
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（東信）
更新日：2020/7/6

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 東信 軽井沢町 北佐久郡軽井沢町大字軽井沢1068 軽井沢サニービレッジ 0267-42-3882 http://center.e-monkey.jp/sv/ 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】,

2 東信 軽井沢町 北佐久郡軽井沢町大字長倉3294-1 くつかけステイ中軽井沢 0267-46-8906 https://kutsukake-stay.jp じゃらんnet,楽天トラベル,

3 東信 軽井沢町 北佐久郡軽井沢町軽井沢1278-16 旧軽井沢ホテル東雲 0267-41-3577 https://www.karuizawa-shinonome.com じゃらんnet,楽天トラベル,るるぶトラベル,

4 東信 軽井沢町 北佐久郡軽井沢町1151-11 TWIN-LINE　HOTEL KARUIZAWA　JAPAN 0267-42-2121 https://twin-line-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【オズモール】,

5 東信 軽井沢町 北佐久郡軽井沢町長倉2147 軽井沢ホテルそよかぜ 0267-45-8200 https://www.hotelsoyokaze.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,ベネフィット・ワン、booking.com,expedia】,

6 東信 軽井沢町 北佐久郡軽井沢町長倉塩沢709-2 ホテルプティリヴィエール軽井沢 0267-44-3339 https://la-hotelgroup.com/petitriviere じゃらんnet,楽天トラベル,

7 東信 軽井沢町 北佐久郡軽井沢町長倉3353-1 ペンション軽井沢フォーレスト 0267-46-3064 http://www7b.biglobe.ne.jp/~karuizawa-forest/

8 東信 軽井沢町 北佐久郡軽井沢町大字軽井沢西野沢原1323-510 レジーナリゾート旧軽井沢 0267-31-5586 https://www.regina-resorts.com/kyukaruizawa/ 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、エクスペディア、ブッキングドットコム】,

9 東信 軽井沢町 北佐久郡軽井沢町長倉4335-14 K's Village Karuizawa 0267-31-0312 https://www.ksvillage.info/ じゃらんnet,楽天トラベル,るるぶトラベル,

10 東信 軽井沢町 北佐久郡軽井沢町大字長倉1259 桜ヶ丘パークコテージ 0267-45-5554 http://www.sakuragaoka-park.jp/ じゃらんnet,楽天トラベル,

11 東信 軽井沢町 北佐久郡軽井沢町大字軽井沢1323番地522 軽井沢ホテルロンギングハウス 0267-42-7355 https://longinghouse.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【OZmall,らくだ倶楽部,Theお宿,relux】,

12 東信 軽井沢町 北佐久郡軽井沢町軽井沢491-5 旧軽井沢Kikyo キュリオコレクションbyヒルトン 0267-46-8160 https://www.kyukaruizawa-kikyo.com 楽天トラベル,Yahoo!トラベル,るるぶトラベル,一休.com,

13 東信 軽井沢町 北佐久郡軽井沢町長倉4339 軽井沢マリオットホテル 0267-46-6611 https://www.karuizawa-marriott.com その他【ozモール】,

14 東信 軽井沢町 北佐久郡軽井沢町軽井沢1178-493 東急ハーヴェストクラブ旧軽井沢 0267-42-9260 https://www.resorthotels109.com/kyukaruizawa/ 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、Relux】,

15 東信 軽井沢町 北佐久郡軽井沢町追分49-2 レジーナリゾート軽井沢御影用水 0267-41-0411 https://www.regina-resorts.com/mikage/ 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、エクスペディア、ブッキングドットコム】,

16 東信 軽井沢町 北佐久郡軽井沢町長倉1691-20 ペンション＆コテージアザミ 0267-46-1396 http://www.pension-azami.jp/ じゃらんnet,楽天トラベル,

17 東信 軽井沢町 北佐久郡軽井沢町大字長倉3148-1 コテージろぐ亭 0267-45-6007 https://www.log-cabin.co.jp じゃらんnet,楽天トラベル,

18 東信 軽井沢町 北佐久郡軽井沢町大字軽井沢1323-980 ホテル音羽の森 0267-42-7711 https://www.hotel-otowanomori.co.jp じゃらんnet,楽天トラベル,るるぶトラベル,一休.com,

19 東信 軽井沢町 北佐久郡軽井沢町大字長倉499 軽井沢LogHOTEL 塩沢の森 0267-45-0004 https://www.shiozawanomori.com/ じゃらんnet,楽天トラベル,Yahoo!トラベル,るるぶトラベル,

20 東信 軽井沢町 軽井沢町軽井沢1178 オテル・ドゥ軽井沢ヴァルト 0267-42-8133 http://wald.cside.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,

21 東信 軽井沢町 北佐久郡軽井沢町発地864-4 ルグラン軽井沢ホテル＆リゾート 0267-48-0099 https://www.legrand-karuizawaresort.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,Agoda, Booking.com, ゆこゆこ】,

22 東信 軽井沢町 北佐久郡軽井沢町大字長倉889 軽井沢ストーンペンション＆コテージ 0267-45-4021 http://www.avis.ne.jp/~stone-p/ じゃらんnet,

23 東信 軽井沢町 北佐久郡軽井沢町大字発地1523-4 軽井沢ペンションばーばパパ 0267-48-0198 http://www.janis.or.jp/users/babapapa/ じゃらんnet,

24 東信 軽井沢町 北佐久郡軽井沢町長倉5410 ペンショングラスホッパー 0267-46-1333 https://www.grasshopper-karuizawa.com/ じゃらんnet,楽天トラベル,その他【Booking.com,】,

25 東信 軽井沢町 北佐久郡軽井沢町発地134-4 ペンションニューマン 0267-48-1040 https://newman2.jimdo.com じゃらんnet,楽天トラベル,Yahoo!トラベル,るるぶトラベル,

26 東信 軽井沢町 北佐久郡軽井沢町大字長倉1807番地3 ノームの森 0267-46-0633 https://nome-karuizawa.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,

27 東信 軽井沢町 北佐久郡軽井沢町大字長倉1885-4 リゾートイングリーン軽井沢 0267-46-1110 http://www.green-karuizawa.com/

28 東信 軽井沢町 北佐久郡軽井沢町大字軽井沢925 万平ホテル 0267-42-1234 https://www.mampei.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、Expedia、Relux】,

