第3弾
販売
状況

エリア

蓼科

施設名

TEL

青空の扉 犬と泊まれるプチ
0266-78-0015
ホテル

※特に記載のない場合、1泊2食2名1室／大人1名あたりの料金
おすすめ宿泊プラン
プラン名
料金（税込）※

施設からのPRコメント
★印は「ちの割」でお泊まりの方へのサービス

1日4組限定。犬と泊まれる専用ホテルです。1,000㎡超のドッグランも貸し切りでご利用いただけ
１泊２食付き
ます。

20,000円～

蓼科 いろりの宿 蓼科パークホテル 0266-67-2600

八ヶ岳中信高原国定公園内蓼科中央高原、標高1,250mに位置する「いろりの宿蓼科パークホ
テル」です。中央アルプスを望む天空温泉と、囲炉裏で地元の里山料理をお召し上がりいただくお 食事が大変人気です。

蓼科

0266-71-8111

『ブリティッシュ・カントリー』をコンセプトとした、ハイクオリティな会員制リゾートホテル。英国の伝統
ディナーチョイスプラン2021
が優雅に漂う館内で、グルメや温泉、エステやショッピングなど充実のリゾートライフを楽しめます。

12,750円～

蓼科 オーベルジュ・エスポワール

0266-67-4250

季節ごとの食材を調理しています。ジビエのラインナップは充実しており、ワインとともにごゆっくりお
デギュスタシオンプラン
楽しみください。

25,630円

完売

蓼科 ゲストハウス クロイツェル

0266-60-2001

寛ぎの空間とゆっくり流れる時間と自然、地産地消にこだわった食事など蓼科の素晴らしさを感じ
長野県民限定「県民支えあい信州割SPECIAL」「ち お一人様10,000円
られる場を、ここち良い音楽と共に提供します。おひとり様ご利用のテレワークも歓迎。グランドピア
（税込）～
の割」プラン ワンドリンクサービス
ノもご自由に。 ★夕食時ワンドリンクサービス

完売

蓼科 ゲストハウス ゆみち

0266-55-7922

1日1組みで他の方と接触もないため、安心してお泊まりできます。隣のカフェで朝食もご希望の方
にはお出ししております。チェックアウトも11時と遅く、リモートワークにも集中できると思います。 ★ 朝食ご希望の方には、ご飯・汁物おかわり自由です。

5,500円（1名あた
り）

蓼科

0266-67-4655

築150年の古民家造り野宿。全6室で牡丹鍋、岩魚料理はおすすめ。囲炉裏や檜風呂でのんび
スタンダードプラン
りおくつろぎください。 ★ソフトドリンクまたは生ビール1杯サービス

平日13,200円
休前日14,300円

0266-67-2828

蓼科湖畔で天然温泉と焼きたてクロワッサンが楽しめる宿。

1泊朝食付2名1室
利用 1名料金
5,500円＋150円
（入湯税）

蓼科 四季の宿 すばる

090-7219-4291

北八ヶ岳山麓の標高1700ｍに位置する「すばる」は、肌に柔らかい泉質の露天風呂と手作りフル
コースタイプのお食事が楽しめる、小さなお宿です。新型コロナ感染対策をしっかりして、皆様のお
県民割プラン
越しをお待ちしております。 ★無料のお茶サービス ・貸切り露天風呂 ・静かで涼しいお部屋（全
室禁煙）

20,000円～（税サ
込）

蓼科 渋辰野館

0266-27-2128

奥蓼科の白樺の森に佇む創業百余年の宿。御射鹿池から車で5分。信玄の隠し湯の一つでもあ
り神代から人々を癒す信玄の薬湯と山里料理が名物。県内の宿ながら日常と違う体験を。

19,000円～

蓼科

シャレーグリンデル

0266-76-2024

「日本・フランスオーベルジュガイド70選」に選ばれる。また「日本の素敵なオーベルジュ」に掲載
されたお店。「ル・コルドン・ブルー」の「ディプロマ」を持つシェフが作る本格フランス料理が堪能で 日仏オーベルジュガイド掲載感謝
きる。 ★グラスワインをサービス

14,300円（電話予
約時）

蓼科

TINY GARDEN蓼科
Camp,Lodge&Cabins

0266-67-2234

蓼科湖畔に佇むロッジ、4,800坪のフィールド内に立ち並ぶキャビンと、こだわりのギアを持ち込ん 【スタンダード】1泊2食付・地元食材を活かした夕
で自然を感じるキャンプ。ここでの過ごし方はあなた次第。
食・選べるメイン料理

