
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（中信）
更新日：6月25日（木）

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 中信 安曇野市 安曇野市三郷小倉4028-1 安曇野地球宿 080-5486-6111 http://chikyuyado.com

2 中信 安曇野市 安曇野市穂高牧2230 ホテルアンビエント安曇野 0263-83-5550 https://azumino.izumigo.co.jp じゃらんnet,楽天トラベル,るるぶトラベル,一休.com,

3 中信 安曇野市 安曇野市穂高牧2230 ホテルアンビエント安曇野 0263-83-5550 https://azumino.izumigo.co.jp/ じゃらんnet,楽天トラベル,るるぶトラベル,一休.com,

4 中信 安曇野市 安曇野市堀金烏川5099-3 しの389 0263-73-6733 https://www.facebook.com/shino389/

5 中信 安曇野市 安曇野市堀金烏川11-1 ほりでーゆ～四季の郷 0263-73-8500 http://www.holiday-you.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【e宿,Booking.com】,

6 中信 安曇野市 安曇野市穂高有明3613番地42 にし屋別荘 0263-81-5248 https://www.nishiyabesso.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【アゴダ、トクートラベル】,

7 中信 安曇野市 安曇野市穂高有明7326-5 ダイヤモンドあずみ野温泉ホテル 0263-83-2231 https://www.diamond-s.co.jp/azumino/ じゃらんnet,楽天トラベル,るるぶトラベル, e宿

8 中信 安曇野市 安曇野市穂高牧2200-3 穂高ビューホテル 0263-83-6200 https://www.hotaka-view.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【Expedia,Agoda, Booking.com, Relox】,

9 中信 安曇野市 安曇野市穂高有明2186－157 キッチン＆やど　ぶたのしっぽ 0263-83-5958 http://www.sippo.net

10 中信 安曇野市 安曇野市穂高有明7728-2 心やすらぐ森の宿　ノーサイド 0263-83-5522 http://www.no-side.com

11 中信 安曇野市 安曇野市三郷明盛1687 中房温泉 0263-77-1488 https://nakabusa.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】,

12 中信 安曇野市 安曇野市三郷小倉6524番地1 ファインビュー室山 0263-77-7711 http://www.fineview.co.jp/ じゃらんnet,楽天トラベル,一休.com,

13 中信 安曇野市 安曇野市穂高有明2215-9 森のおうち 0263-83-5670 http://www.morinoouchi.com/ じゃらんnet,楽天トラベル,

14 中信 安曇野市 安曇野市穂高有明7878-1 ペンションあるかす 0263-83-5663 https://azumino-arcas.com/ じゃらんnet,楽天トラベル,

15 中信 安曇野市 安曇野市穂高有明8969番地 山のたこ平 0263-83-2802 http://yamanotakohei.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【JTB】,

16 中信 安曇野市 安曇野市穂高有明7352-32 ろっぢ　安曇野遊人 0263-83-5412 https://a-yujin.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】,

17 中信 安曇野市 安曇野市穂高有明7716-2 ペンション　花ことば 0263-83-5380 https://hana-kotoba.com/ じゃらんnet,楽天トラベル,

18 中信 安曇野市 安曇野市穂高牧2200-3 穂高ビューホテル 0263-83-6200 https://www.hotaka-view.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【EXpedia,Agoda,Booking.com,Relox】,

19 中信 安曇野市 安曇野市穂高有明2186-201 湯の宿常念坊 0263-83-4984 https://www.jonenbo.jp じゃらんnet,楽天トラベル,Yahoo!トラベル,

20 中信 安曇野市 安曇野市穂高有明7713-2 檜湯の宿　松伯 0263-83-3822 https://www.syouhaku.com じゃらんnet,楽天トラベル,るるぶトラベル,

21 中信 安曇野市 安曇野市穂高有明2105-22 江戸川区立穂高荘 03-5662-7051 https://www.hotakaso.jp/

22 中信 安曇野市 安曇野市穂高3580-1 農家民宿　そば処　ごほーでん 0263-82-6820 https://0263826820.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,

23 中信 安曇野市 安曇野市穂高有明7682-4 休暇村リトリート安曇野ホテル 0263-31-0874 https://www.qkamura.or.jp/azumino/ じゃらんnet,楽天トラベル,るるぶトラベル,一休.com,

24 中信 安曇野市 安曇野市豊科4677-1 ホテルルートイン安曇野豊科駅南 0263-73-0011 https://www.route-inn.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【Booking.com　Agoda　Expedia】,

25 中信 安曇野市 安曇野市穂高有明7552－73 金剛寺　宿坊　成穂院 0263-83-3662 http://www.azumino-kongoji.com じゃらんnet,楽天トラベル,その他【ゆこゆこ】

26 中信 安曇野市 安曇野市穂高有明8953 カナディアンログコテージＴＡＫＩＴＡＲＯ 0263-81-5901 http://www5b.biglobe.ne.jp/~takitaro 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【Airbnb,Agoda,Expedia】,

27 中信 安曇野市 安曇野市穂高有明9146-2 ペンションハーヴェスト 0263-83-4317 https://www.harvest.to じゃらんnet,楽天トラベル,

28 中信 安曇野市 安曇野市穂高有明7572-1 ゲストルームGardenあずみ野 0263-87-0197 https://g-azumino.com じゃらんnet,楽天トラベル,Yahoo!トラベル,るるぶトラベル

29 中信 安曇野市 安曇野市穂高有明2177番27 穂高城 0263-84-5110 https://www.yado-hotakajo.com OTA

30 中信 安曇野市 安曇野市穂高有明7392-13 お宿たんたん 0263-87-1419 https://oyadotantan.com じゃらんnet,楽天トラベル,

31 中信 安曇野市 安曇野市穂高有明3618-44 お宿　なごみ野 0263-81-5566 https://www.oyado-nagomino.com

32 中信 安曇野市 安曇野市穂高有明3618-44 お宿　なごみ野 0263-81-5566 https://www.oyado-nagomino.com 一休.com,

33 中信 塩尻市 塩尻市奈良井388 御宿伊勢屋 0264-34-3051 http://oyado-iseya.jp 楽天トラベル

34 中信 塩尻市 塩尻市奈良井573-1 いかりや町田民宿 0264-34-3202 090-4832-9539 http://naraijuku-ikariya.jp/ じゃらんnet,

35 中信 塩尻市 塩尻市大字広丘吉田642-3 チサンイン塩尻北インター 0263-57-1338 https://solarehotels.com/hotel/nagano/chisuninn-shiojirikita-ic/ 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】,

36 中信 塩尻市 塩尻市奈良井600 民宿しまだ 0264-34-2678 https://shimadablog.com

37 中信 塩尻市 塩尻市大門8-2-1 あさひ館 0263-52-0005 https://hotel-asahikan.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】,

38 中信 塩尻市 塩尻市広丘吉田842-1 ホテルルートイン塩尻北インター 0263-59-6411 https://www.route-inn.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,

39 中信 塩尻市 塩尻市広丘郷原1762-219 すがの旅館 0263-52-1285 じゃらんnet,楽天トラベル,るるぶトラベル,

40 中信 塩尻市 塩尻市大字広丘高出1548-1 ルートイン塩尻 0263-51-5000 https://www.route-inn.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,

41 中信 塩尻市 塩尻市奈良井493番地 越後屋旅館 0264-34-3011 https://www.naraijuku-echigoya.jp

42 中信 塩尻市 塩尻市北小野4920-3 ネイチャービレッジ諏訪塩嶺 0263-56-2226 https://hpdsp.jp/enrei/ 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,

43 中信 塩尻市 塩尻市広丘吉田366-1 クア・アンド・ホテル 0263-57-8111 https://www.kur-hotel.co.jp/shinshu/ 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】,

44 中信 王滝村 木曽郡王滝村3297番地6 くるみ沢旅館 0120-48-2408 https://www.fu-kurumi.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,

45 中信 王滝村 木曽郡王滝村3168-2 たかの湯 0264-48-2411 https://o-takanoyu.com じゃらんnet,楽天トラベル,

46 中信 王滝村 木曽郡王滝村3417-1 滝旅館 0264-48-2006 https://www.takiryokan.jp/ じゃらんnet,楽天トラベル,

47 中信 王滝村 木曽郡王滝村3152-1 リゾートハウス秋桜 0264-48-2220 https://rh-cosmos.jp/

48 中信 王滝村 木曽郡王滝村3152-1 民宿さわ屋 0264-48-2029

49 中信 王滝村 木曽郡王滝村3152-1 藤屋 0264-48-2688

50 中信 王滝村 木曽郡王滝村3152-1 プチハウスせおと 0264-48-2126 https://puchihaus.wixsite.com/seoto 楽天トラベル,

51 中信 小谷村 北安曇郡小谷村大字千国乙4367-10 プチホテル　アイリス 0261-82-3557 http://www.petit-hotel-iris.jp/ じゃらんnet,楽天トラベル,Yahoo!トラベル,るるぶトラベル,
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52 中信 小谷村 北安曇郡小谷村栂池高原 ホテル・ベルクール・イノマタ 0261-83-2118 https://www.belle-cour.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

53 中信 小谷村 北安曇郡小谷村千国乙12856 ファミリーペンションドレミの森 0261-82-3076 https://www.doreminomori.com じゃらんnet,楽天トラベル,

54 中信 小谷村 北安曇郡小谷村千国乙807-16 ペンション神戸っ子 0261-83-2270 https://www.valley.ne.jp/~kobekko じゃらんnet、楽天トラベル,、Yahoo!トラベル、一休.com

55 中信 小谷村 北安曇郡小谷村千国乙12840-1 ホテル白馬ベルグハウス 0261-83-2014 https://tsugaike.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】,

