
「信州の宿 県民応援前売割」宿泊登録施設一覧

令和3年6月6日

10:00現在
販売期間：令和3年5月12日（水）から6月5日（土）まで

宿泊予約受付期間：新型コロナウイルス感染症の感染警戒レベルの引き下げ等の状況を踏まえ、改めてお知らせいたします。

　前売券の具体的な販売方法や販売開始日は事業者により異なります。販売状況等の最新情報は、購入を希望する各宿泊施設へ直接お問合せください。

販売状況 エリア 施設名 住所 TEL ホームページ

販売終了 北信 丸池ホテル 下高井郡山ノ内町,平穏7148 0269-34-2721 https://maruike-hotel.com/

販売終了 北信 ホテル豊生 下高井郡山ノ内町大字佐野2562 0269-33-3281 http://www.yudanaka-housei.com

販売終了 北信 魚敏旅館 下高井郡山ノ内町大字佐野2563番地 0269-33-1215 http://www.avis.ne.jp/~miyasaka/

販売終了 北信 ポイントホープやまゆう 下高井郡山ノ内町大字平隠7148 0269-34-2021 http://www.pointhope-yamayu.com/

販売終了 北信 ホテルアララギ 下高井郡山ノ内町大字平隠7149 0269-34-2002 https://www.shigakogen.jp/araragi/

販売終了 北信 渋白銀屋旅館 下高井郡山ノ内町大字平穏2054 0269-33-3225 https://shirokaneya.com/

販売終了 北信 若木屋旅館 下高井郡山ノ内町大字平穏2070 0269332817

販売終了 北信 ホテル金栄 下高井郡山ノ内町大字平穏7149 0269-34-2707 http://shigakogen.com/hotel/kinei/

販売終了 北信 岩菅ホテル 下高井郡山ノ内町大字平穏7149 0269-34-2334 https://www.hoteliwasuge.jp/

販売終了 北信 高天ヶ原ホテル 下高井郡山ノ内町大字平穏7149-16 0269-34-2911 http://www.takamagahara-hotel.co.jp

販売終了 北信 志賀ホワイトホテル 下高井郡山ノ内町大字平穏7149ｰ16 0269-34-2702

販売終了 北信 月見の湯山一屋 下高井郡山ノ内町平穏2050 0269-33-3323 http://www.tukimi.com

販売終了 北信 養田屋旅館 下高井郡山ノ内町平穏2140-1 0269-33-2236 youdaya.com

販売終了 北信 丸善旅館 下高井郡山ノ内町平穏2169 0269-33-3235 https://maruzen.moo.jp/

販売終了 北信 湯本旅館 下高井郡山ノ内町平穏2218 0269-33-2181 https://www.sibu-yumoto.jp/

販売終了 北信 ペンションシエスタ 下高井郡木島平村上木島3018−4 0269-82-1811 http://siesta.travel.coocan.jp/

販売終了 北信 石川荘 下高井郡木島平村大字上木島886 0269-82-2152

販売終了 北信 やすらぎの宿白樺 下高井郡野沢温泉村大字豊郷9521 0269-85-2166 https://shirakaba8.com

販売終了 北信 中条温泉トマトの国 下水内郡栄村北信4413-1 0269-87-3030 https://tomato-no-kuni.com/

販売終了 北信 セルバン白雲館 上高井郡高山村大字奥山田3681番地334 026-242-2911 https://cervin.jp/

販売終了 北信 ハイランドロッジ 上水内郡飯綱町川上2755-1929 026-253-2345

販売終了 北信 ペンションハイジ・ホフ 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/

販売終了 北信 ロッジアボリア 須坂市大字仁礼3153-166 0268-74-2704 https://www.avoriaz.jp/

販売終了 北信 ペンションぶらんこ 須坂市大字仁礼峰の原3153-728 0268-74-2798 http://buranko.travel.coocan.jp