20,500円～
31,900円

蓼科

創業大正十五年 蓼科 親湯
0266-67-2020
温泉

自然に囲まれた渓谷露天風呂と3万冊の蔵書ラウンジで大人の寛ぎ。個室レストランで気兼ねな
く信州の山の幸をお召し上がりくださいませ。コロナウイルス感染予防の為、独自の衛生・消毒プロ ご宿泊プラン
グラムを導入。

15,400円～

完売

完売

エクシブ蓼科

豪族の館 大東園

蓼科 湖畔の温泉宿 蓼科

【禁煙】蓼科高原、お手軽B&B（1泊朝食）プラン

第3弾
販売
状況

エリア

施設名

TEL

※特に記載のない場合、1泊2食2名1室／大人1名あたりの料金
おすすめ宿泊プラン
プラン名
料金（税込）※

施設からのPRコメント
★印は「ちの割」でお泊まりの方へのサービス

0266-67-5030

【地産きのこ＆信州のすき焼き懐石／最大5千円
林の中に佇む17室の宿。山里の幸を中心とした山味懐石料理をオリジナル器に盛り付け1品ずつ
割引】10・11月限定！信州の秋ならではの懐石を 25,300円～
お持ちいたします。
お得に

蓼科 たてしな薫風

0266-67-2292

全12室の小さな旅館です。料理は、高原ならではの食材を使用した創作料理です。常時源泉か
薫風の王道を味わう！お料理スタンダードプラン
け流しのお風呂でお寛ぎくださいませ。

18,700円～

蓼科

0266-67-5147

蓼科の恵みをつめ込んだ、ボリュームたっぷりの欧風創作料理の夕食。蓼科の自然と星に抱かれ
ちの割特別プラン
た、ぬくもりの部屋。大自然と周辺観光をお楽しみください。

11,000円

蓼科

たてしな藍

蓼科倶楽部

完売

蓼科 蓼科グランドホテル滝の湯

0266-67-2525

信州の豊かな自然の中、四季折々の風情を楽しむことができる湯宿として、これまで培ってきた伝
長野県民プラン第四弾！
統を守りつつ、新しい癒しを提供する温泉旅館を目指し、多くのお客様をお迎えしております。

13,470円

完売

蓼科 蓼科湖畔 蓼の花

0266-67-2078

標高1230m。蓼科エリアの中心、蓼科湖畔に位置し、観光レジャー、ビジネスにも最適。温泉は、
素泊りプラン
源泉名：滝の湯温泉元湯。

5,000円～

蓼科

0266-69-3109

2021年に開業40周年を迎えたクラシックな高原リゾートホテル。ホテル内レストランでは旬の食
材を活かした和食やフレンチを堪能できるほか、個性溢れるお土産を扱うショップがある。

蓼科 蓼科ペンション アダージオ

0266-60-2080

【Adagio】は音楽用語でゆるやかに、ゆっくりとという意味です。蓼科東急リゾートの奥の森の中、四
季折々の自然と多種の野鳥を観ながら、自然とゆっくりとした時間を味わいませんか？ ★宿泊さ れた方に、手作り杏仁豆腐をサービスします。

6,600円～

完売

蓼科

蓼科リゾートインプリマリオ

0266-67-4181

標高1750mに建つ眺望自慢のプチホテル。1日5組様までのおもてなしです。貸切専用のジャグ
ジー風呂やお食事時間に合わせて焼き上げる自家製パンが人気です。

14,520円

完売

蓼科

たてしな麓八

090-1861-5489

1日3組、ゆったりとした空間でプライベートなひと時を。地産地消をコンセプトとした創作フレンチと
お料理グレードアッププラン
広々とした貸し切り風呂が自慢の宿。

完売

蓼科 テラス蓼科リゾート＆スパ

0266-67-0100

ダイニングGRANDISHでは、感染拡大防止策を徹底した上でブッフェスタイルでの食事提供を再
開しております。美味しいブッフェとゆったりとした温泉を心行くまでお楽しみください。皆さまのご利 用をお待ちしております。