29 東信 軽井沢町 北佐久郡軽井沢町大字軽井沢1016 軽井沢プリンスホテル　ウエスト 0267-42-1111 https://www.princehotels.co.jp/karuizawa-west/ じゃらんnet,楽天トラベル,るるぶトラベル,一休.com,その他【】,

30 東信 軽井沢町 北佐久郡軽井沢町大字軽井沢1016-75 軽井沢プリンスホテル　イースト 0267-42-1111 https://www.princehotels.co.jp/karuizawa-east/ じゃらんnet,楽天トラベル,るるぶトラベル,一休.com,その他【】,

31 東信 軽井沢町 北佐久郡軽井沢町軽井沢 軽井沢プリンスホテル　コテージ 0267-42-1111 https://www.princehotels.co.jp/karuizawa-west/ じゃらんnet,楽天トラベル,るるぶトラベル,一休.com,その他【】,

32 東信 軽井沢町 北佐久郡軽井沢町大字軽井沢1016-75 ザ・プリンス軽井沢 0267-42-1111 https://www.princehotels.co.jp/the_prince_karuizawa/ じゃらんnet,楽天トラベル,るるぶトラベル,一休.com,その他【】,

33 東信 軽井沢町 北佐久郡軽井沢町軽井沢 ザ・プリンス　ヴィラ軽井沢 0267-42-1111 https://www.princehotels.co.jp/karuizawa-villa/ じゃらんnet,楽天トラベル,るるぶトラベル,一休.com,その他【】,

34 東信 軽井沢町 北佐久郡軽井沢町軽井沢 軽井沢浅間プリンスホテル 0267-48-0001 https://www.princehotels.co.jp/asama/ じゃらんnet,楽天トラベル,るるぶトラベル,一休.com,その他【】,

35 東信 軽井沢町 北佐久郡軽井沢町軽井沢東154-2 ホテルロッソ軽井沢 0267-41-1222 https://www.hotel-rosso.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【Boooking.com，agoda，EXPEDIA】,

36 東信 軽井沢町 北佐久郡軽井沢町軽井沢1178 ホテルマロウド軽井沢 0267-42-8444 https://www.marroad.jp/karuizawa 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,

37 東信 軽井沢町 北佐久郡軽井沢町大字長倉336-1 はうすか　かるいさわ 0267-44-6222 http://hauska.karuisawa.jp/ じゃらんnet,楽天トラベル,Yahoo!トラベル,その他【Relux,OZモール,airBnB,Booking.com】,

38 東信 軽井沢町 北佐久郡軽井沢町大字長倉2536-10 ペンションライラック軽井沢 0267-45-0188 https://www.lilac-karuizawa.com じゃらんnet,楽天トラベル,

39 東信 軽井沢町 北佐久郡軽井沢町長倉291-1 ホテルハーヴェスト 0267-46-8109 https://resorthotels109.com/karuizawa/ じゃらんnet,楽天トラベル,Yahoo!トラベル,一休.com,その他【Welbox,Relux,】,

40 東信 軽井沢町 北佐久郡軽井沢町長倉531-1 ホテルベルリネッタ軽井沢 0267-48-6101 https://hotel-berlinetta.com じゃらんnet,楽天トラベル,Yahoo!トラベル,

41 東信 軽井沢町 北佐久郡軽井沢町長倉10-86 軽井沢村ホテル 0267-42-8567 https://karuizawa-mura.com/ じゃらんnet,楽天トラベル,その他【Booking.com,Expedia,】,

42 東信 軽井沢町 北佐久郡軽井沢町長倉2148 軽井沢ホテルブレストンコート 0267-46-6200 https://blestoncourt.com じゃらんnet,一休.com,その他【オズモール】,

43 東信 軽井沢町 北佐久郡軽井沢町追分93-4 エッセンシャルリゾート 0267-45-6171 https://refresh-essential-resort.com

44 東信 軽井沢町 北佐久郡軽井沢町発地178-1 アメリーハウス軽井沢 0267-44-6060 https://www.amerryhouse.com じゃらんnet,楽天トラベル,

45 東信 軽井沢町 北佐久郡軽井沢町長倉10-43 ペンションぴーまん 0267-42-7616 https://www.p-piment.com OTA

46 東信 軽井沢町 北佐久郡軽井沢町大字軽井沢1143-10 キャンディタフト 0267-41-1350 http://www008.upp.so-net.ne.jp/candytuft/ じゃらんnet,楽天トラベル,その他【Booking.com,】,

47 東信 軽井沢町 北佐久郡軽井沢町長倉大日向5664-3 ピッコロホテル　オペラ軽井沢 0267-44-3133 http://www.p-opera.com じゃらんnet,楽天トラベル,るるぶトラベル,

48 東信 軽井沢町 北佐久郡軽井沢町長倉3364-15 星野リゾートBEB5軽井沢（要 電話予約） 0570-073-022 https://hoshinoresorts.com/ja/hotels/beb5karuizawa/ じゃらんnet,楽天トラベル,その他【Booking.com,】,

49 東信 軽井沢町 北佐久郡軽井沢町大字長倉2129番地（長倉山国有林） ライジング・フィールド軽井沢 0267-41-6889 https://www.rising-field.com/

50 東信 軽井沢町 北佐久郡軽井沢町長倉4404 ゆうすげ温泉 0267-45-6117 https://www.karuizawa.jp じゃらんnet,楽天トラベル,

51 東信 軽井沢町 北佐久郡軽井沢町大字発地864-4 ルグラン軽井沢ホテル＆リゾート 0267-48-0099 https://www.legrand-karuizawaresort.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】,

52 東信 軽井沢町 北佐久郡軽井沢町大字軽井沢469-4 ルグラン旧軽井沢 0267-41-2030 https://www.legrand-karuizawa.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】,

53 東信 軽井沢町 北佐久郡軽井沢町大字長倉1276番地 ゆとりろ軽井沢ホテル 0570-783-233 https://www.yutorelo-karuizawa.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,Benefitone,Relux,e宿】,

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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54 東信 軽井沢町 北佐久郡軽井沢町軽井沢1373-6 ホテル鹿島ノ森 0267-42-3535 https://kajimanomori.co.jp/ その他【wxpedia,ctrip,Relux】,

