やまなしグリーン・ゾーン宿泊割り
山梨県民限定期間中 対象事業者一覧
販売中
※【山梨県民限定やまなしグリーン・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。
※各宿泊施設の支援金には限りがあります。
※販売開始時期や販売状況は宿泊施設によって異なります。
※販売状況は常に変化しています。
※販売中の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。

施設名

市町村

連絡先

WEBサイト

KKR甲府ニュー芙蓉

甲府市

055-252-1327

http://www.fuyo.jp/

甲府記念日ホテル

甲府市

055-253-8111

https://kinenbi-hotel.kaiei-ryokans.com

甲府プリンスホテル朝日館

甲府市

055-253-0111

https://www.kur-hotel.co.jp/kofu/

古名屋ホテル

甲府市

055-235-1122

https://www.konaya.co.jp/

昇仙峡渓谷ホテル

甲府市

055-251-8102

http://www.terra.dti.ne.jp/~keikoku/

城のホテル 甲府

甲府市

055-233-7110

https://shironohotel.com/

センティアホテル内藤

甲府市

055-233-3011

http://www.hotel-naito-chuo.com/

常磐ホテル

甲府市

055-254-3111

https://tokiwa-hotel.co.jp

ホテル談露館

甲府市

055-237-1331

https://danrokan.co.jp

ホテル内藤 甲府昭和

甲府市

055-226-7001

http://www.hotel-naito-showa.com/

HOTEL FREE STYLE

甲府市

055-232-5711

http://www.hotel-fs.com/

ホテル湯王温泉

甲府市

055-235-2885

ホテル吉野

甲府市

055-253-2878

ホテルルートインコート甲府

甲府市

055-225-1011

https://www.route-inn.co.jp/hotel_list/yamanashi/index_hotel_id_27/

湯志摩の郷 楽水園

甲府市

055-252-3308

https://kofu-rakusui.com/

湯村温泉 弘法湯

甲府市

055-252-5105

http://www.koubouyu.com/fee.html

湯村温泉 柳屋

甲府市

055-253-2416

http://www.yumurayanagiya.com/#

湯村温泉 湯村ホテルB&B

甲府市

055-254-1111

https://ssl.yumura-hotel.com

旅館明治

甲府市

055-252-0388

https://www.ryokanmeiji.com/

浅間の庵

富士吉田市

090-4123-2255 https://www.asamanoiori.com/

enjoy Mt. FujiA/B

富士吉田市

0555-75-0457

https://tocovel.com/

河口湖インターハイツ

富士吉田市

0555-22-1776

http://www.kawaguchiko-ih.com/

The road to Mt.Fuji

富士吉田市

0555-75-0457

https://tocovel.com/

SWEET VILLA TAKASAMA

富士吉田市

070-2647-8646 https://takasama.jp/

ハイランドリゾート ホテル＆スパ

富士吉田市

0555-22-1000

https://www.highlandresort.co.jp/

PICA 富士吉田

富士吉田市

0555-24-4343

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

ビジネスホテル富士見

富士吉田市

0555-22-6511

https://www.businesshotel-fujimi.com/

ビジネスホテル芙蓉

富士吉田市

0555-22-2300

http://www.bh24.jp

富士グランヴィラーTOKIー

富士吉田市

050-3000-0811 http://www.fujigran.com

富士研修所

富士吉田市

0555-22-5156

http://fujicalm.jp

富士山温泉 ホテル鐘山苑

富士吉田市

0555-22-3168

http://www.kaneyamaen.com/

富士山ステーションホテル

富士吉田市

0555-24-3300

http://www.fujisanstation-hotel.com/

富士乃蔵 Tiny Fort

富士吉田市

080-4077-7893 https://www.airbnb.jp/rooms/33228689

富士乃蔵 なだや

富士吉田市

080-4077-7893 https://www.airbnb.jp/rooms/24185721

プライベートリゾートパインツリー

富士吉田市

0555-24-5541

http://www.kashibesso.com/

ホテル芙蓉閣

富士吉田市

0555-24-8111

http://fuyokaku.com

ホテルベル鐘山

富士吉田市

0555-24-8888

http://hotel-bell.com/

ホテルマイステイズ富士山 展望温泉

富士吉田市

0555-21-7510

https://www.mystays.com/hotel-mystays-fuji-onsen-resort-yamanashi/

ホテルルートインコート富士吉田

富士吉田市

0555-24-8000

https://www.route-inn.co.jp

やすらぎの別邸 四季亭

富士吉田市

0555-24-4144

https://fuji-shikitei.com

リゾートイン芙蓉

富士吉田市

0555-24-2424

https://fuyo-hs.jp/

LINK HOUSE(リンクハウス）

富士吉田市

0555-28-7603

https://linkhouse2020.wixsite.com/link

スターらんど

都留市

0554-45-6711

http://star-land.co.jp

ビジネスホテル泉屋

都留市

0554-43-8940

http://www.tabitora.co.jp/tiger/info/hotelInfo/?g=null&h=1379

ビジネスホテルインターフジモト

都留市

0554-45-2121

https://k-hujimoto.jimdo.com/

山梨泊まれる温泉 より道の湯

都留市

0554-56-8600

http://yorimichinoyu.jp/

湯之沢渓山荘

都留市

0554-43-2088

和風コテージ 一位の宿

都留市

0554-46-0753

http://www.ichii-yado.com/

岩下温泉旅館

山梨市

0553-22-2050

http://iwasitaonsen.com

川浦温泉

山梨市

0553-39-2111

https://yamagatakan.com/

古民家宿るうふ 丘之家

山梨市

055-288-9016

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

フルーツパーク富士屋ホテル

山梨市

0553-22-8811

https://www.fruitpark.jp/

ホテルルートインコート山梨

山梨市

0553-23-2011

https://www.route-inn.co.jp/hotel_list/yamanashi/index_hotel_id_40/

金の森山荘

大月市

0554-23-1021

https://kananomori.com

真木温泉

大月市

0554-22-0146

http://www.magionsen.com

清水屋旅館

韮崎市

0551-22-0024

http://www.shimizuya-inn.com/

ホテルルートインコート韮崎

韮崎市

0551-23-1011

https://www.route-inn.co.jp/hotel_list/yamanashi/index_hotel_id_12/

あさひセンチュリーホテル

南アルプス市

055-284-4611

https://www.asahicentury.jp/

芦安温泉 岩園館

南アルプス市

055-288-2005

http://www.iwazonokan.com/

ウエストリバーオートキャンプ場

南アルプス市

055-285-6611

http://www.westriver-camp.com/

ガストホフ チェッカーフラッグ

南アルプス市

055-288-2334

http://www2.odn.ne.jp/~cfi50200/

こころ和む愛犬との湯宿 桃の木温泉 さんわそう

南アルプス市

055-288-2306

http://www.momonoki.net

静かな森の温泉隠れ宿 そらの詩

南アルプス市

055-280-6027

http://www.soranouta.club/

山県館

南アルプス市営温泉 樹園

南アルプス市

055-285-4131

http://yamanashikotsu.co.jp/juen/

ふるさと料理のお宿 民宿旅館なとり屋

南アルプス市

055-288-2025

https://natoriya.weebly.com/

ホテル白根

南アルプス市

055-283-5011

http://h-shirane.araikenzai.com/

ホテルルートインコート南アルプス

南アルプス市

050-5576-7770

伊予ロッヂ

北杜市

0551-48-2334

おいしい学校

北杜市

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

北杜市

0551-35-4518

http://www.bigland.co.jp

懐石の宿 アウル

北杜市

0551-36-4541

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

貸別荘 野わけ

北杜市

0551-48-3308

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

画家の宿 志満屋

北杜市

0551-32-3068

http://gakanoyadoshimaya.com/

ガストホフ アスコット

北杜市

0551-36-4521

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

ガストホフ コメット清里

北杜市

0551-48-3131

https://www.cometkiyosato.com/

Garden Cottage POLLYANNA（ペンションポリアンナ）

北杜市

0551-36-3954

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

カントリーイン ザ クラシック

北杜市

0551-48-2595

https://kiyosato-classic.com/

カントリーハウス 遊々舎

北杜市

0551-38-3311

https://yuyusha.net

キッズペンションめーぷる

北杜市

0551-48-2832

https://www.me-puru.com

清里丘の公園 オートキャンプ場

北杜市

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

北杜市

0551-48-2193

http://broken-egginn.com/

清里高原ハイランドホテル

北杜市

0551-48-3255

https://kiyosato-hilandhotel.com/

清里ペンションエストレリータ

北杜市

0551-48-3661

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

清里レストラン＆コテージ睦(BOKU)