蓼科

東急ハーヴェストクラブ蓼科

0266-60-2101

八ヶ岳を望む高台にある高原リゾート。絶景の客室と、名物のイタリア料理をお楽しみください ※
おすすめイタリアン！メインセレクトプラン
会員制

14,600円（会員料
金）

蓼科

ハイランドリゾート アゲイン

0266-67-2710

標高1,750m、四季折々自然美を満喫できる貸切露天風呂・展望風呂と料理が評判の高原宿。 【基本プラン】1泊2食★珠玉のお料理と絶景貸切
北八ヶ岳ロープウェイ駅まで徒歩3分、ゲレンデまで徒歩1分。
温泉プラン

13,800円～

蓼科 HYTTER LODGE&CABINS

0266-78-8278

HYTTER LODGE&CABINSは蓼科湖畔の温泉ロッジと徒歩3分のもみの木に囲まれたキャンプ場
からなる宿泊施設です。自然のとなりでクラフトビールやナチュールワインを片手にゆったりした時
間をお過ごしください。

7,700円～

蓼科東急ホテル

【ご愛顧感謝】春を彩るワンランク上の和洋折衷「蓼
23,400円～
科」1泊2食付

ちの割プラン

【朝食付】蓼科の自然の中で、シンプルで体に優し
いモーニングプレートを

22,000円～
33,000円

第3弾
販売
状況

エリア

施設名

TEL

施設からのPRコメント
★印は「ちの割」でお泊まりの方へのサービス

※特に記載のない場合、1泊2食2名1室／大人1名あたりの料金
おすすめ宿泊プラン
プラン名
料金（税込）※

0266-69-3619

コロナ対策のため、客室・人数制限中。夕食の欧風家庭料理と貸切露天風呂が人気。ちの割を 【秋冬】コロナ対策ご協力に感謝【公式サイト限定♪
ご利用頂けるお日にちや人数には制限があります。必ずお電話にてお問い合わせください。お待ち お米プレゼント】1泊2食夕食フルコース付■基本プ 9,300円～
しております。
ラン■

蓼科 ペンション サンセット

0266-67-5123

料理が美味しいと97％のお客様にご評価をいただいております。１品ごとに全て手作りしているの
でお料理は「ゆっくり」お出ししております。地元食材、新鮮な高原野菜にこだわった美味しいお料
夕食と朝食の２食付きプラン
理をお楽しみ下さい。 ★お飲み物の持込が無料です！お客さまのお好みのビール、ワイン等をご
夕食時に召し上がっていただけます。（グラス貸出あり）

10,900円～
14,900円

完売

蓼科 ペンション ピラタス2

0266-67-4150

北八ヶ岳ロープウェイ・ピラタス蓼科スノーリゾート車で1分。Live配信やコワーキングスペースとし
てご利用頂けるよう各種設備・機材も揃いました。長期滞在にも便利。飲食物の持ち込みOK。

朝食付プラン

5,500円

完売

蓼科 ペンションベルクコット

0266-60-2461

客室定員を半分にして営業しています。

ドリンク代700円付き１泊２食付きプラン

10,000円

蓼科

ペンション 山の朝

0266-67-4640

北八ヶ岳ロープウェイ山麓駅まですぐ近く（徒歩4分）。さわやかな気候の蓼科高原、大自然の中
で過ごす、のびのびとした休日をお楽しみください。

洋食フルコース特別プラン

10,000円

蓼科 ペンション ラ・プラネート

0266-55-2447

「東急リゾートタウン蓼科」内にある標高1500ｍのペンション。ワ―ケーションに、移住先探しの拠
点に、登山やゴルフ、スキーなどレジャーの拠点に、など長期滞在がお得な素泊まりのリゾート型
宿泊施設です。

休前日 1泊2食付プラン

13,750円

蓼科

0266-67-5066

蓼科山の麓にある料理自慢の小さな宿です。季節の旬の食材を美味しく召し上がっていただきま
1泊2食ワイン付きプラン
す。

11,500円

蓼科 ホテルハーヴェスト蓼科

0266-69-3200

北欧の民家をイメージした木のぬくもりを感じるゲストルームにて、まるで別荘にいるような感覚でく
蓼科高原Free Style Stay♪客室は全室ミニキッチ
つろげる空間をご用意。また、四季折々の大自然に囲まれた空間で、高原リゾートでの優雅な時
8,500円～
ン付き～お気軽ステイプラン
間をお過ごし頂けます。

