北杜市 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

伊予ロッヂ

0551-48-2334

ウェルネスガーデン本館 宿泊棟

0551-36-5000

https://wellness.megaminomori.com

おいしい学校

0551-20-7300

http://www.oec-net.ne.jp/

オートリゾートパーク・ビッグランド

0551-35-4518

http://www.bigland.co.jp

懐石の宿 アウル

0551-36-4541

http://www3.nns.ne.jp/pri/owl

画家の宿 志満屋

0551-32-3068

http://gakanoyadoshimaya.com/

隠れ家和華

0551-45-9754

https://waka-kobuchisawa.com/

貸別荘 野わけ

0551-48-3308

http://www.kiyosato-nowake.com/

貸別荘八ヶ岳石堂ガーデン ちから荘

0551-38-1488

http://chikarasou.yamagomori.com/

ガストホフ アスコット

0551-36-4521

http://www.pension.or.jp/~ascot/

ガストホフ コメット清里

0551-48-3131

https://www.cometkiyosato.com/

GardenCottagePOLLYANNA（ペンションポリアンナ）

0551-36-3954

http://www.pollyanna.gr.jp/

観光ホテル金泉閣

0551-45-0511

http://www.kinsenkaku.com/

カントリーインオーチャードハウス

0551-48-2929

http://www.orchardhouse.jp

カントリーイン ザ クラシック

0551-48-2595

https://kiyosato-classic.com/

カントリーハウス 遊々舎

0551-38-3311

https://yuyusha.net

キッズペンションめーぷる

0551-48-2832

https://www.me-puru.com

清里丘の公園 オートキャンプ場

0551-48-2300

http://kiyosato-autocamp.com

清里ゲストハウス ブロークンエッグイン

0551-48-2193

http://broken-egginn.com/

清里高原ハイランドホテル

0551-48-3255

https://kiyosato-hilandhotel.com/

清里高原ホテル

0551-20-8111

https://kiyosato.izumigo.co.jp

清里ペンションいずみ

0551-48-2168

http://www.b-marks.net/IZUMI/

清里ペンションエストレリータ

0551-48-3661

http://www.eps4.comlink.ne.jp/~estrelas/

清里レストラン＆コテージ睦(BOKU)