55 東信 軽井沢町 北佐久郡軽井沢町長倉1655-5 ペンション　ラブラドール 0267-46-3447 http://p-labrador.com/ じゃらんnet,楽天トラベル,その他【Booking.com】,

56 東信 軽井沢町 北佐久郡軽井沢町長倉1507-1 ファミリーロッヂ旅籠屋　軽井沢店 0267-45-8838 http://www.hatagoya.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　e宿　マイナビトラベル】,

57 東信 軽井沢町 北佐久郡軽井沢町大字軽井沢字中谷地1178－1135 アパホテル(軽井沢駅前)軽井沢荘 0267-41-1511 https://www.apahotel.com/hotel/kousinetsu/karuizawa-ekimae/ 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,

58 東信 軽井沢町 北佐久郡軽井沢町大字長倉2148番地 星のや軽井沢 0570-073-066 https://hoshinoya.com/karuizawa/ 楽天トラベル,

59 東信 軽井沢町 北佐久郡軽井沢町長倉3349 ペンションメモリーズ 0267-46-2505 じゃらんnet,楽天トラベル,

60 東信 軽井沢町 北佐久郡軽井沢町大字軽井沢1323-888 ペンション　イグゼ 0267-42-6331 http://www3.karuizawa.ne.jp/~exe/ 楽天トラベル,

61 東信 軽井沢町 北佐久郡軽井沢町大字長倉3365-9 いこい山荘 0257-45-5254 https://ikoisanso.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,Expedia,】,

62 東信 軽井沢町 北佐久郡軽井沢町長1635-3 民宿旅館鳥井原荘 0267-45-6637 https://www14.plala.or.jp/toopupe-zi.htm じゃらんnet,楽天トラベル,

63 東信 軽井沢町 北佐久郡軽井沢町長倉3391-3 いこいヴィラ 0267-31-5257 https://ikoisanso.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,Expedia】,

64 東信 軽井沢町 北佐久郡軽井沢町2328-147 中軽井沢ウイングス 0267-41-0668 http://karuizawa-wings.com/

65 東信 軽井沢町 北佐久郡軽井沢町長倉5780 音楽ロッヂゆうげん荘 0267-45-6074 https://www.yugenso.net じゃらんnet,楽天トラベル,

66 東信 軽井沢町 北佐久郡軽井沢町長倉7-71 アート　ホテル　ドッグレッグ 0267-48-1191 http://www.arthotel.jp じゃらんnet,楽天トラベル,Yahoo!トラベル,一休.com,

67 東信 軽井沢町 北佐久郡軽井沢町長倉7-71 アートホテル　ヴィラ11 0267-46-1711 http://www.arthotel.jp じゃらんnet,楽天トラベル,Yahoo!トラベル,一休.com,

68 東信 軽井沢町 北佐久郡軽井沢町長倉2894-1 ル・モンヴェール 0267-46-3601 http://www.mont-vert.com/ じゃらんnet,

69 東信 軽井沢町 北佐久郡軽井沢町長倉2146-1197 江戸原ペンション 0267-46-2291 http://www.karuizawa.ne.jp/~edohara/

70 東信 軽井沢町 北佐久郡軽井沢町長倉531-1 ホテルベルリネッタ軽井沢 0267-48-6101 https://www.hotel-berlinetta.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】,

71 東信 軽井沢町 北佐久郡軽井沢町大字長倉2126 小瀬温泉ホテル 0267-42-3000 https://koseonsen.com/ じゃらんnet,楽天トラベル,るるぶトラベル,

72 東信 軽井沢町 北佐久郡軽井沢町長倉6-47 チサンイン軽井沢 0263-57-1338 https://www.solarehotels.com/hotel/nagano/chisuninn-karuizawa/ 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,

73 東信 軽井沢町 軽井沢町軽井沢1373-6 ホテル鹿島ノ森 0267-42-3535 https://kajimanomori.co.jp/ ,その他【expedia,ctrip,リラックス】,

74 東信 軽井沢町 北佐久郡軽井沢町軽井沢東139-2 ウインズクラブ軽井沢 0267-42-4110 https://www.wings-c.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,

75 東信 軽井沢町 北佐久郡軽井沢町長倉1876-2 軽井沢ホテルパイプのけむり 0267-45-5555 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】,

76 東信 軽井沢町 北佐久郡軽井沢町大字軽井沢678 つるや旅館 0267-42-5555 https://www.tsuruyaryokan.jp

77 東信 軽井沢町 北佐久郡軽井沢町長倉1692 ペンションすばる 0267-46-1397 https://www.karuizawa-pension.com/pension/subaru/ じゃらんnet,

78 東信 軽井沢町 北佐久郡軽井沢旧軽井沢1314 ホテル軽井沢エレガンス 0267-42-8188 https://www.karuizawa-elegance.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,アパ直,Expedia,Agoda,】,

79 東信 軽井沢町 北佐久郡軽井沢町長倉3911 ペンションラブサーティ 0267-45-3270 http://www.yado-sagashi.jp/yoyaku/plan/index2.jsp?beg&all&yid=79712738088625#2 じゃらんnet,楽天トラベル,その他【Booking.com,ベネ･ステ】,

80 東信 軽井沢町 北佐久郡軽井沢町長倉4957-7 リブマックスリゾート軽井沢フォレスト 0267-45-2800 https://www.livemax-resort.com/nagano/karuizawa_prm/ 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【ダイレクトイン,OZmall,Xperia,Agoda,booking.com,トクー！,Ctrip,e宿,マイナビ,ゆこゆこ,JTB,ベネフィット,ベストリザーブ】

81 東信 軽井沢町 北佐久郡軽井沢町軽井沢1274-13 リブマックスリゾート軽井沢 0267-41-3535 https://www.livemax-resort.com/nagano/karuizawa 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【ダイレクトイン,OZmall,Xperia,Agoda,booking.com,トクー！,Ctrip,e宿,マイナビ,ゆこゆこ,JTB,ベネフィット,ベストリザーブ】

82 東信 軽井沢町 北佐久郡軽井沢町大字長倉2126 小瀬パークホテル 0267-42-3611 http://www.kitakaru.jp/onsen-karu/koseprk.htm 一休.com,その他【Relux,エクスペディア】