北杜市

0551-48-3068

https://kiyosatoboku.com

グランデール

北杜市

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

北杜市

0551-48-3775

https://kiyosato-curryvillage.com/

ゲストハウスリーフ

北杜市

0551-48-2910

古民家宿るうふ 峡之家 (株式会社 ＬＯＯＦ）

北杜市

055-288-9016

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

サントヴィラージュ

北杜市

0551-48-3034

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

シャトレーゼヴィンテージゴルフ倶楽部

北杜市

0551-42-1011

http://www.d-vintage.com

森林のいえ

北杜市

0551-30-4027

http://www5d.biglobe.ne.jp/~sinrin/

ステンドハウスDEN

北杜市

0551-36-8080

http://den.gr.jp/

スパティオ小淵沢

北杜市

0551-36-6111

http://www.spatio.jp/

清泉寮

北杜市

0551-48-2111

https://seisenryo.jp/

ダイヤモンド八ヶ岳美術館ソサエティ

北杜市

0551-38-4891

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

長坂観光ホテル

北杜市

0551-32-2273

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

ハイジの村 クララ館

北杜市

0551-25-2601

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

花白州

北杜市

0551-20-4500

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

PICA 八ヶ岳明野

北杜市

0551-25-4451

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

ヒュッテブランシュ

北杜市

0551-47-4365

http://hutteblanche.com/

https://www.route-inn.co.jp/hotel_list/yamanashi/index_hotel_id_28/

Foresters Village Kobitto

北杜市

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

北杜市

0551-48-2341

http://www.scotcreation.com

ブルーイングリーン

北杜市

0551-48-2789

http://www.blueingreen1996.com/

不老閣

北杜市

0551-45-0311

http://furoukaku.jp/

ペンションあるびおん

北杜市

0551-36-4166

http://p-albion.jp/

ペンションアムール

北杜市

0551-38-3475

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

ペンション＆コテージ セカンド

北杜市

0551-48-2882

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

ペンション おれんじはうす

北杜市

0551-38-3135

https://petorangehouse.xyz/

ペンション風の季

北杜市

0551-38-4356

http://p-kazenoki.jp

ペンション銀の道

北杜市

0551-38-0491

http://www.ginnomichi.jp

ペンション ゲストイン レキオ

北杜市

0551-38-8120

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

ペンションゴリー

北杜市

0551-48-4500

http://golly.o.oo7.jp

ペンション ジャングルポケット

北杜市

0551-38-0481

https://www.junglepocket.jp/

ペンション すなどけい

北杜市

0551-48-3390

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

ペンション セントポーリア

北杜市

0551-48-3336

http://kiyosato-saintpaulia.com/

ペンションちろりあんはっと

北杜市

0551-38-3323

https://ypa-site.jp/ooizumi/tyrolean/

ペンションにちようび

北杜市

0551-48-5321

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

ペンション ハート＆ハート

北杜市

0551-36-3281

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

ペンション バーニーズ

北杜市

0551-48-3925

http://www.pension-bernese.com

ペンション ハーフタイム

北杜市

0551-38-3182

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

ペンション パンパスグラス

北杜市

0551-48-2792

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

ペンション ピースパイプ

北杜市

0551-47-4482

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

ペンション Himawari

北杜市

090-9159-8501 https://himawari-1155.jimdofree.com/

ペンション ファニーポケット

北杜市

0551-47-4325

https://funny-pocket.com/#

ペンションフィールド

北杜市

0551-36-5341

https://www.p-field.net

ペンション プリンスエドワード

北杜市

0551-38-2301

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

ペンション BooFooWoo

北杜市

0551-48-3890

https://boofoowoo.net/

ペンションブロッサム

北杜市

0551-38-1636

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

ペンション ボタンダウン

北杜市

0551-36-4126

https://buttondown.jp

ペンション ボーンフリー

北杜市

0551-35-3206

http://bornfree.jp/

ペンションホワイトクローバー

北杜市

0551-48-3317

https://whiteclover.jp/

ペンションホワイト林林

北杜市

0551-48-2419

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

ペンション・マッキントッシュ

北杜市

0551-48-3105

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

ペンションマリオネット

北杜市

0551-48-3525

https://www.k-mario.com

ペンション モーニングミスト

北杜市

0551-20-4317

https://morning-mist.com/

ペンション森の椅子

北杜市

0551-38-3256

https://morinoisu.jimdo.com

ペンション モン・シェリー

北杜市

0551-48-3122

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

ペンション八ヶ岳自然ヒュッテ

北杜市

0551-47-4886

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

ペンション ゆい

北杜市

0551-48-3331

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

ペンション遊歩道

北杜市

0551-48-3163

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

ペンション ユーフォニー

北杜市

0551-38-0601

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

