軽井沢宿泊プレミアムクーポン券対象宿泊施設一覧
施設名称
軽井沢ホテルパイプのけむり
軽井沢ホテル ロンギングハウス
ハイランド イン イーズ
ルグラン旧軽井沢
つるや旅館
ペンション&ログコテージ星の子
旅館 いこい山荘
ライジングフィールド軽井沢
GREENSEED軽井沢
あさぎり荘
かしわ荘
ララビー 軽井沢
コテージ＆ペンションラブサーティ
K's Village Karuizawa
ホテルハーヴェスト軽井沢
旧軽井沢ホテル音羽ノ森
ルグラン軽井沢ホテル＆リゾート
キャンディタフト
軽井沢ストーンペンション＆コテージ
ペンション軽井沢フォーレスト
カスティール
ペンション ぱる
ウィステリア軽井沢
ペンショングラスホッパー
軽井沢ホテルそよかぜ
SORA HOTEL KARUIZAWA OUTLET
和みの宿軽井沢
軽井沢LogHOTEL塩沢の森
フォレストガーデン軽井沢
リブマックスリゾート軽井沢フォレスト
リリホテル&新ハワイ料理 カパルア軽井沢
リゾートイン グリーン軽井沢
むかいはなれやま荘
ル・モンヴェール
高峰荘
アメリーハウス軽井沢
レジーナリゾート軽井沢御影用水
レジーナリゾート旧軽井沢
ペンションる〜らん
ペンションにいみ
万平ホテル
ペンション ベルレーヌ
ホテルサイプレス軽井沢
ベルキャビン カフェ & ゲストハウス
コテージ ・ろぐ亭
軽井沢サニービレッジ
ペンションけんけん
ホテルハーヴェスト旧軽井沢
ペンション千ヶ滝
ペンション・シルバーストン
一田屋旅館
ペンションライラック軽井沢
ペンション ハイジのおうち
ホテルロッソ軽井沢
佐藤のぬくもり
ペンションメモリーズ
音楽ロッジゆうげん荘
ペンション ラブラドール
旧軽井沢ノースアベニュー
小瀬温泉
民宿 すみれ荘
ペンション ピエロ
軽井沢プリンスホテル
軽井沢浅間プリンスホテル
旧軽井沢KIKYOキュリオ・コレクションbyヒルトン
ルシアン旧軽井沢
軽井沢マリオットホテル
星野リゾート BEB5軽井沢
ホテルロイヤルシーズン軽井沢
星のや軽井沢
ホテルブレストンコート
軽井沢 ノームの森
ホテルプティ・リヴィエール軽井沢

電話番号
0267-45-5555
0267-42-7355
0267-41-3939
0267-41-2030
0267-42-5555
0267-46-1551
0267-45-5254
0267-41-6889
0267-45-8888
0267-45-4072
0267-45-8014
0267-45-3841
0267-45-3270
0267-31-0312
0267-46-8109
0267-42-7711
0267-48-0099
0267-41-1350
0267-45-4021
0267-46-3064
0267-45-5119
0267-42-8166
0267-46-9240
0267-46-1333
0267-45-8200
0267-48-4448
0267-45-2608
0267-45-0004
03-3797-1772
0267-45-2800
0267-48-2126
0267-46-1110
0267-42-6537
0267-46-3601
0267-45-6620
0267-44-6060
0267-41-0411
0267-31-5586
0267-42-3156
0267-48-3443
0267-42-1234
0267-48-3533
0267-42-1027
0267-45-1963
0267-45-6007
0267-42-3882
0267-42-8511
0267-41-3005
0267-46-1011
0267-46-2832
0267-42-2102
0267-45-0188
0267-42-7606
0267-41-1222
0267-41-0286
0267-46-2505
0267-45-6074
0267-46-3447
0267-42-8981
0267-42-3000
0267-45-6661
0267-42-7576
0267-42-1111
0267-48-0001
0267-41-6990
0267-41-3666
0267-46-6611
0570-073-022
045-440-6066
0267-45-6000
0267-46-6200
0267-46-0633
0267-44-3339