0551-48-3068

https://kiyosatoboku.sakura.ne.jp

CUCULO

0574-42-6018

https://www.yugafu.co.jp/yatugatake/top.html

グランデール

0551-48-4187

http://www.p-grandeur.com/index.php

ゲストハウス カーリーヴィレッジ

0551-48-3775

https://kiyosato-curryvillage.com/

ゲストハウス ブルーイングリーン

0551-48-2789

http://www.blueingreen1996.com/

ゲストハウスリーフ

0551-48-2910

Komaki Vineyard

0551-36-5188

https://komaki-vineyard.com/

古民家宿るうふ 峡之家

055-288-9016

https://loof-inn.com/hotels/kyonoie

ザ ノマド 八ヶ岳

080-3005-8668

https://thenomadhotels.jp/

サントヴィラージュ

0551-48-3034

http://www1.ttcn.ne.jp/~svillage/

自然の宿 響野

0551-36-5441

https://www.hibikino-yatsugatake.com/

シャトレーゼヴィンテージゴルフ倶楽部

0551-42-1011

http://www.d-vintage.com

ステンドハウスDEN

0551-36-8080

http://den.gr.jp/

スパティオ小淵沢

0551-36-6111

http://www.spatio.jp/

清泉寮

0551-48-2111

https://seisenryo.jp/

清泉寮自然学校

0551-20-7701

https://www.seisenryo.jp/

ダイヤモンド八ヶ岳美術館ソサエティ

0551-38-4891

https://www.diamond-s.co.jp/yatsugatake/

津金楼

0551-45-0711

https://tsuganerou.com/

TREE

0574-42-6018

https://www.yugafu.co.jp/yatugatake/top.html

Deerhorn

070-4077-5443

https://deerhorn.jimdofree.com/

テットベリーコテージ

090-1694-1168

https://www.tetbury-cottage.com/

長坂観光ホテル

0551-32-2273

https://hotel.travel.rakuten.co.jp/hinfo/160766/

ネオオリエンタルリゾート八ヶ岳高原

0551-38-2336

https://yatsugatake.izumigo.co.jp/

農家体験民宿 クレア

0551-47-4584

ハイジの村 クララ館

0551-25-2601

バーク清里

0551-48-5060

花白州

0551-20-4500

http://hanahaku.travel.coocan.jp/

B＆B碧い空

0551-36-5975

http://bb-aoisora.sakura.ne.jp/

PICA 八ヶ岳明野

0551-25-4451

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

PICCOLO

0574-42-6018

https://www.yugafu.co.jp/yatugatake/top.html

ヒュッテブランシュ

0551-47-4365

http://hutteblanche.com/

Foresters Village Kobitto 南アルプスキャンプフィールド

0551-45-6729

https://www.kobitto-camp.com

プチホテル＆レストラン オールドエイジ

0551-48-2341

http://www.scotcreation.com

不老閣

0551-45-0311

http://furoukaku.jp/

http://kikyouya.co.jp/Clarakan/index.html

ペンションアムール

0551-38-3475

http://amour.la.coocan.jp/

ペンションあるびおん

0551-36-4166

http://p-albion.jp/

ペンション＆コテージ セカンド

0551-48-2882

http://www.eps4.comlink.ne.jp/~second

ペンション うおっちんぐ

0551-36-3775

http://www.p-watching.com/

ペンション おれんじはうす

0551-38-3135

https://petorangehouse.xyz/

ペンション風の季

0551-38-4356

http://p-kazenoki.jp

ペンション カントリーママ

0551-36-4621

http://p-mama.net/

ペンション銀の森

0551-48-5333

https://www.silver-bush.com/

ペンション ゲストイン レキオ

0551-38-8120

http://www.eps1.comlink.ne.jp/~rekio-38/

ペンション駒城

0551-30-9207

https://pension-komaki.club/

ペンションゴリー

0551-48-4500

http://golly.o.oo7.jp

ペンション ジャングルポケット

0551-38-0481

https://www.junglepocket.jp

ペンション すなどけい

0551-48-3390

http://sunadokei.main.jp/index.html

ペンション セントポーリア

0551-48-3336

http://kiyosato-saintpaulia.com/

ペンション だんでらいおん

0551-38-0277

http://www2.nns.ne.jp/~dan-lion

ペンション トワモワ

0551-38-2787

http://pensiontoimoi.web.fc2.com/

ペンションにちようび

0551-48-5321

http://www.eps4.comlink.ne.jp/~nitiyobi/

ペンション ハート＆ハート

0551-36-3281

http://www.p-heart2.com/

ペンション バーニーズ

0551-48-3925

http://www.pension-bernese.com

ペンション ハーフタイム

0551-38-3182

http://www2u.biglobe.ne.jp/~h-time/