ペンション ユーリカ

北杜市

0551-38-0288

https://pensioneureka.jimdofree.com/

ペンション りとる・ばーど

北杜市

0551-48-2951

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

ホテルデュシェルブルー

北杜市

0551-38-3208

http://ducielbleu.co.jp/

牧場通りの小さな旅籠 オーベルジュ

北杜市

0551-48-3405

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

むすびのえん 八ヶ岳本店

北杜市

080-1356-4333 https://musubinoenn.business.site/

八ヶ岳ホテル風か

北杜市

0551-36-6414

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

八ヶ岳ポニーユースホステル

北杜市

0551-36-6401

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

八ヶ岳わんわんパラダイス

北杜市

0551-32-1155

https://www.wanpara.jp/

Lamps Lodge（ランプス ロッヂ）

北杜市

0551-36-3556

http://lampslodge.com/

旅館 清里館

北杜市

0551-48-2026

http://kiyosatokan.com/

Royal Hotel 八ヶ岳

北杜市

0551-38-4455

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

ロジングハウス炉辺荘

北杜市

0551-48-3111

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

ロッジ・キースプリング八ヶ岳

北杜市

0551-36-2011

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

甲斐ヒルズカントリー倶楽部

甲斐市

0551-23-0222

http://www.kaihills.jp/

ノースランド キャンパーズビレッジ

甲斐市

055-277-0105

http://www.northland-cv.com/

ホテル神の湯温泉

甲斐市

0551-28-5000

https://www.kaminoyu-onsen.com/

竜王ラドン温泉ホテル 湯ーとぴあ

甲斐市

055-276-9111

https://u-u.jp/

石和健康ランド

笛吹市

055-263-7111

https://www.kur-hotel.co.jp/isawa/

石和常磐ホテル

笛吹市

055-262-6111

https://isawa-tokiwa-hotel.com/

石和名湯館 糸柳

笛吹市

055-262-3141

https://itoyanagi.co.jp/

石和びゅーほてる

笛吹市

055-262-4425

http://www.i-view.jp/

糸柳別館 和穣苑

笛吹市

055-262-3181

http://wajoen.jp/

囲炉裏焼民芸風旅館 大棟苑

笛吹市

0553-26-3235

http://www.yado-daitoen.com/

春日居びゅーほてる

笛吹市

055-326-3811

http://www.k-view.jp

かんぽの宿石和

笛吹市

055-262-3755

https://www.kanponoyado.japanpost.jp/isawa/index.html

笛吹市

055-262-3794

https://www.yamashita.gr.jp/mizuho/

くつろぎの邸 くにたち

笛吹市

055-263-2311

https://www.isawa-kunitachi.com/

古民家宿 LOOF 坂之家

笛吹市

055-288-9016

http://loof-ashigawa.com/faq/

古民家宿 LOOF 澤之家

笛吹市

0552-88-9016

https://loof-inn.com/

スパランドホテル内藤

笛吹市

055-262-7001

https://www.hotel-naito.com/spaland/

笛声旅館

笛吹市

0553-26-2600

https://www.tekisei-ryokan.jp/

鉄道ゲストハウス 鐡ノ家

笛吹市

050-5212-6392 https://tetsunoya.com

農家体験民宿アシガワ・デ・クラッソ

笛吹市

055-298-2340

木創りの宿旅館きこり

竹林庭瑞穂

https://www.ashigawa-de-classo.com/

華やぎの章 甲斐路

笛吹市

055-262-7373

www.kaiji.co.jp

華やぎの章 慶山

笛吹市

055-262-2161

www.keizan.com

日の出温泉

笛吹市

0553-26-2454

https://r.goope.jp/hinode

富士野屋 夕亭

笛吹市

055-262-2266

http://www.fujinoya.co.jp

別邸 花水晶

笛吹市

055-262-2380

http://isawa-hanasui.com

ホテルうかい

笛吹市

055-263-1010

http://www.hotel-ukai.co.jp

ホテル花京

笛吹市

055-263-4455

https://kakyo.co.jp

ホテル春日居

笛吹市

0553-20-2000

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

ホテル君佳

笛吹市

055-262-3757

http://kimiyoshi.com

ホテル古柏園

笛吹市

055-262-5890

www.kohakuen.co.jp

ホテル新光

笛吹市

055-263-0711

https://shinko.ooedoonsen.jp/

ホテル石庭

笛吹市

055-262-4155

http://www.hotel-sekitei.co.jp/

ホテル石風

笛吹市

055-262-2151

http://www.hotel-sekifu.co.jp/

ホテル千石

笛吹市

055-262-1059

http://www.hotel-sengoku.co.jp

ホテル花いさわ

笛吹市

055-262-4166

http://www.hana-isawa.com/

ホテル八田

笛吹市

055-262-3101

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

ホテルふじ

笛吹市

055-262-4524

http://www.hotel-fuji.jp/

ホテル平安

笛吹市

055-263-5811

http://hotel-heian.net/

ホテル楽せりな

笛吹市

055-262-7347

http://rakuserina.sakura.ne.jp/

ホテルルートインコート甲府石和

笛吹市

055-262-1011

https://www.route-inn.co.jp/hotel_list/yamanashi/index_hotel_id_13/

みなもと旅館

笛吹市

055-262-5576

http://www.minamotoryokan.jp

銘石の宿かげつ

笛吹市

055-262-4526

https://www.isawa-kagetsu.com/

銘庭の宿 ホテル甲子園

笛吹市

055-263-3211

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

ユニバーサル石和

笛吹市

03-3742-1297

https://www.facebook.com/universalisawa

旅館 㐂仙

笛吹市

055-262-2404

http://www.kisen.gr.jp

旅館 泉山荘

笛吹市

055-262-2662

http://www.senzanso.co.jp/

LOOF GLAMPING

笛吹市

055-288-9016

https://www.loof-camp.com/

和風旅館峯

笛吹市

055-262-2677

http://www.mi-ne.co.jp/

ホテルルートインコート上野原

上野原市

050-5576-7661 https://www.route-inn.co.jp/

民宿 三頭山荘

上野原市

0554-68-2248

https://www.yamanashi-kankou.jp/kankou/stay/mitouyama_sou.html

介山荘

甲州市

0553-33-2816

http://kaizansou.jp

甲斐の国 大和自然学校

甲州市

0553-48-2779