蓼科 森のペンション Ｗａｎらいふ

0266-78-3982

かけ流しの天然温泉の宿です。ワンちゃんとの初めてお泊まりや、超大型犬も大歓迎の宿です。信
ちの割第３弾プラン
州の食材を生かしたボリュームメニューに、信州産のお飲み物をお楽しみいただけます。

11,500円

完売

蓼科 山の宿 明治温泉

0266-67-2660

創業130年の歴史があり、滝を間近に望む秘湯の一件宿。

ベジプラスコース

13,000円

完売

蓼科 ゆとりろ蓼科ホテルwithDOGS 0266-71-6600

わんちゃんと一緒に楽しめるリゾートホテル。わんちゃんとご夕食を楽しめるルームディナープラン
あり。

【期間限定】最大20％OFF×わんちゃん無料！お
部屋食セールプラン＜お部屋食／風コース★2食
付＞ ※公式プラン

17,600円～

完売

蓼科 横谷温泉旅館

0266-67-2080

大正12年創業、今年で98周年を迎える老舗旅館。秘境「横谷峡」に中にある一軒宿です。全国
的にも珍しい含鉄泉の濁り湯、「黄金の湯」でごゆっくりお寛ぎください。 ★貸切露天風呂、無料
サービス（通常40分3,000円税込）※1部屋・1泊につき1回、利用時間は当日予約。 ◆ちの割 ちの割特別宿泊プラン
第2弾から第3弾への振り替えはできません。 ◆ちの割第3弾は、12月1日チェックイン～2月28
日チェックアウトまで適用。

完売

蓼科

0266-67-2626

秋の蓼科満喫プラン♪最上階レストランで旬彩ディ
八ヶ岳山麓の自然林に囲まれた蓼科湖に佇むリゾートホテル。蓼科の四季折々の移ろいを感じる
ナーバイキングと美肌のかけ流し温泉【紅葉】【特典 14,800円
抜群のロケーション。ここでしか味わうことのできないリゾートライフをお楽しみいただけます。
付】

蓼科

完売

プチペンション 蓼科壱番館

ペンション リトルフット

リゾートホテル蓼科

10,000円

第3弾
販売
状況

完売

エリア

施設名

愛犬と泊まる宿 ペパーミント
0266-68-2375
ジャム

1日4組限定の愛犬と泊まる宿。宿からは八ヶ岳や富士山を望む立地です。

車山

オーベルジュ ラ・メイジュ

0266-68-3939

八ヶ岳を望むダイニングで旬の食材にこだわった「旬菜フレンチ」と、ソムリエールが選んだワインを
旬菜フレンチディナープラン
ゆったり楽しめる大人のオーベルジュ。

14,300円～

車山

オーベルジュリゾートインボ
ヌール

0266-68-2550

信州産や地物野菜をふんだんに使ったフレンチと20畳大の大きなジャグジー温泉風呂で日頃の 【ボヌール一番人気】信州の素材を使ったフレンチ
疲れを癒してください。お部屋タイプは４種類ありますので、お好きなタイプを選んでいただけます。 と温泉ジャクジーを楽しむプラン♪

13,750円～

0266-75-2897

リーズナブルな料金。気楽にくつろげる宿。日本一可愛い猫の若女将がおもてなし。

車山

車山高原スカイパークホテル 0266-68-2221

-

信州割＋ちの割で実質0円。太鼓判赤ワイン＋料
理プラン

【天空の楽園】信州八ヶ岳中信高原国定公園内に佇む那智等ルホテル。館内の窓は大きく、至
長野県民限定プラン
る所で景色を一望できます。八ヶ岳を一望しならがのご入浴はお勧めです。

10,000円

10,000円

0266-68-2116

標高1600ｍ。高原の大自然に包まれて、ゆっくりとした時間をお過ごしいただけます。地元信州の
食材を大切にした、ボリューム満点の季節のお食事をお楽しみください。

0266-68-1181

茅野市車山高原にあるホテルギャラクシー。近くには霧ヶ峰や白樺湖等ある最適のリゾート地で
す。車山高原の美しい大自然に囲まれたドイツリゾート、落ち着いた雰囲気で本格フレンチ。

車山 Colomode Guest House

0266-68-2265

薪とワインの香り漂う宿。カジュアルワインとビストロフレンチが楽しい宿。自家製パンもこれまた楽し
い！薪の香り漂う館内から、窓をのぞけば季節毎に表情を変える白樺林が広がります。薪で焚くお ちの割
風呂で旅の疲れを癒してください。

