
No, エリア名 所在地 施設名 住　　　所 電話番号 ホームページ

1 北信 長野市 ヒュッテこぶし 長野市戸隠3666-8 026-254-2175 http://www.tgk.janis.or.jp/~kobushi/

2 北信 長野市 宿坊　宮澤 長野市戸隠中社3384 026-254-2011 http://www.miyazawaryokan.com/

3 北信 須坂市 ペンションスタートライン 須坂市大字仁礼峰の原3153-885 0268-74-3538 https://oldriver4.wixsite.com/startline

4 北信 須坂市 ペンションマウンテンパパ 須坂市大字仁礼峰の原3153-720 0268-74-2730 https://www.mtpapa.jp

5 北信 須坂市 ペンション　ハイジ・ホフ 須坂市大字仁礼3153-604 0268-74-3133 http://hedihof.art.coocan.jp/

6 北信 須坂市 ペンション　ボワ・ヴェル 須坂市大字仁礼3153-591 0268-74-2510 https://boisvert.amebaownd.com/

7 北信 須坂市 ペンションブルーベル 須坂市大字仁礼峰の原3153-434 0268-74-2790 http://pop-jp.com/bluebell/

8 北信 小布施町 ゲストハウスまある 上高井郡小布施町小布施」618-7 050-5328-1305 https://yado.maaru-obuse.com

9 北信 高山村 ペンション樹里庵 上高井郡高山村奥山田3681-87 026-242-2508

10 北信 高山村 奥山田温泉伊奈里館 上高井郡高山村山田牧場3681-343 026-242-2527

11 北信 高山村 セルバン白雲館 上高井郡高山村大字億山田3681-334 026-242-2911 https://cervin.jp/

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

13 北信 山ノ内町 ホテル銀嶺 下高井郡山ノ内町大字平穏7149-16 026-34-3110 http://www.ginrei.co.jp/

14 北信 山ノ内町 かめや旅館 下高井郡山ノ内町平穏2065 0269-33-3585 https://www.shibu-kameya.com/

15 北信 山ノ内町 チウーホテル 下高井郡山ノ内町大字平穏7149番地 0269-34-2333 http://www.chu-hotel.co.jp/

16 北信 山ノ内町 ロッジ　やまのまにまに 下高井郡山ノ内町夜間瀬12377-27 0269-34-2261 https://yamanomanimani.jp

17 北信 木島平村 ドムハウス 下高井郡木島平村上木島3278-273 0269-82-4083 http://dom1992.com/

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

19 北信 信濃町 ペンションヴォルケ 上水内郡信濃町野尻3884-556 026-255-2273 http://www.pwolke.net/

20 北信 栄村 屋敷温泉秀清館 下水内郡栄村大字堺17599-3 025-767-2168

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

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

23 東信 佐久市 初谷温泉 佐久市内山352-イ-1 0267-65-2221 http://www.shoya.co.jp

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

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

26 東信 佐久穂町 駐在所横のおかべさんち（高野町ハウス） 南佐久郡佐久穂町高野町469 080-5503-0459 https://sakuho-ls-lab.jp/takanomachi-house

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

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

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

30 東信 長和町 民宿みや 小県郡長和町大門653 0268-68-0302 http://www.kokuyou.ne.jp/~minsyuku/

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

32 東信 長和町 アングラーズハット 小県郡長和町大門3623-7 090-5583-4722

33 東信 長和町 ペンションもくりん 小県郡長和町大門姫木平3518 0268-69-2961 https://www.janis.or.jp/users/mokurin/

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

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

36 中信 松本市 Couch Potato Hostel 松本市大手4-9-3 070-1874-5600 http://couchpotatohostel.com

37 中信 大町市 アルペンハイム山正旅館 長野県大町市平10595 0261-22-1027 http://www.alpenhaime.gr.jp/

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

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

40 中信 安曇野市 あずみ野ユースホステル 安曇野市穂高有明8508-1 0263-83-6170 http://www2.tbb.t-com.ne.jp/azumino/

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

42 中信 南木曽町 諸人御宿まるや 木曽郡南木曽町吾妻1477 0264-57-3117 http://tsumago-maruya.com/

43 中信 南木曽町 つたむらや 木曽郡南木曽町吾妻1479-1 0264-57-3235 https://tsutamuraya.com/

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

45 中信 木曽町 ペンションJ-HOUSE 木曽郡木曽町開田高原西野6322-218 0264-44-2219 http://www.pjh.jp

46 中信 白馬村 白馬風の子 北安曇郡白馬村北城828-316 0261-72-6463 http://www.janis.or.jp/users/kazenoko/

47 中信 白馬村 ペンションわたぼうし 北安曇郡白馬村北城22203-11 0261-75-3220 https://www.hakubagoryu.com/wata

直接予約で割引対象となる宿泊施設一覧
（OTA（じゃらんnet、楽天トラベル）及び旅行会社からの送客がない宿泊施設）

R2.11.13現在

1/2

http://www.shitimi-kouyoukan.com/
http://couchpotatohostel.com/


No, エリア名 所在地 施設名 住　　　所 電話番号 ホームページ

48 中信 白馬村 Kudo's Lodge 北安曇郡白馬村北城14920－254 090-3108-1833 https://www.kudoslodge.com

49 中信 白馬村 COLOR SPORT CLUB　CLUB HOUSE 北安曇郡白馬村北城915-1 0261-71-1229 http://www.colorsportclub.com/clubhouse/lodgeclubhouse.html