http://www.fitz-sc.com/yns/

川口園

甲州市

0553-44-2061

https://kawaguchien.jimdofree.com/

甲州市勝沼ぶどうの丘

甲州市

0553-44-2111 https://budounooka.com/

嵯峨塩鉱泉 嵯峨塩館

甲州市

0553-48-2621

https://sagashiokan.com

宏池荘

甲州市

0553-33-2033

https://kouchisou.com/

中村屋旅館

甲州市

0553-33-2078

http://www.nakamuraya-enzan.com/

笛吹川温泉 坐忘

甲州市

0553-32-0015

もしもしの家

甲州市

080-8820-9339 https://koushu-minka.jp/

山小舎 福ちゃん荘

甲州市

090-3147-9215 http://www.kcnet.ne.jp/~fukuchan/

ホテルルートイン山梨中央

中央市

050-5576-8201

ゲストハウス「下堂」

早川町

0556-45-3015

https://www.kusasio.com/

月夜見山荘

早川町

0556-45-2021

https://tsukuyomi-osukuni.com

西山温泉慶雲館

早川町

0556-48-2111

http://www.keiunkan.co.jp

西山温泉 元湯 蓬莱館

早川町

0556-48-2211

早川町営 光源の里温泉 ヘルシー美里

早川町

0556-48-2621

秘境冒険民宿 山人砦

早川町

080-2782-4408 https://www.yamode-toride.com/

いさご屋旅館

身延町

0556-62-0028

https://isagoya.minobu.jp

覚林坊

身延町

0556-62-0014

http://kakurinbo.jp

健康・旬彩の宿 ホテル守田

身延町

0556-36-0111

http://iyasu.com/

古民家宿るうふ 書之家

身延町

055-288-9016

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

下部ホテル

身延町

0556-36-0311

https://www.shimobe.co.jp/

宿院 智寂坊

身延町

0556-62-0149

http://www.minobu.info/kanko/view.php?mod=1&cod=&lod=1198192961

田中屋旅館

身延町

0556-62-1035

https://www.minobu-tanakaya.com/

樋澤坊

身延町

0556-62-0050

https://www.hinosawabo.com/

山本坊

身延町

0556-62-0041

https://yamamotobo.com/

湯元ホテル

身延町

0556-36-0021

http://www.shimobeonsen.com

湯宿梅ぞ乃

身延町

0556-36-0306

https://umezono.info/

旅館 山田屋

身延町

0556-62-0046

https://ryokanyamadaya.com/

奥山温泉

南部町

0556-66-3366

https://www.okuyama-onsen.com/

十枚荘温泉

南部町

0556-64-2246

https://jyumaiso-onsen.com/spa.html

そば宿 福いち

南部町

0556-66-2988

http://soba-fukuichi.jp/

船山温泉

南部町

0556-64-2343

http://www.funayama-onsen.com

民宿 山下荘

南部町

0556-64-2481

http://www.yamashitasou-kamanokuchi.jp/

国本屋旅館

富士川町

0556-22-3128

http://www7b.biglobe.ne.jp/~kunimotoya/index.html

増穂ふるさと自然塾

富士川町

0556-20-1080

https://www.town.fujikawa.yamanashi.jp/map/furusato/

ホテル昭和

昭和町

055-226-1521

http://hotel-showa.co.jp

北の勢堂

道志村

0554-52-2102

https://www.kitanosedo.com/

ゲストハウス喜多乃

道志村

0554-52-2102

https://www.airbnb.jp/rooms/20789385

三ッ峠グリーンセンター

西桂町

0555-25-3000

https://mitsutoge.jp/

一富士

忍野村

0555-84-2286

https://travel.rakuten.co.jp/HOTEL/56877/56877.html

忍野高原ホテル

忍野村

0555-84-3308

http://oshino-kougen-hotel.com/

センターハウス

忍野村

0555-84-2320

http://p-centerhouse.com/

民宿 松籟荘

忍野村

0555-84-2216

http://shouraisou.jp/

http://www.fuefukigawaonsen.com

https://www.route-inn.co.jp/hotel_list/yamanashi/index_hotel_id_686/

http://www.hayakawa-eco.com/misato/index.html

民宿 セイコウ荘

忍野村

0555-84-2393

http://www.seikousou.jp/

民宿 原の家

忍野村

0555-84-2075

http://www.mfi.or.jp/haranoya/

民宿 富士の家

忍野村

0555-84-2259

https://www.fujinoya-oshino.jp/

民宿 萬田屋

忍野村

0555-84-2271

旅館ふじとみた

忍野村

0555-84-3359

http://www.tim.hi-ho.ne.jp/innfuji/

癒しと潤いの杜 空雲土

山中湖村

0555-62-6185

http://www.cooto.jp

インターリゾート東屋

山中湖村

0555-65-7745

http://www.azumaya.me/

ヴィラ季節風

山中湖村

0555-62-3470

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

ヴィラ やまなみ

山中湖村

0555-62-4321

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

エクシブ山中湖

山中湖村

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

山中湖村

0555-65-9000

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

オステリア イゾラーナ

山中湖村

0555-62-4722

http://www.isolana.info/

お泊り処萌季

山中湖村

0555-62-0330

オーベルジュブーズアネックス

山中湖村

0555-65-7767

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

オーベルジュ秋桜

山中湖村

0555-62-2863

https://auberge-cosmos.com/

かっこう荘

山中湖村

0555-65-8638

https://kakkoso.info/

割烹旅館 芳野

山中湖村

0555-62-0823

http://yamanakako-yoshino.com/

株式会社サウンド・ビレッジ

山中湖村

0555-65-7213

http://www.soundvillage.co.jp

観湖荘

山中湖村

0555-65-8634

http://kankosoh.jp

Country House One

山中湖村

0555-72-9403

https://countryhouseone.com/index.html

カントリーホテル スターダスト

山中湖村

0555-62-2200

http://www.fujistardust.jp/

共立テニスロッヂ

山中湖村

0555-62-3003

http://kyoritsu.jp/

コテージ上機嫌

山中湖村

080-6884-8118 https://greentown.jp/cottage/

コテージ シルバースプレィ

山中湖村

0555-65-8065

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

コテージ・ペンション まりも

山中湖村

0555-65-6046

http://www.hanamarimo.com/

湖楽

山中湖村

0555-65-8117