11,900円～（お部
屋のタイプによって
料金が異なります）

車山 小さな森の宿ぎんのさじ

0266-68-2444

日本家屋の宿に蔵造りのハチミツのお店が併設されています。手作りのお食事と定員を半分にし
て、安心してゆったりと過ごしていただけます。国産ハチミツ20種の味くらべ体験が人気です。 ★ ①食前酒（自家製の梅酒）②国産ハチミツの「味と香りと色くらべ」体験 宿泊者は無料

11,000円

車山 車山ハイランドホテル

車山

完売

施設からのPRコメント
★印は「ちの割」でお泊まりの方へのサービス

車山

車山 車山高原ゲストハウス うらら

完売

TEL

※特に記載のない場合、1泊2食2名1室／大人1名あたりの料金
おすすめ宿泊プラン
プラン名
料金（税込）※

車山リゾートホテル ギャラク
シー

車山

プチペンション グリーングラス 0266-68-2028

車山

プチペンション グリーンスポッ
0266-68-2263
ト

信州の食材を使用したフルコースディナー１泊２食 12,800円～
15,800円
プラン

気取らないカントリーハウスの当館のこだわりは、料理好きのオーナー夫人がもてなすフルコース
の手作り料理。オーナーは大のアウトドア好きで、冬はスキーのインストラクターも。楽しさを伝える
県民限定プラン
達人です。

10,000円（値引き
前）

ビーナスライン沿いの高山植物の咲く高原にあり、湿度も低く、夏の高原はとてもさわやかです。地
物の食材を使った料理と自家製のパンが評判です。小鳥の声や小川を流れる水の音を聞きなが 1泊2食付プラン
らの散策もお勧めです。

9,400円

車山 プチペンション パオパオ

0266-68-2363

1日2組様限定の、安心安全を大切にしたアットホームなペンションです。（年末年始・連休期間
は、1日3組様限定）冬季は提携スキー場6か所のリフト券も格安でご用意しています。

長野県民特別1泊2食付きプラン

10,000円

車山 プチホテル 花南

0266-68-2077

海外20ヵ国より絶賛された国産牛ほほシチューをメインにした和風創作料理を是非お楽しみくだ
さい。 ★夕食時、アルコール100円割引（1名につき）

ビーフシチューがメインの和風創作料理

10,000円

第3弾
販売
状況

エリア

車山

施設名

TEL

ペットと泊まれる宿 ゲストハウ
0266-68-2464
スベルン

※特に記載のない場合、1泊2食2名1室／大人1名あたりの料金
おすすめ宿泊プラン
プラン名
料金（税込）※

施設からのPRコメント
★印は「ちの割」でお泊まりの方へのサービス
標高約1,600mの高原にてワンちゃんと一緒にお食事を楽しんで頂き、非日常の時間を過ごして
頂くため、スタッフ一同、皆様のお越しをお待ちしております。

【ベルンお勧め★オリジナルフルコース】迷ったらコ 日程、部屋タイプな
レ★バーニャカウダなども付いたお料理充実プラン どにより料金が変動

車山 ペンションEco-StayTOSS

0266-68-3060

八ヶ岳の眺望のよいペンション。

1泊2食付

8,900円～

車山

ペンション こてまり

0266-68-2650

八ヶ岳、富士山、南アルプスと大パノラマが広がる。

夕食はお部屋食でゆったりと

10,000円～

完売

車山

ペンション サリュ

0266-55-1615

サリュ「Salut！」はフランス語で「ヤァ」といった軽い挨拶。ファミリーをはじめ、どなたでも大歓迎の
宿です。ボリューム満点、地元食材の欧風家庭料理と、おかみ厳選16種類のベルギービールも Salut!おもてなしプラン バス・トイレ付
大好評です。引き続き人数を絞って営業中です。

8,500円～10,000
円

完売

車山

ペンションベストフレンド

0266-68-2379

車山高原にある全8部屋の小さなペンション。八ヶ岳と富士山の見える高台にあります。ファミリー
にやさしいペンションをモットーに家族で経営しています。 ★HP、またはお電話で直接予約してい 長野県民限定プラン
ただいた場合、ハーフボトルワイン（赤、or白）またはソフトドリンクをプレゼント

