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

更新日：2020/7/29

宿泊登録施設一覧（南信）

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。

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

南信

阿智村

下伊那郡阿智村智⾥4092-7

野熊の庄⽉川

0265-44-2321

http://www.gessen.jp

じゃらんnet,楽天トラベル,Yahoo!トラベル,るるぶトラベル,⼀休.com,その他【ゆこゆこ,マイナビトラベル、e宿】,

2

南信

阿智村

下伊那郡阿智村智⾥567-10

ひるがみの森

0265-43-4321

https://hirumori.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

3

南信

阿智村

下伊那郡阿智村智⾥530-1

昼神温泉ホテルはなや

0265-43-2700

http://www.h-hanaya.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】,

4

南信

阿智村

下伊那郡阿智村智⾥503-115

阿智の⾥

0265-43-2255

5

南信

阿智村

下伊那郡阿智村智⾥503-115

湯元ホテル阿智川

0265-43-2800

http://www.hotel-achigawa.jp

じゃらんnet,楽天トラベル,Yahoo!トラベル,るるぶトラベル,

6

南信

阿智村

下伊那郡阿智村智⾥338-19

癒楽の宿

0265-43-4141

https://www.seifuen-yura.jp/

じゃらんnet,楽天トラベル,Yahoo!トラベル,るるぶトラベル

7

南信

阿智村

下伊那郡阿智村智⾥332の4

鶴巻荘

0265-43-2320

http://www.tsurumakisou.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】

8

南信

阿智村

下伊那郡阿智村智⾥490番

ホテル光⾵館

9

南信

阿智村

下伊那郡阿智村智⾥503-294

湯多利の⾥

10

南信

阿智村

下伊那郡阿智村智⾥290-1

11

南信

阿智村

12

南信

阿智村

13

南信

14

南信

15
16

ひるがみ

清⾵苑

じゃらんnet,楽天トラベル,

0265-43-3211
伊那華

じゃらんnet,楽天トラベル,Yahoo!トラベル,るるぶトラベル,

0265-43-2611

https://www.inaka-hirugami.jp/

じゃらんnet,楽天トラベル,Yahoo!トラベル,るるぶトラベル,

お宿⼭翠

0265-43-2811

http://www.sansui-hirugami.jp/

じゃらんnet,楽天トラベル,Yahoo!トラベル,るるぶトラベル,

下伊那郡阿智村智⾥407

ユルイの宿恵⼭

0265-43-3188

https://www.keizan.co.jp

じゃらんnet,楽天トラベル,るるぶトラベル,

下伊那郡阿智村智⾥461-1

万葉茶寮みさか

0265-43-2656

阿智村

下伊那郡阿智村智⾥331-5

昼神グランドホテル天⼼

0265-43-3434

https://hirugami-tenshin.jp/

じゃらんnet,楽天トラベル,Yahoo!トラベル,るるぶトラベル,

阿智村

下伊那郡阿智村浪合254-1

不動温泉華菱

0265-47-2321

https://hpdsp.jp/hanabisi/

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,

南信

阿智村

下伊那郡阿智村智⾥260-1

料理旅館むらさわ

0265-43-3883

https://hirugami.jimdofree.com/ じゃらんnet,楽天トラベル,

南信

阿智村

下伊那郡阿智村智⾥331-7

保養センター尾張あさひ苑

0265-43-3180

http://www.owariasahien.jp/

じゃらんnet,

17

南信

阿智村

下伊那郡阿智村智⾥490

おとぎ亭光⾵

0265-43-3211

https://www.otogitei.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】,

18

南信

阿智村

下伊那郡阿智村智⾥331-8

昼神の棲

0265-43-5111

http://kurotake.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】,

19

南信

阿智村

下伊那郡阿智村智⾥503-2

懐⽯と炉ばたの宿

0265-43-2000

http://www.kichiya.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,

20

南信

阿智村

下伊那郡阿智村智⾥332番地3

⽯苔亭

いしだ

0265-43-3300

https://www.sekitaitei.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【Relux】,