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

三楽荘

山中湖村

0555-65-8106

http://sanrakusoh.com/

城山荘

山中湖村

0555-65-8026

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

庄栄荘

山中湖村

0555-65-8118

心海富士荘園

山中湖村

0555-62-2280

http://shinkaifuji.com

崇岳荘

山中湖村

0555-65-8137

http://yamanakako-suugakusou.com/

崇岳荘トレーラーハウス

山中湖村

0555-65-8137

http://yamanakako-suugakusou.com/

スポーツイン青山通り

山中湖村

0555-65-6676

https://si-aoyamadori.com/

スペランザ丸石

山中湖村

0555-65-8358

http://www.spem.jp/

タイニーハウスホテル森旅ぃ

山中湖村

050-3708-8842 https://ja.moritabby.com/

鉄板焼き＆ワインの旬宿 夢野樹

山中湖村

0555-65-7255

https://www.yumenoki.in/

東照館

山中湖村

0555-65-8750

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

ハーベストイン ブルーリボン

山中湖村

0555-20-2652

http://pension-blueribbon.com/

ハラマチロッヂ

山中湖村

0555-65-8251

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

PICA 山中湖

山中湖村

0555-62-4155

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

Villa Locagarden

山中湖村

0555-72-8931

http://www.locagarden.com/

Forest inn Chipmunk

山中湖村

0555-62-3122

http://forestinnchipmunk.com/

フォレストリゾート山中湖秀山荘

山中湖村

0555-62-5481

http://www.syuuzanso.com/

FOREST VILLA YAMANAKAKO

山中湖村

050-3504-9925 https://www.forestvilla-yamanakako.com/

撫岳荘

山中湖村

0555-62-1100

https://bugakusou.com/

富士重荘

山中湖村

0555-65-8115

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

富士と湖の宿 多賀扇

山中湖村

0555-62-1563

https://www.tagaoogi.jp/

富士マリオットホテル山中湖

山中湖村

0555-65-6400

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

富士山中湖ホテル

山中湖村

0555-62-2520

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

ぷちはうすココット

山中湖村

0555-28-1511

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

プライベートハウス バイロン

山中湖村

0555-20-2637

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

平和荘

山中湖村

0555-65-8208

ペンション アベニュー

山中湖村

0555-62-3080

http://y-avenue.com/

ペンション カントリーダイアリー

山中湖村

0555-62-1391

http://country-d.com

ペンション くりの木の下

山中湖村

0555-62-1026

http://www.kurinoki.jp/

ペンション ステップハウス

山中湖村

0555-65-7187

http://www.stephouse.info/

ペンション ぱうぜ

山中湖村

0555-62-1414

http://pause.jp

ペンション BEE Club

山中湖村

0555-62-3814

http://www.beeclub.jp/

ペンション ル・ラゴン

山中湖村

0555-62-3077

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

HOTEL ALEXANDER ROYAL RESORT YAMANAKAKO

山中湖村

0555-72-8084

https://www.hotelalexandergroup.com/

ホテル 山水荘

山中湖村

0555-62-1212

http://sansuiso1953.com/

ホテルマウント富士

山中湖村

0555-62-2111

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

ホテル美富士

山中湖村

0555-65-7811

http://www.hotel-mifuji.com/

ホワイトウイング

山中湖村

0555-65-8633

https://w-wing.net/

民宿 朝富士

山中湖村

0555-62-0724

山中湖畔荘 ホテル清渓

山中湖村

0555-62-0020

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

やぶき荘

山中湖村

0555-62-1076

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

山吹荘

山中湖村

0555-65-7030

ラコストリ山中湖

山中湖村

0555-65-8603

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

りす村別荘

山中湖村

0555-72-9662

https://www.risu-mura.com

リゾートイン愛

山中湖村

0555-65-8177

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

鹿鳴館

山中湖村

0555-65-8840

http://www.rokumeikan.info

鹿鳴館ヒルズ

山中湖村

0555-65-5055

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

ロッヂ花月園

山中湖村

0555-62-0025

https://kagetsuen.net/lodge/

ワイルドストロベリー

山中湖村

0555-73-8998

http://www.wildstrawberry.jp/

Wan's Resort 山中湖

山中湖村

0555-62-8811

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

富士の住み家 りぶらん

鳴沢村

0555-75-1789

http://www.liburanfuji.jp

富士満願ビレッジファミリーキャンプ場

鳴沢村

0555-28-6005

https://fuji-manganvillage.com/

富士緑の休暇村

鳴沢村

0555-85-2236

http://www.kyukamura.jp/

ペンション 四季彩

鳴沢村

0555-85-3993

http://fuji-shikisai.com/

森の家 久野屋

鳴沢村

0555-85-3155

http://www.hisanoya.com/

リゾートイン吉野荘

鳴沢村

0555-85-2260

http://yoshinosou.jp/

ID Stay Kawaguchiko

富士河口湖町

0555-75-0457

https://tocovel.com/

ID-STAY河口湖Ⅱ

富士河口湖町

0555-75-0457

https://tocovel.com/

ID-STAY河口湖Ⅲ

富士河口湖町

0555-75-0457

https://tocovel.com/

あかいし旅館

富士河口湖町

0555-72-0830

http://www13.plala.or.jp/aka-ishi/

足和田ホテル

富士河口湖町

0555-82-2321

https://www.asiwadahotel.co.jp

iine(いいね）

富士河口湖町

0555-75-0457

https://tocovel.com/

一富士荘

富士河口湖町

0555-72-0700

うぶや

富士河口湖町

0555-72-1145

https://www.ubuya.co.jp/

ヴィラ アンソレイユ