56 中信 小谷村 北安曇郡小谷村千国乙12851 白馬アルプスホテル 0261-82-2811 http://www.hakuba-alps.co.jp

57 中信 小谷村 北安曇郡小谷村千国乙12856-94 プチホテルバク 0261-82-2744 http://www.valley.ne.jp/~baku/ じゃらんnet,

58 中信 小谷村 小谷村大字千国乙470-2 プチホテル　シャンツェ 0261-83-2421 https://www 2u.biglobe.ne.jp/~schanze/ じゃらんnet,楽天トラベル,

59 中信 小谷村 北安曇郡小谷村千国乙12857 Mukava Otari Private Camp https://mukavaotari.com/

60 中信 小谷村 北安曇郡小谷村中小谷丙2504-9 サンテインおたり 0261-82-2228 https://www.santeinn.jp じゃらんnet,楽天トラベル,

61 中信 小谷村 北安曇郡小谷村中小谷丙2504-9 雨飾荘 0261-85-1607 https://www.amakazari.jp じゃらんnet,楽天トラベル,一休.com,

62 中信 小谷村 北安曇郡小谷村中小谷丙2504-9 栂池山荘 090-7708-6341 https://www.tsugaikesansou.jp

63 中信 小谷村 北安曇郡小谷村千国乙5484-1 ペンション　シルバーファーン 0261-82-2717 https://www.janis.or.jp/users/p-silver じゃらんnet,楽天トラベル,

64 中信 小谷村 北安曇郡小谷村千国乙12840-1　ロッヂFREE RUN ロッヂ　FREE RUN 0261-83-2311 http://www.valley.ne.jp/~freerun/ その他【Booking.com、Expedia、Airbnb】,

65 中信 小谷村 北安曇郡小谷村大字千国乙12840-146 リゾートホテルフロントステージ 0261-83-2309 https://www.front-stage.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,

66 中信 小谷村 北安曇郡小谷村千国乙489 ロッヂ　招仙 0261-83-2705 https://www.tsugaike.com じゃらんnet,楽天トラベル,Yahoo!トラベル,るるぶトラベル,

67 中信 小谷村 北安曇郡小谷村大字北小谷9922-3 湯の宿  朝日荘 025-557-2301 https://www11.ocn.ne.jp/~asahiso/ じゃらんnet,楽天トラベル,るるぶトラベル,その他【e宿】,

68 中信 小谷村 北安曇郡小谷村千国乙12840-1 ひらた 0261-83-2508 https://www.t-hirata.com

69 中信 小谷村 北安曇郡小谷村大字千国乙12883-1 栂池ヒュッテ 0261-83-3136

70 中信 小谷村 北安曇郡小谷村大字千国乙12883-1 白馬大池山荘 0261-72-2002 1-1335

71 中信 小谷村 北安曇郡小谷村千国乙12840-1 エスポワールみさわ 0261-83-2644 https://www.espoir-misawa.co.jp じゃらんnet,楽天トラベル,

72 中信 小谷村 北安曇郡小谷村大字千国乙12840-1 栂池高原ゲストハウス　シャトレ山彦 0261-83-2319 http://c-yamabiko.com// じゃらんnet,楽天トラベル,Yahoo!トラベル,るるぶトラベル,

73 中信 松川村 北安曇郡松川村3363-1082 松川村温泉施設すずむし荘 0261-62-8500 http://suzumushi.jp/suzumushiso/ 楽天トラベル,るるぶトラベル,

74 中信 松川村 北安曇郡松川村4336-4 旬菜の宿 ガーデンクラブ安曇野 0261-61-1133 https://gc-azumino.com じゃらんnet,楽天トラベル,るるぶトラベル,

75 中信 松本市 松本市梓川倭4261-1 梓水苑 0263-78-5550 http://www.shisuien.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【近畿日本ツーリストe宿･paid】

76 中信 松本市 松本市大手4-8-9 松本ホテル花月 0263-32-0114 http://matsumotohotel-kagetsu.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

77 中信 松本市 松本市城西1-3-6 松本ゲストハウス　tabi-shiro 0263-88-3453 https://tabi-shiro.com booking.com,  hostelworld agoda

78 中信 松本市 松本市浅間温泉3-4-12 かけ流し温泉の宿　栄の湯旅館 0263-46-1031 http://www.sakaenoyu.com じゃらんnet,楽天トラベル,

79 中信 松本市 松本市浅間温泉3-13-5 冨士之湯 0263-46-1516 https://fujinoyu.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】　

80 中信 松本市 松本市浅間温泉2-4-9 別亭一花 0263-46-2070 https://bettei-ikka.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,

81 中信 松本市 松本市並柳2丁目11番21号 民芸旅館　深志荘 0263-28-6500 https://www.fukashiso.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,Booking.com，Agoda，Expedia, ゆこゆこ, マイナビトラベル

82 中信 松本市 松本市安曇4043-26 乗鞍高原　ペンション　ウインズ 0263-93-3162 https://travel.rakuten.co.jp/HOTEL/70279/70279.html 楽天トラベル,

83 中信 松本市 松本市里山辺1145 追分屋旅館 0263-33-3378 https://www.oiwakeya.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,

84 中信 松本市 松本市安曇4171番地 さわんど温泉　上高地ホテル 0263-93-2910 https://www.kamikochi-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,その他【Booking.com、agoda】,

85 中信 松本市 松本市奈川2562-2 旅館鳥屋沢 0263-79-2268 https://toyasa.jp じゃらんnet,楽天トラベル,

86 中信 松本市 松本市里山辺451-7 旅館すぎもと 0263-32-3379 http://ryokan-sugimoto.com/ じゃらんnet,楽天トラベル,るるぶトラベル,一休.com,

87 中信 松本市 松本市浅間温泉3-13-10 onsen hotel OMOTO 0263-46-2385 https://www.omoto.co.jp 楽天トラベル,Yahoo！トラベル,るるぶトラベル,一休.com,

88 中信 松本市 松本市大字里山辺451 丸中旅館 0263-32-3380 https://marunakaryokan.com 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】,

89 中信 松本市 松本市安曇上高地4468 五千尺ホテル上高地 0263-95-2111 https://www.gosenjaku.co.jp/ 一休.com,

90 中信 松本市 松本市安曇3982-2 木の香りのホテル　グーテベーレ 0263-93-2527 http://www.gute.co.jp 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】,

91 中信 松本市 松本市中央2-1-23 東横イン松本駅前本町 0263-36-1045 https://www.toyoko-inn.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【エクスペディア】,

92 中信 松本市 松本市中央1-24-1 ホテルマツモトよろづや 0263-39-8123 http://www.yorozuya.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,【ベネフィットワン,マイナビ,booking.com】,

93 中信 松本市 松本市大字里山辺484番地1 ホテルニューことぶき 0263-36-0517 https://www.newkotobuki.co.jp/ じゃらんnet,楽天トラベル,るるぶトラベル,その他【e宿、My宿オンライン、booking.com】

94 中信 松本市 松本市大手1-3-33 ホテルトレンド松本 0263-32-1430 https://hotel-trend.jp/matsumoto/ 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】

95 中信 松本市 松本市中央1-2-5 ホテル　モルシャン 0263-32-0031 http://www.mor-schein.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【ベストリザーブ、宿ぷらざ、Expedia、Booking.coｍ、e宿、ANAセールス、JALパック、マイナビトラベル】

96 中信 松本市 松本市入山辺美ヶ原高原王ヶ頭 王ヶ頭ホテル 0263-31-2751 https://www.ougatou.jp/ じゃらんnet,楽天トラベル,るるぶトラベル,その他【JTB】

97 中信 松本市 松本市中央1-14-9 いろはグランホテル松本駅前 0263-87-0168 https://www.168hotel.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【Expedia、Booking.coｍ、AGODA】

98 中信 松本市 松本市　安曇　3971 ペンションマドンナ 0263-93-2768 https://www.madonna-norikura.com 楽天トラベル,

99 中信 松本市 松本市大字里山辺484番地1 ホテルニューことぶき 0263-36-0517 https://www.newkotobuki.co.jp じゃらんnet,楽天トラベル,るるぶトラベル,その他【e宿、My宿オンライン、Booking.com】

100 中信 松本市 松本市里山辺489-3 富田屋別館 0263-33-8700 https://www.mcci.or.jp/www/shell/ 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,e宿，トクー】

101 中信 松本市 松本市深志2丁目4番24号 松本ツーリストホテル 0263-33-9000 https://www.trist.co.jp/ Booking.com・Agoda・expedia

102 中信 松本市 松本市安曇上高地4469-1 上高地温泉ホテル 0263-95-2311 https://www.kamikouchi-onsen-spa.com じゃらんnet,楽天トラベル,るるぶトラベル,一休.com,
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103 中信 松本市 松本市安曇4201 白船荘新宅旅館 0263-93-2201 https://shintaku-ryokan.jp じゃらんnet,楽天トラベル

104 中信 松本市 松本市安曇4251 ペンションポエティカル 0263-93-2743 https://poetical.co.jp じゃらんnet,楽天トラベル,

105 中信 松本市 松本市深志1-2-31 プレミアホテル-CABIN-松本 0263-38-0123 https://cabin.premierhotel-group.com/matsumoto/ 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,

106 中信 松本市 松本市安曇4095－58 シャトー・モルゲン 0263-93-3380 https://chalet-morgen.jp じゃらんnet,楽天トラベル,

107 中信 松本市 松本市巾上3-2 ホテルモンターニュ松本 0263-35-6480 https://www.hotel-montagne.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・ベストリザーブ・e宿・Expedia・マイナビトラベル・APAHOTEL】,