21

南信

阿智村

下伊那郡阿智村智⾥425番地

⽇⻑庵

桂⽉

0265-43-3500

http://keigetu.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

22

南信

伊那市

伊那市富県9000

⾼⿃⾕鉱泉

0265-73-3558

http://takazuya.info/index2.htm

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】,

23

南信

伊那市

伊那市荒井3378

花⽉旅館

0265-72-3079

http://www.ina-kagetsu.co.jp/ じゃらんnet,

24

南信

伊那市

伊那市狐島4819

ホテルセンピア

0265-77-1002

http://cenpier.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,

25

南信

伊那市

伊那市荒井3373番地1

旅館あいや

0265-72-2061

http://www.clio.ne.jp/

じゃらんnet,楽天トラベル,

26

南信

伊那市

伊那市⾼遠町⻄⾼遠1691-1

⽵松旅館

0265-94-2113

http://takematsu-matsutake.com/ じゃらんnet,楽天トラベル,

27

南信

伊那市

伊那市荒井3492-13

ホテル伊那

0265-96-7211

http://www.besthotels.jp/

28

南信

伊那市

伊那市⻄春近3390

⼩⿊川渓⾕キャンプ場

0265-73-8855

https://ogurogawakeikokucamp.com/

29

南信

伊那市

伊那市⼭寺1536-1

ホテルルートインコート伊那

0265-73-1006

https://www.route-inn.co.jp

30

南信

伊那市

伊那市⻄町5021

伊那パークホテル

0265-74-1789

http://www.valley.ne.jp/~ina-park/ じゃらんnet,楽天トラベル,Yahoo!トラベル,るるぶトラベル,

31

南信

伊那市

伊那市荒井3627

旅館

花⿃屋

0265-72-3294

https://kachoya.com/

楽天トラベル,

32

南信

伊那市

伊那市⻄箕輪3870-5

信州愛和の森ホテル

0265-71-8022

http://www.aiwanomori.jp/

じゃらんnet,楽天トラベル,Yahoo!トラベル,

33

南信

岡⾕市

岡⾕市本町1-4-7

岡⾕セントラルホテル

0266-23-2100

https://breezbay-group.com/okayacentral/

34

南信

岡⾕市

岡⾕市川岸7085番地

諏訪レイクヒルカントリークラブロッジ「メドウガーデン」

0266-23-1224

http://www.suwa-lakehill.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,

35

南信

岡⾕市

岡⾕市中央町1-3-17

ホテルクラウンヒルズ岡⾕

0266-24-0100

https://breezbay-group.com/okaya-ph/

じゃらんnet,楽天トラベル,るるぶトラベル,⼀休.com,その他【Booking.com,Expedia,ゆこゆこ,ダイレクトイン】,

36

南信

岡⾕市

岡⾕市本町4-6-1

ビジネスホテル湊屋

0266-22-3840

https://www.hotel-minatoya.com/ Yahoo!トラベル,るるぶトラベル,

37

南信

岡⾕市

岡⾕市本町4-10-8

ホテルオークニ

0266-23-1111

https://royalinn-hotels.jp/okuni/

38

南信

下諏訪町

諏訪郡下諏訪町3346番地

ホテル奴

0266-27-8530

39

南信

下諏訪町

諏訪郡下諏訪町⽴町3313-4

梅⽉旅館

0266-27-0055

https://baigetu.net

じゃらんnet,楽天トラベル,

40

南信

下諏訪町

諏訪郡下諏訪町3437

鉄鉱泉本館

0266-27-8063

https://www.tekkosen.com

じゃらんnet,楽天トラベル,⼀休.com,

41

南信

下諏訪町

諏訪郡下諏訪町5326-3

グリーンサンホテル

0266-26-1455

http://www.green-sun.jp/

じゃらんnet,楽天トラベル,

42

南信

下諏訪町

諏訪郡下諏訪町3526

桔梗屋

0267-27-8024

43

南信

下諏訪町

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

44

南信

下諏訪町

諏訪郡下諏訪町3306

信州しもすわ温泉ぎん⽉

0266-27-5011

http://www.gingetsu.com

45

南信

下諏訪町

諏訪郡下諏訪町3149-5

おくむら

0266-27-8106

http://shimosuwa.com/

じゃらんnet,

46

南信

下諏訪町

諏訪郡下諏訪町3492

聴泉閣かめや

0266-75-0161

https://www.ckameya.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【OZmall,Booking.com】,

47

南信

下條村

下伊那郡下條村睦沢4286番地1

浪漫の館

0260-27-1008

https://www.gekkabijin.co.jp/

じゃらんnet,楽天トラベル,その他【e宿（knt!）,ゆこゆこ】,

48

南信

下條村

下伊那郡下條村睦沢7144

おおぐて湖畔

0260-27-2265

https://www.shirasagisou.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

49

南信

茅野市

茅野市豊平東岳国有林1226イ林⼩班

夏沢鉱泉

0266-73-6673

http://www004.upp.so-net.ne.jp/natsuzawa/

50

南信

茅野市

茅野市北⼭3413

ホテル・アンナプルナ

0266-68-3611

https://www.annapurna.jp

⽞⽵
吉弥

⽉下美⼈
しらさぎ荘

1

じゃらんnet,

じゃらんnet,楽天トラベル,Yahoo!トラベル,るるぶトラベル,

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,】,

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【ブッキング,エクスペディア,ダイレクトイン】,

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】,

じゃらんnet,

じゃらんnet,その他【たび寅】,

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,

じゃらんnet,楽天トラベル,るるぶトラベル,

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

更新日：2020/7/29

宿泊登録施設一覧（南信）

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。

No. エリア 市町村

住所

宿泊施設名

予約番号

51

南信

茅野市

茅野市北⼭ 4026-1213

ペンションプラネット

0266-69-3417

52

南信

茅野市

茅野市塚原2-16-7-1

ちのスカイビューホテル

53

南信

茅野市

茅野市北⼭4035

54

南信

茅野市

茅野市北⼭4035-2

55

南信

茅野市

茅野市北⼭5513-1

56

南信

茅野市

茅野市北⼭3419-67

ペンションぼくんち

0266-68-2076

http://www.lcv.ne.jp/~penboku/ じゃらんnet,楽天トラベル,

57

南信

茅野市

茅野市北⼭字⿅⼭4026-2

蓼科東急ホテル

0266-69-3109

https://www.tateshinatokyuhotel.com/

58

南信

茅野市

茅野市豊平7702-310チェルトの森鳴岩

シャレーグリンデル

0266-76-2024

https://chalet-grindel.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,

59

南信

茅野市

茅野市北⼭8606-7

HYTTER FOREST CABINS

0266-78-8278

https://hytter.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【takibi,なっぷ,Airbnb】,

60

南信

茅野市

茅野市北⼭3419-1

⽩樺湖畔の宿

0266-68-3300

https://kimimatisou.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【⾃社ホームページ、booking.com】

61

南信

茅野市

茅野市北⼭4026-1203

プチペンション

蓼科壱番館

0266-69-3619

https://t-ichibankan.com/

じゃらんnet,楽天トラベル,

62

南信

茅野市

茅野市北⼭3413-125

リゾートインスクアミッシュ

0266-68-3201

https://www.ri-squamish.com じゃらんnet,

63

南信

茅野市

茅野市北⼭3412-62

ペパーミントジャム

0266-68-2375

https://www.pepajam.com/

64

南信

茅野市

茅野市北⼭3413

リゾートイン

ウインズ

0266-68-2660

http://winds-hotel.com

楽天トラベル,Yahoo!トラベル,るるぶトラベル,

65

南信

茅野市

茅野市北⼭字⿅⼭4026-2

ホテルハーヴェスト蓼科

0266-69-3200

https://www.resorthotels109.com/tateshina/

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、Booking.com】,

66

南信

茅野市

茅野市北⼭3413-81

ぎんのさじ

はちみつ蔵

0266-68-2444

https://www.ginsaji.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,

67

南信

茅野市

茅野市北⼭3413

リゾートイン

ミスティ

0266-68-3036

http://www.resortinn-misty.com/ じゃらんnet,楽天トラベル,

68

南信

茅野市

茅野市北⼭4035-2248

ペンション

リトルフット

0266-67-5066

http://p-littlefoot.com/

69

南信

茅野市

茅野市北⼭5522-451

⼤東園

0266-67-4655

https://daitouen.info/

じゃらんnet,楽天トラベル,

70

南信

茅野市

茅野市北⼭5522

蓼科パークホテル

0266-67-2600

http://tateshina-parkhotel.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,