83 東信 御代田町 北佐久郡御代田町　塩野4312 軽井沢森のいえ晴れたらいいね 0267-32-5563 http://www.haretara.com/ じゃらんnet,楽天トラベル,Yahoo!トラベル,一休.com,

84 東信 御代田町 北佐久郡御代田町御代田4120-21 民宿かじか 0267-32-5333 http://www.janis.or.jp/users/kajika/index2.html 楽天トラベル,

85 東信 御代田町 北佐久郡御代田町大字塩野3350-2 ペンション　マ・メゾン 0267-32-0276 https://mamasion.sakura.ne.jp じゃらんnet,

86 東信 御代田町 北佐久郡御代田町御代田2450 明治屋旅館 0267-32-2028 https://meijiyaryokan.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 東信 御代田町 北佐久郡御代田町御代田2307-1 ホテルルートインコート軽井沢 0267-32-1011 https://www.route-inn.co.jp/hotel_list/nagano/index_hotel_id_29/ 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

88 東信 御代田町 北佐久郡御代田町馬瀬口清万1581-33 トレーラーホテル・ジェニー https://jennie.jp 楽天トラベル,その他【ブッキングドットコム】

89 東信 佐久市 佐久市中込３丁目19-6 佐久グランドホテル 0267-62-0031 https://breezbay－group.com/saku-gh/ じゃらんnet,楽天トラベル,るるぶトラベル,一休.com,その他【Expedia、ゆこゆこネット、Booking.com】,

90 東信 佐久市 佐久平駅東2-6 佐久平プラザ21 0267-65-8811 http://sakudaira.ikenotaira-resort.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,

91 東信 佐久市 佐久市春日2258-1 かすがの森 0267-52-2111 http://www.kasuganomori.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,

92 東信 佐久市 佐久市中込3-23-2 おいまつえん 0267-62-0251 https://www.oimatsuen.com その他【booking.com】,

93 東信 佐久市 佐久市佐久平駅北1-1 東横イン佐久平駅浅間口 0267-66-1045 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,

94 東信 佐久市 佐久市春日5921 国民宿舎もちづき荘 0267-52-2515 https://www.shinkou-saku.or.jp/mochizuki/ じゃらんnet,その他【ゆこゆこネット】,

95 東信 佐久市 佐久市春日5924-4 春日温泉ゆざわ荘 0267-52-0022 https://www.shinkou-saku.or.jp/yuzawa じゃらんnet,その他【ゆこゆこネット】,

96 東信 佐久市 佐久市内山352-1 山荘あらふね 0267-65-2021 http://www.shinkou-saku.or.jp/arafune/

97 東信 佐久市 佐久市協和3491 サニーカントリークラブ 0267-54-2001 https://www.sunny-cc.co.jp

98 東信 佐久市 佐久市臼田623-2 KURABITO　STAY 0267-74-0588 https://kurabitostay.com/ その他【7月より掲載予定：楽天、Google、Airbnb】,

99 東信 佐久市 佐久市岩村田553番地 佐久ホテル 0267-67-2016 http://www.sakusaku.co.jp/ じゃらんnet,楽天トラベル,

100 東信 佐久市 佐久市内山352-イ-1 初谷温泉 0267-65-2221 http://www.shoya.co.jp るるぶトラベル,

101 東信 佐久市 佐久市三塚126-1 ホテルルートインコート佐久 0267-64-8811 https://www.route-inn.co.jp/search/hotel/around.php?hotel_id=201 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

102 東信 佐久穂町 茅野市豊平10222-30 双子池ヒュッテ 0266-76-5620 http://www7a.biglobe.ne.jp/~g-factory/futago/

103 東信 佐久穂町 南佐久郡佐久穂町八郡2049-856 駒出池キャンプ場 0267-88-2569 https://yachiho-kogen.com/camp その他【なっぷ】,

104 東信 佐久穂町 南佐久郡佐久穂町大字八郡608 青苔荘 090-1423-2725 http://seitaisou.jp/ 楽天トラベル,その他【Face book】,

105 東信 佐久穂町 南佐久郡佐久穂町八郡2049-183 ロッヂ八ヶ嶺 0267-88-2567 楽天トラベル,一休.com,

106 東信 小海町 南佐久郡小海町豊里5907-1 リゾートイン　ボンシック 0267-93-2656 https://bonchic.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,
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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。

107 東信 小海町 南佐久郡小海町豊里5907 小海リエックス・ホテル 0267-93-2211 http://reex.co.jp/KOUMI/HOTEL/ じゃらんnet,楽天トラベル,一休.com,その他【ゆこゆこ】,

108 東信 小海町 南佐久郡小海町豊里5907-1 リゾートイン・ブローニュ 0267-93-2041 http://www.ytg.janis.or.jp/~boulogne/home.htm じゃらんnet　楽天トラベル　Yahoo!トラベル　るるぶトラベル

109 東信 小諸市 小諸市甲又4766-2 天狗温泉浅間山荘 0267-22-0959 https://www.tenguspa.com じゃらんnet,楽天トラベル,Yahoo!トラベル,るるぶトラベル,

110 東信 小諸市 小諸市菱平762-2 菱野温泉常盤館 0267-22-0516 http://www.tokiwakan.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、e宿、ゆめやど、ゆこゆこnet】,

111 東信 小諸市 小諸市塩野3876-4 小諸ユースホステル 0267-23-5732 http://www.jyh.or.jp/info.php?jyhno=3625

112 東信 小諸市 小諸市市町一丁目2-24 粂屋 0267-27-1482 http://www.kumeya.com/ じゃらんnet,楽天トラベル,

113 東信 小諸市 小諸市高峰高原704 高峰高原ホテル 0267-25-3000 https://www.takamine-kougen.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,ベネフィットワン】,

114 東信 小諸市 小諸市大久保620-3 布引温泉こもろ 0267-22-2288 https://nunohikionsen.info/ じゃらんnet,楽天トラベル,一休.com,その他【ゆこゆこ】,

115 東信 小諸市 小諸市乙大字大平846-1 ヒュッテ・リィト 090-2454-5680 http://sangakumarche.jp/hutte/about 楽天トラベル,その他【Booking.com、Airbnb】,

116 東信 小諸市 小諸市大字菱平535-1 あさまの森オートキャンプ場 0267-25-2977 http://www.asamanomori.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【GARVY PLUS/キャンプネット】,