108 中信 松本市 松本市安曇4254-5 温泉宿けやき山荘 0263-93-2555 https://www.keyakisansou.com じゃらんnet,楽天トラベル,

109 中信 松本市 松本深志２丁目2-1 天然温泉梓の湯　ドーミーイン松本 0263-33-5489 https://hotespa.net/hotels/matsumoto OTA

110 中信 松本市 松本市里山辺湯の原101 旬彩　月の静香 0263-35-6200 http://www.tsuki-shizuka.com/ じゃらんnet,楽天トラベル,Yahoo!トラベル,るるぶトラベル,

111 中信 松本市 松本市安曇4255-1 旅館　福島屋 0263-93-2229 http://fukusimaya.net/

112 中信 松本市 松本市安曇4306-4 ノーススターアルパインロッジ 0263-93-1688 https://ridenorthstar.com 楽天トラベル,

113 中信 松本市 松本市安曇3875-3 ペンションブランチ 0263-93-3288 楽天トラベル,その他【トクートラベル】,

114 中信 松本市 松本市穴沢756 松茸山荘 0263-64-2102 http://www.matsutake-sansou.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,

115 中信 松本市 松本市深志1-1-4 東横INN松本駅東口 0263-44-1045 https://www.toyoko-inn.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,agoda】,

116 中信 松本市 松本市安曇4043-12 梵 0263-93-2364 https://glbon.jimdo.com/ 楽天トラベル,

117 中信 松本市 松本市浅間温泉3丁目14番6号 錦の湯 0263-46-2332 http://jimotoya.co.jp じゃらんnet,楽天トラベル,るるぶトラベル,その他【日本旅行my宿・近畿ツーリストe宿】,

118 中信 松本市 松本市大字大村142番地 割烹旅館　桃山 0263-46-1088 https://kappou-momoyama.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【トクー，ゆこゆこ】,

119 中信 松本市 松本市大手3-5-15 松本丸の内ホテル 0263-35-4500 http://www.matsumoto-marunouchi.com/ じゃらんnet,楽天トラベル,一休.com,

120 中信 松本市 松本市安曇3948-1 ロッヂふもと 0263-93-2615 https://www.lodge-fumoto.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【】,

121 中信 松本市 松本市浅間山温泉1丁目29番地15号 湯本屋旅館 0263-46-0250 http://www.hot-yumotoya.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【B.C,ゆこゆこ】,

122 中信 松本市 松本市安曇4306-8 ペンション　テンガロンハット 0263-93-2360 https://tengallon.jp その他【Booking.com,Air BnB】,

123 中信 松本市 松本市入山辺8967 扉温泉　明神館 0263-31-2301 https://www.tobira-group.com/myojinkan/ 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,

124 中信 松本市 松本市中央3-4-6 ホテル池田屋 0263-32-0805 https://www.hotel-ikedaya.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【ベストリザーブ】,

125 中信 松本市 松本市中央1-1-11 ホテルニューステーション 0263-35-3850 https://www.hotel-ns.com じゃらんnet,楽天トラベル,Yahoo!トラベル,

126 中信 松本市 松本市安曇4238-1 旅館　仙山乗鞍 0263-93-2727 https://sen-zan.com/ じゃらんnet,楽天トラベル,Yahoo!トラベル,

127 中信 松本市 松本市安曇4269-10 ペンショングリンデルワルト 0263-93-2316 http://www.p-grindelwald.net じゃらんnet,楽天トラベル,Yahoo!トラベル,るるぶトラベル,

128 中信 松本市 松本市安曇4466-7 渓流荘　しおり絵 0263-93-2642 https://www.siorie.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】,

129 中信 松本市 松本市安曇4026-3 ゲストハウス星空のあかり 0263-93-2208 https://www.hoshisora.com じゃらんnet,楽天トラベル,その他【Booking.com,agoda,expedia】,

130 中信 松本市 松本市安曇4243-1 カントリーハウス渓山荘 0263-93-2221 https://www.keizanso.jp/ じゃらんnet,楽天トラベル,Yahoo!トラベル,その他【ゆこゆこネット】,

131 中信 松本市 松本市安曇4293-4 乗鞍ホテル　湯楽里 0263-93-2447 https://www.hotel-norikura.jp じゃらんnet,楽天トラベル,るるぶトラベル,

132 中信 松本市 松本市安曇4296-5 乗鞍ホテル　山百合 0263-93-2121 https://www.hotel-norikura.jp じゃらんnet,楽天トラベル,るるぶトラベル,その他【ベネフィットワン】,

133 中信 松本市 松本市安曇4285番地 旅館　金山 0263-93-2256 https://www.norikura-kanayama.com

134 中信 松本市 松本市中央3-3-10 丸茂旅館 0263-32-0115 http://www.avis.ne.jp/~marumo/index-j.html

135 中信 松本市 松本市安曇白骨4181 泡の湯旅館 0263-93-2101 https://www.awanoyu-ryokan.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、リラックス、エクスペディア】,

136 中信 松本市 松本市深志2-3-16 ホテル 松本ヒルズ 0263-32-8828 https://breezbay-group.com/matsumoto-city/ 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】,

137 中信 松本市 松本市安曇4307 休暇村　乗鞍高原 0263-93-2304 https://www.qkamura.or.jp/norikura 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,

138 中信 松本市 松本市北深志1丁目4番5号 カンデラゲストハウス 070-6993-8900 http://candelagh.com 楽天トラベル,その他【Booking.com】,

139 中信 松本市 松本市安曇4195 白骨温泉　湯元齋藤旅館 0263-93-2311 https://shirahone.net 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【宿シス】,

140 中信 松本市 松本市安曇3936 緑山荘 0263-93-2223 https://ryokuzan.com じゃらんnet,楽天トラベル,Yahoo!トラベル,

141 中信 松本市 松本奈川2356 ウッディ・もっく 0263-79-2770 https://www.nagawa-sinko.jp/woodymock

142 中信 松本市 松本市安曇4206-2　松本市安曇4203番地 白骨ゑびすや 0263-93-2136 https://www.e-bi-su-ya.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,

143 中信 松本市 松本市浅間温泉3-4-16 梅の湯 0263-46-0345 https://www.umenoyu.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、リロクラブ、Booking.com】,

144 中信 松本市 松本市安曇上高地4469-1 上高地ルミエスタホテル 0263-95-5055 http://www.lemeiesta.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,

145 中信 松本市 松本市大字里山辺527 信州松本美ケ原温泉　翔峰 0263-38-7711 http://www.hotel-shoho.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,

146 中信 松本市 松本市入山辺石切場8961番地 桜清水コテージ 0263-31-2314 http://www,sakurashimizu.jp じゃらんnet,楽天トラベル,

147 中信 松本市 松本市安曇4297-13 ホテルガルニ・ローリーホフ 0263-93-2560 http://www.roli-hof.jp/hotel/

148 中信 松本市 松本市高宮東7-10 ホテルルートインコート南松本 0263-28-8011 https://www.route-inn.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,

149 中信 松本市 松本市安曇4203 白船グランドホテル 0263-93-2136 https://shirafune.net

150 中信 松本市 松本市安曇4206-2 白骨ゑびすや 0263-93-2136 https://shirafune.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,

151 中信 松本市 松本市浅間温泉1-29-7 菊之湯 0263-46-2300 https://kikunoyu.com

152 中信 松本市 松本市浅間温泉3-4-18 尾上の湯旅館 0263-46-0567 https://www.onoueyu.co.jp じゃらんnet,楽天トラベル,

153 中信 松本市 松本市里山辺131-2 金宇館 0263-32-1922 http://kanaukan.com じゃらんnet,楽天トラベル,一休.com,その他【Relux,らくだ倶楽部】,
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154 中信 松本市 松本市安曇4306 温泉旅館岳の屋 0263-93-2643

155 中信 松本市 松本市大手2丁目1番9号　松本大手ビル ホテルウェルカム松本 0263-32-0072 http://hotel-welcome-matsumoto.jp/ じゃらんnet,楽天トラベル,Yahoo!トラベル,

156 中信 松本市 松本市大手2丁目1番9号　松本大手ビル HOSTEL & SPA  FAN! MATSUMOTO 0263-46-0366 http://fan-matsumoto.com/ じゃらんnet,楽天トラベル,Yahoo!トラベル,

157 中信 松本市 松本市大手2丁目1番9号　松本大手ビル 長峰荘 0263-62-2195 http://dreamhotel.co.jp/nagaminesou/ じゃらんnet,楽天トラベル,Yahoo!トラベル,

158 中信 松本市 松本市大手2丁目1番9号　松本大手ビル 割烹旅館　山彦 0263-83-3885 http://www.yamabiko-hotaka.jp/ じゃらんnet,楽天トラベル,Yahoo!トラベル,

159 中信 松本市 松本市大手2丁目1番9号　松本大手ビル ホテルグローリアス 0261-72-2101 http://www.h-glorious.com/ じゃらんnet,楽天トラベル,Yahoo!トラベル,

160 中信 松本市 松本市大手2丁目1番9号　松本大手ビル ホテル夢の湯 0261-22-2611 http://www.dreamspa.jp/ じゃらんnet,楽天トラベル,Yahoo!トラベル,

161 中信 松本市 松本市大手2丁目1番9号　松本大手ビル ときしらずの宿　織花 0261-23-2000 https://www.oribana.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,

162 中信 松本市 松本市安曇4203番地 白船グランドホテル 0263-93-2136 https://www.shirafune.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,ゆこゆこ

163 中信 松本市 松本市深志1-1－3 エースイン松本 0263-35-1188 http://www.ace-inn.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,