ペンション パンパスグラス

0551-48-2792

https://www.pampas-grass.jp/

ペンション ハロウィン

0551-48-3244

https://www.p-halloween.com

ペンション ピースパイプ

0551-47-4482

http://www.maroon.dti.ne.jp/pipe1985/

ペンション Himawari

090-9159-8501

https://himawari-1155.jimdofree.com/

ペンション ファニーポケット

0551-47-4325

https://liberty-hp2.com/funnypoket/index/html

ペンションフィールド

0551-36-5341

https://www.p-field.net

ペンション BooFooWoo

0551-48-3890

https://boofoowoo.net/

ペンション ブランシェ杜

0551-45-7293

http://blanchemori.com/

ペンション プリンスエドワード

0551-38-2301

http://www.jade.dti.ne.jp/~p-edward/

ペンションブロッサム

0551-38-1636

http://www2.nns.ne.jp/~blossom1/

ペンション ボタンダウン

0551-36-4126

https://buttondown.jp

ペンションホワイトクローバー

0551-48-3317

https://whiteclover.jp/

ペンションホワイト林林

0551-48-2419

http://www.hyper-place.com/whrinrin/

ペンション・マッキントッシュ

0551-48-3105

http://www.kiyosato-mackin.com/

ペンションマリオネット

0551-48-3525

https://www.k-mario.com

ペンション モーニングミスト

0551-20-4317

https://morning-mist.com/

ペンション森の椅子

0551-38-3256

https://morinoisu.jimdo.com

ペンション モン・シェリー

0551-48-3122

http://www.eps4.comlink.ne.jp/~moncheri/

ペンション八ヶ岳自然ヒュッテ

0551-47-4886

http://yatsugatake.la.coocan.jp/

ペンション ゆい

0551-48-3331

http://kiyosatoyui.main.jp/web/

ペンション遊歩道

0551-48-3163

http://kiyosato-you-hodo.com/

ペンション ユーフォニー

0551-38-0601

http://www2.nns.ne.jp/~euphony

ペンション ユーリカ

0551-38-0288

https://pensioneureka.jimdofree.com/

ペンション りとる・ばーど

0551-48-2951

http://www13.plala.or.jp/l-bird/

牧場通りの小さな旅籠 オーベルジュ

0551-48-3405

http://www.kiyosato-auberge.com/index.html

星野リゾート リゾナーレ八ヶ岳

0570-073-055

https://risonare.com/yatsugatake/

Hotel＆Tennis Resort Club Verde

0551-42-5501

https://club-verde.com/

ホテル北の杜

0551-32-1133

http://www.kitanomori-cc.jp

ホテルキーフォレスト北杜

0551-36-8755

http://www.kob-art.com/hotel/

ホテルデュシェルブルー

0551-38-3208

http://ducielbleu.co.jp/

ホテル・ハット・ウォールデン

0551-48-2131

https://www.hut-walden.com/

むすびのえん 八ヶ岳本店

080-1356-4333

https://musubinoenn.business.site/

女神の森 ホリスティックセンター/ルラシュ

0551-36-5000

https://wellness.megaminomori.com/

MOMOTEKA

0574-42-6018

https://www.yugafu.co.jp/yatugatake/top.html

八ヶ岳いずみ荘

0551-38-3275

https://www.panoramanoyu-izumisou.com/izumisou

八ヶ岳FUJIYAMAテラス 寛道

03-3226-3335

https://kando-stay.com/

八ヶ岳ホテル風か

0551-36-6414

https://www.hotel-fuuka.jp/

八ヶ岳ポニーユースホステル

0551-36-6401

https://sunnyday-ponyyh.ssl-lolipop.jp/

八ヶ岳わんわんパラダイス

0551-32-1155

https://www.wanpara.jp/

ゆがふ八ヶ岳ログハウス

0574-42-6018

https://www.yugafu.co.jp/yatugatake/top.html

Lifequality Casa

0551-48-2010

https://casakiyosato.wixsite.com/lifequality-casa

Lamps Lodge（ランプス ロッヂ）

0551-36-3556

http://lampslodge.com/

リッツイン清里

0551-48-3749

http://kiyosato-nonohana.com/#modal_2

旅館 近江屋

0551-26-2036

http://ryokan-oomiya.com/

旅館 清里館

0551-48-2026

るいーだ

090-3142-4862

Royal Hotel 八ヶ岳

0551-38-4455

https://www.daiwaresort.jp/yatsugadake/index.html

ロジングハウス炉辺荘

0551-48-3111

http://www.eps4.comlink.ne.jp/~roben-so/

ロッジ・キースプリング八ヶ岳

0551-36-2011

http://www.kob-art.com/lodge/

わんわんペンション ちゃちゃ

0551-20-7727

http://www5c.biglobe.ne.jp/~chacha/

http://kiyosatokan.com/