117 東信 小諸市 小諸市滝原1101 高峰マウンテンホテル 0267-23-1712 https://www.takamine-mountainhotel.com じゃらんnet,楽天トラベル,

118 東信 小諸市 小諸市乙1210番地 中棚温泉 0267-22-1511 https://www.nakadanasou.com/ じゃらんnet,楽天トラベル,一休.com,

119 東信 小諸市 小諸市南町1-4-5 グレイスランドホテル 0267-25-5050 http://graceland-k.jp/

120 東信 小諸市 小諸市大字滋野甲3380 青雲館 0267-22-0564 https://seiunkan.com じゃらんnet,楽天トラベル,その他【Airbnb】,

121 東信 小諸市 小諸市古城1-1-5 小諸グランドキャッスルホテル 0267-22-8000    0570-082-780 https://www.itoenhotel.com/komoro/ 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】,

122 東信 小諸市 小諸市市町1-2-4 アンワイナリー＆ステイ 0267-22-1518 http://www.plusforest.com/小諸ワイナリー宿泊-予約/

123 東信 小諸市 小諸市大字菱平704番地1 高峰温泉 0267-25-2000 https://www.takamine.co.jp るるぶトラベル,その他【JR東日本】

124 東信 小諸市 小諸市本町3-2-19 つるや旅館 0267-22-0041 http://www.tsuruya-hotel.com/ じゃらんnet,楽天トラベル,

125 東信 小諸市 小諸市菱平740 菱野温泉 薬師館 0267-22-0077 http://www.yakushikan.com/ じゃらんnet,楽天トラベル,

126 東信 小諸市 小諸市紺屋町2-7-16 ホテルルートイン小諸 050-5576-7901 https://www.route-inn.co.jp/hotel_list/nagano/index_hotel_id_200/ 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

127 東信 上田市 上田市鹿教湯温泉 河鹿荘 0268-44-2036 http://kajika.kakeyu.org/ 楽天トラベル,

128 東信 上田市 上田市別所温泉1671 旅館桂荘 0268-38-2047 https://katsuraso.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】,

129 東信 上田市 上田市別所温泉227 玉屋旅館 0268-38-3015 http://tamaya-ryokan.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,

130 東信 上田市 上田市鹿教湯温泉1385 いづみや旅館 0268-44-2001 http://w1.avis.ne.jp/~izumiya/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,

131 東信 上田市 上田市菅平高原1223-3735 菅平プリンスホテル 0268-74-2100 https://s-prince.co.jp じゃらんnet,楽天トラベル,

132 東信 上田市 上田市別所温泉1654 かしわや本店 0268-38-3011 https://www.kashiwayahonten.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

133 東信 上田市 上田市別所温泉1628番地 旅宿　上松や 0268-38-2300 https://www.uematsuya.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,

134 東信 上田市 上田市大手1丁目2番2号 上田温泉ホテル祥園 0268-22-2353 http://www.ueda.ne.jp/~shoen/ じゃらんnet,楽天トラベル,るるぶトラベル

135 東信 上田市 上田市中央1-1-18 上田プラザホテル 0268-25-3000 https://www.uedaplazahotel.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，

136 東信 上田市 上田市天神4-24-1 上田東急REIホテル 0268-24-0109 https://www.tokyuhotels.co.jp/ueda-r/ 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、Agoda】

137 東信 上田市 上田市別所温泉169番地 旅館 花屋 0268-38-3131 https://www.hanaya.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【velux】,

138 東信 上田市 上田市別所温泉216番地１ 鶴巣園　旅館つるや 0268-38-3008 http://www.ryokan-tsuruya.com/ じゃらんnet,楽天トラベル,

139 東信 上田市 上田市別所温泉1627 旅館中松屋 0268-38-3123 https://www.nakamatuya.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,

140 東信 上田市 上田市菅平高原1224 日の出ロッヂ 0268-75-5202 http://hinodelodge.com/hinode/

141 東信 上田市 上田市武石沖565-2 ツーリスト美乃和 0268-85-2539 https://www.yadominowa.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,

142 東信 上田市 上田市西内1211 かつら旅館 0268-44-2523 http://www.katsura-ryokan.com じゃらんnet,楽天トラベル,るるぶトラベル,

143 東信 上田市 上田市住吉86-2 ホテル上田西洋旅籠館 0268-26-1700 http://www.shinanoki-onsen.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,

144 東信 上田市 上田市別所温泉212 南條旅館 0268-38-2800 http://www.nanjyoryokan.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 東信 上田市 上田市別所温泉225 緑屋吉衛門 0268-38-2016 https://midoriya-ryokan.jp

146 東信 上田市 上田市菅平高原1223番地 菅平国際ホテルベルニナ 0268-74-2325 http://h-bernina.com/

147 東信 上田市 上田市鹿教湯温泉1422 鹿鳴荘 0268-44-2236 https://localplace.jp/t000018361/ じゃらんnet,楽天トラベル,Yahoo!トラベル,るるぶトラベル,

148 東信 上田市 上田市鹿教湯温泉1387-2 斎藤ホテル 0268-44-2211 https://www.saito-hotel.co.jp/ じゃらんnet,楽天トラベル,るるぶトラベル,一休.com,

149 東信 上田市 上田市鹿教湯温泉1462 鹿乃屋 0268-44-2141 じゃらんnet,楽天トラベル,

150 東信 上田市 上田市平井2530番地 和泉屋旅館 0268-44-2011 じゃらんnet,楽天トラベル,るるぶトラベル,

151 東信 上田市 上田市菅平高原1278 ペンション　ブッガーブー 0268-74-3360 http://www.bugaboo.gr.jp

152 東信 上田市 上田市鹿教湯温泉1386 中村旅館 0268-44-2201 http://www.nakamuraryokan.net/ OTA

153 東信 上田市 上田市鹿教湯温泉1447 望山亭ことぶき 0268-44-2538 http://b-kotobuki.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【りーとらべる,ゆこゆこ】,

154 東信 上田市 上田市菅平高原1223-5417 ペンションありす 0268-74-2589 https://lodge-alice.jimdofree.com じゃらんnet,楽天トラベル,

155 東信 上田市 上田市中央4-18-23 水野旅館 0268-22-1017 楽天トラベル,

156 東信 上田市 上田市平井2517 ホテル霊泉寺松屋 0268-44-2024 http://www.reisenjionsen.com/ 楽天トラベル,るるぶトラベル,