10,300円～

完売

車山 ペンション 凜

0266-68-2757

車山

リゾートイン ウインズ

0266-68-2660

お部屋数7Rの小さなホテルです。八ヶ岳・南アルプスを望む標高1600mに位置し、車山高原バ
ス停やリフトまで徒歩4分。シェフの作るコース料理をお楽しみください。スキーシーズンはお得なリ ちの割
フト券付プランもございます。

10,000円～

車山

リゾートインカプリス

0266-68-3122

スウェーデン製の円形薪ストーブを囲んで秋・冬のリゾートを楽しめるフレンチの洋館。素泊まり・少
長野県民応援1泊2食付プラン
人数の貸切も歓迎。

11,000円

車山 リゾートイン シェルブール

0266-68-2088

お箸で食べる欧風コース料理が好評です。エリア内にはスキー場もあり、お得なリフト券付パックも
ご用意できます。夜は満天の星空観測もできます。ご夫婦で、カップルで、ご家族で、グループで お箸で食べる欧風フルコース料理を楽しもう
楽しいひと時をお過ごしください。 ★20cm口径の望遠鏡での星空観察。

8,500円～

車山 リゾートイン ジェントル

0266-68-3348

1日にご宿泊いただく組数を原則４組様までに制限し、『密』にならないよう対応させて頂いておりま
Gentleデラックスツインルームプラン
す。ゆったりとお過ごしいただけるかと思いますので、この機会に是非ご利用下さい。

11,500円

車山 リゾートイン スクアミッシュ

0266-68-3201

イタリアの農家民宿・アグリツーリズモを意識した宿。コロナ対応により1日最大4組、定員10名程
度。全館禁煙・全室スイートタイプ・地元産野菜・Kidoワイナリー・じゃらんクチコミ3冠・クレジット
カード可。

スタンダード1泊2食付プラン

13,000円～

車山 リゾートイン ミスティ

0266-68-3036

美味しい料理と地域唯一のリラクゼーションメニューでお客様をお迎えする「こころとからだに優し
い高原の隠れ家」です。各種プランもご用意しています。テニス合宿も得意分野です。

フレンチディナープラン

10,500円

車山 リゾートイン ライムライト

0266-68-2573

全室空気清浄機付きエアコン、シャワートイレ。Wi-Fi完備。和牛メインに全8品欧風フルコース。
南側客室から八ヶ岳眺望良好。

-

★ウエルカムコーヒーサービス

車山高原をたのしむ1泊2食付

12,000円～

第3弾
販売
状況

エリア

車山

施設名

リゾートイン レア・メモリー

車山 リゾートイン ローザンヌ

白樺湖

On The Hill 白樺湖 Inn ペン
ションひおき

白樺湖 寛ぎの宿 澤右衛門

完売 白樺湖 サワルージュ

白樺湖 サンシャインロッジ

白樺湖

TEL

施設からのPRコメント
★印は「ちの割」でお泊まりの方へのサービス

※特に記載のない場合、1泊2食2名1室／大人1名あたりの料金
おすすめ宿泊プラン
プラン名
料金（税込）※

0266-68-2466

車山高原SKYPARKスキー場は、晴天率の高い特有の輝く青空のもと、標高1925mの山頂からは
360°の大パノラマ。リゾートイン随一の高台レア・メモリーからは徒歩4分です。 1日券と2日券 1日券と2日券 リフト割引券付プラン
リフト割引券の用意があります。

8,800円

0266-68-2262

標高1,600ｍ、車山高原のホテル群の中でも一番の高台にあり、客室やテラスからは八ヶ岳連峰
の全景、富士山山頂、南アルプスを一望することができます。天然温泉と四季の旬の味を取り込 フルコースディナー付きプラン
み時間をかけたフランス料理をお楽しみ下さい。車山高原スキー場まで徒歩3分。

13,000円～

0266-55-7384

全8室、すべてのお部屋でペットとの宿泊が可能です。目前には白樺湖、車山高原が広がる標高
1,570mの蓼科・八ヶ岳高原リゾート。お食事は北フランスの家庭料理をベースにした季節ごとのメ ワンちゃん宿泊無料プラン
ニューをご用意します。