販売終了 北信 白藤 須坂市大字須坂32-1 080-1225-4964

販売終了 北信 信州古民家の宿燕 -EN- 長野市鬼無里日影6730 070-3392-1022 www.en-kominka.com/

販売終了 北信 森の古民家あだむさんち 長野市七二会丙252 090-9669-2588 https://www.adamsanchi.com/

販売終了 北信 ホテルやま 長野市鶴賀権堂町2273番地 026-235-1634

販売終了 北信 GUESTHOUSE-Pise 長野市東後町2-1 0260000000 https://nagano-guesthouse.com/

販売終了 北信 貸別荘ホワイトラビ斑尾高原 飯山市大字飯山11492-336 090-9993-4433 http://whiterab.com/

販売終了 北信 ビレッジヒル壽番館 飯山市大字豊田7171番地 0269-65-3098 http://www.juvankan.com

販売終了 北信 ドゥ・スポーツプラザ斑尾 飯山市飯山11492-234 0269-64-3533 http://www.iiyama-catv.ne.jp/~dospo11492/index.html

販売終了 北信 Madarao Mountain Lodge 飯山市飯山11492-330 080-6935-5709 https://www.madaraoskilodge.com/

販売終了 東信 東横イン佐久平駅浅間口 佐久市佐久平駅北1-1 0267-66-1045 https://www.toyoko-inn.com

販売終了 東信 満山荘 小県郡青木村大字沓掛434 0268-49-2002 https://manzanso.jp/

販売終了 東信 ペンション森の音楽家 小県郡長和町大門3518-2522 0268-69-2971 http://www.morion.jp

販売終了 東信 リゾートインラリー 小県郡長和町大門3518-2563 08074864122 https://resortinnlarry.eyado.net/

販売終了 東信 菱野温泉薬師館 小諸市菱平740 0267-22-0077 https://www.yakushikan.com/
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販売終了 東信 ホテル上田山荘 上田市材木町2-6-32 0268-22-9720

販売終了 東信 つるや旅館 上田市鹿教湯温泉1374 0268-44-2121 http://www.tsuruya-ryokan.co.jp

販売終了 東信 プチホテルちょっと屋ガーデン 上田市菅平高原1223-1720 0268-74-3330 http://www.ued.janis.or.jp/~cyottya

販売終了 東信 四阿屋旅館 上田市菅平高原1245 0268-74-2163 http://www.valley.ne.jp/~nuta/

販売終了 東信 Versoix(ヴェルソア) 上田市菅平高原1278-458 0268-74-2331 yamakiso.com/

販売終了 東信 かつら旅館 上田市西内1211 0268-44-2523 http://www.katsura-ryokan.com/

販売終了 東信 鹿教湯温泉斉北荘 上田市西内1262 0268-44-2417 http://saihokuso.info/

販売終了 東信 城下町の宿水野旅館 上田市中央4丁目18-23 0268-22-1017

販売終了 東信 旅館桂荘 上田市別所温泉1671 0268-38-2047 https://katsuraso.jp

販売終了 東信 布引観音温泉 東御市布下498-1 0268-67-3434 https://www.nunobikikannon.com/

販売終了 東信 料理の美味しい宿さんかくじょうぎ 南佐久郡南牧村板橋949-239 0267-98-2795 http://www.ytg.janis.or.jp/~sankaku/

販売終了 東信 リゾートイングリーン軽井沢 北佐久郡軽井沢町長倉1885-4 0267-46-1110 https://www.green-karuizawa.com/

販売終了 東信 はうすかかるいさわ 北佐久郡軽井沢町長倉336-1 0267-44-6222 http://hauska.karuisawa.jp/

販売終了 東信 DOGDEP ガーデンホテル軽井沢 北佐久郡軽井沢町南軽井沢1398-99 0267-41-6070 https://dogdepthotel.co.jp/

