
ちの割対象施設一覧 更新日：2020/8/4　17：00

登録順に掲載しています。

茅野あんしん認証の詳細はWebサイト(https://navi.chinotabi.jp/news/7699/)よりご確認ください。

№ エリア 施設名称 ホームページ 電話番号 茅野あんしん認証

1 蓼科中央高原 横谷温泉旅館 https://www.yokoyaonsen.com/ 0266-67-2080 〇

2 蓼科中央高原 たてしな藍 http://tateshina-ai.co.jp/ 0266-67-5030 〇

3 蓼科中央高原 豪族の館　大東園 https://daitouen.info/ 0266-67-4655 〇

4 蓼科 蓼科親湯温泉 https://www.tateshina-shinyu.com/ 0266-67-2020 〇

5 蓼科 ペンション　ピラタス２ https://2.p-pilatus.jp/ 0266-67-4150 〇

6 蓼科 四季の宿　すばる https://www.jalan.net/yad355572/?contHideFlg=1&PopupMode=window 090-7219-4291 〇

7 蓼科 蓼科グランドホテル滝の湯 https://takinoyu.co.jp/ 0266-67-2525 〇

8 チェルトの森 シャレーグリンデル https://chalet-grindel.com/ 0266-76-2024

9 白樺湖 白樺湖・天然温泉の小さな宿　サワルージュ 0266-68-2277 〇

10 蓼科 ペンションサンセット https://www.p-sunset.com/ 0266-67-5123 〇

11 車山高原 Ｃｏｌｏｍｏｄｅ　Ｇｕｅｓｔ　Ｈｏｕｓｅ https://www.colomode.jp/ 0266-68-2265

12 蓼科 TINY GARDEN 蓼科 http://www.urban-research.co.jp/special/tinygarden/ 0266-67-2234 〇