富士河口湖町

0555-76-5222

https://www.villa-ensoleille.jp/

エラーブル.Mt.Fuji 風

富士河口湖町

0555-75-0457

https://tocovel.com/

大伴リゾート グランピングコテージ

富士河口湖町

0555-76-8090

http://www.c-ban.com/

御師の家 うめやアネックス

富士河口湖町

0555-76-5181

https://aoaplan.jimdo.com/

ORIYA Mt.Fuji 錦、緑、雅

富士河口湖町

0555-75-0457

https://tocovel.com/

オレンジ・キャビン

富士河口湖町

0555-76-8720

http://www.orange-cabin.com

オレンジ・キャビン インディゴ・ヴィリジアン

富士河口湖町

0555-76-8720

http://www.orange-cabin.com

オレンジ・キャビン 京町屋

富士河口湖町

0555-76-8720

http://www.orange-cabin.com

温泉民宿 丸弥荘

富士河口湖町

0555-72-2832

http://www.maruyaso.jp/

KAINOSATO（合同会社かいの里）

富士河口湖町

花水庭おおや

富士河口湖町

0555-72-1212

https://www.kasuitei-ooya.co.jp/

ガストホフ メラージ

富士河口湖町

0555-76-6035

https://melange.jp/

風のテラス KUKUNA

富士河口湖町

0555-83-3333

https://kukuna.jp

割烹長濱旅館

富士河口湖町

0555-82-2128

http://nagahama-ryokan.com/

貸別荘 ウルルン河口湖

富士河口湖町

0555-76-7003

https:/www.aco.co.jp/ururun.k/

河口湖ヴィラ エフジェイリゾート

富士河口湖町

0555-28-7271

http://fj-resort.jp/

河口湖温泉寺 露天風呂の宿 夢殿

富士河口湖町

0555-72-6111

http://www.onsenji.com/

河口湖 貸別荘は り楽S

富士河口湖町

090-6923-9978 https://relax.kenko-1.jp/

河口湖カントリーコテージBan

富士河口湖町

0555-76-8090

河口湖コテージminami

富士河口湖町

070-3664-2944 http://k-c-minami.net/

河口湖コテージminami 別館

富士河口湖町

070-3664-2944 http://k-c-minami.net/k/

http://www.c-ban.com/

河口湖コテージゆうゆ

富士河口湖町

090-3085-1355

河口湖ステーションイン

富士河口湖町

0555-72-0015

http://www.st-inn.com/

河口湖レイクサイドホテル

富士河口湖町

0555-73-3111

http://lakeside.co.jp/

河口湖ロッジにいや

富士河口湖町

0555-73-1297

http://www16.plala.or.jp/k_niiya/

Cabin&Lounge HIGHLAND STATION INN

富士河口湖町

0555-21-6688

http://www.highlandstation-inn.com/

キャメロット

富士河口湖町

0555-73-1830

http://www.camelot-ltd.jp/

CAMP＆COTTAGE THE DOOR

富士河口湖町

0555-75-0450

https://the-door.jp/

魚眠荘

富士河口湖町

0555-82-2381

http://gyominsou.com/

くつろぎの宿 民宿 さざなみ

富士河口湖町

0555-82-2302

http://saiko-sazanami.com/

クレッシェンド（有）明昇舎

富士河口湖町

0555-76-8011

https://crescend.com/

ゲストハウス オレンジ・キャビン

富士河口湖町

0555-73-8009

http://www.gh-orangecabin.com/

Guesthouseふじさん

富士河口湖町

090-2338-6530 https://www.gh-fujisan.jp

COZY VACATION STAY KAWAGUCHIKO

富士河口湖町

0555-75-0457

https://tocovel.com/

湖南荘

富士河口湖町

0555-72-2166

https://www.konansou.com/

湖風の宿 あさふじ

富士河口湖町

0555-72-1259

https://www.asafuji.jp/ja-jp

湖舞家

富士河口湖町

0555-76-7606

http://www.aco.co.jp/komaya/index.php

湖楽おんやど富士吟景

富士河口湖町

0555-72-0010

http://www.fujiginkei.jp/

サニーデリゾート（株式会社フジパレス）

富士河口湖町

0555-76-6004

http://www.sunnide.com/

四季の宿 富士山

富士河口湖町

0555-83-3776

http://www.fujisan3776.asia/

秀峰閣 湖月

富士河口湖町

0555-76-8888

https://www.kogetu.com/

精進マウントホテル

富士河口湖町

0555-87-2200

https://www.shojiko.com

JINYA富士河口湖

富士河口湖町

0555-25-6701

Station Villa Habitacion Ｍt.Fuji

富士河口湖町

090-7353-7849

STELLA HOUSE GEMINI

富士河口湖町

090-9009-4404 http://stellahouse.jp/

STELLA HOUSE VEGA STELLA HOUSE ALTAIR

富士河口湖町

090-9009-4404 http://stellahouse.jp/

小さなホテル スターティングオーバー

富士河口湖町

0555-89-2191

https://starting-over.net/

ツーリストヴィラ河口湖

富士河口湖町

055-244-3881

http://global-stays.jp/tv.kawaguchiko/

時悠々 楽游

富士河口湖町

0555-72-1066

http://www.rakuyu.co.jp/

TOCORO. Mt.Fuji 卯月

富士河口湖町

0555-75-0457

https://tocovel.com/

TOCORO. Mt.Fuji 如月 弥生

富士河口湖町

0555-75-0457

https://tocovel.com/

Tocoro. Mt.Fuji 睦月

富士河口湖町

0555-75-0457

https://tocovel.com/

Tocoro. Mt.Fuji 葉月

富士河口湖町

0555-75-0457

https://tocovel.com/

富ノ湖ホテル

富士河口湖町

0555-72-5080

https://tominoko.net/

西宮荘

富士河口湖町

0555-72-1745

https://www.nisimiyasou.com/

登り坂ホテル

富士河口湖町

0555-72-5300

http://hotel-noborisaka.jp/

PICA 富士西湖

富士河口湖町

0555-20-4555

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

PICA Fujiyama

富士河口湖町

0555-28-6303

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

ビジネス&リゾートSAWAホテル

富士河口湖町

0555-72-4501

http://www.sawa-hotel.com/index.html

beautiful Mt.FujiA/B

富士河口湖町

0555-75-0457

https://tocovel.com/

風雅A/B

富士河口湖町

0555-75-0457

https://tocovel.com/

風林火山 勝山宿

富士河口湖町

055-244-3881

http://global-stays.jp/fk.katsuyama/index.html

フォレストリゾートコスモス

富士河口湖町

0555-76-6415

https://www.kawaguchiko-cosmos.com

富岳荘

富士河口湖町

0555-73-2647

https://r.goope.jp/fugakusou

富士河口湖リゾートホテル

富士河口湖町

0555-73-3888

https://fk-hotel.jp/

富士クラシックホテル

富士河口湖町

0555-89-3600