更新日：2020年8月31日
ホームページ
https://www.paipunokemuri.com/karuizawa/
https://longinghouse.jp/
http://www.ease-karuizawa.com
https://www.legrand-karuizawa.jp/
https://www.tsuruyaryokan.jp
https://www.karuizawahosinoko.com
https://ikoisanso.co.jp
https://www.rising-field.com/rfk-main
https://greenseed-villa.com/
https://karuizawa-asagirisou.com/
http://kashiwaso.com/
http://www.larrabee.jp
http://www.love-30.com/
https://www.ksvillage.info/
https://www.resorthotels109.com/karuizawa/
https://www.hotel-otowanomori.co.jp/
https://www.legrand-karuizawaresort.jp/
http://www008.upp.so-net.ne.jp/candytuft/
http://www.avis.ne.jp/~stone-p/
http://www7b.biglobe.ne.jp/~karuizawa-forest/
http://castile.cc/
https://karuizawa-pal.com
http://www.wiskaru.com/
http://www.grasshopper-karuizawa.com/
https://www.hotelsoyokaze.com/
https://www.outlet.sora-hotels.com/
https://nagominoyado.info/
https://www.shiozawanomori.com/
https://www.karuizawakashibessou.com
https://www.livemax-resort.com/sp/nagano/karuizawa_prm/
http://www.sas.janis.or.jp/~kapalua/
http://www.green-karuizawa.com/
https://karuizawa-kankokyokai.jp/spot_detail/?id=1460
http://www.mont-vert.com
http://takamineso.upper.jp//
https://www.amerryhouse.com
https://www.regina-resorts.com/mikage/
https://www.regina-resorts.com/kyukaruizawa/
http://www.karuizawa-luran.com
http://www.karuizawa-niimi.com/
https://www.mampei.co.jp/
https://www.bellreine.com/
https://www.cypresshotels.jp/karuizawa/
https://bellscabin.info/
https://log-cabin.co.jp/
http://center.e-monkey.jp/sv/
http://www.papipopo.com/y/kenken/
https://www.resorthotels109.com/kyukaruizawa/
http://sengataki.daa.jp/
https://www.karuizawa-pension.com/pension/silverstone/
http://www.karuizawa.jp/~ichidaya/
http://www.lilac-karuizawa.com/
http://haiji.boy.jp/
https://www.hotel-rosso.jp/
http://karuizawa-pension.net/
https://karuizawa-kankokyokai.jp/spot_detail/?id=1461
http:/www.yugenso.net/
http://p-labrador.com/
http://avenu.upper.jp
http://koseonsen.com/
http://www.blk.mmtr.or.jp/~sumire/
http://www.pension-piero.com
https://www.princehotels.co.jp/karuizawa-area/
https://www.princehotels.co.jp/asama/
https://www.kyukaruizawa-kikyo.com/
https://www.hotespa.net/hotels/le_karuizawa/
https://www.karuizawa-marriott.com/
https://hoshinoresorts.com/ja/hotels/beb5karuizawa/
http://www.h-rls.com
https://hoshinoya.com/karuizawa/
https://www.blestoncourt.com/
https://nome-karuizawa.jp
http://la-hotelgroup.com/petitriviere

ペンション コックロビンハウス
TWIN-LINE HOTEL KARUIZAWA JAPAN
青樹荘
ペンション ニューマン
旅館 清水屋山荘
ホテルリゾートヒル千ヶ滝
ペンション バンビ
ペンション やまぼうし
アンドール
サンジュエール・イン
ペンション ラモー
軽井沢ペンションば〜ば&パパ
ホテル バーモラル軽井沢
江戸原ペンション
ドーミー倶楽部軽井沢
友愛山荘
B&B August 7th
チサンイン軽井沢
湯川原荘
ペンション リンデンバーム
ペンション イグゼ
ファミリーロッジ旅籠屋・軽井沢店
ホテルマロウド軽井沢
ART HOTEL DOGLEG
ART HOTEL VILLA11
ペンション シンプロン
アンシェントホテル浅間軽井沢
オーベルジュ・ド・プリマヴェーラ
ペンション・オリーブ
ゆとりろ軽井沢ホテル
旧軽井沢ホテル東雲
鳥井原荘
民宿 あおき
桜ヶ丘パークコテージ
塩壺温泉ホテル