164 中信 松本市 松本市深志1-3-21 アルピコプラザホテル 0263-36-5055 http://www.alpico-plaza-hotel.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,

165 中信 松本市 松本市本庄1-2-1 ホテル　ブエナビスタ 0263-37-0111 https://www.buena-vista.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,

166 中信 松本市 松本市安曇4306-1 プチホテル　アルム 0263-93-2951 https://alumu.com じゃらんnet,るるぶトラベル,

167 中信 松本市 松本市中央2-1-23 東横イン松本駅前本町 0263-36-1045 https://www.toyoko-inn.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【エクスペディア】,

168 中信 松本市 松本市浅間温泉1-29-3 旅館東石川 0263-46-1024 https://www.higashiishikawa.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【ゆこゆこ】,

169 中信 松本市 松本市安曇4306 ゲストハウス雷鳥 0263-93-2746 https://ghraicho.com じゃらんnet,楽天トラベル,その他【Booking.com,Airbnb,Agoda,Hostel World,New Room,Rakuten Vacation Stay】,

170 中信 松本市 松本市大手2-1-9松本大手ビル ホテル中村屋 0263-52-1300 https://www.hotel-nakamuraya.com/ じゃらんnet,楽天トラベル,Yahoo!トラベル,るるぶトラベル,

171 中信 松本市 松本市大手2-1-9松本大手ビル スカイランドきよみず 0263-98-2300 http://www.sl-kiyomizu.jp/ じゃらんnet,楽天トラベル,Yahoo!トラベル,

172 中信 松本市 松本市大手2-1-9松本大手ビル ガーデンホテル松本 0263-58-8800 http://www.hotel-matsumoto.jp/ じゃらんnet,楽天トラベル,Yahoo!トラベル,

173 中信 松本市 松本市島立堀米834-1 ホテルルートインコート松本インター 0263-48-0111 https://www.route-inn.co.jp/hotel/index.html 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,】,

174 中信 松本市 松本市浅間温泉1-31-1 星野リゾート　界　松本 0570-073-011 https://kai-ryokan.jp/matsumoto/ じゃらんnet,

175 中信 松本市 松本市安曇4196 山水観湯川荘 0263-93-2226 https://www.sansuikan-yu.com

176 中信 松本市 松本市安曇4469-1 旅荘　山のひだや 0263-95-2211 http://yamanohidaya.wixsite.com/hidaya

177 中信 松本市 松本市安曇4085-49 美鈴荘 0263-93-2330 https://www3.yadosys.com/reserve/ja/plan/calendar/147/fcfjfbfkhighhdfggbfgfjdn/all 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,ゆこゆこ】,

178 中信 松本市 松本市安曇4171番地 上高地ホテル 0263-93-2910 https://kamikochi-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,その他【Booking.com,Agoda,】,

179 中信 松本市 松本市安曇4237-7 のりくらの宿舞 0263-93-3000 https://norikura/mai.mai.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,トクートラベル】,

180 中信 松本市 松本市安曇4468番地 大正池ホテル 0263-95-2301 https://www.taisyoike.co.jp じゃらんnet,楽天トラベル,るるぶトラベル,

181 中信 松本市 松本市浅間温泉3-4-16 梅の湯 0263-46-0345 http://www.umenoyu.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,リロクラブ,Booking.com,】,

182 中信 松本市 松本市大手4-3-19-1 NAWATE　HOUSE 080-4355-6283 https://www.fecebook.com/NawateGuesthouse/ その他【Boooking.com】,

183 中信 松本市 松本市安曇4240-2 旅館こだま 0263-93-2708 https://www.ekodama.com じゃらんnet,楽天トラベル,

184 中信 松本市 松本市安曇3952-2 青葉荘 0263-93-2750 https://aobaso.net じゃらんnet,楽天トラベル,るるぶトラベル,

185 中信 松本市 松本市安曇4855-32 さつ木荘 0263-93-2448 https://norikura-satsukiso.com/

186 中信 松本市 松本市渚2-4-5 松本ウエルトンホテル 0263-27-3000 https://breezbay-group.com/matsumoto-wh/ じゃらんnet,楽天トラベル,るるぶトラベル,一休.com,その他【ブッキング、エクスペディア、ベストリザーブ、ダイレクトイン】,

187 中信 松本市 松本市大字内田3405番地ロ号 薬師平茜宿 0263-58-2141 https://akanejyuku.com/ 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】,

188 中信 松本市 松本市大字里山辺451 和泉屋旅館 0263-32-2043 https://izumiya-zenbe.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、ゆこゆこネット】,

189 中信 松本市 松本市安曇4085 山栄荘 0263-93-2715 https://saneiso.com/

190 中信 松本市 松本市大字内田3450番地ロ号 薬師平茜宿 0263-58-2141 https://akanejyuku.com/ 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）

191 中信 松本市 松本市安曇4298－6 山水館信濃 0263-93-2301 https://sansuikan-sinano.com じゃらんnet,楽天トラベル,

192 中信 松本市 松本市安曇4029-6 温泉の宿やまみ 0263-93-2512 http://onsen-yamami.com/ じゃらんnet,楽天トラベル,

193 中信 松本市 松本市安曇4085-24 白樺の庄 0263-95-2357 https://shirakabanosho.co.jp じゃらんnet,

194 中信 松本市 松本市浅間温泉3丁目28番6号 公立共済やすらぎの宿みやま荘 0263-46-1547 https://www.kourituyasuragi.jp/asama/ じゃらんnet,楽天トラベル,るるぶトラベル,

195 中信 松本市 松本市安曇4019-2 ガストホフ千石 0263-93-2222 https://www.g-sengoku.com じゃらんnet,楽天トラベル,

196 中信 松本市 松本市安曇4293-4 乗鞍ホテル湯楽里 0263-93-2447 https://www.hotel-norikura.jp じゃらんnet,楽天トラベル,るるぶトラベル,

197 中信 松本市 松本市安曇4296-5 乗鞍ホテル山百合 0263-93-2121 https://www.hotel-norikura.jp じゃらんnet,楽天トラベル,るるぶトラベル,その他【ベネフィットワン】,

198 中信 松本市 松本市大字里山辺269-1 御宿　石川 0263-32-4599 https://www.onyado-ishikawa.com じゃらんnet,楽天トラベル,るるぶトラベル,

199 中信 松本市 松本市安曇4306-1 プチホテル・アルム 0263-93-2951 https://alumu.com じゃらんnet,るるぶトラベル,

200 中信 松本市 松本市安曇3875-3 ペンションブランチ 0263-93-3288 楽天トラベル,その他【トクートラベル】,

201 中信 松本市 松本市安曇4154-11 ホテル杣乃家 0263-93-3313 じゃらんnet,楽天トラベル,るるぶトラベル,

202 中信 松本市 松本市浅間温泉1丁目29番地15号 湯本屋旅館 0263-46-0250 http://www.hotyumotoya.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【Booking.com,ゆこゆこ】,

203 中信 松本市 松本市中央一丁目二番三号 ホテル飯田屋 0263-32-0027 http://www.iidaya.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,

204 中信 松本市 松本市浅間温泉3-4-9 伊東園ホテル浅間の湯 0263-46-1411   0570-083-780 https://www.itoenhotel.com/asama/ 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】,
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205 中信 松本市 松本市波田3008-1 ゲストハウスしましま 0263-75-7233 https://www.shimashimahouse.com/

206 中信 松本市 松本市浅間温泉3-4-9 伊藤園ホテル浅間の湯 0263-46-1411     0570-083-780 https://www.itoenhotel.com/asama/ 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】,

207 中信 上松町 木曽郡上松町大字上松1888 ねざめホテル 0264-52-2245 https://nezame-hotel.com じゃらんnet,楽天トラベル,一休.com,その他【Booking.com】,

208 中信 生坂村 東筑摩郡生坂村5804番地 生坂村営やまなみ荘 0263-69-2032 http://yamanamiso.com じゃらんnet,楽天トラベル,,その他【たび寅】,

209 中信 生坂村 東筑摩郡生坂村東広津19829番地 生坂村高津屋森林公園 0263-69-3900 楽天トラベル,

210 中信 大桑村 木曽郡大桑村大字殿1-72 民宿いとせ 0264-55-3686

211 中信 大桑村 木曽郡大桑村大字殿字川原1番地71 民宿すはら 0264-24-0480 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,】,

212 中信 大桑村 木曽郡大桑村大字野尻939番地58 フォレスパ木曽あてら荘 0264-55-4455 https://www.forespakiso.jp 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】,

213 中信 大町市 大町市平高瀬入2118-37 七倉山荘 0261-22-4006 http://www.webmarunaka.com/nanakura/ じゃらんnet

214 中信 大町市 大町市大町温泉郷 立山プリンスホテル 0261-22-5131 http://www.tateyamaprince.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【ゆこゆこ,Booking.com】,

215 中信 大町市 大町市平4817 マルハン爺ヶ岳ロッヂ 0261-22-8453 https://lodge.sakura.ne.jp じゃらんnet,楽天トラベル,

216 中信 大町市 大町市平2891-2 黒部ビューホテル 0261-22-3515  /  0120-48-4126 https://www.kurobeview.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,

217 中信 大町市 大町市平20490-4 鹿島槍スポーツヴィレッジ 0261-23-1231 https://www.kashimayari.net/ じゃらんnet,楽天トラベル,その他【Booking.com】,

218 中信 大町市 大町市平19761 民宿中綱館 0261-22-3341 http://www.dhk.janis.or.jp/~nakatuna/ じゃらんnet,楽天トラベル,るるぶトラベル,

219 中信 大町市 大町市大字平2870-4 旅館叶家 0261-23-4500 https://kanoya.info/ 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,

