施設名
蓼科東急ホテル

茅野市北山字鹿山4026-2

所在地

TEL
0266-69-3109

公式サイト
https://tateshinatokyuhotel.com/

リゾートイン

ミスティ

茅野市北山3413車山高原

0266-68-3036

http://www.resortinn-misty.com/

ゲストハウス

クロイツェル

茅野市北山字鹿山4026-1208

0266-60-2001

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

豪族の館

大東園

茅野市北山5522-451

0266-67-4655

http://daitouen.info

四季の宿

すばる

茅野市北山4035-2224

090-7219-4291

https://www.jalan.net/yad355572/?contHideFlg=1&PopupMode=window

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

創業大正十五年 蓼科 親湯温泉

茅野市北山4035

0266-67-2020

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

小さな森の宿ぎんのさじ

茅野市北山3413-81

0266-68-2444

https://www.ginsaji.jp

蓼科グランドホテル滝の湯

茅野市北山4028

0266-67-2525

https://takinoyu.co.jp/

東急ハーヴェストクラブ蓼科

茅野市北山字鹿山4026-2

0266-60-2101

https://www.harvestclub.com/Un

いろりの宿

茅野市北山5522

0266-67-2600

https://tateshina-parkhotel.com

リゾートホテル蓼科

茅野市北山4035

0266-67-2626

https://resort-hotel-tateshina.jp

横谷温泉旅館

茅野市北山5513

0266-67-2080

https://www.yokoyaonsen.com

茅野市北山3419-1

0266-68-3300

https://kimimatisou.com

茅野市北山3424

0266-68-2411

http://www.sawaemon.jp

茅野市北山4035-2

0266-67-3730

https://tutuji-kaede.jp/

ホテル晴明荘

茅野市北山3,419-1白樺湖畔

0266-68-2041

http://seimeiso.com

ペンションベルクコット

茅野市北山4026-1204

0266-60-2461

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

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

ホテル尖石

茅野市豊平1616

0266-72-6844

http://www.hotel-togariishi.jp

たてしな藍

茅野市北山5522-450

0266-67-5030

http://www.tateshina-ai.co.jp

茅野市北山4035-2148

0266-67-4150

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

サンシャインロッジ

茅野市北山白樺湖3419-6

0266-68-2950

http://sunshinelodge.jp/

湖畔の温泉宿 蓼科

茅野市北山8606-6

0266-67-2828

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

ペンション

茅野市北山4026-1213

0266-55-2447

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

白樺湖ペンションぼくんち

茅野市北山3419-67

0266-68-2076

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

プチペンション

茅野市北山3412-87

0266-68-2363

https://p-pao.com

サワルージュ

茅野市北山3419

0266-68-2277

https://sawarouge.com/

リゾートインカプリス

茅野市北山3413-110

0266-68-3122

https://caprice.nagano.jp/

ペンションEco-StayTOSS

茅野市北山3412ペンショントス

0266-68-3060

http://p-toss.com

リゾートイン

茅野市北山3413-73

0266-68-3348

https://ri-gentle.com

リゾートイン スクアミッシュ

茅野市北山3413-125

0266-68-3201

https://www.ri-squamish.com/

プチペンション 蓼科壱番館

茅野市北山4026-1203

0266-69-3619

https://t-ichibankan.com/

ペンション

茅野市北山4035-2248

0266-67-5066

http://p-littlefoot.com/

プチホテル 花南

茅野市北山3413

0266-68-2077

http://hotel-kanan.com

蓼科リゾートインプリマリオ

茅野市北山4035-2206

0266-67-4181

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

On The Hill 白樺湖 Inn ペンションひおき

茅野市北山3419-67

0266-55-7384

https://shirakabakoinn.com

エクシブ蓼科

茅野市蓼科高原北山4035

0266-71-8111

https://xiv.jp/tate/

茅野市豊平東嶽10234-2

0266-76-2845

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

ちのスカイビューホテル

茅野市塚原2-16-7

0266-71-1010

http://www.chino-skyview-hotel.jp/

蓼科湖畔

茅野市北山8606-2

0266-67-2078

https://tadenohana.com

ホテルハーヴェスト蓼科

茅野市北山字鹿山4026-2

0266-69-3200

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

白樺リゾート 池の平ホテル

茅野市白樺湖

0266-68-2100

https://hotel.ikenotaira-resort.co.jp/

プチペンション

茅野市北山3412-114

0266-68-2263

http://grspot.com/

オーベルジュ・エスポワール

茅野市北山5513-142

0266-67-4250

https://www.auberge-espoir.com/

リゾートイン

茅野市北山3413-16

0266-68-2660

https://winds-hotel.com

茅野市豊平4733-1

0266-76-2525

http://www.karasawakousen.com/

茅野市北山3424

0266-68-2341

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

茅野市北山3412-62

0266-68-2375

https://www.pepajam.com/

茅野市北山3412-60

0266-68-2379