0267-46-2598
0267-41-0334
0267-45-7462
0267-48-1040
0267-45-1000
0267-46-1000
0267-48-1866
0267-45-1378
0267-45-7691
0267-46-2980
0267-45-8229
0267-48-0198
0267-45-2300
0267-46-2291
0267-44-3411
0267-42-2477
0267-41-4606
0267-48-5311
0267-45-3226
0267-44-3223
0267-42-6331
0267-45-8838
0267-42-8444
0267-48-1191
0267-46-1711
0267-42-7980
0267-42-3611
0267-42-0095
0267-45-0140
0267-45-5551
0267-41-3577
0267-45-6637
0267-42-5544
0267-45-5554
0267-45-5441

http://c-robin.com
https://twin-line-hotel.com/
http://www.karuizawa.jp/seijuso/
http://newman2.jimdo.com/
http://www.karuizawa.jp/simizuya
http://www.karuizawa.jp/~rezohill/
http://pension-bambi.com/
https://www.karuizawa-yamaboushi.com/
http://www.andoll.jp
http://www.karuizawa.jp/~sunjewel/

ウイングスクラブ
ピッコロホテル 軽井沢
Hotel WELLIES
ペンション すばる
ルゼ ヴィラ
ペンション あいあい
ゆうすげ温泉旅館
ペンションオフタイム
くつかけステイ中軽井沢
ホテルベルリネッタ軽井沢
ホテル軽井沢エレガンス
Resort Villa SHIOZAWASANSO
B&Bホテル漂鳥庵
ホテル・ドゥ軽井沢ヴァルト
浅見荘
軽井沢ゼフィルス八番館
ペンション&コテージアザミ
ペンションぴーまん
ペンションジャックと豆の木
おでんち山荘
民宿 周和荘
民宿やぐるま荘
民宿ふじき
ホテルグランヴェール旧軽井沢
ホテル鹿島ノ森
民宿 白石荘

0267-42-4110
0267-44-3133
0267-46-1670
0267-46-1397
0267-48-1626
0267-45-6253
0267-45-6117
0267-41-4433
0267-46-8906
0267-48-6101
0267-42-8188
0267-45-6270
0267-45-5592
0267-42-8133
0267-45-6118
0267-31-5022
0267-46-1396
0267-42-7616
0267-42-8161
0267-45-8088
0267-45-6501
0267-45-6154
0267-42-6349
0267-31-6644
0267-42-3535
0267-45-5360
0267-48-3910
0267-44-3270

http://www.wings-c.com
http://www.p-opera.com
http://hotelwellies.jp
http://pension-subaru1692@theia.ocn.ne.jp
http://www.villa-ruze.jp
http://p-aiai@outlook.jp
http://www.karuizawa.jp/yuusge/
https://pofftime.wixsite.com/offtime
https://kutsukake-stay.jp/
https://hotel-berlinetta.com/
http://www.karuizawa-eregannce.jp
https://shiozawasanso.wixsite.com/shiozawasanso
https://www.hyo-japan.com
http://wald.cside.com
https://www.asamiso.com
http://www1.cts.ne.jp/〜yamabuki/
http://www.pension-azami.jp/
https://www.p.piment.com
https://bed-and-breakfast-3464.business.site/
http://www.karumin.net/list/yado16.html
http://www.karumin.net/list/yado18.html
http://www.karumin.net/list/yado23.html
http://www.karumin.net/list/yado26.html
https://www.grandvert-kyukaruizawa.jp/
https://kajimanomori.co.jp/
http://shiraishiso.com/
https://www.dogdepthotel.co.jp/
https://caro-foresta.com/

THE DOG DEPT GARDEN HOTEL KARUIZAWA

CARO FORESAT 軽井沢 GIRDINO

https://www.janis.or.jp/users/babapapa/
https://www.hotelbalmoral-karuizawa.jp
https://www.edoharapension.com/
https://dormy-karuizawa.jp
httpa://yuai-sansou.com
https://hotel.travel.rakuten.co.jp/hinfo/70330/
https://www.solarehotels.com/hotel/nagano/chisuninn-karuizawa/
https://karuizawa-yugawarasou.com
https://www.p-lindenbaum.com/
http://www3.karuizawa.ne.jp/~exe/
http://www.hatagoya.co.jp/014_Karuizawa/index.shtml
https://www.marroad.jp/karuizawa
https://www.arthotel.jp/DOGLEG
https://www.arthotel.jp/VILLA11
http://www.simplon.jp/
http://ancient-hotel.com
http://www.karuizawa-primavera.com
http://karuizawa-olive.com
http://www.yutorelo-karuizawa.com
https://www.karuizawa-shinonome.com/
http://www14.plala.or.jp/toriibarasou/toopupe-zi.htm
http://www.karumin.net/list/yado25.html
http://www.sakuragaoka-park.jp
http://www.siotubo.co.jp