13 蓼科 ＨＹＴＴＥＲ　ＬＯＤＧＥ＆ＣＡＢＩＮＳ https://hytter.jp/ 0266-78-8278

14 豊平 ホテル尖石 http://www.hotel-togariishi.jp/ 0266-72-6844 〇

15 白樺湖 高原の四季と白樺湖畔の宿　ペンションリトルグリーブ https://www.littlegrebe.com/ 0266-68-3001 〇

16 車山高原 リゾートインミスティ http://www.resortinn-misty.com/ 0266-68-3036 〇

17 白樺湖 白樺湖ペンションぼくんち http://www.lcv.ne.jp/~penboku/ 0266-68-2076 〇

18 蓼科 露天風呂のオーベルジュ　つつじとかえで https://tutuji-kaede.jp/ 0266-67-3730 〇

19 白樺湖 サンシャインロッジ sunshinelodge.jp 0266-68-2950 〇

20 蓼科 リゾートホテル蓼科 http://resort-hotel-tateshina.jp/ 0266-67-2626

21 八ヶ岳 夏沢鉱泉 http://www004.upp.so-net.ne.jp/natsuzawa/ 0266-73-6673

22 八ヶ岳 根石岳山荘 http://www001.upp.so-net.ne.jp/neishi/ 0266-73-6673

23 奥蓼科 渋御殿湯 http://www.gotenyu.com/ 0266-67-2733 〇

24 蓼科 ペンションベルクコット http://pbergcot.sakura.ne.jp/ 0266-60-2461

25 蓼科中央高原 たてしな麓八 https://www.tateshina-rokuya.com/ 090-1861-5489 〇

26 蓼科 蓼科東急ホテル https://www.tateshinatokyuhotel.com/ 0266-69-3109

27 蓼科中央高原 蓼科パークホテル http://www.tateshina-parkhotel.com/ 0266-67-2600 〇

28 車山高原 ペンション Eco-Stay　ＴＯＳＳ http://p-toss.com/ 0266-68-3060 〇

29 白樺湖 ホープロッジ http://hope-lodge.com/ 0266-68-2017 〇

30 駅前 ちのスカイビューホテル https://www.chino-skyview-hotel.jp/ 0266-71-1010 〇

31 駅前 ちのステーションホテル https://chinostationhotel.info/ 0266-72-1245 〇

32 駅前 ホテルわかみず http://www.chino-wakamizu.com/ 0266-72-6166 〇

33 車山高原 プチペンションパオパオ https://www.p-pao.com/ 0266-68-2363 〇

34 蓼科 蓼科リゾートインプリマリオ https://primario-tateshina.com/ 0266-67-4181

35 白樺湖 ホテル晴明荘 http://www.seimeiso.com/ 0266-68-2041 〇

36 蓼科中央高原 オーベルジュ・エスポワール http://www.auberge-espoir.com/ 0266-67-4250 〇

37 白樺湖 レイクサイドホステルジル白樺湖 http://hostel-jil-shirakabaco.com/ 0266-55-1192

38 車山高原 リゾートイン　スクアミッシュ https://www.ri-squamish.com/ 0266-68-3201

39 車山高原 ホテル・アンナプルナ https://www.annapurna.jp/ 0266-68-3611 〇

40 車山高原 ロッジ・くるま https://lodge-kuruma.com/ 0266-68-2405 〇

41 八ヶ岳 八ヶ岳名湯唐沢鉱泉 http://www.karasawakousen.com/ 0266-76-2525 〇

42 玉川 草原屋 https://www.sougenya.com/ 0266-79-7709 〇

43 白樺湖 白樺湖畔の宿　君待荘 https://kimimatisou.com/ 0266-68-3300 〇

44 八ヶ岳 黒百合ヒュッテ http://www.kuroyurihyutte.com/ 0266-72-3613 〇

45 八ヶ岳 蓼科山荘 http://www7a.biglobe.ne.jp/~g-factory/tateshinalodge/yama.html 0266-76-5620 〇

46 三井の森 ペンション　けさらんぱさらん http://www.lcv.ne.jp/~kesaran/ 0266-76-2845 〇

47 蓼科 ゲストハウス　クロイツェル http://www.lcv.ne.jp/~kpy91681/ 0266-60-2001 〇

48 蓼科 湖畔の温泉宿　蓼科 https://www.iweb.ne.jp/p_tateshina/ 0266-67-2828 〇

49 蓼科中央高原 青空の扉　犬と泊まれるプチホテル http://aozora-p.com/ 0266-78-0015 〇

50 蓼科中央高原 ヒュッテウォールデン http://walden.dip.jp/ 0266-67-2577

51 蓼科 ホテルハーヴェスト蓼科 https://www.resorthotels109.com/tateshina/ 0266-69-3200

52 駅前 古民家　Ｆｕｍｏｋｕ https://guest-house.fumoku.space/ 070-1490-7716

53 車山高原 リゾートインローザンヌ https://www.kurumayama-hotel.com/ 0266-68-2262 〇

54 車山高原 プチホテル花南 https://kanan-kurumayama.com/ 0266-68-2077 〇

55 車山高原 愛犬と泊まる宿　ペパーミントジャム https://www.pepajam.com/ 0266-68-2375

56 白樺湖 ペンションブルーベリー http://gh-blueberry.com/ 0266-68-2739 〇

57 車山高原 ペンションベストフレンド http://www.lcv.ne.jp/~bfriend/ 0266-68-2379

58 車山高原 オーベルジュ　ラ・メイジュ https://www.la-meije.com/ 0266-68-3939

59 車山高原 小さな森の宿ぎんのさじ https://ginsaji.jp/ 0266-68-2444 〇

60 車山高原 ちいさなホテル　シェルブール http://www.ri-cherbourg.co.jp/ 0266-68-2088 〇
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61 車山高原 プチペンション　グリーンスポット http://grspot.com/ 0266-68-2263