http://fujiclassic-hotel.jp/

Fuji kurasu 響

富士河口湖町

0555-75-0457

https://tocovel.com/

富士ゲストハウス蒼

富士河口湖町

0555-75-1660

ふじざくらイン

富士河口湖町

0555-72-5100

https://www.fujizakura-inn.jp

富士山金魚

富士河口湖町

0555-75-0457

https://tocovel.com/

富士山リゾートホテル

富士河口湖町

0555-83-5550

https://fujisanresort.com/

富士タイムトラベラー玉手箱

富士河口湖町

0555-75-0457

https://tocovel.com/

FUJI TRIP HOUSE

富士河口湖町

090-9009-4404 http://fujitrip.net/

FUJI TRIP HOUSE AMBER

富士河口湖町

090-9009-4404 http://fujitrip.net/

富士乃蔵 数奇屋

富士河口湖町

080-4077-7893 https://www.airbnb.jp/rooms/43916030

富士乃蔵 ビレッジ

富士河口湖町

080-4077-7893 https://www.airbnb.jp/rooms/17670470

富士の宿おおはし

富士河口湖町

0555-72-0500

http://www.hotel-ohashi.com

富士ビューホテル

富士河口湖町

0555-83-2211

https://www.fujiview.jp/

フジプレミアムリゾート

富士河口湖町

0555-73-1168

https://fuji-premium-resort.jp/

富士レークホテル

富士河口湖町

0555-72-2209

https://www.fujilake.co.jp

プチホテルマーメイド

富士河口湖町

0555-76-6920

http://auberge-mermaid.com/

Furaku

富士河口湖町

フレンドリーイン ぴ～ぷる

富士河口湖町

0555-76-6069

www.kawaguchiko-people.com

ペンションあみ

富士河口湖町

0555-76-6855

http://www.pension-ami.com/

ペンション おおきな木

富士河口湖町

0555-76-7966

http://www.kawaguchiko.ne.jp/~ookinaki/

ペンションクレヨン

富士河口湖町

0555-76-6911

https://www.p-crayon.net/index.html

ペンション ペイネ

富士河口湖町

0555-76-7258

http://www.peynet.jp

ペンション ミルターレ

富士河口湖町

0555-76-6052

https://mirutare.info/

ペンションMoonLight

富士河口湖町

0555-76-6447

https://www.p-moonlight.com/

ペンション モーニングサラダ

富士河口湖町

0555-76-6812

http://www.kawaguchiko.ne.jp/~k-1996/

ペンション ラヴィン スプーンフル

富士河口湖町

0555-73-2296

http://lovin.jp

ペンション ローザンヌ

富士河口湖町

0555-76-6656

http://www.lausanne.jp

ホテル＆レストラン イエスタデイ

富士河口湖町

0555-83-2481

http://www.kawaguchiko-yesterday.com

ホテルルートイン河口湖

富士河口湖町

0555-72-1011

https://www.route-inn.co.jp/hotel_list/yamanashi/index_hotel_id_36/#

ホテルレジーナ河口湖

富士河口湖町

0555-20-9000

https://kawaguchiko.regina-resorts.com/

ほとりのホテルBan

富士河口湖町

0555-72-9001

https://www.hotorino.com/

ほとりのテラスBan

富士河口湖町

0555-72-9001

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

Bon Moment A/B

富士河口湖町

0555-75-0457

https://tocovel.com/

Mt.View A/B

富士河口湖町

0555-75-0457

https://tocovel.com/

Mt. Fuji Resort Club 蒼SOU

富士河口湖町

0555-75-0547

https://tocovel.com/

マミアーナビレッジ

富士河口湖町

0555-73-3269

http://mamiana-v.com/

Ma Maison Mt.Fuji河口湖

富士河口湖町

0555-75-0457

https://tocovel.com/

丸富荘

富士河口湖町

0555-83-2706

http://y-marutomi.com/

湖のホテル

富士河口湖町

0555-72-1234

http://mzn.jp/

民宿 永和

富士河口湖町

0555-72-2405

http://eiwa-kawaguchiko.com

民宿 松屋

富士河口湖町

0555-82-2501

http://www.mfi.or.jp/miura1030/

民宿 やまと

富士河口湖町

0555-76-6438

http://www.kawaguchiko.ne.jp/~yamato/

本栖湖スポーツセンター

富士河口湖町

0555-87-2887

http://motosukosc.com/

山岸旅館

富士河口湖町

0555-72-2218

https://www.yamagisi.jp/

山田屋ホテル

富士河口湖町

0555-87-2311

http://www.shoujiko.com/

湯けむり富士の宿 大池

富士河口湖町

0555-72-2563

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

夢富士

富士河口湖町

0555-75-1548

https://www.yumefuji.com/

夢宿三代目まえふじ

富士河口湖町

0555-72-0678

https://www.gohantei-maefuji.com/

ラビスタ富士河口湖

富士河口湖町

0555-76-5220

https://www.hotespa.net/hotels/kawaguchiko/

ラ・ポサーダ

富士河口湖町

0555-76-7720

http://posada.jp/

リゾートペンションもとす

富士河口湖町

0555-87-2454

https://motosu.net/

レイクヴィラ河口湖

富士河口湖町

0555-76-8550

http://www.mfi.or.jp/lakevila

レイクランドホテル みづのさと

富士河口湖町

0555-72-1831

http://www.mizunosato.jp/

麗峰

富士河口湖町

0555-76-7634

http://kawaguchiko-reihou.com/

レジーナリゾート富士

富士河口湖町

0555-73-4411

https://www.regina-resorts.com/fuji/

旅館 熔岩温泉

富士河口湖町

0555-72-2260

http://www.yougan.com/#

旅館 若富士

富士河口湖町

0555-72-0858

https://wakafuji.jp/

Rental Villa Engawa House ベル館

富士河口湖町

080-6562-8777 https://goo.gl/maps/aXFx3cJDSzzJdxwH7

ログコテージ オレンジ・キャビン

富士河口湖町

0555-76-8720

http://www.orange-cabin.com

ロングヒルズ

富士河口湖町

0555-73-1850

http://gyousei-houmu.com/long/

和楓ゲストハウス柏や

富士河口湖町

0555-72-0343

https://gh-kashiwaya.com

若草の宿丸栄

富士河口湖町

0555-72-1371

https://maruei55.com/

若水荘

富士河口湖町

0555-72-2256

http://wakamizusou.jp

小菅村

0428-87-0235

http://www.hiroseya.com

丹波山村

0428-88-0523

https://tabayama-kobu.jp

廣瀬屋旅館
甲武キャンプ村

やまなしグリーン・ゾーン宿泊割り
山梨県民限定期間中 対象事業者一覧
準備中
※【山梨県民限定やまなしグリーン・ゾーン宿泊割り】プラン準備中の施設の一覧です。
※各宿泊施設の支援金には限りがあります。
※販売開始時期や販売状況は宿泊施設によって異なります。
※詳細は各宿泊施設へお問い合わせください。

