
信濃おおまち☆宿泊キャンペーン【第5弾】参画宿泊施設一覧

エリア 宿泊施設名 販売状況 住　　　所 TEL 申込方法
キャンペーン

併用可否
除外日

黒部観光ホテル 完売 大町市平2822 0261-22-1520 電話・HP・じゃらん・楽天・るるぶ・一休等 可

立山プリンスホテル 完売 大町市平2884-10 0261-22-5131 電話・HP・じゃらん・楽天・るるぶ・一休・AGT 可

緑翠亭　景水 完売 大町市平2884-13 0261-22-5501 電話・HP・じゃらん・楽天・AGT 可

黒部ビューホテル 完売 大町市平2891-2 0261-22-3515 電話・HP・じゃらん・楽天・一休・AGT 可

旅館叶家 完売 大町市平2870-4 0261-23-4500 電話・HP・じゃらん・楽天・AGT等 可

ホテル夢の湯 残り僅か 大町市平2889-4 0261-22-2611 電話・HP・じゃらん・楽天・一休 可

ときしらずの宿　織花 完売 大町市平2065-1 0261-23-2000 電話・HP・じゃらん・楽天・るるぶ・一休等 可
4/11~15

4/29~5/1,3,4

アルペンルートホテル 完売 大町市平2861-4 0261-85-2299 電話・HP・メール・FAX・じゃらん・楽天・るるぶ等 可

星野リゾート　界 アルプス 完売 大町市平2884-26 0570-073-011 HP 可 特定日

黒部サンバレーホテル 完売 大町市平2884-7 0261-85-4037 電話・HP・楽天・るるぶ・Expedia・AGT等 可

カナディアンビレッジ　モントリオール 完売 大町市平1040 0261-23-3232 電話・HP・メール・じゃらん・楽天 可 4/29~5/4

マルハン爺ガ岳ロッヂ 完売 大町市平4817 0261-22-8453 電話・HP・メール・FAX・じゃらん 可

ゲストルームふる里村工芸館 完売 大町市平2860-12 0261-85-2155 電話・HP・メール・FAX・じゃらん・楽天・るるぶ等 可

ANAホリデイ・インリゾート信濃大町くろよん 完売 大町市平2020 0261-22-1530 電話・HP・じゃらん・楽天・るるぶ・一休・Relux 可

ヴィラナゲットイン 完売 大町市平1955-443 0261-72-5880 電話・HP・メール・FAX・Booking.Com・旅ﾈｯﾄ信州 可

愛犬と泊まる宿　春の庭 完売 大町市平2661-6 090-9940-7369 HP 可

七倉山荘 残り僅か 大町市平2118-37 0261-22-4006 電話・HP・じゃらん 可 特定日

温宿かじか 残り僅か 大町市平2106 0261-22-1311 電話・HP・FAX・じゃらん・楽天・るるぶ・AGT等 可 4/11~5/5

仙人閣 受付中 大町市平2118 0261-22-3211 電話 可

高瀬館 残り僅か 大町市平2118-13 0261-22-1446 電話・楽天・Yahoo 不可

ホテルルートイン信濃大町駅前 完売 大町市大町3167-7 050-5576-7888 電話・HP・じゃらん・楽天 可

旅館七倉荘 残り僅か 大町市大町3061 0261-22-1564 電話・HP・じゃらん・楽天・るるぶ 可

山岳旅館いとう 完売 大町市大町4150 0261-22-0487 電話・FAX・じゃらん・るるぶ 可

ペンション　森のみち草 完売 大町市社1370-3 0261-85-5205 電話・じゃらん・楽天 可

竹のや旅館 残り僅か 大町市大町3059 0261-23-1111 電話・HP・メール・FAX・じゃらん・楽天・るるぶ等 可

ゲストハウス　アルペンブルー 残り僅か 大町市常盤5740-10 0261-85-4661 電話・FAX・メール 可

丸勝旅館 完売 大町市大町2664 0261-22-1007 電話・HP・FAX・じゃらん・楽天 可

美浪荘 完売 大町市平10594 0261-22-1820 電話・メール・FAX・るるぶ 不可

民宿やまく館 完売 大町市平10457 0261-22-1889 電話・HP・メール 可

ねまるちゃテラス 完売 大町市平10731 0261-85-4584 HP・メール 可

アルペンハイム山正旅館 残り僅か 大町市平10595 0261-22-1027 電話・HP・楽天 不可

KASUKE3rd 受付中 大町市平10908 0261-85-0752 電話・FAX 可

カントリーインキャンプ 残り僅か 大町市平23112-9 0261-23-1445 電話・HP・メール 可 特定日

民宿志も 完売 大町市平19750-1 0261-23-1511 電話 不可

やまなか館 完売 大町市平19820-1 0261-22-2067 HP・メール・FAX 可

中綱館 完売 大町市平19761 0261-22-3341 電話・HP・FAX 可

マウンテンロッジWiz 残り僅か 大町市平20643 0261-23-1336 電話・じゃらん・楽天・ヤフートラベル 可

ラウム山荘 残り僅か 大町市平23011 0261-23-1730 電話・HP・じゃらん・楽天・Booking.Com 可

フォレストイン上手屋 完売 大町市平20003 0261-23-1331 電話・FAX 可

民宿柏屋 完売 大町市平19792 0261-22-2338 電話 不可

鹿島槍スポーツヴィレッジ 完売 大町市平20490-4 0261-23-1231 電話・HP 可

プチペンション　アルファ 完売 大町市平21773 0261-23-1043 電話・HP・メール・FAX・じゃらん・楽天 可

美麻 ぽかぽかランド美麻 完売 大町市美麻16784 0261-29-2030 電話・HP・じゃらん・楽天・一休・るるぶ 可

八坂 信州金熊温泉　明日香荘 完売 大町市八坂1160 0261-26-2301 電話・HP・メール・FAX・じゃらん・楽天 可

※販売状況や申込方法の最新情報は各施設でご確認下さい。 令和4年6月29日現在
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https://www.kurokan.com/
http://www.tateyamaprince.co.jp/
https://www.keisui.jp/
http://www.kurobeview.co.jp/
http://kanoya.info/
http://www.dreamspa.jp/
http://www.oribana.jp/
http://www.alp-h.com/
https://hoshinoresorts.com/ja/hotels/kaialps/
http://www.kurobe-sunvalley.com/
https://www.canadianvillage.jp/
http://lodge.sakura.ne.jp/
https://furusatomura-kougeikan.com/
https://kuroyon.holidayinnresorts.com/
http://www.nuggetinn.net/
https://www.haru-no-niwa.com/
http://www.webmarunaka.com/nanakura/
https://onjuku-kajika.com/
http://www.takasekan.com/
https://www.route-inn.co.jp/hotel_list/nagano/index_hotel_id_691/
https://nanakurasou.com/
http://morinomichikusa.com/
http://www.oomachi-takenoya.com/
https://alpenblue.sakura.ne.jp/home/
https://maruka2.com/
http://www.yamaku.info/
https://www.nemarucha-terrace.jp/
http://www.alpenhaime.gr.jp/
https://www.kasuke3rd.com/
http://cicamp.net/
http://www.yamanakakan.jp/
http://www.dhk.janis.or.jp/~nakatuna/
http://ml-wiz.jp/
http://www.mjnet.ne.jp/wadeya/
https://www.kashimayari.net/
https://www.janis.or.jp/users/p_alpha/
https://miasa-pokapokaland.com/
http://asukasou.net/