販売終了 東信 あかりや 北佐久郡立科町芦田3798-1 07084533173 https://akariya-stay.com/

販売終了 東信 プチホテルベル 北佐久郡立科町芦田八ケ野1044 0267-55-6200 http://belltateshina.net/ne.jp

販売終了 中信 湯の宿常念坊 安曇野市穂高有明2186-201 0263834984 http://www.jonenbo.jp

販売終了 中信 リゾートハウス正波 安曇野市穂高有明2186-232 090-7907-5658

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

販売終了 中信 山荘歩けっと(サンソウポケット) 安曇野市穂高有明3627-6 0263-83-8041

販売終了 中信 森のハイジあずみ野 安曇野市穂高有明5058-2 090-9666-9113 http://www.tatsue.jp/cgi-bin/info.cgi?g=news

販売終了 中信 一棟貸切宿コプスハウス 安曇野市穂高有明7348-16 070-1593-7141 http://www.copsehaus.net

販売終了 中信 安曇野山荘せきえい 安曇野市穂高有明8170-2 0263-83-4945 http://sekiei@circus.ocn.ne.jp

販売終了 中信 ビレッジ安曇野 安曇野市豊科南穂高6780 0263728568 http://vil-azumino.jp

販売終了 中信 信州乗鞍高原温泉緑山荘 松本市安曇3936 0263-93-2223 http://ryokuzan.com/

販売終了 中信 ペンションマドンナ 松本市安曇3971 0263-93-2768 https://www.madonna-norikura.com/

販売終了 中信 ペンショングリーンベル 松本市安曇4030-13 0263-93-2454

販売終了 中信 アルプホルン 松本市安曇4030-3 0263932666 http://www.azm.janis.or.jp/~alphorn/

販売終了 中信 GUEST LODGE 梵 松本市安曇4043-12 0263-93-2364 https://glbon.jimdo.com/

販売終了 中信 乗鞍高原ペンションウインズ 松本市安曇4043-26 0263-93-3162

販売終了 中信 温泉旅館けやき山荘 松本市安曇4254-5 0263-93-2555 http://www.keyakisansou.com

販売終了 中信 乗鞍ホテル山百合 松本市安曇4296-5 0263-93-2121 https://www.hotel-norikura.jp

販売終了 中信 牧水苑 松本市安曇4306 0263-93-2552 http://bokusuien.com/

販売終了 中信 ノーススターアルパインロッジ 松本市安曇4306-4 0263-93-1688 https://ridenorthstar.com/

販売終了 中信 B&Bテンガロンハット 松本市安曇4306-8 0263-93-2360 https://tengallon.jp/

販売終了 中信 さつ木荘 松本市安曇4855-32 0263-93-2448

販売終了 中信 カントリーハウス渓山荘 松本市安曇鈴蘭4243-1 0263-93-2221 https://www.keizanso.jp/

販売終了 中信 たびのホテル松本 松本市深志1-4-5 0263-39-5050 https://matsumoto.tabino-hotel.jp/
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販売終了 中信 御宿石川 松本市大字里山辺269-1 0263-32-4599 http://www.onyado-ishikawa.com

販売終了 中信 旅館静風荘 松本市南浅間634-5 0263-46-0639 https://ryokanseifuso@jp

販売終了 中信 酒井屋旅館 松本市里山辺269-2 0263-32-4103

販売終了 中信 森のみち草 大町市社1370-3 0261-85-5205 https://morinomichikusa.com/

販売終了 中信 山岳旅館いとう 大町市大町4150 0261-22-0482

販売終了 中信 信濃荘 北安曇郡小谷村,千国乙4360-1,信濃荘 0261-82-2140 https://www.otr.pxc.jp/~sinano-m/toppage.htm

販売終了 中信 ロッヂFREERUN 北安曇郡小谷村千国乙12840-1 0261832311 http://www.valley.ne.jp/~freerun/