157 東信 上田市 上田市菅平高原1223-2108 ホテル白樺荘 0268-74-2511 http://www.shirakaba.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【ＪＴＢ】,

158 東信 上田市 上田市西内1248 黒岩旅館 0268-44-2428 http://kuroiwaryokan.com/ じゃらんnet,楽天トラベル,その他【Expedia,ゆこゆこ】,

159 東信 上田市 上田市菅平高原1223番地917 四季の宿　まさき 0268-74-2673 https://masakihonke.com
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160 東信 上田市 上田市菅平高原1223-136 EST（エスト）SUGADAIRA 0268-74-1357 http://j-est.com じゃらんnet,楽天トラベル,Yahoo!トラベル,るるぶトラベル,

161 東信 上田市 上田市菅平高原1223 八幡屋 0268-74-2215 https://www.yawataya.net/ じゃらんnet,楽天トラベル,

162 東信 上田市 上田市鹿教湯温泉1374番地 つるや旅館 0268-44-2121 http://www.tsuruya-ryokan.co.jp じゃらんnet,楽天トラベル,一休.com,その他【Agoda,マイナビトラベル】,

163 東信 上田市 上田市鹿教湯温泉1373-3 ふぢや旅館 0268-44-2204 http://www.fujiya-ryokan.com その他【トクー】,

164 東信 上田市 上田市菅平高原1227-3 スポーツハイム初音館 0268-74-2628 http://www.hatsunekan.jp/

165 東信 上田市 上田市菅平高原1278-1065 アウトドアロッジ自然回帰線 0268-74-2202 https://www.shizenkaikisen.com/ じゃらんnet,楽天トラベル,Yahoo!トラベル,

166 東信 上田市 上田市中央2丁目11番20号 犀の角ゲストハウス 0268-71-5221 http://sainotsuno.org/ 楽天トラベル,

167 東信 上田市 上田市西内1258 大江戸温泉物語　鹿教湯藤館・桜館 0268-44-2109 https://kakeyu.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

168 東信 上田市 上田市武石小沢根578 岳の湯温泉　雲渓荘 0268-85-2263 http://www.unkeisou.com じゃらんnet　楽天トラベル　るるぶトラベル　【その他：たび寅　ゆこゆこ】

169 東信 上田市 上田市鹿教湯温泉1295番地2 上田市国民宿舎　鹿月荘 0268-44-2206 http://www.kagetsusou.com/ じゃらんnet　楽天トラベル　るるぶトラベル　【その他：たび寅】

170 東信 上田市 上田市西内1262 ホテル斉北荘 0268-44-2417 http://www.saihokuso.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

171 東信 上田市 上田市別所温泉1621番地 七草の湯 0268-38-2323 https://www.nanakusanoyu.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【数社あり】,

172 東信 上田市 上田市材木町2-2-5 ホテルルートイン上田 0268-23-2121 https://www.route-inn.co.jp/hotel_list/nagano/index_hotel_id_3/ 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 東信 上田市 上田市天神1-5-7 ホテルルートインGrand上田駅前 050-5847-7502 https://www.route-inn.co.jp/search/hotel/index.php?hotel_id=634 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

174 東信 上田市 上田市菅平高原1223-1515 ホテル　シュワルツ 0268-74-2410 http://hotelschwarz.com/

175 東信 上田市 上田市菅平高原1278 菅平高原ホテル柄澤 0268-74-2555 http://www.hotel-karasawa.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

176 東信 青木村 小県郡青木村沓掛434 滿山荘 0268-49-2002 https://manzanso.jp るるぶトラベル,

177 東信 青木村 小県郡青木村大字田澤2689番地 富士屋 0268-49-3111 https://www.fujiya-h.com じゃらんnet,楽天トラベル,

178 東信 青木村 小県郡青木村大字田沢2686 ますや旅館 0268-49-2001 http://www.masuya-1ban.com/ じゃらんnet,楽天トラベル,

179 東信 青木村 小県郡青木村田沢2695 和泉家旅館 0268-49-2017 http://www.izumiyaryokan.net/

180 東信 青木村 小県郡青木村大字沓掛428-3 叶屋旅館 0268-49-2004 https://kanouya-inn.com じゃらんnet,楽天トラベル,その他【トクー！トラベル】,

181 東信 川上村 南佐久郡川上村桶沢1417 五光牧場オートキャンプ場 0267-98-2468 http://goko-autocamp.p2.weblife.me/

182 東信 長和町 小県郡長和町大門3518-2600 ペンション　モルゲンローテ 0268-69-2655 http://www.kokuyou.ne.jp/~morgen/ じゃらんnet,楽天トラベル,

183 東信 長和町 小県郡長和町大門3518番地2565 フォレスト　イン　モーグル 0268-60-2802 http://f-mogul.com 楽天トラベル,

184 東信 長和町 小県郡長和町大門3518-2452 ヴィラ・アビエルタ 0268-60-2340 http://www.kokuyou.ne.jp/~abierta/ じゃらんnet,楽天トラベル,

185 東信 長和町 小県郡長和町姫木平3518-2486 なごみの宿ここっと 0268-69-2908 http://www.cocot.info/ じゃらんnet,楽天トラベル,Yahoo!トラベル,その他, 【ゆこゆこ】

186 東信 長和町 小県郡長和町大門3518-2478 オーベルジュ　ド　バレブランシュ 0268-69-2055 http://www.dia.janis.or.jp/~blanche/ 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 東信 長和町 小県郡長和町大門3518-2497 ペンション赤い屋根 0268-69-2641 https://www.janis.or.jp/users/akaiyane/ じゃらんnet,楽天トラベル,

188 東信 長和町 小県郡長和町大門358-2465 白樺倶楽部 0268-41-8055 https://shirakaba-club.com じゃらんnet,楽天トラベル,

189 東信 長和町 小県郡長和町和田5101-1 山本小屋ふる里館 0268-86-2311 http://www.furusatokan.jp じゃらんnet,楽天トラベル,

190 東信 長和町 小県郡長和町大門3518-2646 バケーションイン 0268-69-2693 http://www.janis.or.jp/users/vacation/ じゃらんnet,楽天トラベル,Yahoo!トラベル,るるぶトラベル,

