
地区 施設名 地区 施設名

前坂 ニューほしば 新田 bird-house　しまき

前坂 お宿おばたけ 新田 いなかの宿　さわ

中尾 フォーリストの森 新田 ゆかり荘

中尾 民宿　かねか荘 新田 逸楽荘

中尾 じょんのびな宿　よえむ 新田 愛岳荘

中尾 ヴィラサウスふじ 新田 リゾートインあべ

中尾 ベルク丸金屋 新田 梅之屋

中尾 リゾートハウス　ふるさと 新田 いちかわ荘

中尾 愛徳 新田 サンライズ明治屋

中尾 ラ・フォーレつくしんぼ 新田 Peanuts House くまくま

中尾 さつき荘 新田 高木屋

中尾 森の宿　こぐまの家 新田 アケビ荘

中尾 ペンション　ファミールヤマネ 新田 ウッディハウス満月

中尾 アーブルメゾンにしかた 新田 エスポワール・エビス

中尾 パール吉越 新田 大沢荘

中尾 柄沢荘 新田 まさぞう

中尾 ペンション佐藤 新田 ミツバチまあ家

中尾 喜楽荘 新田 こじま

中尾 マウントサイドにしなみ 新田 上の山

中尾 長八荘 新田 ホットイン　トウゴロウ

中尾 うちはん 新田 やまたつ

中尾 Villa Nozawa 新田 民宿モリ

中尾 Welcomeブリック　内田屋 新田 あぜとし

中尾 山水 新田 和のやど　なぐも

中尾 アップルインたかさか 新田 Land haus あぜがみ

中尾 内文荘 新田 もみの木

中尾 シャレー野沢 新田 お宿　藤兵衛

中尾 丸中ロッヂ 新田 ヴィラカタシオ

中尾 ゲンベ荘 新田 竹屋

中尾 門脇館 新田 お宿あけびや

中尾 四季の宿しなざわ 新田 お宿　上昌

中尾 ラ・ネージュＭＭ 新田 ハウスもくりん

中尾 山三荘 新田 四季の宿　河達

中尾 ヴィラ・クボタ 新田 Nozawa Central

中尾 Altitude Nozawa 新田 Nozawa Dream Central

中尾 NOZAWA PEAKS 新田 ザ・リッジリゾート野沢

中尾 Akari House 十王堂 若ぎり

中尾 ゲストハウスAsaichi 十王堂 いまでや

中尾 Holiday Home Nozawa 十王堂 くつろぎの宿　池元

中尾 ｎｏｚａｗａｓｎｏｗ 十王堂 民宿　源六
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十王堂 シーファミーリエ森紀 十王堂 民宿よしや

秋葉 民宿山口 松葉 富半

秋葉 デンセイ 松葉 ロッヂ　ウエノスキー

秋葉 あたらしや 松葉 げんたろう屋

秋葉 くつろぎのお宿　まるじ 松葉 ユートピア

秋葉 モルゲンロートやまざき 松葉 民宿もとや

秋葉 ロッヂゆきやま 松葉 スポーツハウス糀屋

秋葉 ファミリーハウス銀嶺 松葉 御宿野沢屋

秋葉 美野屋 松葉 奥信濃の宿 宮の脇

秋葉 ロッヂ　まるしげ 松葉 和風ペンションみやざわ

秋葉 勘七園 大湯 旅館さかや

秋葉 湯の宿トミケン 大湯 野沢温泉ホテル

秋葉 上ノ平山荘 大湯 千歳館

秋葉 Kaiya Nozawa 大湯 リゾートイン・チトセ

松葉 御殿ぜんざぶろう 大湯 ホテル　ハウスサンアントン

松葉 山崎屋 大湯 清風館

松葉 おやど　こうじ 大湯 常盤屋旅館

松葉 丸賢山荘 大湯 そおゆ

松葉 野沢温泉　小松屋 大湯 宮坂屋

松葉 鈴森 大湯 リゾートハウス高原

松葉 笹久 大湯 どぶろくの宿　山ぼうし

松葉 くつろぎの宿　静 大湯 ピュア長坂

松葉 がんざ 大湯 やまや山荘

松葉 とよさと 大湯 マウンテンサイド大竹

松葉 湯宿とうふや 大湯 憩の宿　竹栄

松葉 ふれ愛の宿　やすらぎ 大湯 勇山荘

松葉 民宿かまた 大湯 ロッヂ　ハーネンカム

松葉 ロッヂ　ナカジマ 大湯 四季の宿　河廣

松葉 民宿モノミ 大湯 ペンション　シュネー

松葉 お宿　たまゆら 大湯 山のホテル大瀧

松葉 御宿　友八 大湯 ペンション　タンネンホッフ

松葉 サンシャインキョウヘイ 大湯 Kamoshika

松葉 Bamboo-Hill ささおか荘 大湯 狸 tanuki nozawa

松葉 ごんにむ荘 大湯 野沢温泉ロッヂ

松葉 富一屋 大湯 Iroha Nozawa

松葉 リポーズハウス上野館 河原湯 末広屋旅館

松葉 米太郎 河原湯 ますや旅館

松葉 Gasthofかずみ 河原湯 三十苅荘

松葉 笹屋 河原湯 山田屋旅館

松葉 ナイス信濃荘 河原湯 ペンション魚安
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松葉 ロッヂまつや 河原湯 和らぎの宿　まつばや

麻釜 奈良屋旅館 麻釜 桐屋旅館

麻釜 村のホテル　住吉屋 横落 御宿　池分

麻釜 麻屋 横落 民宿　和

麻釜 畔上館 横落 Ｆｕｊｉｙｏｓｈｉ

麻釜 おぢさん荘 横落 ゆら

麻釜 民宿　宮川 横落 野沢温泉ベースキャンプ

麻釜 SHIRO APARTMENTS 横落 Winterland Lodge

真湯 かごしま荘 横落 河竹

真湯 リゾートイン千春 横落 リゾートペンション　カスミ

真湯 野沢グランドホテル

真湯 野沢ビューホテル嶋田屋

真湯 御宿ふぶき

真湯 Yoji Nozawa

真湯 レジデンス寧

真湯 ひめ長

寺湯 河一屋旅館

寺湯 中島屋旅館

寺湯 御宿　三河屋

寺湯 いけしょう

寺湯 はとぐるま　かわばた

寺湯 かじや

寺湯 ラ・フォーレやまね

寺湯 お宿てらゆ

寺湯 かわもとや

寺湯 アドレス野沢

寺湯 富田屋

寺湯 熊の手ロッジ

横落 やすらぎの宿　白樺

横落 静泉荘

横落 塚原荘

横落 八右衛門

横落 朝日屋旅館

横落 Gasthof SchiHeil

横落 旅の宿ちょうちんや

横落 民宿　池田屋

横落 ロッジでんべえ

横落 ペン宿はまや

横落 まるとや

横落 とらや