販売終了 中信 kodama lodge 北安曇郡小谷村千国乙12852−16 080-8431-5833 http://www.kodamalodge.com

販売終了 中信 Lodge*Chamingo 北安曇郡小谷村千国乙12856-1 0261-82-3808 http://lodge-chamingo.com

販売終了 中信 ペンションシェルパ 北安曇郡小谷村千国乙12856-51 0261-82-2386

販売終了 中信 リゾートインヤマイチ 北安曇郡小谷村千国乙506-1 0261-83-2103 http://resort-inn-yamaichi.com

販売終了 中信 ひじくらアッチ 北安曇郡小谷村千国乙6074-2 0261-71-7751 https://www.otarinatureschool.net/hijikuraacchi

販売終了 中信 UNPLAN Village Hakuba 北安曇郡小谷村大字千国乙12840-1 0261-85-4845 https://unplan.jp/hakuba

販売終了 中信 自家製酵母パンの宿プチホテルシャンツェ 北安曇郡小谷村大字千国乙470-2 0261-83-2421 http://www2u.biglobe.ne.jp/~schanze/

販売終了 中信 石坂森林探険村 北安曇郡小谷村中小谷丙8457 070-4284-4364 https://www.otarinatureschool.net/tankenmuracamp

販売終了 中信 ゲストハウスシャンティクティ 北安曇郡池田町会染552-1 0261-62-0638 http://www.ultraman.gr.jp/shantikuthi/

販売終了 中信 民宿上屋敷 北安曇郡白馬村神城1174 0261-75-2923 http://www14.plala.or.jp/wadeya/

販売終了 中信 ペンションウルル 北安曇郡白馬村神城22201-2 0261-75-2774 https://ullr.jp/

販売終了 中信 ペンションクック 北安曇郡白馬村神城22203-178 0261-75-3035 https://cook.jp

販売終了 中信 ペンションちゃうちゃう 北安曇郡白馬村神城22203-3 0261-75-2270 https://www.chauchau.jp/

販売終了 中信 晴レル家 北安曇郡白馬村大字北城3544 0261-72-5154 http://hakuba-hareruya.com/

販売終了 中信 白馬グラードインえびすや 北安曇郡白馬村大字北城5164 0261-72-2074 https://hakuba-ebisiua.com

販売終了 中信 白馬村のビジネスホテルホテルカルチャード 北安曇郡白馬村大字北城828-112 0261-72-4580 https://www.hotel-cultured.com/.

販売終了 中信 白馬エスキーナ 北安曇郡白馬村北城10331−1 0261-72-7811 http://www.hakuba-esquina.com/

販売終了 中信 インナービレッジミヤマ 北安曇郡白馬村北城10920 0261-72-2070 http://www.iwatakemiyama.com

販売終了 中信 アルパイシャレー白馬 北安曇郡白馬村北城2458-34 0261-75-5360 https://alpine-hakuba.com/ja

販売終了 中信 アルパインヴィラ白馬 北安曇郡白馬村北城2934-26 0261-75-5360 https://alpine-hakuba.com/ja

販売終了 中信 割烹旅館みなみ家&別邸ねこ処みなみ家 北安曇郡白馬村北城3020-26 0261-72-8008 https://www.hakuba-minamiya.jp/

販売終了 中信 ALP Lodge 北安曇郡白馬村北城4277-1 0261-72-3129 https://hakuba-alplodge.com/

販売終了 中信 森のロッジ白馬 北安曇郡白馬村北城4692-3 0261-85-9098 https://www.morinolodge.com/lodges/?doing_wp_cron=1622168158.0073599815368652343750

販売終了 中信 ホテルヴァイサーホフ八平 北安曇郡白馬村北城5265 0261-72-2102 http://www.info@happei.co.jp

販売終了 中信 自然派ペンションパンプキン 北安曇郡白馬村北城828-318 0261-72-4575 http://www.dia.janis.or.jp/~p-hakuba/

