山中湖村 宿泊施設一覧
※【やまなしグリーン・ゾーン宿泊割り】のプランを販売している施設の一覧です。
※一覧に掲載されている施設でも、すでに売切れとなっている場合もございます。
※詳細は各宿泊施設へお問い合わせください。
※宿泊当日は、ワクチン接種済み又はPCR検査・抗原検査の陰性証明及び本人確認が必要となります。

施設名

連絡先

WEBサイト

井戸前

0555-65-8402

http://www.idomae.jp/

IDOMAE COZY

0555-72-8889

http://www.idomae.jp

インターリゾート東屋

0555-65-7745

http://www.azumaya.me/

ヴィラ季節風

0555-62-3470

http://www.ne.jp/asahi/kisetsufu/yamanakako/

Villa Suomi

0555-62-3355

https://villa-suomi.jp/

ヴィラ やまなみ

0555-62-4321

http://www.a-yado.jp/

ヴィラ クレリエール

0555-62-6887

https://yamanakako.info/sisetsu.php?id=102

ウィンディフォレスト

0555-65-8756

ヴェンティチェロ

0555-65-6626

http://venticello.d.dooo.jp/

エクシブ山中湖

0555-65-9000

https://rt-clubnet.jp/hotels/xiv/yama/

エクシブ山中湖サンクチュアリ・ヴィラ

0555-65-9000

https://rt-clubnet.jp/hotels/xiv/yama/

おおきなわんこのプチホテル ノーティ カオン

0555-28-1155

http://naughty-cao.jp

オステリア イゾラーナ

0555-62-4722

http://www.isolana.info/

お泊り処萌季

0555-62-0330

オーベルジュ秋桜

0555-62-2863

https://auberge-cosmos.com/

オーベルジュブーズアネックス

0555-65-7767

http://www.boozcafe.com/boozannex/home.html

Cachette

0555-65-6600

https://www.cyaimu.com/

Cachette B棟

0555-65-6600

https://www.cyaimu.com/

かっこう荘

0555-65-8638

https://kakkoso.info/

割烹旅館 芳野

0555-62-0823

http://yamanakako-yoshino.com/

株式会社サウンド・ビレッジ

0555-65-7213

http://www.soundvillage.co.jp

CARO FORESTA

0555-62-3781

https://caro-foresta.com/caroforesta/index.php

CARO FORESTA ELFO

0555-62-3781

https://caro-foresta.com/elfo/index.html

観湖荘

0555-65-8634

http://kankosoh.jp

カントリーイン オレンジカウンティ

0555-65-8523

https://www.ci-orangecounty.com/

カントリーホテル スターダスト

0555-62-2200

http://www.fujistardust.jp/

共立テニスロッヂ

0555-62-3003

http://kyoritsu.jp/

Class The Wolf

0555-72-8000

https://caro-foresta.com/wolf/index.html

グリーンヒルズ ニュー みなみ

0555-65-8859

http://www.new-minami.co.jp

ゲストハウス ペーパームーン

0555-65-8750

http://www.guesthouse-pm.com/

湖雲荘

0555-72-8580

https://www.facebook.com/kounso235

コテージ上機嫌

080-6884-8118

https://greentown.jp/cottage/

コテージ シルバースプレィ

0555-65-8065

http://www.silver-spray.jp/

コテージ・ペンション まりも

0555-65-6046

http://www.hanamarimo.com/

湖楽

0555-65-8117

http://www.yin.or.jp/user/hrmk/koraku/koraku1.htm

コンテナワークスin山中湖

03-6416-1240

https://containerworks.jp/stay/

ザ・ホテルフジヤマ

0555-62-2661

https://www.hotelfujiyama.com/

三盛荘

0555-65-8602

http://mitsumoriso.jp/

三楽荘

0555-65-8106

http://sanrakusoh.com/

シェモアニューちとせ

0555-65-7755

http://www.navi-city.com/chitose/

城山荘

0555-65-8026

http://www.siroyamasou.burari.biz/

庄栄荘

0555-65-8118

心海富士荘園

0555-62-2280

心月庵

0555-28-6175

崇岳荘

0555-65-8137

http://yamanakako-suugakusou.com/

崇岳荘トレーラーハウス

0555-65-8137

http://yamanakako-suugakusou.com/

スペランザ丸石

0555-65-8358

http://www.spem.jp/

スポーツイン青山通り

0555-65-6676

https://si-aoyamadori.com/

タイニーハウスホテル森旅ぃ

050-3708-8892

https://ja.moritabby.com/

鉄板焼き＆ワインの旬宿 夢野樹

0555-65-7255

https://www.yumenoki.in/

東照館

0555-65-8750

http://www.tosho-kan.com/

ドッグリゾート Woof

0555-72-8000

http://www.dogresortwoof.jp/

渚湖畔荘

0555-62-0113

http://kohanso.jp

ニュースターホテル山中湖

0555-65-6622

www.newstarhotel.jp

ハートイン山中湖

0555-65-8818

https://y-herat-inn.com/

ハートランド

0555-65-8901

パノラマイン山中湖

0555-62-2000

http://shinkaifuji.com

https://panorama-inn-yamanakako.jp/

ハーベストイン ブルーリボン

0555-20-2652

http://pension-blueribbon.com/

ハラマチロッヂ

0555-65-8251

