
市町村 No 施設名 送迎の有無 野辺山駅まで 電話番号 FAX番号 メールアドレス ご予約方法など 男女別相部屋 自社施設サイト

1 ホテル和泉館 有 車：15分 0267-96-2106 0267-96-2958 yoyaku@izumikan.com お電話 有り http://izumikan.com/

2 星と山の宿　りんどう 有 車：15分 0267-98-2306 0267-98-2729 rindo@avis.ne.jp お電話・メール 有り http://www.avis.ne.jp/~rindo/

3 ペンション ドライブ気分 有 車：10分 0267-98-3225 0267-91-1032 owner@yado-drive.com お電話・FAX・メール 有り http://www.yado-drive.com/

4 ペンション 森のふぁみりい 有 車：10分 0267-98-3308 0267-98-3346 pension@morifami.jp お電話・メール・楽天トラベル 有り http://morifami.jp/

5 ペンション シーナックキャビン 有 車：10分 0267-98-4179 0267-98-4179 ‐ 自社サイト 無し http://www.sy-nak.com/sy-nak.htm

6 ペンション　さんかくじょうぎ 有 車：10分 0267-98-2795 0267-98-2838 sankaku-y@bc.wakwak.com お電話・Faｘ・メール・自社サイト 無し https://y-sankaku.com/

7 ペンション高原野菜 有 車10分 0267-98-3113 0267-98-3116 ‐ お電話 有り http://www.dia.janis.or.jp/~kogen-y/

8 ペンション かんだんけい 有 車：10分 0267-98-3109 0267-98-3351 kandan-k@ytg.janis.or.jp お電話・メール・自社サイト　20日宿泊のみ受付 有り https://kandankei.com/

9 帝産ロッヂ 有 車：5分 0267-98-2861 0267-98-2866 ultra@teisanlodge.com お電話・メール 有り http://www.teisanlodge.com/

10 ロッジ最高地点 無し 徒歩：5分 0267-98-2500 0267-98-2351 ‐ お電話・素泊まりのみ 有り http://www.ytg.janis.or.jp/~iori/

11 高原旅館　野辺山荘 無し 徒歩：5分 0267-98-2027 0267-98-2273 info@nobeyamaso.com 自社サイト 無し http://nobeyamaso.com

12 リゾートイン黒岩荘 無し 徒歩：5分 0267-98-2264 0267-98-3050 info@kuroiwasou.jp 自社サイト・楽天トラベル 有り http://www.kuroiwasou.jp/

13 旅人の宿 こっつぁんち 有 車：5分 0267-98-2817 ‐ kottsuanchi@gmail.com お電話・メール 有り https://canadianrocky.net/

14 ペンション ホルン 有 車：5分 0267-98-3655 0267-98-3344 ‐ お電話・FAX 無し http://witch.cside2.jp/horn/

15 滝沢牧場 牧場の宿 馬小屋 有 車：5分 0267-98-2222 0267-98-3422 t-bokujo@mx1.avis.ne.jp お電話・メール 無し http://www.takizawa-bokujo.jp/

16 八ヶ岳グレイスホテル 有 車：5分 0267-91-9515 0267-91-9516 info@y-grace.com お電話自社サイト 無し https://www.y-grace.com/

17 ロッジ飯盛山 有 車：10分 0551-48-2975 0551-48-2975 ‐ お電話 有り ‐

18 ロッジ しんたく山荘 有 車：10分 0551-48-2155 0551-48-4107 toumyounobeyama@gmail.com お電話・メール 有り http://www.sintaku34.com

19 民宿 閑静荘 有 車：30分 0267-78-2016 0267-78-2378 ‐ お電話・20日宿泊のみ受付 有り ‐

20 立原高原キャンプ場 無 40分 0267-78-2907 0267-78-2907 tateharacamp8513@ytg.janis.or.jp お電話 無 http://shop.asama-de.com/b/tatehara/

21 立原高原ビレッジ 無 40分 0267-78-2133 0267-78-2966 ‐ お電話　素泊まりのみ 無 http://tatehara-village.o.oo7.jp/

22 ホテル 野辺山 無し 送迎無し 0267-91-1200 0267-98-3333 ‐ お電話にて、素泊まりのみ受付 有り http://www.chateraiseresort.co.jp/HOTEL/

23 三鷹市自然の村 有 車：25分 0267-97-3206 0267-97-3207 mitaka@mx2.avis.ne.jp お電話・FAX・メール 有り http://www.sizennomura.jp/

北相木村 24 相木荘 有 車：30分 0267-77-2136 0267-77-2136 ‐ お電話・自社サイト 有り http://www.momo-papa.com/aikisou/index.htm

25 リゾートイン 立花屋 有 車30分 0267-93-2201 0267-93-2203 cohan@ytg.janis.or.jp お電話・メール 無し https://resortinn-tachibanaya.jp/

26 シャトレーゼリゾート 小海リエックスホテル 無し 送迎無し 0267-93-2211 0267-93-2639 info@reex.co.jp お電話 無し http://reex.co.jp/KOUMI/HOTEL/

27 佐久屋 無 送迎無し 0267-88-6521 ‐ ‐ お電話 無 ‐

28 たばた館 無 送迎無し 0267-93-2465 ‐ ‐ お電話 無 ‐

29 大すみ屋 無 送迎無し 0267-93-2717 ‐ ‐ お電話 無 ‐

30 ペンション ぷちはーぶ 無 車：40分 0267-88-3155 ‐ info@p-herb.net お電話・メール 無 http://www.p-herb.net/

31 篠屋旅館 無 車：40分 0267-88-2035 ‐ yachiho-kei@mtc.biglobe.ne.jp お電話のみ 有り https://yachiho-kogen.jp/article/shinoya-2/

32 ペンション ラ・ルゥ 無 車：40分 0267-88-7744 ‐ ‐ お電話のみ 無 https://pension-larue2020.com

33 ロッジ 八ヶ嶺 無 車：40分 0267-88-2567 0267-88-3960 webmaster@yatsugane.com お電話のみ 無 https://www.yatsugane.com/

34 ロッジ エルケーナ 無 車：40分 0267-88-4567 0267-88-2681 shirakomaso@yachiho-montblanc.com お電話のみ 無 https://yachiho-montblanc.com/elkena/index.html

35 こもれび山荘 無 車：40分 0267-88-4408 ‐ ‐ お電話のみ 無 http://www.komorebisansou.click/index.html

36 八千穂山荘 応相談 車：40分 0267-88-3533 0267-88-3533 sansou_yachiho@yahoo.co.jp お電話・メール 応相談 https://yachiho.jp/

※野辺山駅までの送迎時間等は各宿までお問い合わせください。
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