71

南信

茅野市

茅野市北⼭4028

蓼科グランドホテル滝の湯

0266-67-2525

https://takinoyu.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,

72

南信

茅野市

茅野市豊平10222-30

蓼科⼭荘

0266-76-5620

http://www7a.biglobe.ne.jp/~g-factory/tateshinalodge/charges.html

73

南信

茅野市

茅野市豊平4733-1

⼋ヶ岳名湯

0266-76-2525

http://www.karasawakousen.com 楽天トラベル,るるぶトラベル,

74

南信

茅野市

茅野市北⼭字⿅⼭4026-2

東急ハーヴェストクラブ蓼科

0266-60-2201

https://www.harvestclub.com/Un/Hotel/Ta/

75

南信

茅野市

茅野市北⼭3413

SKY PARK HOTEL

0266-68-2221

https://www.sph.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,

76

南信

茅野市

茅野市北⼭3412-114

プチペンション グリーンスポット

0266-68-2263

http://grspot.com

じゃらんnet,楽天トラベル,Yahoo!トラベル,るるぶトラベル,

77

南信

茅野市

茅野市ちの3556-1

ちのステーションホテル

0266-72-1245

http://www.cs-h.co.jp

じゃらんnet,楽天トラベル,るるぶトラベル,

78

南信

茅野市

茅野市北⼭3413-68

リゾート

0266-68-2262

https://www.kurumayama-hotel.com/ じゃらんnet,楽天トラベル,るるぶトラベル,⼀休.com,

79

南信

茅野市

茅野市北⼭3419

サワ・ルージュ

80

南信

茅野市

茅野市北⼭8606番地1

TINY GARDEN 蓼科ーCamp,Lodge&Cabin 0266-67-2234

81

南信

茅野市

茅野市北⼭4026-1204

ペンション

0266-60-2461

http://pbergcot.sakura.ne.jp/

じゃらんnet,

82

南信

茅野市

茅野市北⼭4026-1208

ゲストハウス

クロイツェル

0266-60-2001

http://www.lcv.ne.jp/~kpy91681/

じゃらんnet,楽天トラベル,Yahoo!トラベル,その他【Booking.com,Expedia,Hotels1.com】,

83

南信

茅野市

茅野市豊平10234-2

ペンションけさらんぱさらん

0266-76-2845

http://www.lcv.ne.jp/~kesaran/

84

南信

茅野市

茅野市北⼭3419-1

ホテル晴明荘

0266-68-2041

http://seimeiso.com/

85

南信

茅野市

茅野市北⼭4035

リゾートホテル蓼科

0266-67-2626

http://resort-hotel-tateshina.jp/ じゃらんnet,楽天トラベル,るるぶトラベル,⼀休.com,

86

南信

茅野市

茅野市北⼭3418-22

レイクサイドホステルジル⽩樺湖

0266-55-1192

http://hostel-jil-shirakabaco.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,Airbnb,Cansell】,

87

南信

茅野市

茅野市北⼭5520-3

渋御殿湯

0266-67-2733

http://www.gotenyu.com/

じゃらんnet,楽天トラベル,るるぶトラベル,その他【ホームページ】,

88

南信

茅野市

茅野市北⼭字乗揚3414-1

J-ship

0266-75-2991

https://skyseaproject.co.jp/

89

南信

茅野市

茅野市北⼭3413-17

オーベルジュ・ドゥ

0266-68-3939

https://www.la-meije.com/

90

南信

茅野市

茅野市北⼭3412-87

プチペンションパオパオ

0266-68-2363

https://p-pao.com

じゃらんnet,楽天トラベル,

91

南信

茅野市

茅野市北⼭4035-552

たてしな薫⾵

0266-67-2292

https://www.kaorukaze.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【ゆこゆこ、Relux】,

92

南信

茅野市

茅野市北⼭3419

四季彩の宿

0266-68-3001

https://www.littlegrebe.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、Expedia、Booking.com】,

93

南信

茅野市

茅野市北⼭3424番地

寛ぎの宿

0266-68-2411

http://www.sawaemon.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】,

94

南信

茅野市

茅野市豊平4734

渋⾠野館

0266-67-2128

http://www.sib-tatu.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,

95

南信

茅野市

茅野市豊平1943-1

ファミリーロッヂ旅籠屋

0266-73-8854

http://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

96

南信

茅野市

茅野市北⼭3413－109

リゾート

0266-68-2088

http://www.ri-cherbourg.co.jp/ じゃらんnet,楽天トラベル,その他【宿探し.com】,

97

南信

茅野市

茅野市北⼭5522－451

たてしな麓⼋

090-1861-5489

https://www.tateshina-rokuya.com/ じゃらんnet,楽天トラベル,

98

南信

茅野市

茅野市北⼭4035番地2225

ペンションサンセット

0266-67-5123,090-4153-5123

https://www.p-sunset.com/

99

南信

茅野市

茅野市北⼭6581

⽩駒荘

0266-78-2029

http://yachiho-montblanc.com/

100 南信

茅野市

茅野市北⼭3412-60

ペンション

0266-68-2379

http://www.lcv.ne.jp/~bfriend/ じゃらんnet,

nomanomori

ホームページ

OTA(オンライン・トラベル・エージェント）

0266-71-1010

https://www.chino-skyview-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,その他【Booking.com,Expedia】,