191 東信 長和町 小県郡長和町大門3518-2546 温泉山岳ホテル　アンデルマット 0268-69-2001 http://andermatt.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,ベストリザーブ】,

192 東信 長和町 小県郡長和町大門3651-8 ペンションジョイハウス 0268-69-2103 http://joyhouse.whitesnow.jp/ じゃらんnet,

193 東信 長和町 小県郡長和町大門3518-2378 ペンションあーるいん 0268-60-0819 http://r-in.net じゃらんnet,楽天トラベル,

194 東信 長和町 小県郡長和町大門3518番地 ペンションブルーベリー 0268-69-2720 http://www.kokuyou.ne.jp/~blueberry/

195 東信 長和町 小県郡長和町大門3518－2484 Resort Garni CORU(リゾートガルニ　コル） 0268-69-2357 http://www.resortgarnicoru.com じゃらんnet,楽天トラベル,

196 東信 長和町 小県郡長和町大門3518－2563 リゾートインラリー 080-7486-4122 http://gerendeside.com/ じゃらんnet,楽天トラベル,

197 東信 長和町 小県郡長和町大門3507－36 ペンション　なちゅらる 0268-41-8020 http://www1.odn.ne.jp/natural/ じゃらんnet,

198 東信 長和町 小県郡長和町大門3518-2539 オーシャン・クルーズイン 0268-60-2604 https://hpdsp.jp/oceancruiseinn/ じゃらんnet,

199 東信 長和町 小県郡長和町大門3518-2480 ロッジ銀嶺 0268-69-2711

200 東信 長和町 小県郡長和町大門3518-2558 リゾートイン　ステラ 0268-69-2819 https://www.stella-himeki.com じゃらんnet,楽天トラベル,

201 東信 長和町 小県郡長和町大門364 ペンションサルモニダエ 0268-69-2040 http://salmonidae.net じゃらんnet,

202 東信 長和町 小県郡長和町大門3518-245 ペンションレンガ家 0268-69-2944 http://www.kokuyou.ne.jp/~rengaya/ じゃらんnet,楽天トラベル,

203 東信 長和町 小県郡長和町大門3518-2621 ペンション　リトル・トリー 0268-60-0855 http://green.zero.jp/little_tree/ じゃらんnet,楽天トラベル,

204 東信 長和町 小県郡長和町大門3623-7 アングラーズハット 090-5583-4722
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205 東信 長和町 小県郡長和町大門姫木平3518 ペンションもくりん 0268-69-2961 https://www.janis.or.jp/users/mokurin/ るるぶトラベル,

206 東信 長和町 長和町大門姫木平3518-2638 ペンションSTAY 0268-69-2676 http://www.p-stay.jp じゃらんnet　楽天トラベル

207 東信 長和町 小県郡長和町大門追分3518-2649 ペンション　ホワイトハウス 0268-69-2750 http://www.pwhitehouse.com/ じゃらんnet,楽天トラベル,Yahoo!トラベル,一休.com,

208 東信 長和町 小県郡長和町和田5101-1 美ヶ原高原ホテル山本小屋 0268-86-2011 https://www.utsukushigahara.com じゃらんnet,

209 東信 長和町 小県郡長和町大門3515-50 ペンシオーネ美し松 0268-69-2422 https://utukusimatu.com

210 東信 長和町 小県郡長和町大門3518-2562 リゾートハウス　オックス 0268-60-2021 http://www.1-ox.com じゃらんnet,楽天トラベル,

211 東信 東御市 東御市新張湯の丸1270 湯の丸高原ホテル 0268-62-0376 http://www.yunomaru.co.jp/s-hotel.html じゃらんnet,楽天トラベル,

212 東信 東御市 東御市御牧原2702-1 御牧原てらす 0268-71-5426 https://www.facebook.com/mimakiharaterrace/

213 東信 東御市 東御市和6733-1 （株）信州東御市振興公社 0268-63-0261

214 東信 東御市 東御市県281-2 アートヴィレッジ明神館 0268-67-0001 https://myojinkan.com 楽天トラベル,

215 東信 南相木村 南佐久郡南相木村5567-1 立岩湖交流センター　立岩荘 0267-78-2750 http://www.ytg.janis.or.jp/~bluelake/ 楽天トラベル

216 東信 南牧村 南佐久郡南牧村野辺山23-1 滝沢牧場 0267-98-2222 http://www.takizawa-bokujo.jp/

217 東信 南牧村 南佐久郡南牧村大字海尻1645 硫黄岳山荘 0266-73-6673 http://www004.upp.so-net.ne.jp/iou/

218 東信 南牧村 南佐久郡南牧村野辺山693 （有）リゾートイン黒岩荘 0267-98-2264 http://www.kuroiwasou.jp/ じゃらんnet,楽天トラベル,るるぶトラベル,

219 東信 南牧村 南佐久郡南牧村板橋949-239 料理の美味しい宿　さんかくじょうぎ 0267-98-2795 http://www.ytg.janis.or.jp/~sankaku/ じゃらんnet,楽天トラベル,Yahoo!トラベル,るるぶトラベル,

220 東信 南牧村 南佐久郡南牧村野辺山217-1 八ヶ岳グレイスホテル 0267-91-9515 https://www.y-grace.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,ベネフィットワン】,

221 東信 南牧村 南佐久郡南牧村板橋949-237 ペンションドライブ気分 0267-98-3225 http://www.yado-drive.com/ じゃらんnet,楽天トラベル,

222 東信 南牧村 南佐久郡南牧村大字板橋1003 帝産ロッヂ 0267-98-2861 http://www.teisanlodge.com

223 東信 南牧村 南佐久郡南牧村大字野辺山693番地 野辺山荘 0267-98-2027 http://www.avis.ne.jp/~yamayado/ じゃらんnet,楽天トラベル,るるぶトラベル,

224 東信 南牧村 南佐久郡南牧村大字野辺山693-122 ロッヂ最高地点 0267-98-2500 楽天トラベル,

225 東信 南牧村 南佐久郡南牧村野辺山230-3 ペンションホルン 0267-98-3655 http://witch.cside2.jp/horn/

226 東信 南牧村 南佐久郡南牧村大字海ノ口字八ヶ岳2255-1 志木市立八ヶ岳自然の家 0267-98-2297 https://www.shiki-yatsugatake.com/