http://www.haramachi-lodge.com/home.html

PICA 山中湖

0555-62-4155

http://www.pica-resort.jp/yamanakako/

ビュー山中湖

0555-62-0398

http://www.fujigoko.tv/viewyamanakako/

平野屋旅館

0555-65-8001

https://hiranoya-yamanakako.org/

FOREST VILLA YAMANAKAKO

050-3504-9924

https://www.forestvilla-yamananako.com/

フォレストリゾート山中湖秀山荘

0555-62-5481

http://www.syuuzanso.com/

撫岳荘

0555-62-1100

https://bugakusou.com/

富士山ガーデンホテル

0555-65-8888

https://fuji-garden.com

富士重荘

0555-65-8115

http://yamanakako.info/sisetsu.php?id=57

富士と湖の宿 多賀扇

0555-62-1563

https://www.tagaooji.jp

富士松園ホテル

0555-62-5210

http://fujimatsuzono.com/

富士マリオットホテル山中湖

0555-65-6400

https://www.fuji-marriott.com/

富士山中湖ホテル

0555-62-2520

https://www.fujiyamanakako-hotel.com/

ぷちはうすココット

0555-28-1511

http://www.yamanakako-cocotto.com/

プライベートハウス アースウインド

0555-65-8933

http://yado.mine.co.jp/earthwind/

プライベートハウス バイロン

0555-20-2637

https://www.mfi.or.jp/tvillage/

平和荘

0555-65-8208

ペンション アイビー

0555-65-8534

http://pension-ivy.com/

ペンション 青い風

0555-65-8088

https://p-aoikaze.com/welcom.php

ペンション アベニュー

0555-62-3080

http://y-avenue.com/

ペンション ヴィヴィアンクレール

0555-62-4318

http://www.vivien2006.com/

ペンション カントリーダイアリー

0555-62-1391

http://country-d.com

ペンション くりの木の下

0555-62-1026

http://www.kurinoki.jp/

ペンション ステップハウス

0555-65-7187

http://www.stephouse.info/

ペンションすももの木

0555-62-3411

http://www.sumomo.net

ペンションセミカ

0555-62-0879

http://www.semica.jp/

ペンション ぱうぜ

0555-62-1414

http://pause.jp

ペンション パピヨンの森

0555-62-3136

http://p-papillon.com/

ペンション BEE Club

0555-62-3814

http://www.beeclub.jp/

ペンション飛遊人

0555-72-9956

https://humanresort21.com/

ペンション・モーツァルト

0555-62-3364

http://p-mozart.com/

ペンション ル・ラゴン

0555-62-3077

http://www.le-lagon.com/

HOTEL ALEXANDER ROYAL RESORT YAMANAKAKO

0555-72-8084

https://www.hotelalexandergroup.com/

ホテル 山水荘

0555-62-1212

http://sansuiso1953.com/

ホテルマウント富士

0555-62-2111

https://www.mtfuji-hotel.com/

ホテル美富士

0555-65-7811

http://www.hotel-mifuji.com

ホテル凛香 富士山中湖リゾート

0555-62-6400

http://fuji-yamanakako.hotel-rinka.jp/index.html

ホワイトウイング

0555-65-8633

https://w-wing.net/

マナハウス

なし

民宿 朝富士

0555-62-0724

民宿かわい

0555-62-1651

https://lake-yamanakako.com/reserve/10292

MOON GLOW

0555-72-9956

https://humanresort21.com/

やすらぎの宿 ハットリ荘

0555-62-0087

https://travel.rakuten.co.jp/hotel/134766/

やぶき荘

0555-62-1076

http://yabukisou.html.xdomain.jp/

山中湖ハウス

0555-62-7355

https://www.yamanakako-house.com/

山中湖畔荘 ホテル清渓

0555-62-0020

https://nippon-seinenkan.or.jp/seikei/

山中湖旅館 梁山-RYOZAN

0555-62-0636

ラコストリ山中湖

0555-65-8603

http://yado.mine.co.jp/lucustre/

Lux

0555-62-2042

https://inthemood.club

りす村別荘

0555-72-9662

https://www.risu-mura.com/

リゾートイン愛

0555-65-8177

http://resort-inn-ai.jp/

旅館 対山荘

0555-65-8313

http://taizanso.jp/

レイクサイドイン 富士波

0555-65-8258

レイクピアエンゼル

0555-62-0888

http://lakepia-angel.jp/

レークヴィラ東山

0555-65-8705

https://lv-higashiyama.com/

レストランホテル茶居夢

0555-65-6600

https://www.cyaimu.com/

鹿鳴館

0555-65-8840

http://www.rokumeikan.info

鹿鳴館ヒルズ

0555-65-5055

http://www.rokumeikan.info/hills/

ロッジ 山中湖ハイツ

0555-65-7733

https://yamanakako.info/sisetsu.php?id=71

ロッヂ花月園

0555-62-0025

https://kagetsuen.net/lodge/

ワイルドストロベリー

0555-73-8998

http://www.wildstrawberry.jp/

Wan's Resort 山中湖

0555-62-8811

https://www.wansresort.jp/yamanakako/