蓼科親湯温泉

0266-67-2020

https://tateshina-shinyu.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,

オーベルジュつつじとかえで

0266-67-3730

https://tutuji-kaede.jp/

じゃらんnet,楽天トラベル,るるぶトラベル,⼀休.com,その他【ベネフィット・ワン、ゆこゆこネット、e宿】,

じゃらんnet,

ノマの森InBed＆Breakfast

じゃらんnet,楽天トラベル,⼀休.com,

君待荘

唐沢鉱泉

イン

ローザンヌ

0266-68-2277

ベルクコット

ヒルズ
ラ・メイジュ

⽩樺湖畔リトルグリーブ
澤右衛⾨

イン

茅野蓼科店

シェルブール

ベストフレンド
2

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,Booking.com】,

じゃらんnet,楽天トラベル,るるぶトラベル,

https://sawarouge.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】,

http://www.urban-research.co.jp/special/tinygarden/

じゃらんnet,楽天トラベル,その他【Booking.com,】,

じゃらんnet,楽天トラベル,その他【Booking.com,】,

じゃらんnet,楽天トラベル,るるぶトラベル,⼀休.com,

e宿 マイナビトラベル】,

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,

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

更新日：2020/7/29

宿泊登録施設一覧（南信）

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。

No. エリア 市町村

住所

宿泊施設名
ギャラクシー

予約番号

ホームページ

0266-68-1181

https://galaxy-kurumayama.com/ じゃらんnet,楽天トラベル,

OTA(オンライン・トラベル・エージェント）

101 南信

茅野市

茅野市北⼭3413-45

⾞⼭リゾートホテル

102 南信

茅野市

茅野市⽩樺湖3419-1

ホテル信濃プリンスシラカバ

0266-68-2266

103 南信

茅野市

茅野市北⼭3424番地

ホテル

0266-68-2214

https://jikounomori.sinsyu.info/ 楽天トラベル,Yahoo!トラベル,⼀休.com,

104 南信

茅野市

茅野市北⼭5513-90蓼科ビレッジ緑⼭152 ⻘空の扉

0266-78-0015

http://aozora-p.com/

じゃらんnet,

105 南信

茅野市

茅野市北⼭4035-2204

ペンションピラタス

050-1432-7440

https://www.p-pilatus.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,

106 南信

茅野市

茅野市北⼭8611

蓼科湖畔蓼の花

0266-67-2078

https://tadenohana.com

楽天トラベル,Yahoo!トラベル,るるぶトラベル,

107 南信

茅野市

茅野市北⼭5522-448蓼科ビレッジ滝⾒平145 たてしなの⼩さな家

0266-78-3937

https://tshouse14.wixsite.com/tatesina-small-house

108 南信

茅野市

茅野市北⼭4035-2215

ペンション歩絵夢（ぽえむ）

0266-67-4667

http://www.p-poem.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,

109 南信

茅野市

茅野市北⼭5736-2

道のログ宿

0266-77-3037

http://kikorin.com/

じゃらんnet,

110 南信

茅野市

茅野市北⼭4035-2309

ハイランドリゾートアゲイン

0266-67-2710

http://www.resort-again.com/ じゃらんnet,

111 南信

茅野市

茅野市北⼭3413-29

プチホテルサンルーフ

0266-68-2623

https://www.p-sunroof.net/

じゃらんnet,楽天トラベル,その他（Instagram【petit hotel sunroof】）,

112 南信

茅野市

茅野市豊平1616

ホテル尖⽯

0266-72-6844

http://www.hotel-togariishi.jp

じゃらんnet,楽天トラベル,るるぶトラベル,その他【Booking.com】,

113 南信

茅野市

茅野市北⼭3413-27

⾞⼭ハイランドホテル

0266-68-2116

https://www.highland-hotel.co.jp

じゃらんnet,楽天トラベル,Yahoo!トラベル,るるぶトラベル,⼀休.com,

114 南信

茅野市

茅野市宮川11311-8

⿊百合ヒュッテ

0266-72-3613

http://www.kuroyurihyutte.com/

115 南信

茅野市

茅野市北⼭4035-2148

ペンションピラタス２

0266-67-4150

https://2.p-pilatus.jp/

116 南信

茅野市

茅野市北⼭5522-450

たてしな藍

0266-67-5030

http://www.tateshina-ai.co.jp その他【リラックス、Booking.com等】,

117 南信

茅野市

茅野市豊平東岳国有林1346ロ林⼩班

根⽯岳⼭荘

0266-73-6673

http://www001.upp.so-net.ne.jp/neishi/

118 南信

茅野市

茅野市北⼭3413

ロッジ・くるま

0266-68-2405

https://lodge-kuruma.com

119 南信

茅野市

茅野市北⼭3413

OYOプチホテル花南

0266-68-2077

https://kanan-kurumayama.com/ じゃらんnet,楽天トラベル,

120 南信

茅野市

茅野市北⼭3413-127

ペットと泊まれる宿

https://gh-bern.jp

じゃらんnet,楽天トラベル,Yahoo!トラベル,るるぶトラベル,

121 南信

茅野市

茅野市北⼭字⿅⼭4026-2

グラマラスダイニング蓼科「 THE CAMP 」 0266-71-9211

https://www.morigurashi.com/glamorous-dining

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,Booking.com】,

122 南信

茅野市

茅野市北⼭3412-93

Colomode Guest House

0266-68-2265

https://colomode.jp

123 南信

茅野市

茅野市北⼭4035-2224

四季の宿

090-7219-4291

124 南信

茅野市

茅野市北⼭4035-2206

蓼科リゾートインプリマリオ

0266-67-4181

https://www.primario-tateshina.com/

125 南信

茅野市

茅野市北⼭8606-6

湖畔の温泉宿蓼科

0266-67-2828

https://www.iweb.ne.jp/p_tateshina/

じゃらんnet,楽天トラベル,Yahoo!トラベル,るるぶトラベル,⼀休.com,

126 南信

茅野市

茅野市北⼭8606-7

HYTTER LAKESIDE LODGE

0266-78-8278

https://hytter.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,Expedia,Airbnb】,

