平村 下高井郡木島平村往郷2130-2 窓月まつしまや 050-5436-5662 https://sougetsu-matsushimaya.com じゃらんnet,楽天トラベル,

320 北信 木島平村 下高井郡木島平村上木島3878-2 梨の木荘 0269-82-4380 https://maguse-onsen.com

321 北信 木島平村 下高井郡木島平村上木島3278-270 山の家　パーニス 0269-82-4778 http://panis.jp/ じゃらんnet,楽天トラベル,

322 北信 木島平村 下高井郡木島平村上木島3783-12 高社山麓みゆきの杜ユースホステル 0269-82-4551 https://miyukinoyh.com

323 北信 木島平村 下高井郡木島平村上木島3787-10/11 ディスカバリーキャビン木島平 0269-82-4551 楽天トラベル,

324 北信 木島平村 下高井郡木島平村上木島3501-21 コテージペンションぽっかぽか 0269-82-4099 じゃらんnet,楽天トラベル,

325 北信 木島平村 下高井郡木島平村大字上木島3100番地5 スポーツハイム　アルプ 0269-82-4141 https://sportheim-alp.com じゃらんnet,楽天トラベル,るるぶトラベル,

326 北信 木島平村 木島平村上木島3018-4 ペンション　シエスタ 0269-82-1811 http://siesta.travel.coocan.jp じゃらんnet,楽天トラベル,Yahoo!トラベル,るるぶトラベル,一休.COM

327 北信 野沢温泉村 下高井郡野沢温泉村大字豊郷8923-1 河一屋 旅館 0269-85-4126 "https://kawaichiya.jp/ じゃらんnet,楽天トラベル,一休.com, Booking.com, Agoda, Expedia, マイナビトラベル，

328 北信 野沢温泉村 下高井郡野沢温泉村豊郷7923 野沢温泉ホテル 0269-85-2011 "http://nozawaonsen-h.jp じゃらんnet,楽天トラベル,Yahoo!トラベル,るるぶトラベル,一休.com,その他【リラックス】,

329 北信 野沢温泉村 下高井郡野沢温泉村大字豊郷4382 リゾートインあべ 0269-85-2349 "https://www.resortin-abe.jp/ じゃらんnet,楽天トラベル,Yahoo!トラベル,るるぶトラベル,一休.com,その他【Booking.com】,

330 北信 野沢温泉村 下高井郡野沢温泉村豊郷8765 お宿三河屋 0269-85-2398 "https://mikawayainn.com じゃらんnet,楽天トラベル,Yahoo!トラベル,るるぶトラベル,一休.com,

331 北信 野沢温泉村 下高井郡野沢温泉村大字豊郷8713 住吉屋 0269-85-2005 "https://sumiyosiya.co.jp じゃらんnet,

332 北信 野沢温泉村 下高井郡野沢温泉村豊郷9329 旅館さかや 0269-85-3118 "http://www.ryokan-sakaya.co.jp/ じゃらんnet,楽天トラベル,Yahoo!トラベル,るるぶトラベル,その他【Booking.com・Exredia】,

333 北信 野沢温泉村 下高井郡野沢温泉村大字豊郷9517-2 ペンション魚安 0269-85-2217 じゃらんnet,

334 北信 野沢温泉村 下高井郡野沢温泉村大字豊郷8965 中島屋旅館 0269-85-2058 "http://www.nakajimaya.jp 楽天トラベル,

335 北信 野沢温泉村 下高井郡野沢温泉村豊郷8670-1 清風館 0269-85-2025 "https://www.seifukan.co.jp じゃらんnet,楽天トラベル,Yahoo!トラベル,るるぶトラベル,一休.com,

336 北信 野沢温泉村 下高井郡野沢温村大字豊郷8692-1 山田屋旅館 0269-85-2059

337 北信 野沢温泉村 下高井郡野沢温泉村大字豊郷8284番地2 ロッジでんべえ 0269-85-3838 http://nozawa-denbey.com/ じゃらんnet,楽天トラベル,Yahoo!トラベル,るるぶトラベル,一休.com,

338 北信 野沢温泉村 下高井郡野沢温泉村豊郷8820 御宿ふぶき 0269-85-4162 楽天トラベル,Yahoo!トラベル,るるぶトラベル,

339 北信 野沢温泉村 下高井郡野沢温泉村豊郷950 朝日屋旅館 0269-85-3131 http://www.asahiyaryokan.com じゃらんnet,楽天トラベル,るるぶトラベル,

340 北信 野沢温泉村 下高井郡野沢温泉村豊郷8888 野沢グランドホテル 0269-85-3151 http://www.nozawagrand.com じゃらんnet,

341 北信 野沢温泉村 下高井郡野沢温泉村大字豊郷9798番地 丸登屋 0269-85-2235 https://kt2062390.wixsite.com/marutoya

342 北信 野沢温泉村 下高井郡野沢温泉村9327 千歳館 0269-85-2009 http://www.nozawa.or.jp/chitosekan/ じゃらんnet,

343 北信 野沢温泉村 下高井郡野沢温泉村豊郷9285 狸Tanuki 0269-85-3121 https://www.staynozawa.com じゃらんnet,楽天トラベル,Yahoo!トラベル,一休.com,その他【ゆこゆこ】,

344 北信 野沢温泉村 下高井郡野沢温泉村豊郷9285 狸Tanuki Luxury Apartment 0269-85-3121 https://www.staynozawa.com その他【Booking.com,Expedia,Airbnb】,

345 北信 野沢温泉村 下高井郡野沢温泉村豊郷6716-1 IROHA 0269-85-3121 https://www.staynozawa.com その他【Booking.com,Expedia,Airbnb】,

346 北信 野沢温泉村 下高井郡野沢温泉村豊郷8153-2 ペンションタンネンホッフ 0269-85-3158 http://www.janis.or.jp/users/tannen/ じゃらんnet　楽天トラベル

347 北信 野沢温泉村 下高井郡野沢温泉村前坂8399 お宿おばたけ 0269-85-2611

348 北信 野沢温泉村 下高井郡野沢温泉村豊郷6497 民宿　かねか荘 0269-85-2263

349 北信 野沢温泉村 下高井郡野沢温泉村豊郷6556 リゾートハウス　ふるさと 0269-85-2241
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