220 中信 大町市 大町市平2118 仙人閣 0261-22-3211

221 中信 大町市 大町市美麻16784 道の駅ぽかぽかランド美麻 0261-29-2030 じゃらんnet,楽天トラベル,るるぶトラベル,一休.com,

222 中信 大町市 大町市平19761-イ 中綱館 https://www.dhk.janis.or.jp じゃらんnet,楽天トラベル,るるぶトラベル,

223 中信 大町市 大町市平20780-1 青木湖キャンプ場&アドベンチャークラブ（コテージ） 0261-23-1021

224 中信 大町市 大町市平2822番地 黒部観光ホテル 0261-22-1520 https://www.kurokan.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,

225 中信 大町市 大町市平1040-1 カナディアンビレッジ　モントリオール 0261-23-3232 https://www.canadianvillage.jp/ じゃらんnet,楽天トラベル,

226 中信 大町市 大町市大町3167-7 ホテルルートイン信濃大町駅前 050-5576-7888 https://www.route-inn.co.jp/ OTA

227 中信 大町市 大町市平2884-26 星野リゾート界アルプス 0570-073-011 https://kai-ryokan.jp/alps/ じゃらんnet,

228 中信 大町市 大町市八坂1160 信州金熊温泉　明日香荘 0261-26-2301 https://asukasou.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】,

229 中信 大町市 大町市平2106 温宿かじか 0261-22-1311 https://onjuku-kajika.com/ じゃらんnet,

230 中信 大町市 大町市平2860-12 ふる里村ゲストハウス浮世絵 0261-85-2155 https://ukiyoe-kan.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,

231 中信 大町市 大町市大町3059-4 竹のや旅館 0261-85-2299 http://www.alp-h.com じゃらんnet,楽天トラベル,るるぶトラベル,

232 中信 大町市 大町市平2861-4 アルペンルートホテル 0261-85-2299 http://www.alp-h.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】,

233 中信 大町市 大町市平2884-13 緑翠亭景水 0261-22-5501 http://www.keisui.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,リラックス他】,

234 中信 大町市 大町市平23011 ラウム山荘 0261-23-1730 じゃらんnet,楽天トラベル

235 中信 池田町 北安曇郡池田町広津4098 八寿恵荘 0261-62-9119 https://yasuesou.com/

236 中信 池田町 北安曇郡池田町中鵜3056 メイヤの樹 0261-62-6796 https://www.meiyanoki.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,

237 中信 池田町 北安曇郡池田町大字会染7964番地5 オーベルジュ　ラ　ヴィ　トランキーユ 0261-29-6635 楽天トラベル,

238 中信 池田町 北安曇郡池田町会染7064-13 ロッヂ「赤い屋根」 0261-62-9156　090-5491-0577

239 中信 池田町 北安曇郡池田町会染9631 安曇の館　松倉 0261-62-7706

240 中信 筑北村 東筑摩郡筑北村西条3443 西条温泉とくら 0263-66-2114 http://www.tokura1000yu.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】,

241 中信 南木曽町 木曽郡南木曽町吾妻4644-7 ホテル　冨貴の森 0264-58-2288 https://www.fukinomori.com/ じゃらんnet,楽天トラベル,

242 中信 南木曽町 木曽郡南木曽町吾妻1811 旅館波奈屋 https://hanaya-tsumago.jp/

243 中信 南木曽町 木曽郡南木曽町吾妻807 旅籠　松代屋 0264-57-3022 http://matsushiroya.sakura.ne.jp

244 中信 南木曽町 木曽郡南木曽町吾妻4689-447 滝見の家 0264-58-2165 http://www.takiminoie.com/

245 中信 南木曽町 木曽郡南木曽町吾妻902-1 御宿　大吉　 0264-57-2595 https://www17.plala.or.jp/daikiti/

246 中信 南木曽町 木曽郡南木曽町吾妻2278 大江戸温泉物語ホテル木曽路 0570-090268 https://kisoji.ooedoonsen.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,

247 中信 白馬村 北安曇郡白馬村北城5470-1 ホテル白馬 0261-72-4444 https://hotel-hakuba.com じゃらんnet,楽天トラベル,るるぶトラベル,一休.com,

248 中信 白馬村 北安曇郡白馬村大字北城829-156 プチホテル　アニスガーデン 0261-71-1919 https://anisegarden.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【ブッキング.com、エキスペディア】,

249 中信 白馬村 北安曇郡白馬村北城12276 白馬岩岳　切久保館 0261-72-2396 http://kirikubokan.com/ じゃらんnet,楽天トラベル,

250 中信 白馬村 北安曇郡白馬村北城2940-19 グローブインスカラ 0261-72-4325 http://skalainn.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】,

251 中信 白馬村 北安曇郡白馬村北城4402 プチホテル志鷹 0261-72-5550 http://www.hotelshitaka.co.jp/ じゃらんnet,楽天トラベル,るるぶトラベル,

252 中信 白馬村 北安曇郡白馬村北城4390-1 ホテル萌樹 0261-72-6660 http://www.hotelmoegi.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,

253 中信 白馬村 北安曇郡白馬村大字北城3477 白馬山のホテル 0261-72-8311 http://www.hakuba-yamanohotel.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【トクー！】,

254 中信 白馬村 北安曇郡白馬村北城みそら郡2937-730 白馬ペンションミーティア 0261-72-5153 https://www.hakuba-meteor.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】,

255 中信 白馬村 北安曇郡白馬村北城みそら野2937-730 白馬ログホテルミーティア 0263-72-5153 https://www.hakuba-meteor.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】,
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256 中信 白馬村 北安曇郡白馬村北城みそら野2937-52 白馬ブラウニーコテージ 0261-72-5153 https://www.hakuba-meteor.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】,

257 中信 白馬村 北安曇郡白馬村北城みそら野2557-1 白馬ブラウニーコンドミニアム 0261-72-5153 https://www.hakuba-meteor.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】,

258 中信 白馬村 北安曇郡白馬村北城2937-685 山荘　櫟（kunugi） 0261-72-7260 https://hpdsp.jp/kunugi じゃらんnet,楽天トラベル,

259 中信 白馬村 北安曇郡白馬村大字北城5280 細野館 0261-72-3111 http://www.hosonokan.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【たび寅】,

260 中信 白馬村 北安曇郡白馬村神城22203-178 ペンションクック 0261-75-3035 https://cook.jp じゃらんnet,楽天トラベル,Yahoo!トラベル,るるぶトラベル,

261 中信 白馬村 北安曇郡白馬村大字北城10255 グレイシャーホテル 0261-72-3140 http://www.dia.janis.or.jp/~glacier/ 楽天トラベル,Yahoo!トラベル,るるぶトラベル,一休.com,

262 中信 白馬村 北安曇郡白馬村北城828-316 白馬風の子 0261-72-6463 http://www.janis.or.jp/users/kazenoko/ 楽天トラベル,【booking.com】

263 中信 白馬村 北安曇郡白馬村北城3012 シャレーホテル　ハイジ・ホフ 0261-72-5010 https://www.heidihof.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

264 中信 白馬村 北安曇郡白馬村北城2455-11 エターナルフレーム 0261-85-5920 https://hakuba-eternal.com じゃらんnet,

265 中信 白馬村 北安曇郡白馬村北城14920-370 アリスの泉 0261-72-4028 http://www.dia.janis.or.jp/~aris/ 楽天トラベル

266 中信 白馬村 北安曇郡白馬村北城4403-2 白馬ホテルパイプのけむり 0261-72-5555 https://www.paipunokemuri.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【ブッキングドットコム、エクスペディア】,

267 中信 白馬村 北安曇郡白馬村大字北城3477 白馬山のホテル 0261-72-8311 http://www.hakuba-yamanohotel.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【トクー！】,

268 中信 白馬村 北安曇郡白馬村北城3020-653 ペンションマリオネット 0261-72-4848 https://www.p-marionette.com じゃらんnet,楽天トラベル,一休.com,

269 中信 白馬村 北安曇郡白馬村大字北城5141番地 ホテルグレース白馬 0261-72-5155 https://grace-hakuba.com/ じゃらんnet,楽天トラベル,るるぶトラベル,

270 中信 白馬村 北安曇郡白馬村大字北城4998 山の郷ホテル白馬ひふみ 0261-72-8411 https://www.hakubahifumi.jp じゃらんnet,楽天トラベル,

271 中信 白馬村 北安曇郡白馬村北城22385－3 白馬五竜ペンションくるみ 0261-75-3600 https://hakuba-kurumi.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【トクートラベル,agoda,Booking.com, Expedia】,

272 中信 白馬村 北安曇郡白馬村北城5061 白馬八方温泉まるいし 0261-72-2116 https://www.happo.jp じゃらんnet,楽天トラベル,

273 中信 白馬村 北安曇郡白馬村北城11026 古民家の宿ゆるり 0261-72-7460 http://youluri.jp/ じゃらんnet,その他【AirBnb/Booking.com】,

274 中信 白馬村 北安曇郡白馬村北城5004 信州白馬八方温泉しろうま荘 0261-72-2121 https://www.shiroumaso.com じゃらんnet,楽天トラベル,Yahoo!トラベル,るるぶトラベル,

275 中信 白馬村 北安曇郡白馬村北城5061 白馬八方温泉　まるいし 0261-72-2116 https://www.happo.jp じゃらんnet,楽天トラベル,

276 中信 白馬村 北安曇郡白馬村北城5709 白馬アルパインホテル 0261-72-7222 https://www.alpia.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,

277 中信 白馬村 白馬村神城22342-24 Pals Inn 雷鳥 0261-75-2055 https://pals-inn-raicho.com じゃらんnet,楽天トラベル,るるぶトラベル,その他【booking.com,Expedia】,