62 車山高原 ペンション　サリュ http://www.lcv.ne.jp/~salut/ 0266-55-1615 〇

63 車山高原 リゾートイン　ウインズ http://www.winds-hotel.com/ 0266-68-2660 〇

64 車山高原 プチホテル　ネーベルハウゼ http://nebel-hause.com/ 0266-68-2347

65 車山高原 車山ハイランドホテル https://highland-hotel.co.jp/ 0266-68-2116 〇

66 八ヶ岳 八ヶ岳オーレン小屋 http://www.o-ren.net/ 0266-72-1279 〇

67 車山高原 プチペンショングリーングラス http://www.lcv.ne.jp/~ggrass/ 0266-68-2028 〇

68 車山高原 車山高原スカイパークホテル https://www.sph.jp/ 0266-68-2221 〇

69 奥蓼科 山の宿　明治温泉 https://www.meijionsen.jp/ 0266-67-2660 〇

70 蓼科 ペンションリトルフット http://p-littlefoot.com/ 0266-67-5066

71 車山高原 リゾートイン　モンテフローラ 0266-68-2380

72 蓼科中央高原 ロッジ満天星 http://mantenboshi-tateshin.cool.coocan.jp/ 0266-67-3100

73 車山高原 車山高原ゲストハウス　うらら http://urara2015.sakura.ne.jp/ 0266-75-2897

74 蓼科 プチペンション蓼科壱番館 https://t-ichibankan.com/ 0266-69-3619 〇

75 奥蓼科 渋辰野館 http://www.sib-tatu.com/ 0266-67-2128

76 車山高原 ペンション凛 https://www.pension-rin.com/ 0266-68-2757

77 蓼科 東急ハーヴェストクラブ蓼科 https://www.harvestclub.com/Un/Hotel/Ta/#gsc.tab=0 0266-60-2201

78 車山高原 オーベルジュリゾートイン　ボヌール http://ri-bonheur.com/ 0266-68-2550 〇

79 八ヶ岳 麦草ヒュッテ http://www.mugikusa.com/ 090-7426-0036

80 車山高原 リゾートインカプリス 0266-68-3122 〇

81 蓼科中央高原 たてしなの小さな家 https://tshouse14.wixsite.com/tatesina-small-house 0266-78-3937

82 蓼科中央高原 道のログ宿　木こりん http://kikorin.com/ 0266-77-3037

83 蓼科 森のペンション　Wan　らいふ http://www.wanlife2082.com/ 0266-78-3982 〇

84 白樺湖 ホテルベルクハイル https://bergheil.sinsyu.info/ 0266-68-2214

85 豊平 ファミリーロッジ旅籠屋・茅野蓼科店 https://ssl.hatagoya.co.jp/059_Chinotateshina/index.cgi?page=calendar 0266-73-8854

86 諏訪 ICすぐ カンデオホテルズ茅野 https://www.candeohotels.com/ja/nagano-chino/ 0266-71-1300 〇

87 蓼科 たてしな薫風 https://www.kaorukaze.net/ 0266-67-2292

88 車山高原 ウィスタリアンライフクラブ　プロミネント車山高原 http://www.wlc-fujita.co.jp/kurumayama/ 0266-68-3770

89 白樺湖 寛ぎの宿　澤右衛門 http://www.sawaemon.jp/ 0266-68-2411

90 白樺湖 旅館　山幸閣 0266-68-2021

91 蓼科 蓼科倶楽部 http://tateshina.la.coocan.jp/ 0266-67-5147

92 車山高原 リゾートイン　ジェントル https://ri-gentle.com/ 0266-68-3348 〇

93 蓼科 蓼科湖畔　蓼の花 https://www.tadenohana.com/ 0266-67-2078

94 白樺湖 八子ヶ峰ホテル https://www.yashigamine-hotel.co.jp/ 0266-68-2341 〇

95 車山高原 プチホテルサンルーフ https://www.p-sunroof.net/ 0266-68-2623

96 蓼科 ペンション　山の朝 https://yamanoasa.com/ 0266-67-4640 ○

97 白樺湖 ペンション湖風 https://www.yadokofu.com/ 0266-68-3303 ○
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