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

蓼科パークホテル

白樺湖畔の宿
寛ぎの宿

君待荘

澤右衛門

露天風呂のオーベルジュ

ペンション

天空の館

つつじとかえで

ピラタス2

ラ・プラネート
パオパオ

ジェントル

リトルフット

ペンション

八ヶ岳名湯

はちみつ蔵

けさらんぱさらん
蓼の花

グリーンスポット
ウインズ

唐沢鉱泉
八子ヶ峰ホテル

愛犬と泊まる宿

ペパーミントジャム

ペンションベストフレンド

プチホテル花南

施設名
ビジネス旅館わかみず

茅野市仲町3631-1

TEL
0266-72-6166

http://www.chino-wakamizu.com

ホテルわかみず

茅野市仲町3631-1

0266-72-6166

http://www.chino-wakamizu.com

シャレーグリンデル

茅野市豊平7702-310チェルトの森鳴岩2-1-9

0266-76-2024

https://chalet-grindel.com/

リゾートイン

茅野市北山車山高原3413-109

0266-68-2088

http://www.ri-cherbourg.co.jp

オーレン小屋

茅野市豊平2472

0266-72-1279

http://www.o-ren.net/

ペンション 山の朝

茅野市北山4035-2202

0266-67-4640

https://yamanoasa.com

ゲストハウス

茅野市湖東13239-1

0266-55-7922

https://yumichi.jp

美濃戸高原ロッヂ

茅野市玉川11400-829

0266-74-2102

http://www.minotokougen.com/

ヤマウラステイ

茅野市北山/湖東/金沢

0266-73-8550

https://yamaurastay.jp/

ちのステーションホテル

茅野市ちの3556-1

0266-72-1245

https://chinostationhotel.info/

リゾートイン

茅野市北山3413-68

02066-68-2262

https://www.kurumayama-hotel.com

テラス蓼科リゾート＆スパ

茅野市北山

0266–67-0100

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

TINY GARDEN蓼科 Camp,Lodge&Cabins

茅野市北山8606-1

0266-67-2234

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

黒百合ヒュッテ

茅野市豊平4733-１東嶽国有林

0266-72-3613

http://www.Kuroyurihyutte.com

ペンション ブルーベリー

茅野市北山3419

0266-68-2739

https://www.gh-blueberry.com/

ホテル信濃プリンスシラカバ

茅野市北山3419

0266-68-2544

https://prince.sirakabako.com/

ホテルベルクハイル

茅野市北山3424

0266-68-2214

https://bergheil.sinsyu.info/

オーベルジュ

茅野市北山3413-17

0266-68-3939

https://www.la-meije.com

車山リゾートホテル ギャラクシー

茅野市北山3413-45

0266-68-1181

https://galaxy-kurumayama.com/

ペンション

茅野市北山3412-92

0266-55-1615

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

渋辰野館

茅野市豊平奧蓼科温泉4734

0266-27-2128

https://sib-tatu.com/

シャンブルドート ピステ

茅野市北山3412-121 （車山高原）

0266-68-2219

http://www.piste.co.jp

Pieni Koti

茅野市北山4035-119

0266-78-2900

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

蓼科倶楽部

茅野市北山4035-908

0266-67-5147

http://tateshina.la.coocan.jp

茅野市北山3412-122

0266-68-2028

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

ハイランドリゾート アゲイン

茅野市北山4035-2309

0266-67-2710

http://www.resort-again.com/index.htm

車山ハイランドホテル

茅野市北山3413-27

0266-68-2116

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

車山高原スカイパークホテル

茅野市北山3413

0266-68-3600

http://www.sph.jp/

たてしな麓八

茅野市北山5522-451

090-1861-5489

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

森のペンション Ｗａｎらいふ

茅野市北山4035-1石臼台

0266-78-3982

http://wanlife2082.com

ホープロッヂ乗馬牧場

茅野市北山3419-1

0266-68-2017

http://hope-lodge.com

たてしな薫風

茅野市北山4035-552

0266-67-2292

https://www.kaorukaze.net/

車山高原ゲストハウス うらら

茅野市北山3412-214

0266-75-2897

白駒荘

茅野市北山6581

0266-78-2029

http://urara2015.sakura.ne.jp/
https://yachiho-montblanc.com/

レイクサイド ホステルジル 白樺湖

茅野市北山3418-22

0266-55-1192

http://hostel-jil-shirakabaco.com/

Colomode Guest House

茅野市北山3412-93

0266-68-2265

https://colomode.jp/

古民家

茅野市玉川10379-1

0266-78-7456

https://peraichi.com/landing_pages/view/hinatake

HYTTER FOREST CABINS

茅野市北山8620-4

0266-78-8278

https://hytter.jp

HYTTER LAKESIDE LODGE

茅野市北山8606-7

0266-78-8278

https://hytter.jp

草原屋

茅野市玉川1140-1356

0266-79-7709

https://sougenya.com

茅野市豊平東岳4734

0266-67-2660

https://meijionsen.jp/

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://ri-bonheur.com/

ゆとりろ蓼科ホテルwithDOGS

茅野市豊平チェルトの森柳川5-2-10

0570-026-562

https://yutorelo-tateshina.com/

ホテル白樺湖榮園

茅野市茅野市北山白樺湖3419-1

0266-75-1965

—

シェルブール

ゆみち

ローザンヌ

ラ・メイジュ
サリュ

プチペンション

山の宿

グリーングラス

日向家

明治温泉

所在地

4035-949

公式サイト