227 東信 南牧村 南佐久郡南牧村大字海ノ口2168-3 星と山の宿　りんどう 0267-98-2306 https://www.avis.ne.jp/~rindo/ 楽天トラベル,

228 東信 南牧村 南佐久郡南牧村海ノ口2244-1 八ヶ岳高原ロッジ 0267-98-2131 https://www.yatsugatake.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】,

229 東信 立科町 北佐久郡立科町芦田八ケ野750　白樺高原蓼科牧場 池の平白樺高原ホテル 0267-55-6204 https://kogen.ikenotaira-resort.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,

230 東信 立科町 北佐久郡立科町大字芦田八ケ野1388 ペンションおやまのえんどう 0267-55-6722 https://www.oyamanoendo.jp じゃらんnet,楽天トラベル,その他【マイナビトラベル】,

231 東信 立科町 北佐久郡立科町大字芦田3798-1 あかりや 0267-88-6946 https://akariya-stay.com 楽天トラベル,Yahoo!トラベル,その他【airbnb,booking.com】,

232 東信 立科町 北佐久郡立科町芦田八ヶ野女神湖975 ホテルアンビエント蓼科 0267-55-7711 https://tateshina.izumigo.co.jp/hotel/ じゃらんnet,楽天トラベル,るるぶトラベル,一休.com,

233 東信 立科町 北佐久郡立科町芦田八ヶ野1596 白樺リゾート 池の平ホテル 0266-68-2100 https://hotel.ikenotaira-resort.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】,

234 東信 立科町 北佐久郡立科町芦田八ヶ野1389 ペンション・ラクゥーン 0267-55-6606 http://www.p-racoon.jp/ じゃらんnet,楽天トラベル,るるぶトラベル,

235 東信 立科町 北佐久郡立科町芦田八ヶ野421-2 オテル・ド・ミロワール 0267-55-7007 https://www.miroir1989.com/ じゃらんnet,楽天トラベル,Yahoo!トラベル,一休.com,

236 東信 立科町 北佐久郡立科町芦田八ヶ野410-17 ブルーベルコテージ 0267-55-6755 https://www.bluebell-cottage.jp/ 楽天トラベル,

237 東信 立科町 北佐久郡立科町芦田八ヶ野410-1 ホテル　コロシアム・イン・蓼科 0267-55-6341 https://www.colosseum.jp じゃらんnet,楽天トラベル,一休.com,

238 東信 立科町 北佐久郡立科町大字芦田八ヶ野426 貸別荘森の家 0267-55-6278 http://pkaze.server-shared.com/ じゃらんnet,

239 東信 立科町 北佐久郡立科町芦田八ヶ野410-15 esola 0267-55-6588 http://esola-megamiko.com/ じゃらんnet,楽天トラベル,

240 東信 立科町 北佐久郡立科町芦田八ケ野428 ロッヂ　グランシャルモ 0267-55-6255 http://www.2530m.net

241 東信 立科町 北佐久郡立科町芦田八ケ野410-21 ゲストハウス　森の木びと 0267-55-7750 https://www.megamiko.info

242 東信 立科町 北佐久郡立科町芦田八ヶ野410-31 ペンション　ウインズ 0267-55-7077 http://winds-megamiko.com/ じゃらんnet,楽天トラベル,

243 東信 立科町 立科町芦田八ケ野410-26 Ono'shome ぼぶてーる 0267-55-7121 https://oneshomebobtail.wixsite.com/index じゃらんnet,楽天トラベル,るるぶトラベル,

244 東信 立科町 北佐久郡立科町芦田八ケ野410-24 ペンンションティータイム 0267-55-7807 http://www5a.biglobe.ne.jp/~pteatime/ OTA

245 東信 立科町 北佐久郡立科町芦田八ケ野1392 ペンション　すもーくちーふ 0267-55-6377 https://smoke-chief.com じゃらんnet,楽天トラベル,

246 東信 立科町 北佐久郡立科町芦田八ケ野422 ペンンションるぐらん 0267-55-6275 http://www.sas.janis.or.jp/~legrand/ じゃらんnet,楽天トラベル,

247 東信 立科町 北佐久郡立科町芦田八ケ野1029 民宿すずらん荘 0267-55-6030 http://www.suzuransou.com じゃらんnet,楽天トラベル,

248 東信 立科町 北佐久郡立科町芦田八ケ野1043 Picnicbase&Hostel 0267-55-7892 https://picnicbase.com/ じゃらんnet,楽天トラベル,その他【Bookning.com】,

249 東信 立科町 北佐久郡立科町芦田八ケ野1043 takibi hut 0267-55-7891 https://bnb-sora.com じゃらんnet,楽天トラベル,その他【Booking.com,なっぷ】,

250 東信 立科町 北佐久郡立科町芦田八ケ野1043 B&B sora 0267-55-7890 https://bnb-sora.com じゃらんnet,楽天トラベル,その他【Booking.com】,

251 東信 立科町 北佐久郡立科町大字芦田八ヶ野女神平1190 ホテルアンビエント蓼科コテージ 0267-55-6331 https://tateshina.izumigo.co.jp/cottage/ 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,

252 東信 立科町 北佐久郡立科町芦田八ヶ野1020 立科白樺高原ユースホステル 0267-55-6601 http://www.jyh.gr.jp/tateshina/ じゃらんnet,楽天トラベル,

253 東信 立科町 北佐久郡立科町芦田八ケ野410-10 ペンションじゅあん 0267-55-7355 http://www5b.biglobe.ne.jp/~juan/ じゃらんnet,楽天トラベル,

254 東信 立科町 北佐久郡立科町芦田八ケ野白樺湖1525 白樺湖ビューホテル 0267-55-6211    0570-085-780 https://www.itoenhotel.com/shirakabako/ 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】,

255 東信 立科町 北佐久郡立科町芦田八ヶ野1050 蓼科荘 0267-55-6301 https://tateshinaso.jimdofree.com/ じゃらんnet　楽天トラベル

256 東信 立科町 北佐久郡立科町芦田八ケ野410-3 ペンションワイルドフラワー 080-8889-6342 http://wildflowersmegamiko.wixsite.com/index じゃらんnet,楽天トラベル,Yahoo!トラベル,一休.com,その他【booking.com】,
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