施設名

市町村

連絡先

WEBサイト

KAWADA

甲府市

080-8887-7946

甲府ワシントンホテルプラザ

甲府市

055-232-0410

http://washington.jp/kofu/

ホテルニューステーション

甲府市

055-253-8181

http://www.nshotel.jp/

月江苑

富士吉田市

090-9106-6569 https://www.airbnb.jp/rooms/44541230

ビジネス＆ファミリー 旅じや

富士吉田市

0555-20-0500

http://www.tabijiya.jp/

Hostel1889

富士吉田市

0555-73-8199

https://hostel1889.theblog.me/

Megu Fuji 2021

富士吉田市

0555-28-5750

https://www.facebook.com/megufuji2021

宿ぽっぽや

都留市

0554-37-0749

http://yado-poppoya.com/

アグリーブルむかわ

北杜市

0551-26-3880

http://www.agrieable.jp/

アグリーブルむかわ コテージ

北杜市

0551-26-3880

http://www.agrieable.jp/

ウェルネスガーデン本館 宿泊棟

北杜市

0551-36-5000

https://wellness.megaminomori.com

貸別荘八ヶ岳石堂ガーデン ちから荘

北杜市

0551-38-1488

http://chikarasou.yamagomori.com/

カントリーインオーチャードハウス

北杜市

0551-48-2929

http://www.orchardhouse.jp

清里高原ホテル

北杜市

0551-20-8111

https://kiyosato.izumigo.co.jp

Komaki Vineyard

北杜市

0551-36-5188

https://komaki-vineyard.com/

津金楼

北杜市

0551-45-0711

https://tsuganerou.com/

ネオオリエンタルリゾート八ヶ岳高原

北杜市

0551-38-2336

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

バーク清里

北杜市

0551-48-5060

ペンション カントリーママ

北杜市

0551-36-4621

http://p-mama.net/

女神の森 ホリスティックセンター/ルラシュ

北杜市

0551-36-5000

https://wellness.megaminomori.com/

るいーだ

北杜市

090-3142-4862

季節のお宿ひみね

笛吹市

055-264-2729

ホテルやまなみ

笛吹市

055-262-5522

http://hotelyamanami.com

旅館笛吹川

笛吹市

055-262-3545

http://www.fuefukigawa.co.jp/

旅館 深雪温泉

笛吹市

055-262-4126

http://www.kanjukunoyu.com/miyuki/

民宿 大善寺

甲州市

0553-44-0027

http://daizenji.org/

古湯坊 源泉舘

身延町

0556-36-0101

https://gensen1126.jp/

林蔵坊

身延町

0556-62-0111

泊まれるコワーキングスペース五番地

南部町

0556-64-8087

https://gobanchi.com

富士川町

0556-22-0008

http://www.ichiyanagi-h.co.jp

甲府昭和温泉ビジネスホテル

昭和町

055-275-7755

http://www.kofusyowaonsen.com/

レイク忍野

忍野村

0555-84-2131

https://lakeoshino.com

コンテナワークスin山中湖

山中湖村

03-6416-1240

https://containerworks.jp/stay/

庭園茶寮山中湖

山中湖村

0555-62-0519

http://www.teiensaryo.com

ハートイン山中湖

山中湖村

0555-65-8818

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

ペンション 青い風

山中湖村

0555-65-8088

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

レークヴィラ東山

山中湖村

0555-65-8705

https://lv-higashiyama.com/

レイクロッジ ヤマナカ

山中湖村

080-9285-9528 http://lakelodgeyamanaka.com/

レストランホテル茶居夢

山中湖村

0555-65-6600

https://www.cyaimu.com/

villa hanasaku

富士河口湖町

0555-75-0457

https://tocovel.com/

Villa Fuji Bon Voyage

富士河口湖町

0555-75-0457

https://tocovel.com/

VILLA BONDS

富士河口湖町

0555-73-9515

http://villa-bonds.jp

villa yawaragi

富士河口湖町

0555-75-0457

https://tocovel.com/

Erable Mt.fuji 禅

富士河口湖町

0555-75-0457

https://tocovel.com/

河口湖倶楽部

富士河口湖町

0555-72-0554

http://kawaguchikoclub.wixsite.com/since1989

河口湖コテージスペルバ・ヴィスタ

富士河口湖町

0555-72-1566

http://superba-vista.com/

くつろぎのやど泰平館

富士河口湖町

0555-72-1849

http://www.mfi.or.jp/taihei/

コテージ鎌倉

富士河口湖町

0555-76-7120

ザ グラン リゾート プリンセス富士河口湖

富士河口湖町

0555-72-3711

https://okura-club-hotels.com/fujikawaguchiko/

富士の森ホテル

富士河口湖町

0555-28-5188

http://www.fujinomorihotel.jp/

Frame view Mt.fuji

富士河口湖町

0555-75-0457

https://tocovel.com/

ペンションキャンドル

富士河口湖町

0555-76-7828

https://r.goope.jp/candle

ペンションZozan

富士河口湖町

0555-72-9888

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

ペンション蘭峰

富士河口湖町

070-3960-0002

ホテル光風閣くわるび

富士河口湖町

0555-82-2922

https://www.hamayouresort.com/

ホテル湖龍

富士河口湖町

0555-72-2511

https://hotel-koryu.jp/

ホテルニューセンチュリー

富士河口湖町

0555-72-1422

http://www.hotel-newcentury.com/

Mt.Fuji Resort Club 粋

富士河口湖町

0555-75-0457

https://tocovel.com/

Mt.Fuji Resort Club 雅

富士河口湖町

0555-75-0457

https://tocovel.com/

旅館 クラブ ラ フェスタ

富士河口湖町

0555-72-0665

http://www.lafesta.jp/

ロイヤルホテル河口湖

富士河口湖町

0555-73-2228

http://www.fuji-royalhotel.jp/

いち柳ホテル

やまなしグリーン・ゾーン宿泊割り
山梨県民限定期間中 対象事業者一覧
販売終了
※【山梨県民限定やまなしグリーン・ゾーン宿泊割り】プランを販売終了した施設の一覧です。
※各宿泊施設の支援金には限りがあります。
※販売開始時期や販売状況は宿泊施設によって異なります。
※詳細は各宿泊施設へお問い合わせください。

施設名

市町村

連絡先

富士山リゾートログハウス ふようの宿

富士吉田市

0555-28-5525

https://www.fuyo-no-yado.jp/

水明荘

市川三郷町

055-272-1030

http://shibirekosms.sub.jp/

農泊「ちかはぎ空の家」

市川三郷町

090-1810-1564 http://www.kuuhouse.info/

Jmhouse

西桂町

090-6301-4139

WEBサイト