278 中信 白馬村 北安曇郡白馬村神城22203-17 貸別荘　白馬八方ログコテージ 0261-71-1800 https://www.r-union.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,

279 中信 白馬村 北安曇郡白馬村神城22203-17 貸別荘　白馬ロイヤルコテージ 0261-71-1800 https://www.r-union.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,

280 中信 白馬村 北安曇郡白馬村北城21582 白馬ハイランドホテル 0120-898-153 http://www.hakuba-highland.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】,

281 中信 白馬村 北安曇郡白馬村大字北城5265 ホテル　ヴァイサーホフ　八平 0261-72-2102 https://www.happei.co.jp

282 中信 白馬村 北安曇郡白馬村大字北城10161 コミュニティハウス　チロリアン 0261-72-3963 https://www.tyrolien.net じゃらんnet,楽天トラベル,その他【Booking.com】,

283 中信 白馬村 北安曇郡白馬村北城3020-570 ペンション東山白馬 0261-85-0968 楽天トラベル,その他【Booking.com】,

284 中信 白馬村 北安曇郡白馬村北城14920-365 ペンションテントキーパー 0261-72-2151 http://tentkeeper.sakura.ne.jp 楽天トラベル,

285 中信 白馬村 北安曇郡白馬村神城22114-17 和牛料理の宿　ひまわり 0261-75-2292 https://www.hakuba-himawari.com/ 楽天トラベル,るるぶトラベル,

286 中信 白馬村 北安曇郡白馬村北城2940-30 ペンション＆コテージ植物誌 0261-75-1133 https://shokubutsushi.com じゃらんnet,楽天トラベル,

287 中信 白馬村 北安曇郡白馬村神城22186-2 リフトイン白馬五竜 0261-85-2273 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】,

288 中信 白馬村 北安曇郡白馬村北城3020-281 HOUSE OF FINN JUHL HAKUBA 070-4142-9218 http://houseoffinnjuhlhakuba.com 一休.com,

289 中信 白馬村 北安曇郡白馬村北城3020-870 ノマド白馬 0261-72-2618 https://nomad-hakuba.com/ じゃらんnet,楽天トラベル,その他【booking.com,expedia】,

290 中信 白馬村 北安曇郡白馬村北城828-321 ペンション野風増 0261-72-2234 https://nofuuzo.com じゃらんnet,

291 中信 白馬村 北安曇郡白馬村北城831-205 シルクウッドホテル 0261-72-6001 https://silkwoodhotel.com/ じゃらんnet,

292 中信 白馬村 北安曇野郡白馬村大字北城4893番地 あぜくら山荘 0261-72-5238 https://www.azekura.com/ じゃらんnet,

293 中信 白馬村 北安曇郡白馬村北城3020-303 PENSIONベルニナ 0261-72-4660 https://hakubabelnina.jimdofree.com じゃらんnet,楽天トラベル,その他【Booking.com】,

294 中信 白馬村 北安曇郡白馬村神城22201-14 ペンション　エクセルシオール 0261-75-4031 https://mall.hakubamura.net/excelsior

295 中信 白馬村 北安曇郡白馬村神城22203-3 ペンションちゃうちゃう 0261-75-2270 https://www.chauchau.jp/ じゃらんnet,楽天トラベル,

296 中信 白馬村 北安曇郡白馬村大字北城12024 スコーレ白馬 0261-72-2145 https://www.schole-hakuba.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,

297 中信 白馬村 北安曇郡白馬村大字北城5246 Kokoro Hotel Hakuba 0261-72-8811 https://hakubakokoro.com 楽天トラベル,その他【Booking.com、Expedia】,

298 中信 白馬村 北安曇郡白馬村大字北城4715-4 白馬カナディアンロッジ 0261-72-8822 http://hakuba-canadian.com/ じゃらんnet,楽天トラベル,Booking.com,Expedia

299 中信 白馬村 北安曇郡白馬村大字北城4995番地 白馬ホテルベルクトール丸北 0261-72-2107 https://www.hakuba-marukita.com じゃらんnet,楽天トラベル,るるぶトラベル,その他【Booking.com, Expedia, Agoda】,

300 中信 白馬村 北安曇郡白馬村北城5714-2 村のHOTEL信屋 0261-72-2229 https://www.hakuba-shinya.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】,

301 中信 白馬村 北安曇郡白馬村神城22385 Chillps 0261-85-4192 https://chillps-hakuba.com じゃらんnet,楽天トラベル,

302 中信 白馬村 北安曇郡白馬村大字神城21429-3 民宿　久平荘 0261-75-3514 http://www.hakubagoryu.com/kyuheiso/ じゃらんnet,楽天トラベル,

303 中信 白馬村 北安曇郡白馬村大字北城4688番地 白馬東急ホテル 0261-72-3001 https://www.tokyuhotels.co.jp/hakuba-h/ OTA

304 中信 白馬村 北安曇郡白馬村北城2937-725 イタリアンレストラン＆ペンションSyo 0261-72-8218 https://www.hakuba-syo.com

305 中信 白馬村 北安曇郡白馬村北城3020-833 ペンションあぎ 0261-72-5676 https://agiagi.com

306 中信 白馬村 北安曇郡白馬村北城11003 ロッジやまき 0261-72-2267 じゃらんnet,
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307 中信 白馬村 北安曇郡白馬村北城2937-646 スターリーレジデンススイート 0261-72-3946 https://starry.holiday 楽天トラベル,Yahoo!トラベル,一休.com,その他【Booking.com,Relux】,

308 中信 白馬村 北安曇郡白馬村大字北城4429 ロッヂワイスホルン 0261-72-2278 https://weisshrn.com 楽天トラベル,

309 中信 白馬村 白馬村北城22203-11 ペンションわたぼうし 0261-75-3220 https://www.hakubagoryu.com/wata その他【Booking.com,】,

310 中信 白馬村 北安曇郡白馬村北城10195 プチホテルグラスハウス 0261-72-4746 https://hakuba.me じゃらんnet,楽天トラベル,Yahoo!トラベル,

311 中信 白馬村 北安曇郡白馬村北城6681-1 東上館 0261-72-2462 https://higashiwakata.web.fc2.com 楽天トラベル,

312 中信 白馬村 北安曇郡白馬村大字北城4683番地2 白馬樅の木ホテル 0261-72-5001 https://mominokihotel.com じゃらんnet,楽天トラベル,るるぶトラベル,一休.com,

313 中信 白馬村 北安曇郡白馬村神城24196-24 グリーンバレー白馬 0261-75-4000 http://www.gvhakuba.co.jp じゃらんnet,楽天トラベル,るるぶトラベル,

314 中信 白馬村 北安曇郡白馬村北城6660 ALPINE AZUMI 0261-72-6663 http://www.alpineazumi.com/booking 楽天トラベル,その他【Boooking.com,agoda.com,Airbnb,Vacation Stay】,

315 中信 白馬村 北安曇郡白馬村北城6660 スカイパーク八方アパートメント 0261-72-6663 http://www.skyparkhappo.com/booking 楽天トラベル,その他【Boooking.com,agoda.com,Airbnb,Vacation Stay】,

316 中信 白馬村 北安曇郡白馬村大字北城字川除828-25 Mountain Stream Apartments 080-8911-6321 その他【Airbnb,楽天ステイ,Booking.com】,

317 中信 白馬村 北安曇郡白馬村北城2335-5 温泉ロッジ藤美 0261-72-8864  /  090-3241-7163 その他【booking.com,Airbnb】,

318 中信 白馬村 北安曇郡白馬村北城829-71 ペンションウインズ白馬 0261-72-7481 https://winds-hakuba.com じゃらんnet,

319 中信 白馬村 北安曇郡白馬村神城22201-35 ペンション  リスの小屋 0261-75-2095 https://risugoya.com じゃらんnet,楽天トラベル,るるぶトラベル,

320 中信 白馬村 北安曇郡白馬村神城24197-3 FARM&CAMP　Re:HAKUBA 0261-75-3301 http://rehakuba.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【なっぷ】,

321 中信 白馬村 北安曇郡白馬村北城9464 ペンションカウベル 0261-72-4593

322 中信 白馬村 北安曇郡白馬村神城22200-75 ホテルレディダイアナ 0261-75-3525 http://www.ladydiana.jp じゃらんnet,楽天トラベル,

323 中信 白馬村 北安曇郡白馬村神城22345 ペンシオーネ　ランタンリルン 0261-75-3217 https://rantanrirun.com じゃらんnet,楽天トラベル,その他【Booking.com】,

324 中信 白馬村 北安曇郡白馬村北城4744 白馬リゾートホテル　ラ・ネージュ東館 0261-72-7111 https://www.laneige-higashikan.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】,

325 中信 白馬村 北安曇郡白馬村北城14718-209 ピュアモール  ミモザ 0261-72-6085 https://puremall-mimosa.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【リソル,ベネフィット】,

326 中信 白馬村 北安曇郡白馬村北城5268 あたらしや旅館 0261-72-2134 https://hakuba-atarashiya.com

327 中信 白馬村 北安曇郡白馬村大字北城23930 白馬のお宿　一の倉荘 0261-72-3254 https://ichinokurasou.com じゃらんnet,楽天トラベル,その他【Booking.com】,

328 中信 白馬村 北安曇郡白馬村北城23935 プチホテル　バ・ブロー 0261-72-4646 https://basbbreau.com

329 中信 白馬村 北安曇郡白馬村北城12125ｲ Villa こまくさ 0261-72-2099 https://www.hakuba-komakusa.com その他【Booking.com,Expedia,アップオン】,