127 南信

茅野市

茅野市北川⽩樺湖3419-1

ホープロッヂ乗⾺牧場

0266-68-2017

http://hope-lodge.com/

じゃらんnet,楽天トラベル,

128 南信

茅野市

茅野市北⼭5513番地

横⾕温泉旅館

0266-67-2080

https://yokoyaonsen.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,

129 南信

茅野市

茅野市北⼭3418-1

⽩樺湖ホテルパイプのけむり

0266-68-2000

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】,

130 南信

茅野市

茅野市豊平東岳4734

明治温泉

0266-67-2660

https://www.meijionsen.jp/

じゃらんnet,楽天トラベル,

131 南信

茅野市

茅野市北⼭3412-122

プチペンション

0266-68-2028

http://www.lcv.ne.jp/~ggrass/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【JTB,Booking.com】,

132 南信

茅野市

茅野市北⼭冷⼭国有林

⻨草ヒュッテ

090-7426-0036

133 南信

茅野市

茅野市北⼭3419-6

サンシャインロッジ

0266-68-2950

http://sunshinelodge.jp/

じゃらんnet,楽天トラベル,るるぶトラベル

134 南信

茅野市

茅野市北⼭3412-11

P.こてまり

0266-68-2650

135 南信

宮⽥村

上伊那郡宮⽥村6090

信⼭荘

0265-85-2025

136 南信

宮⽥村

上伊那郡宮⽥村4824-7

ペンション&レストランめいぷる

0265-85-5335

http://meipuru.com

137 南信

駒ヶ根市

駒ケ根市⾚穂14-326

⾺⾒塚旅館

0265-83-2324

http://www.mamizuka.com

じゃらんnet,

138 南信

駒ヶ根市

駒ケ根市⾚穂759-696

ペンション

139 南信

駒ヶ根市

駒ケ根市⾚穂5-1198

駒ケ根⾼原リゾート

https://suzuranso.com

じゃらんnet,楽天トラベル,Yahoo!トラベル,るるぶトラベル,

140 南信

駒ヶ根市

駒ケ根市⾚穂5番地1184

⼭野草の宿

http://www.futarishizuka.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,

141 南信

駒ヶ根市

駒ケ根市⾚穂23-170

駒ケ根⾼原アルプスの丘

142 南信

駒ヶ根市

駒ケ根市⾚穂356

和みの湯宿

0265-83-5228

https://yuyado-nakayama.com/

143 南信

駒ヶ根市

駒ケ根市⾚穂759-437

駒ケ根キャンプセンター

0265-83-9013

http://www.komacamp.jp/

144 南信

駒ヶ根市

駒ヶ根市⾚穂25-1

駒ヶ根ユースホステル

0265-83-3856

http://komagane-yh.com/

145 南信

駒ヶ根市

駒ヶ根市⾚穂5-1119

ペンションウッドイン

0265-83-8024

https://indoor-lodging-980.business.site/

楽天トラベル,⼀休.com,

146 南信

駒ヶ根市

駒ケ根市⾚穂5-1198

駒ケ根⾼原リトリート

0266-83-5155

https://suzuranso.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,ゆこゆこ,Booking.com,楽天vacation】,

147 南信

駒ヶ根市

駒ケ根市⾚穂497-1497

ホテルやまぶき

0265-83-3870

https://www.hotel-yamabuki.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,

148 南信

駒ヶ根市

駒ケ根市⾚穂1503-1

ホテルルートイン駒ケ根インター

0265-82-7011

https://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 南信

駒ヶ根市

駒ケ根市⾚穂759-489

ホテル千畳敷

0265-83-3844

https://www.chuo-alps.com

150 南信

駒ヶ根市

駒ヶ根市中央11-8

駒ヶ根グリーンホテル

0265-83-1141

ベルクハイル
⽝と泊まれるプチホテル

⽊こりん

ゲストハウスベルン 0266-68-2464

すばる

グリーングラス

こまがねの森

楽天トラベル,Yahoo!トラベル,るるぶトラベル,⼀休.com,

じゃらんnet,楽天トラベル,Yahoo!トラベル,るるぶトラベル,⼀休.com,その他【ﾏｲﾅﾋﾞﾄﾗﾍﾞﾙ,ﾍﾞｽﾄﾘｻﾞｰﾌﾞ,ﾄｸｰﾄﾗﾍﾞﾙ,Air B＆B】,

じゃらんnet,楽天トラベル,るるぶトラベル,

じゃらんnet,楽天トラベル,Yahoo!トラベル,⼀休.com,その他【近畿⽇本ツーリスト、e宿】,

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,

じゃらんnet,楽天トラベル,るるぶトラベル

0265-83-8118

すずらん颯（旧名・すずらん荘）

⼆⼈静

0265-83-5155
0265-81-8181

家族旅⾏村

なかやま

すずらん颯

3

0265-73-8855(予約専⽤)

0265-83-7227(駒ケ根⾼原家族旅⾏村）

https://chuo-alps-resort.com/family/
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,

じゃらんnet,楽天トラベル,

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

更新日：2020/7/29

宿泊登録施設一覧（南信）

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。

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）

151 南信

駒ヶ根市

駒ケ根市⾚穂1522-3

駒ケ根プレモントホテル

0265-82-8400

https://www.komagane-premont.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,