11,000円

0266-68-2411

蓼科の山々を一望♪絶景の貸切露天風呂、美肌効果の北投石岩盤浴、内湯のお風呂を堪能。 【50歳以上の方と同伴限定】通常料金～御一人毎
34,000円～
旬の食材を使った田舎会席は地酒と共に。好きな時に温泉入浴できる洞窟風呂付特別室やキン 最大5,000円引！田舎会席は半個室で♪貸切絶
56,600円
グサイズベッド付部屋あり。
景露天風呂付

0266-68-2277

白樺湖畔の小さな宿。貸し切りで24時間利用可能な天然温泉とおいしい料理が自慢です。静か
1泊2食基本プラン
な湖畔の宿でのんびりとお過ごしください。

8,900円～

0266-68-2950

アルプスの美しい山並みを望む高台にあり、四季を通じて、素晴らしい景色が楽しめます。ともかく
和室1泊2食付
眺めは最高！

10,000円

目の前に白樺湖が広がる絶好のロケーション。すずらんの湯徒歩3分、コンビニ徒歩5分、ケレンデ
は車で10分以内に5カ所あり。夕食は自家製無農薬野菜と厳選食材のフルコースディナーが好 貸切風呂と本格フルコースディナープラン
評。

9,500円～

四季彩の宿 白樺湖畔リトルグ
0266-68-3001
リーブ

完売 白樺湖 白樺湖畔の宿 君待荘

0266-68-3300

全室白樺湖側で眺望最高。山郷料理と温泉と大自然をお楽しみ下さい。旬の食材を使った当館
食事も温泉も楽しめるスタンダードプラン
自慢の山郷料理は多くのお客様にご好評頂いております。ぜひご賞味下さい。

10,500円～
14,500円

完売 白樺湖 白樺湖ペンションぼくんち

0266-68-2076

日本一のキッズペンション目指して！眺望と体験＆デザート自慢の宿。夕食では牛ヒレ肉フルコー
スに、デザートタイムでは食べ放題の「チョコレートファウンテン」。食堂横のキッズコーナー＋地下 牛ヒレ肉＋チョコフォンデュ「ダブルメイン」祭り
に秘密基地完備！

10,000円

完売 白樺湖 白樺リゾート 池の平ホテル

0266-68-2100

標高約1450mに位置する白樺リゾートは、高原と湖に囲まれた豊かな自然環境ならではのアク
ティビティが豊富です。旬の食材を使った和洋中エスニックのバイキングやプールやボウリングなど キッズおとまりプロジェクト
充実した館内施設も魅力。

平日14,300円

白樺湖 takibi hut

0266-55-7891

焚き火好きな猟師達が始めたキャンプ場。ダイアモンドダストの降る白樺湖畔。静かな湖畔と焚
火、現役猟師とアウトドアを楽しもう！徒歩５分のすずらんの湯（温泉）、焚火を楽しんだ後の体も
癒してくれます♪ ★バンガロー泊のお客様、石油ストーブサービス

大型バンガロー14畳

22,000円（食事な
し）

白樺湖 天空の館 八子ヶ峰ホテル

0266-68-2341

標高1640ｍ、雲上の絶景と自慢の料理をお楽しみください。

基本プラン

14,850円～
19,250円

0266-68-2739

白樺湖ロイヤルヒルスキー場が目の前！トップシーズンはスキーインスキーアウトが可能、貸切天
然温泉露天風呂が大変ご好評いただいております。素敵な旅の時間を大切な人とゆったりとお過 貸切天然温泉露天風呂2食付プラン
ごしください。

完売 白樺湖 ペンション ブルーベリー

11,000円

第3弾
販売
状況

エリア

施設名

白樺湖 ホテル信濃プリンスシラカバ

TEL

※特に記載のない場合、1泊2食2名1室／大人1名あたりの料金
おすすめ宿泊プラン
プラン名
料金（税込）※

施設からのPRコメント
★印は「ちの割」でお泊まりの方へのサービス

1名8,300円、1室2
名16,600円

0266-68-2266

のんびり、ゆっくり、おくつろぎ下さい!!

完売 白樺湖 ホテル白樺湖榮園

0266-75-1965

白樺湖榮園はレストランを併設したホテルです。お部屋には、薄型テレビ、専用バスルーム、冷蔵
ツインルームガーデンビュー
庫などが備わっています。バルコニー付きや、山の景色を望むお部屋もあります。

11,000円

完売 白樺湖 ホテル晴明荘

0266-68-2041

白樺湖畔の美しい四季を身近に親しむホテル。

長野県民限定プラン

10,000円

白樺湖 ホテルベルクハイル

0266-68-2214

笑顔とまごころでおもてなし。 ★1人につきソフトドリンクサービス

ファミリープラン

8,800円

白樺湖 ホープロッヂ乗馬牧場

0266-68-2017

白樺湖の高台にある手作りログハウス。乗馬や体験教室が楽しめ、車山を眺めながらのバーベ
キューは最高!!