330 中信 白馬村 北安曇郡白馬村北城14718-219 ペンションウッディハート 0261-72-6768 https://woody-heart.com じゃらんnet,楽天トラベル,

331 中信 白馬村 北安曇郡白馬村北城14718-250 天然温泉HAKUBA　SYMPHONY 0261-72-6848 https://www.hakuba-symphony.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】,

332 中信 白馬村 北安曇郡白馬村北城5039 丸金旅館 0261-72-2114 http://www.hakuba-marukin.com じゃらんnet,楽天トラベル,るるぶトラベル,

333 中信 白馬村 白馬村大字北城3020-1110 ログコテージトマト 0261-72-4637 https://www.hakuba.org/logtomato/ じゃらんnet,楽天トラベル,その他【Booking.com,】,

334 中信 白馬村 北安曇郡白馬村大字神城22201番地5 ホテル　ステラベラ 0261-75-2244 https://www.stelle.co.jp じゃらんnet,楽天トラベル,一休.com,

335 中信 白馬村 北安曇郡白馬村北城22404-1 ロッヂ　リバーサイドやまや 0261-75-2525 https://goryuu.com じゃらんnet,楽天トラベル,

336 中信 白馬村 北安曇郡白馬村北城863 ホテルさいとう 0261-72-2177 https://www.hakuba-yama.com じゃらんnet,楽天トラベル,

337 中信 白馬村 北安曇郡白馬村神城22203-1 山の森 0261-75-2992

338 中信 白馬村 北安曇郡白馬村北城2546 ペンション林檎の樹 0261-72-5002 http://www.janis.or.jp/users/ringo88/ その他【Booking.com】,

339 中信 白馬村 北安曇郡白馬大字北城八方5094番地 HOTEL対岳館 0261-72-2075 https://www.taigakukan.jp Yahoo!トラベル,るるぶトラベル,

340 中信 白馬村 北安曇郡白馬村北城3030-1 カンパーニュ白馬 0261-85-2822 https://cam-hakuba.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,】,

341 中信 白馬村 北安曇郡白馬村北城3030-1 ルポゼ白馬 0261-85-2822 https://reposer-hakuba.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,】,

342 中信 白馬村 北安曇郡白馬村北城3020-11 カントリーインかしわばら 0261-72-2411 http://www.hakuba.ne.jp/mizuho/kashiwa/ じゃらんnet,楽天トラベル,Yahoo!トラベル,一休.com,その他【ベネフィットワン】,

343 中信 白馬村 北安曇郡白馬村北城4860-7 Solar　Chalet 0261-75-5511 http://hakubahotelgroup.com/ じゃらんnet,楽天トラベル,一休.com,その他【Expedia,Booking.com,Trip.com】,

344 中信 白馬村 北安曇郡白馬村北城4761-2 AMO54 0261-75-5511 http://hakubahotelgroup.com/ じゃらんnet,楽天トラベル,一休.com,その他【Expedia,Booking.com,Trip.com】,

345 中信 白馬村 北安曇郡白馬村北城4982-2 Phoenix Cocoon 0261-75-5511 http://hakubahotelgroup.com/ じゃらんnet,楽天トラベル,一休.com,その他【Expedia,Booking.com,Trip.com】,

346 中信 白馬村 北安曇郡白馬村北城2937-750 Villa Rochalie 0261-75-5511 http://hakubahotelgroup.com/ じゃらんnet,楽天トラベル,一休.com,その他【Expedia,Booking.com,Trip.com】,

347 中信 白馬村 北安曇郡白馬村北城4982-1 Wadano Woods 0261-75-5511 http://hakubahotelgroup.com/ じゃらんnet,楽天トラベル,一休.com,その他【Expedia,Booking.com,Trip.com】,

348 中信 白馬村 北安曇郡白馬村北城4842-1 Sakka Rocks 0261-75-5511 http://hakubahotelgroup.com/ じゃらんnet,楽天トラベル,一休.com,その他【Expedia,Booking.com,Trip.com】,

349 中信 白馬村 北安曇郡白馬村北城3394-2 Wagaya 0261-75-5511 http://hakubahotelgroup.com/ じゃらんnet,楽天トラベル,一休.com,その他【Expedia,Booking.com,Trip.com】,

350 中信 白馬村 北安曇郡白馬村北城3393-1 Mizuho Chalet 0261-75-5511 http://hakubahotelgroup.com/ じゃらんnet,楽天トラベル,一休.com,その他【Expedia,Booking.com,Trip.com】,

351 中信 白馬村 北安曇郡白馬村北城2948-2 白馬プチホテル「みそら野」 0261-72-4511 http://misorano.net/ じゃらんnet,楽天トラベル,

352 中信 白馬村 北安曇郡白馬村北城860-13 トロイメライ 0261-72-5120 http://traumerei.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【Relux,Booking.com,】,

353 中信 白馬村 北安曇郡白馬村北城5297 白馬ホテル扇屋 0261-72-7500 https://www.hakubahotel.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,リラックス】,

354 中信 白馬村 北安曇郡白馬村北城5025 白馬ホテル花乃郷 0261-72-2324 https://www.h-hananosato.com じゃらんnet,楽天トラベル,るるぶトラベル,

355 中信 白馬村 北安曇郡白馬村神城22203-143 ペンションボナール 0261-75-2291 http://hakuba-bonnard.com じゃらんnet,楽天トラベル,

356 中信 白馬村 北安曇郡白馬村北城4389 GUEST HOUSE ZU-THONES HAKUBA 0261-85-0551 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,】,

357 中信 白馬村 北安曇郡白馬村北城白馬山国有林125チ林小班 白馬山荘 0261-72-2002
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358 中信 白馬村 北佐久郡軽井沢町大字長倉2129 ライジング・フィールド白馬 0261-85-2162 https://www.rising-field.com/

359 中信 白馬村 北安曇郡白馬村大字北城5815-2 ロッヂ＆ログコテージヴィラ八方 0261-72-3138 http://www.v-happo.jp/ 楽天トラベル,

360 中信 白馬村 北安曇郡白馬村大字北城4383 白馬メルヘンハウス 0261-72-2622 http://www.marchenhouse.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,

361 中信 白馬村 白馬村北城9464-13 林ペンション 0261-72-4724 https://hakubahayashipension.com その他【Booking.com】,

362 中信 白馬村 北安曇郡白馬村大字北城11574-ｲ 木塵 0261-75-2375 https://hakubagoryu.com/mokuzin/

363 中信 白馬村 北安曇郡白馬村北城4313-1 Mountain Side 0261-85-4187 https://thehakubacompany.com

364 中信 白馬村 北安曇郡白馬村大字北城2310番地 白馬ロイヤルホテル 0261-72-4800 https://hakuba-royal.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,

365 中信 白馬村 北安曇郡白馬村北城4690-1 フェニックスシャレー 0261-72-4060 https://phoenixhotel.jp じゃらんnet,一休.com,その他【Booking.com　Expedia】,

366 中信 白馬村 北安曇郡白馬村大字北城2936-13 ペンションセレナーデ 0261-72-3757 https://hakuba-serenade.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,

367 中信 白馬村 北安曇郡白馬村北城3020-26 割烹旅館　みなみ家 0261-72-8008 https://www.hakuba-minamiya.jp じゃらんnet,楽天トラベル,

368 中信 白馬村 北安曇郡白馬村神城22346-49 プチホテルアッサム 0261-75-2870 https://www.phassam.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【トクー、ゆこゆこ】,

369 中信 白馬村 北安曇郡白馬村神城22203-143 ペンションボナール 0261-75-2291 http://hakuba-bonnard.com じゃらんnet,楽天トラベル,

370 中信 白馬村 北安曇郡白馬村神城22201－2 ペンション　ウルル 0261-75-2774 https://www.ullr.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,

371 中信 白馬村 北安曇郡白馬村大字北城5297 白馬ホテル扇屋 0261-72-7500 https://www.hakubahotel.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、リラックス】,

372 中信 白馬村 北安曇郡白馬村北城14920－254 Kudo's Lodge 090-3108-1833 1-1111

373 中信 白馬村 北安曇郡白馬村神城22201-33 ホテル　サンマルテ 0261-75-2133 https://sanmalte.com/ じゃらんnet,楽天トラベル,その他【トクートラベル】

374 中信 白馬村 北安曇郡白馬村大字北城3750番地 ローゼンハイム白馬 0261-72-2073㈹ https://www.rosen-h.com 楽天トラベル,るるぶトラベル,

375 中信 白馬村 北安曇郡白馬村北城2455-3 プチホテルアンシャンテ 0261-72-6277 http://enchante898.com じゃらんnet,楽天トラベル,Yahoo!トラベル,るるぶトラベル,

376 中信 白馬村 北安曇郡白馬村大字北城5736 ベルグランド田中屋 0261-72-2224 https://berg-land.com/wp/ 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,

377 中信 白馬村 北安曇郡白馬村神城22186-1 アルプス白馬 0261-75-2190 http://www.hakubagoryu.com/alps/ じゃらんnet,楽天トラベル,

378 中信 白馬村 北安曇郡白馬村北城4313-1 Mountain side 0261-85-8870 https://thehakubacompany.com

379 中信 白馬村 北安曇郡白馬村北城4762-2 Villa El Cielo 0261-85-4187 https://thehakubacompany.com

380 中信 白馬村 北安曇郡白馬村北城4823 八（HACHI） 0261-85-4187 https://thehakubacompany.com

381 中信 白馬村 北安曇郡白馬村大字神城22711番地 ログコテージ感木 0261-75-3636 https://www.hakuba-kanki.jp

382 中信 白馬村 北安曇郡白馬村北城3353 ホテル五龍館 0261-72-3939 http://www.goryukan.jp/ じゃらんnet,楽天トラベル,るるぶトラベル,