152 南信

駒ヶ根市

駒ケ根市⾚穂497-1153

⻄⼭荘

0265-83-2625

http://komagane-seizanso.com/

じゃらんnet,r楽天トラベル,Yahoo!トラベル,るるぶトラベル,⼀休.com

153 南信

駒ヶ根市

駒ケ根市⾚穂5番1086

駒ケ根⾼原リゾートリンクス

0265-82-8511

https://www.komagane-linx.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

154 南信

原村

諏訪郡原村18668－2

紡ぐ結ぶ

070-4390-4553

https://tsumugu-musubu.jp

155 南信

原村

諏訪郡原村

⼋ヶ岳リトリートハウスFlan

0266-78-7957

https://retreat-house-flan.com

156 南信

原村

諏訪郡原村17217-94

ペンション

0266-74-2141

157 南信

原村

諏訪郡原村17217-1652

Wandsworth

0266-70-2501

https://wandsw.net

158 南信

原村

諏訪郡原村17217-1349

ペンション

0266-74-2022

https://peppermint-house.biz

159 南信

原村

諏訪郡原村17217-2821

グリーンプラザホテル

0266-74-2041

https://www.gplazahotel.com/

160 南信

原村

原村字原⼭17217-1729

樅の⽊荘

0266-74-2311

http://www.lcv.ne.jp/~mominoki/

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【たび寅】,

161 南信

原村

諏訪郡原村原⼭１７２１７－１３５２

ギャラリーHARA＆ゲストハウス

0266-55-9085

https://tsutomuhoshitani.wixsite.com/mysite

楽天トラベル,

162 南信

原村

諏訪郡原村17217-1345

⽮島ペンション

0266-74-2650

https://yazipen.com

楽天トラベル

163 南信

⾼森町

下伊那郡⾼森町⽜牧834-5

信州たかもり温泉

湯ヶ洞

0265-35-8260

https://takamori-onsen.com

じゃらんnet,

164 南信

松川町

下伊那郡松川町⼤島2784-1

信州まつかわ温泉

清流苑

0265-36-2000

http://www.seiryuen.jp/

じゃらんnet,Yahoo!トラベル,⼀休.com,その他【ベネフィット・ワン】,

165 南信

松川町

下伊那郡松川町⽣⽥6009

まつたけ⼩屋

0265-36-7100

http://baishoen.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【ナップ】,

166 南信

松川町

下伊那郡松川町元⼤島3084-1

福美荘

0265-36-3338

https://r.goope.jp/sr-20-2040210006

167 南信

諏訪市

諏訪市湖岸通り3-3-10

浜の湯

0266-58-8000

https://www.hamanoyu.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,

168 南信

諏訪市

諏訪市中洲境通2935-2

チサンイン諏訪インター

0266-52-2811

https://www.solarehotels.com/hotel/nagano/chisuninn-suwa-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】,