1泊2食付 乗馬レッスン＋外乗プラン

19,000円～

完売 白樺湖 旅館 山幸閣

0266-68-2021

旅館山幸閣は、車山を背に、白樺湖の目の前に佇んでおります。清々しい空気と大自然、蓼科の
観光にもアクセスが良い当館へぜひお越しくださいませ。

5,500円

八ヶ岳 白駒荘

090-1549-0605

2022年は、大正11年の創業から100周年にあたります。 ★100周年記念品プレゼント

星空、雲上車プラン

19,300円

八ヶ岳 美濃戸高原ロッヂ

0266-74-2102

南八ヶ岳登山口の宿。お部屋は全て個室、トイレは水洗。登山の行き帰りに風呂で疲れを癒し、
手作りの料理できっと満足いただけると思います。

-

八ヶ岳 八ヶ岳名湯 唐沢鉱泉

0266-76-2525

八ヶ岳中央、天狗岳西麓、標高1,870mに佇む森の中の一軒宿。凜とした空気と二酸化炭素
（冷）鉱泉を楽しみにお出掛けください。炭酸泉が身体をほぐしてくれます。

-

茅野駅
古民家 fumoku
周辺

070-1490-7716

茅野駅から徒歩4分ほどの距離にある、大正時代に建てられた古民家で、ランチとバーとゲストハ
お酒とコース料理で宿泊
ウスのサービスを提供しています。ウイスキー、ジン、日本酒など、豊富にお酒を用意しています。

茅野駅
ちのスカイビューホテル
周辺

0266-71-1010

JR茅野駅より程近く、八ヶ岳を一望できる好立地にあります。温かい「おもてなし」と心のこもった朝
1泊朝食付き
食、疲れを癒やす大浴場・サウナが人気のホテルです。

茅野駅
ちのステーションホテル
周辺

0266-72-1245

JR茅野駅から最も近いビジネスホテル。茅野駅バスターミナルから徒歩3分のため、市内循環バ
スを利用するには最適です。ラジューム大浴場で仕事や観光の疲れをリフレッシュしてください。

茅野駅
ビジネス旅館わかみず
周辺

0266-72-6166

茅野駅より徒歩3分。観光地へのアクセスもバツグンです。

完売

完売

中高年プラン（1泊2食付）

素泊りプラン

13,350円

11,000円

6,300円～

第3弾
販売
状況

エリア

施設名

TEL

※特に記載のない場合、1泊2食2名1室／大人1名あたりの料金
おすすめ宿泊プラン
プラン名
料金（税込）※

施設からのPRコメント
★印は「ちの割」でお泊まりの方へのサービス

完売

茅野駅
ホテルわかみず
周辺

0266-72-6166

駅より徒歩3分。白樺湖、蓼科、諏訪湖などの観光地へのアクセスもバツグンです。

素泊りプラン

完売

その他 古民家 日向家

0266-78-7456

築120年の古民家をリフォームした 1日1組限定、家主同居型の民泊です。

1泊朝食付き

7,150円

その他 草原屋

0266-79-7709

目の前には草原と八ヶ岳があるだけ。1日2組様まで。

1泊朝食付プラン

13,200円～

その他 ホテルちの

0266-72-8100

国道20号線沿い、JR茅野駅より車で5分。リーズナブルな料金とアットホームなおもてなしの宿で
朝食付 シングルルーム
す。

その他 ホテル尖石

0266-72-6844

素泊まり専門の宿「ホテル尖石」。観光・ビジネスにも最適なアクセスです。 緑に囲まれた当ホテ
ルで、ごゆっくりお過ごし下さい。

その他 ヤマウラステイ

0266-73-8550

古民家改修の第一人者として知られるアレックス・カーのプロデュースが手がけた4軒の一棟貸し
素泊まり
の宿。美しさと風格はそのまま、快適な空間を提供します。所在地：茅野市北山／湖東／金沢

完売

5,500円

23,100円～