販売終了 中信 ペンション馬鈴薯 北安曇郡白馬村北城9464-21 0261-72-4717

販売終了 中信 ペンション500マイル 北安曇郡白馬村北城9464-302 0261-72-6674

販売終了 中信 プチホテルぴー坊 北安曇郡白馬村北城瑞穂3020-40 0261-72-3780

販売終了 中信 ねざめホテル 木曽郡上松町大字上松1888 0264-52-2245 http://w2.avis.ne.jp/~nezame-h

販売終了 中信 旅館やまかの湯 木曽郡木曽町開田高原西野3109-1 0264-44-2010 http://www.yamakanoyu.com

販売終了 中信 天空の宿京こじま 木曽郡木曽町開田高原西野5346-1 0264-44-2780 http://www.kyokojima.com
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「信州の宿 県民応援前売割」宿泊登録施設一覧

令和3年6月6日

10:00現在
販売期間：令和3年5月12日（水）から6月5日（土）まで

宿泊予約受付期間：新型コロナウイルス感染症の感染警戒レベルの引き下げ等の状況を踏まえ、改めてお知らせいたします。

　前売券の具体的な販売方法や販売開始日は事業者により異なります。販売状況等の最新情報は、購入を希望する各宿泊施設へ直接お問合せください。

販売状況 エリア 施設名 住所 TEL ホームページ

販売終了 中信 Pension J-HOUSE 木曽郡木曽町開田高原西野6322-218 0264-44-2219 http://www.pjh.jp

販売終了 中信 ペンションビューおんたけ 木曽郡木曽町開田高原西野949-1 0264-42-4134 http://www.v-ontake.com/

販売終了 南信 ファインデイズホテル 伊那市山寺1871-4 0265-72-2277

販売終了 南信 伊那パークホテル 伊那市西町5021 0265-74-1789 http://www.inapark.jp/

販売終了 南信 阿智の里ひるがみ 下伊那郡阿智村智里503-378 0265-43-2255 https://achinosato-2255.peewee.jp

販売終了 南信 古民家 fumoku 茅野市ちの3038-1 070-1490-7716 https://fumoku.space

販売終了 南信 ペンションけさらんぱさらん 茅野市豊平10234-2 0266-76-2845 http://www.lcv.ne.jp/~kesaran/

販売終了 南信 プチペンショングリーンスポット 茅野市北山3412-114 0266-68-2263 http://grspot.com

販売終了 南信 愛犬と泊まる宿ペパーミントジャム 茅野市北山3412-62 0266-68-2375 https://www.pepajam.com/

販売終了 南信 オーベルジュリゾートインボヌール 茅野市北山3413-58 0266-68-2550 http://www.ri-bonheur.com

販売終了 南信 四季彩の宿白樺湖畔リトルグリーブ 茅野市北山3419 0266-68-3001 https://www.littlegrebe.com

販売終了 南信 ゲストハウスクロイツェル 茅野市北山4026-1208 0266-60-2001 http://www.lcv.ne.jp/~kpy91681/

販売終了 南信 ペンションラ・プラネート 茅野市北山4026-1213 0266-55-2447 https://www.la-planete.com/

販売終了 南信 HYTTER FOREST CABINS 茅野市北山8606-7 0266-78-8278 http://hytter.jp

販売終了 南信 グラマラスダイニング蓼科 茅野市北山字鹿山4026-2 0266-71-9211 https://www.tateshina-tokyu.com/tateshina_morigurashi/glamorous-dining

販売終了 南信 エクシブ蓼科 茅野市蓼科高原北山4035 0266-71-8111 https://xiv.jp/tate/

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

販売終了 南信 御宿まるや 諏訪郡下諏訪町3304 0266-27-5151 https://onyado-maruya.com/

販売終了 南信 毒沢鉱泉神乃湯 諏訪郡下諏訪町社7083-1 0266-27-5526 http://www.kaminoyu.com/

販売終了 南信 ルーピアイン南湖 諏訪市湖岸通3-3-4 0266-52-0401 https://www.lupia-inn.com/
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