169 南信

諏訪市

諏訪市湖岸通り1-11-8

レンタルハウス空

0266-58-5060

170 南信

諏訪市

諏訪市湖岸通り1-12-7

すわ湖苑

0266-52-5050

https://www.suwakoen.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,

171 南信

諏訪市

諏訪市湖岸通り3-2-14

ホテル鷺乃湯

0266-52-0480

https://www.saginoyu.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,

172 南信

諏訪市

諏訪市⼤⼿1-14-5

諏訪シティホテル成⽥屋

0266-52-4500

http://hotel-naritaya.com/

じゃらんnet,楽天トラベル,Yahoo!トラベル,るるぶトラベル,

173 南信

諏訪市

諏訪市湖岸通り2-7-21

ホテル紅や

0266-57-1111

http://hotel-beniya.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,

174 南信

諏訪市

諏訪市⾼島2-1200-3

RAKO華乃井ホテル

0266-54-0555

https://www.hananoi.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】,

175 南信

諏訪市

諏訪市湖岸通り3-2-9

布半

0266-52-5500

http://www.nunohan.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 南信

諏訪市

諏訪市湖岸通り2-5-27

萃sui-諏訪湖

0266-58-3434

https://www.sui-suwako.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】

177 南信

諏訪市

諏訪湖岸通り2丁⽬-6-30

上諏訪温泉

0266-54-2020

https://kamisuwa-shinyu.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】

178 南信

諏訪市

諏訪市湖岸通り1-4-1

素泊まり温泉・あひる

0266-52-2284

179 南信

諏訪市

諏訪市湖岸通り3-3-24

渋の湯

0266-52-2655

http://www.shibunoyu.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,

180 南信

諏訪市

諏訪市湖岸通3-3-4

ルーピアイン南湖

0266-52-0401

https://www.lupia-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【ゆこゆこ】,

181 南信

諏訪市

諏訪市湖岸通り3-2-2

双泉の宿

0266-52-2660

https://www.suhaku.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】,

182 南信

諏訪市

諏訪市⼤字四賀2247-1

ホテルルートイン諏訪インター

0266-57-5050

https://www.route-inn.co.jp/

183 南信

諏訪市

諏訪市⼤字中洲字境通2940-1

ホテルルートイン第２諏訪インター

0266-56-1110

https://www.route-inn.co.jp/

184 南信

諏訪市

諏訪市上諏訪10726-1

シャンブルドット畳

0266-75-0116

https://touji-tatami.com/

185 南信

諏訪市

諏訪市上諏訪13338-151

旅館

0266-52-0560

http://www.futabaya-ryokan.com/ じゃらんnet,楽天トラベル,

186 南信

諏訪市

諏訪市⼤字上諏訪9255-9

湖⽉館

0266-52-0054

187 南信

諏訪市

諏訪市湖岸通り1-13-8

湖泉荘（こせんそう）

0266-53-6611

188 南信

諏訪市

諏訪市湖岸通り5-13-21

⺠宿すわ湖

0266-58-4821

189 南信

諏訪市

諏訪市⾼島2-1201-48

諏訪レイクサイドホテル

190 南信

諏訪市

諏訪市渋崎1792-409

ホテル若菜

191 南信

諏訪市

諏訪市湖岸通り3-4-16

上諏訪温泉油屋旅館

0266-52-2222 0570-086-780 https://www.itoenhotel.com/aburaya/

192 南信

諏訪市

諏訪市上諏訪13338-1

ヒュッテ霧ケ峰

0266-57-0333

http://www.hutte-kirigamine.jp/

193 南信

諏訪市

諏訪市渋崎1792-344

御宿

0266-58-7633

http://www.lcv.ne.jp/~koikoi/ 楽天トラベル,

194 南信

諏訪市

諏訪市沖⽥町3丁⽬68

COCOHOTEL

0266-78-5552

http://cocoworld.jp/cocohotel/cocohotel.php

その他【Airbnb】,

195 南信

諏訪市

諏訪市湖岸通り4-9-25

ホテルルートイン上諏訪

0266-53-0500,050-5576-8011

https://www.route-inn.co.jp/hotel_list/nagano/index_hotel_id_25/

じゃらんnet,楽天トラベル,Yahoo!トラベル,るるぶトラベル,⼀休.com

196 南信

⼤⿅村

下伊那郡⼤⿅村⿅塩633

塩湯荘

0265-39-2316

https://shioyuso.com

197 南信

⼤⿅村

下伊那郡⼤⿅村⿅塩631番地2

⿅塩の湯

0265-39-1010

https://yamashio.com/

198 南信

⼤⿅村

下伊那郡⼤⿅村⼤河原4844-2

延齢草

199 南信

⾠野町

上伊那郡⾠野町⾠野2052

古⺠家ゆいまーる

090-3211-3326

200 南信

⾠野町

上伊那郡⾠野町伊那富1585-2

古⺠家⺠宿

0266-55-5735

17217-351

ミートウィズ

ペパーミントハウス

梅松苑

しんゆ

朱⽩

双葉屋

鯉住

湯元

⼭塩館

楽天トラベル,

じゃらんnet,楽天トラベル,

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,】,

じゃらんnet,

じゃらんnet,楽天トラベル,

その他【ブッキングドットコム】,

じゃらんnet,
http://www.kosensou.com/

じゃらんnet,楽天トラベル,

0266-53-5353

https://www.hmi-ryokan.jp/suwalake

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,他多数

0266-58-2488

https://hotel-wakana.com/

じゃらんnet,楽天トラベル,

じゃらんnet,楽天トラベル,
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】,

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【ゆこゆこネット】,

0265-39-2818

おおたき
4

https://yuimaaru.jp

その他【Airbnb】,
その他【air bnb】,

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

更新日：2020/7/29

宿泊登録施設一覧（南信）

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。

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）

201 南信

⾠野町

上伊那郡⾠野町⼤字横川2766

グリーンビレッジ横川

202 南信

⾠野町

上伊那郡⾠野町樋⼝2396-20

たつのパークホテル

0266-41-2001

https://www.tatsunopark.com/

じゃらんnet,楽天トラベル,Yahoo!トラベル,⼀休.com,その他【トクー】,

203 南信

⾠野町

⾠野町沢底836

合鴨農法藪⽥グリーンファーム

0266-41-0686

https://blog.goo.ne.jp/aruga1505

204 南信

中川村

205 南信

中川村

上伊那郡中川村⼤草4489

信州ふるさとの宿

0265-88-2033

https://www.bougakusou.com

上伊那郡中川村四徳542

四徳温泉キャンプ場

206 南信
207 南信

天⿓村

下伊那郡天⿓村平岡1280-4

⿓泉閣

0260-32-1088

天⿓村

下伊那郡天⿓村平岡1811

⼭の宿加満屋

0260-32-2244

208 南信

南箕輪村

上伊那郡南箕輪村2358番地5

⼤芝荘

0265-76-0048

http://oshiba.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,

209 南信

南箕輪村

上伊那郡南箕輪村8293-1

ホテル ルートイン伊那インター

0265-71-4411

https://www.route-inn.co.jp/hotel_list/nagano/index_hotel_id_577/

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,】,

210 南信

売⽊村

下伊那郡売⽊村45-71

森の宿

0260-28-2340

https://yuuseikan.jp

その他【ゆこゆこ,クーコム（株）,Booking.com,Hotels.com】,

211 南信

売⽊村

下伊那郡売⽊村1-9

売⽊村⾃然休養村管理センターささゆり荘 0260-28-2316

https://sasayuriso.jp

楽天トラベル,

212 南信

売⽊村

下伊那郡売⽊村1895

ささゆり荘

0260-28-2316

https://sasayuriso.jp

楽天トラベル,

213 南信

飯⽥市

飯⽥市下久堅知久平1815

花薫る宿

0265-29-8130

https://yoshino-tei.jp/

じゃらんnet,楽天トラベル,Yahoo!トラベル,るるぶトラベル,⼀休.com,その他【リラックス】,

214 南信

飯⽥市

飯⽥市久⽶646-1

湯元久⽶川温泉

0265-28-1000

http://www.yumoto-kumegawa.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】,

215 南信

飯⽥市

飯⽥市追⼿町2-641-10

三宜亭本館

0265-24-0242

https://www.sangitei.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【e-宿、マイナビトラベル】,

216 南信

飯⽥市

飯⽥市育良町2-3-5

ホテルルートイン飯⽥

0265-25-1622

https://www.route-inn.co.jp

217 南信

飯⽥市

飯⽥市桜町1-42

スーパーホテル⻑野・飯⽥インター

0265-55-9000

https://www.superhotel.co.jp/s_hotels/iida/

218 南信

飯⽥市

飯⽥市砂払町1丁⽬695番地

砂払温泉

0265-22-1209

http://sunaharai.jp

じゃらんnet,楽天トラベル,

219 南信

飯⽥市

飯⽥市⿓江7454

⿓峡亭

0265-27-2356

http://ryukyoutei.com

じゃらんnet,楽天トラベル,

220 南信

飯⽥市

飯⽥市錦町2丁⽬11番地

有限会社

221 南信

飯⽥市

飯⽥市南信濃⼋重河内580

いろりの宿

http://irori-shimabata.com/

じゃらんnet,楽天トラベル,

222 南信

飯⽥市

飯⽥市下瀬214

ゲストハウス下瀬アゲマツ

090-4740-2501

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,Airbnb】,

223 南信

飯⽥市

飯⽥市中央通り1-26

タウンホテルなかや

0265-22-7480

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,

224 南信

飯⽥市

飯⽥市上村979番地53

しらびそ⾼原”天の川”