50 中信 白馬村 シオン 北安曇野郡白馬村北城2948-7 0261-72-4084 http://hakuba-zion.com/

51 中信 白馬村 ロッジ　基 北安曇郡白馬村北城14718-199 0261-72-5245 http://lodgemotoi.com/

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

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

54 中信 白馬村 閑鳥小舎（かんとりーはうす） 北安曇郡白馬村北城7822-1 090-3269-6353 https://www.countryhousehakuba.com/

55 中信 小谷村 エリカ山荘 北安曇郡小谷村栂池高原 0261-83-2209 https://www.nagano-how.com/

56 中信 小谷村 パンセ 北安曇郡小谷村千国乙446 0261-83-2716 https://pensee1977.com/

57 中信 小谷村 G.S ロッヂ 北安曇郡小谷村千国乙5511 0261-82-2181 http://www.valley.ne.jp/~gs-lodge/

58 中信 小谷村 小谷温泉　大湯元　山田旅館 北安曇郡小谷村大字中土18836番地 0261-85-1221 http://otari-onsen.net/

59 南信 岡谷市 ビジネスホテル湊屋 岡谷市本町4-6-1 0266-22-3840 https://www.hotel-minatoya.com/

60 南信 伊那市 農家民宿ふくがみ 伊那市高遠町藤澤2279-1 090-2318-6370

61 南信 駒ヶ根市 ペンション　こまがねの森 駒ケ根市赤穂759-696 0265-83-8118

62 南信 茅野市 ペパーミントジャム 茅野市北山3412-62 0266-68-2375 https://www.pepajam.com/

63 南信 茅野市 Colomode Guest House 茅野市北山3412-93 0266-68-2265 https://colomode.jp

64 南信 茅野市 夏沢鉱泉 茅野市豊平東岳国有林1226イ林小班 0266-73-6673 http://www004.upp.so-net.ne.jp/natsuzawa/

65 南信 茅野市 根石岳山荘 茅野市豊平東岳国有林1346ロ林小班 0266-73-6673 http://www001.upp.so-net.ne.jp/neishi/

66 南信 茅野市 リゾートイン　レア・メモリー 茅野市北山3413-51 0266-68-2466 https://www.rarememory.com/

67 南信 茅野市 草原屋 茅野市玉川11400-1356 0266-79-7709 https://sougenya.com/

68 南信 茅野市 森のペンション　Ｗａｎらいふ 茅野市北山4035-1 0266-78-3982 http://wanlife2028.com

69 南信 下諏訪町 ヒュッテみさやま　 諏訪郡下諏訪町10618 0266-75-2370 https://nature2.jp/kinoa/misayama.html

70 南信 下諏訪町 ユーペンハウス 諏訪郡下諏訪町高木8932-2 0266-28-9000 http://www.youpen.com/

71 南信 原村 ペンション　ラディッシュガーデン 諏訪郡原村17217-1360 0266-74-2232 http://www.p-rg.com/

72 南信 原村 ペンションNORTH VILLAGE 諏訪郡原村17217-1686 026-675-3707 http://www7a.biglobe.ne.jp/~north_vi/

73 南信 原村 ナチュラルハウス 木の靴 諏訪郡原村17217-1692 0266-79-4675 http://www.kinokutu.com/

74 南信 原村 大橋ペンション 諏訪郡原村17217-1657 0266-74-2421 http://www.lcv.ne.jp/~pohashi/index.html

75 南信 辰野町 古民家ゆいまーる 上伊那郡辰野町辰野2052 090-3211-3326 https://yuimaaru.jp

76 南信 辰野町 古民家民宿　おおたき 上伊那郡辰野町伊那富1585-2 0266-55-5735 https://www.facebook.com/%E5%8F%A4%E6%B0%91%E5%AE%B6%E6%B0%91%E5%AE%BF%E3%81%8A%E3%81%8A%E3%81%9F%E3%81%8D-2492733104227387/?eid=ARBLAz_rru7RFgrRTC3rUQWuxaGZKRhLwed3AxlHR9AXokvImUOmsz_Ts9cdicZ_XLiwh0WMY6k4R5yQ&timeline_context_item_type=intro_card_work&timeline_context_item_source=100027492412833

77 南信 箕輪町 LongHills Eco Guesthouse and Cafe 上伊那郡箕輪町東箕輪331-2 080-8192-2166  
0265-93-0638 https://www.longhills-nagano.com

78 南信 箕輪町 みのわ温泉ながた荘 上伊那郡箕輪町大字中箕輪3733番地18 0265-79-2682 https://www.town.minowa.lg.jp/sangyo/sangyo034.html

79 南信 箕輪町 旅館　寿 上伊那郡箕輪町大字中箕輪9973-3 0265-79-2214

80 南信 箕輪町 ビジネス旅館ふきはら 上伊那郡箕輪町大字中箕輪松島9977-1 0265-79-2426

81 南信 宮田村 ペンション&レストランめいぷる 上伊那郡宮田村4824-7 0265-85-5335 http://meipuru.com

82 南信 宮田村 信山荘 上伊那郡宮田村6090 0265-85-2025

83 南信 宮田村 宿屋　DOYA 上伊那郡宮田村3215-14 090-1969-1460 https://www.yadoya-doya.com/

2/2

https://www.kudoslodge.com/
https://www.yadoya-doya.com/