383 中信 白馬村 北安曇郡白馬村北城11462-2 ヒューマンペンション　コムパス 0261-72-5372 http://www.hakuba.jp/compass/ 楽天トラベル,

384 中信 白馬村 北安曇郡白馬村神城22197-2 ペンションあるむ 0261-75-2848 https://www.hakubagoryu.jp じゃらんnet,楽天トラベル,Yahoo!トラベル,一休.com,

385 中信 白馬村 北安曇郡白馬村北城4692-3 Morino Lodge 0261-85-9098 https://www.morinolodge.com じゃらんnet,その他【Booking.com】,

386 中信 白馬村 北安曇郡白馬村大字北城2455-1 ペンション　ファニーイン 0261-72-6552 https://www.funnyinn.com じゃらんnet,

387 中信 白馬村 北安曇郡白馬村大字北城11012 ステイフルハウスなかまち 0261-72-2285 http://www.ntcs.ne.jp/nakamach/ じゃらんnet,楽天トラベル,一休.com,

388 中信 白馬村 北安曇郡白馬村北城827-28 ペンション南十字星 0261-72-4805 https://www.minami-jyuujisei.com じゃらんnet,楽天トラベル,

389 中信 白馬村 北安曇郡白馬村北城1591-1 貸別荘HAKUBA　HOKUJO 080-3422-9005 https://hakubahokujo.com 楽天トラベル,一休.com,その他【Agoda,Booking.com,Airbnb】,

390 中信 白馬村 北安曇郡白馬村北城9341-8 ホテルけやきの樹 0261-75-5155 https://more-resort.com 楽天トラベル,Yahoo!トラベル,一休.com,

391 中信 白馬村 北安曇郡白馬村神城24196-26 エクセ白馬 0261-75-5155 https://more-resort.com 楽天トラベル,Yahoo!トラベル,一休.com,

392 中信 白馬村 北安曇郡白馬村神城22183-74 コンドミニアム白馬五竜 0261-75-5155 https://more-resort.com 楽天トラベル,Yahoo!トラベル,一休.com,

393 中信 白馬村 北安曇郡白馬村北城14863-6 ホテルシェラリゾート白馬 0261-72-3250 www.sierrahakuba.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】,

394 中信 白馬村 北安曇郡白馬村北城5262 白馬スキー館 0261-72-2112 https://www.hakubaskikan.com/ その他【booking.com】,

395 中信 白馬村 北安曇郡白馬村北城4980-7 ゲストハウスジャパン白馬 0261-85-4393 もしくは090-9131-5530 https://www.theguesthousejapan.com その他【airbnb,booking.com】,

396 中信 白馬村 北安曇郡白馬村大字北城5890 民宿あさひや 0261-72-2556

397 中信 白馬村 北安曇郡白馬村大字北城4773-2 BIG BEAR APARTMENTS 0261-85-2035   090-9356-0428 https://www.hakuba.com/ じゃらんnet,楽天トラベル,

398 中信 白馬村 北安曇郡白馬村大字北城4682-1 BIG BEAR CHALETS 0261-85-2035   090-9356-0428 https://www.hakuba.com/ じゃらんnet,楽天トラベル,

399 中信 白馬村 北安曇郡白馬村大字北城2937-257 Latitude36 0261-85-2035   090-9356-0428 https://www.hakuba.com/ じゃらんnet,楽天トラベル,

400 中信 白馬村 北安曇郡白馬村大字北城4773-2 The Seasons Apartments 0261-85-2035   090-9356-0428 https://www.hakuba.com/ じゃらんnet,楽天トラベル,

401 中信 白馬村 北安曇郡白馬村北城4692-3 morino lodge 森のロッヂ 0261-85-9098 https://www.morinolodge.com じゃらんnet,

402 中信 白馬村 北安曇郡白馬村北城2937-327 Cherrywoods  Place 0261-85-2035     090-9356-0428 https://www.hakuba.com/ じゃらんnet,楽天トラベル,

403 中信 白馬村 北安曇郡白馬村北城9464-321 アールグレイ 0261-72-4118 https://Hakuba-earlgrey.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】,

404 中信 麻績村 東筑摩郡麻績村日3434 シェーンガルテンおみ 0263-67-2800 http://www.kk-giken.jp/sehongarten-omi/ 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,

405 中信 麻績村 東筑摩郡麻績村麻8793 ユーラック 0263-67-4372 じゃらんnet,楽天トラベル,

406 中信 木曽町 木曽郡木曽町福島5162番地 街道浪漫　おん宿蔦屋 0264-22-2010 https://kiso-tutaya.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, booking.com,  Expedia

407 中信 木曽町 木曽郡木曽町福島5162番地 つたや季の宿　風里 0264-42-1188 http://kiso-kazari.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】,

408 中信 木曽町 木曽郡木曽町開田高原西野4676-1 岩井屋旅館 0264-44-2108 https://iwaiya.net じゃらんnet,楽天トラベル,
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409 中信 木曽町 木曽郡木曽町開田高原西野6322-218 ペンションJ-HOUSE 0264-44-2219 http://www.pjh.jp 楽天トラベル,

410 中信 木曽町 木曽郡木曽町福島5084 キャンピングフィールド木曽古道 https://tmokiso.com/kisokodo/ その他【なっぷ】,

411 中信 木曽町 木曽郡木曽町開田高原西野5346-1 ペンション山のくじら家 0264-44-1122 http://www.kujiraya.info/ 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,

412 中信 木曽町 木曽郡木曽町開田高原西野6322-419 ロッジ上天気 0264-44-2131 https://jotenki.com/ じゃらんnet,楽天トラベル,

413 中信 木曽町 木曽郡木曽町福島5782 自由旅クラブ　木曽三河家 0264-24-3332 https://kiso-mikawaya.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、Booking.com、Expadia】,

414 中信 木曽町 木曽郡木曽町開田高原西野6756 旅の宿のらくろ 0264-44-2059 https://www.kiso.ne.jp/~norakuro.kt じゃらんnet,楽天トラベル,

415 中信 木曽町 木曽郡木曽町三岳6362 黒澤館 0264-46-2016

416 中信 木曽町 木曽郡木曽町福島2012-4 つたや 0264-22-2145 https://www.kisoji-tutaya.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,

417 中信 木曽町 木曽郡木曽町三岳1-1 石室山荘 090-8873-9761

418 中信 木曽町 木曽郡木曽町三岳6280-1 旅館　山陽館 0264-46-2012 http://sanyoukan.dip.jp

419 中信 木曽町 木曽郡木曽町開田高原西野3109-1 やまかの湯 0264-44-2010 https://www.yamakanoyu.com じゃらんnet,楽天トラベル,Yahoo!トラベル,

420 中信 木曽町 木曽郡木曽町開田高原西野5346-1 ペンション京こじま 0264-44-2780 http://kyokojima.com/ じゃらんnet,楽天トラベル,

421 中信 木曽町 木曽郡木曽町開田高原西野2700 お宿ぽんと晴れ 0264-44-2078 https://www.miho-oyadopontohare.net

422 中信 木曽町 木曽郡木曽町日義4898-8 YOSHINAKA　森のホテル 0264-23-7331 https://www.morinohotel.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】,

423 中信 木曽町 木曽郡木曽町開田高原西野53 ペンション遊基地 0264-44-1100 https://yuukichi.com じゃらんnet,楽天トラベル,

424 中信 木曽町 木曽郡木曽町福島5169 木曽路の宿いわや 0264-22-2015 http://www.kisoji-iwaya.com じゃらんnet,楽天トラベル,Yahoo!トラベル,るるぶトラベル,

425 中信 木曽町 木曽郡木曽町開田高原西野5346-1 京こじま 0264-44-2780 http://kyokojima.com/ じゃらんnet,楽天トラベル,

426 中信 木曽町 木曽郡木曽町福島53730 萬蔵の宿むらちや 0264-22-3186 https://www.manzounoyado.com 楽天トラベル,

427 中信 木曽町 木曽郡木曽町福島6168番地 旅館さらしなや 0264-22-2307 https://sarashinaya.com じゃらんnet,その他【Booking.com】,

428 中信 木曽町 木曽郡木曽町開田高原西野949番地の1 ビューおんたけ 0264-42-3134 http://www.v-ontake.com/ じゃらんnet,

429 中信 木曽町 木曽郡木曽町三岳10869 大喜泉 080-3486-5142 https://daikisen.com じゃらんnet,楽天トラベル,

430 中信 木曽町 木曽郡木曽町福島5275-14 森富旅館 0264-22-2303 http://www.moritomi.info

431 中信 木曽町 長野県木曽郡木曽町福島 47-2 木曽古道　ぬくもりの宿　駒の湯 0264-23-2288 https://komanoyu.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,

432 中信 木曽町 木曽郡木曽町新開1022-1 ペンションかおる 0264-27-6404 http://www.p-kaoru.com その他【ブッキング.コム】,

433 中信 木祖村 木曽郡木祖村小木曽3362 信州やぶはら高原　こだまの森 0264-36-2777 http://www.kodamanomori.jp/ その他【なっぷ】,

434 中信 木祖村 木曽郡木祖村大字菅2909番地 あららぎ荘 0264-36-2057

435 中信 木祖村 木曽郡木祖村薮原201-31 勇屋旅館 0264-36-2056

436 中信 木祖村 木曽郡木祖村菅2925-3 栗屋民宿 0264-36-3038 http://www7a.biglobe.ne.jp/~kurimin/

437 中信 木祖村 木曽郡木祖村菅3070-1 民宿りんどう 0264-36-2174 https://rindo-kiso.com/ じゃらんnet,楽天トラベル,
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