050-3583-2302

225 南信

飯⽥市

飯⽥市南信濃⼋重河内此⽥1373

⺠宿このた

0260-34-5034

226 南信

飯⽥市

飯⽥市南信濃和⽥561

かぐら⼭荘

0260-34-5777

227 南信

飯⽥市

飯⽥市川路4768番地

旅館信勝館

0265-27-2035

228 南信

飯⽥市

飯⽥市千代2254番地4

不動温泉

0265-59-2122

http://www.fudou-onsen.co.jp

229 南信

飯⽥市

飯⽥市南信濃和⽥1496-2

太陽堂

050-5359-4393

https://tohyamago-taiyodo.com/

230 南信

飯⽥市

飯⽥市常磐町28

ホテルオオハシ飯⽥

0265-22-5184

https://www.iida-ohashi.com/

231 南信

飯⽥市

飯⽥市上村1250

⾼原ロッジ下栗

0260-36-2758

https://www.tiroljapan.com/

232 南信

飯⽥市

飯⽥市錦町1丁⽬10番地

シルクホテル

0265-23-8383

https://www.silkhotel.co.jp

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】

233 南信

飯⽥市

飯⽥市上殿岡628

殿岡温泉湯元湯〜眠

0265-28-1111

https://yu-min.com

じゃらんnet,楽天トラベル,

234 南信

飯島町

上伊那郡飯島町⽇曽利43-3

いなかの⾵キャンプ場

0265-73-8855（予約専⽤）

235 南信

飯島町

上伊那郡飯島町飯島3907番地1636

アグリネーチャーいいじま

0265-86-6072

https://www.agri-iijima.jp/

236 南信

飯島町

上伊那郡飯島町⽥切2445-1

⼀棟貸し古⺠家宿「nagare」

090-2660-3644

https://nagare.cc

237 南信

飯島町

上伊那郡飯島町七久保3017-12

千⼈塚公園キャンプ場

0265-86-6764

https://senninzuka.site/

238 南信

飯島町

上伊那郡飯島町飯島2123-1

お宿陣屋

0265-86-5757(お宿陣屋） http://oyado-jinya.com

239 南信

富⼠⾒町

諏訪郡富⼠⾒町富⼠⾒⾼原

プチペンション

240 南信

富⼠⾒町

諏訪郡富⼠⾒町富⼠⾒11404-200

241 南信

富⼠⾒町

諏訪郡富⼠⾒町富⼠⾒11404

242 南信

富⼠⾒町

諏訪郡富⼠⾒町境12067

ホテル⼋峰苑⿅の湯

0266-66-2131

https://happoen.jp/

243 南信

富⼠⾒町

諏訪郡富⼠⾒町境12067-860

オテル

0266-66-3680

https://yatsugatake-terrace.com/ 楽天トラベル,

244 南信

富⼠⾒町

諏訪郡富⼠⾒町境12067-869

プチペンション

0266-66-2711

http://polar-yatu24.jimdofree.com じゃらんnet,楽天トラベル,

245 南信

富⼠⾒町

諏訪郡富⼠⾒町境10315-7

ペンション・ラクーン

0266-66-3166

http://www.pension-raccoon.com/ 楽天トラベル,

246 南信

富⼠⾒町

諏訪郡富⼠⾒町冨⼠⾒⾼原12067-870

富⼠⾒⾼原

ペンションRYOZO

0266-66-2508

http://ryozo3.com

247 南信

富⼠⾒町

諏訪郡富⼠⾒町⽴沢1-1735

Tombouctou(トゥンブクトゥ）

0266-61-7552

https://www.tombouctou.biz

248 南信

平⾕村

下伊那郡平⾕村252番地

ひまわりの館

0265-48-2911

https://hiraya-himawarinoyu.com/

249 南信

平⾕村

下伊那郡平⾕村1511

平⾕⾼原コテージ

0265-48-2100

http://hiraya.boy.jp/

250 南信

豊丘村

下伊那郡豊丘村河野5731

豊丘村ゲストハウス井桁屋

0265-49-8896

https://igetaya-gh.com

かやぶきの館

望岳荘

0266-44-8888

じゃらんnet,楽天トラベル,

じゃらんnet,楽天トラベル,るるぶトラベル,その他【Booking.com,】,

http://shitoku.net/

遊星館

よし乃亭

ホテル弥⽣

楽天トラベル,その他【近畿⽇本ツーリスト】,

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,Aacation STAY,Airbnb,ゆこゆこ】,

0265-22-1686

島畑

0260-34-2286

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】,

じゃらんnet,楽天トラベル,Yahoo!トラベル,⼀休.com,その他【e宿/Booking.com】,

https://inakanokaze.com/

その他【⾃社サイト/booking.com】
その他【なっぷ】,
じゃらんnet,楽天トラベル,その他【booking.com , OYOホテル】,

0266-66-2449

http://www.jonathan-pocky.com じゃらんnet,楽天トラベル,

マナスル⼭荘

0266-62-2083

http://manaslu-sanso.com/manaslu/?page_id=10410

⼭彦荘

0266-62-2332

http://www.mid.janis.or.jp/~yamabiko/

ドゥ

ジョナサン

0265-86-6655（いなかの⾵キャンプ場現地）

http://kagurasansou.com

⼋ヶ岳テラス
ポーラスター
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じゃらんnet,楽天トラベル,るるぶトラベル,

じゃらんnet,楽天トラベル,Yahoo!トラベル,

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

更新日：2020/7/29

宿泊登録施設一覧（南信）

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。

No. エリア 市町村

住所

宿泊施設名

予約番号

ホームページ

251 南信

箕輪町

上伊那郡箕輪町⼤字中箕輪3733番地18

みのわ温泉ながた荘

0265-79-2682

https://www.town.minowa.lg.jp/sangyo/sangyo034.html

252 南信

箕輪町

上伊那郡箕輪町中箕輪8288-1

伊那プリンスホテル

0265-79-0088

https://breezbay-group.com/ina-ph/

253 南信

箕輪町

上伊那郡箕輪町東箕輪331-2

LongHills Eco Guesthouse and Cafe

080-8192-2166 0265-93-0638

https://www.longhills-nagano.com その他【AIRBNB】,

6

OTA(オンライン・トラベル・エージェント）

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

