まつもと冬割キャンペーン
エリア

No.

宿泊施設名

販売状況

住所

対象宿泊施設・旅行事業者一覧
TEL

公式HP

1

ホテルニューことぶき

松本市大字里山辺484番地1

0263-36-0517

https://www.newkotobuki.co.jp/

2

丸中旅館

松本市大字里山辺451

0263-32-3380

http://marunakaryokan.com/

3

富田屋別館

松本市大字里山辺489-3

0263-33-8700

https://www.mcci.or.jp/www/shelly/

4

湯宿

松本市大字里山辺451

0263-32-2043

https://izumiya-zenbe.com/

5

美ヶ原温泉

松本市里山辺527

0263-38-7711

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

6

旬彩月の静香

松本市里山辺湯の原101

0263-35-6200

http://www.tsuki-shizuka.com/

7

旅館すぎもと

松本市大字里山辺451番地7

0263-32-3379

http://ryokan-sugimoto.com/

8

追分屋旅館

松本市里山辺1145

0263-33-3378

https://www.oiwakeya.com/

9

御宿

松本市里山辺269-1

0263-32-4599

http://www.onyado-ishikawa.com/

10 酒井屋旅館

松本市里山辺269-2

0263-32-4103

なし

11 扉温泉明神館

松本市入山辺8967

0263-31-2301

http://www.tobira-group.com/myojinkan/

12 onsen hotel OMOTO

松本市浅間温泉3-13-10

0263-46-2385

https://www.omoto.co.jp/

松本市浅間温泉3-33-10

0263-46-8222

http://www.saneikaku.com/

松本市浅間温泉1-29-3

0263-46-1024

https://www.higashiishikawa.co.jp/

和泉屋善兵衛
翔峰
完売

石川

完売

浅

13 山映閣

間

14 蔵造りの宿

温

15 帰郷亭ゆもとや

松本市浅間温泉1-29-15

0263-46-0250

http://www.hot-yumotoya.co.jp

泉

16 別亭一花

松本市浅間温泉2-4-9

0263-46-2070

https://bettei-ikka.com/

・

17 FAN！MATSUMOTO

松本市浅間温泉3-14-19

0263-46-0366

http://fan-matsumoto.com/

美

18 和泉荘

松本市浅間温泉1-29-9

0263-46-2323

http://www.izumiso.com/

ケ

19 錦の湯 地本屋

松本市浅間温泉3丁目14-6

0263-46-2332

https://jimotoya.com/#

原

20 富士乃湯

松本市浅間温泉3-13-5

0263-46-1516

https://fujinoyu.com/

温

21 尾上の湯旅館

松本市浅間温泉3-4-18

0263-46-0567

www.onouenoyu.co.jp

泉

22 かけ流し温泉の宿

松本市浅間温泉3-4-12

0263-46-1031

https://www.sakaenoyu.com

松本市浅間温泉1-29-7

0120-46-2303

http://kikunoyu.com

松本市浅間温泉3-28-6

0263-46-1547

http://miyamaso.org

25 ホテル玉之湯

松本市浅間温泉1-28-16

0263-46-0573

https://www.asama-tamanoyu.co.jp/

26 梅の湯

松本市浅間温泉3-4-16

0263-46-0345

http://www.umenoyu.com/

27 伊東園ホテル浅間の湯

松本市浅間温泉3-4-9

0570-083-780

https://www.itoenhotel.com/asama/

28 星野リゾート界松本

松本市浅間温泉1-31-1

0570-073-011

https://hoshinoresorts.com/ja/hotels/kaimatsumoto/

29 浅間温泉

松本市浅間温泉3-4-15

0263-46-1014

https://kouransou.com/

松本市浅間温泉3-13-1

0570-001-810

https://matsumotojujo.com

松本市大字大村142

0263-46-1088

kappou-momoyama.com

松本市大字南浅間634-5

0263-46-0639

https://www.ryokanseifuso.jp/

33 ニューホテル若葉

松本市南浅間633-2

0263-46-1540

http://www.newhotel-wakaba.co.jp

34 舶来荘

松本市横田2-8-7

0263-32-0689

https://hakuraiso.com/

35 ホテル飯田屋

松本市中央1丁目2番3号

0263-32-0027

http://iidaya.co.jp/

36 スーパーホテル松本駅前

松本市中央1丁目1-7

0263-37-9000

https://www.superhotel.co.jp/s_hotels/matumoto/

37 いろはグランホテル松本駅前

松本市中央1丁目14-9

0263-87-6168

https://www.168hotel.jp/

38 ホテルニューステーション

松本市中央1-1-11

0263-35-3850

https://www.hotel-ns.com

39 ホテルマツモトよろづや

松本市中央1-24-1

0263-39-8123

http://www.yorozuya.in/

40 リッチモンドホテル松本

松本市中央1-10-7

0263-37-5000

https://richmondhotel.jp/matsumoto/

41 ホテルモルシャン

松本市中央1-2-5

0263-32-0031

https://www.mor-schein.co.jp/

42 ホテル池田屋

松本市中央3-4-6

0263-32-6805

https://hotel-ikedaya.co.jp

43 ホテルウェルカム松本

松本市中央1-5-15

0263-32-0072

http://hotel-welcome-matsumoto.jp/

44 Thank you Hippopotamus 2 KURA NIKAI

松本市中央1-26-6

070-1560-2223

https://thankyouhippo2.com/

45 ホテルブエナビスタ

松本市本庄1-2-1

0263-37-0111

http://www.buena-vista.co.jp/

46 プレミアホテル-CABIN-松本

松本市深志1-2-31

0263-38-0123

https://cabin.premierhotel-group.com/matsumoto/

松

47 たびのホテルlit松本

松本市深志1-4-5

0263-39-5050

https://matsumoto.tabino-hotel.jp/

本

48 スーパーホテル松本天然温泉

松本市深志1丁目１-5

0263-31-9000

https://www.superhotel.co.jp/s_hotels/matsumotohigashi/

駅

49 アルピコプラザホテル

松本市深志1-3-21

0263-36-5055

http://www.alpico-plaza-hotel.jp/

周

50 エースイン松本

松本市深志1-1-3

0263-35-1188

http://www.ace-inn.net/

辺

51 ホテル松本ヒルズ

松本市深志2-3-16

0263-32-8828

https://breezbay-group.com/matsumoto-city/

52 ドーミーイン松本

松本市深志2丁目2-1

0263-33-5489

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

53 松本ツーリストホテル

松本市深志2-4-24

0263-33-9000

https://www.trist.co.jp

54 ホテルモンターニュ松本

松本市巾上3番2号

0263-35-6480

http://www.hotel-montagne.com

55 松本ホテル花月

松本市大手4-8-9

0263-32-0114

https://matsumotohotel-kagetsu.com/

56 松本丸の内ホテル

松本市大手3-5-15

0263-35-4500

https://www.matsumoto-marunouchi.com/

57 ホテルトレンド松本

松本市大手1-3-33

0263-32-1430

https://hotel-trend.jp/matsumoto/

58 Couch Potato Hostel

松本市大手4-9-3

070-1874-5600

https://couchpotatohostel.com/

松本市大手4丁目3-19-1

080-9697-0927

https://www.facebook.com/NawateGuesthouse

60 サザンクロスイン松本

松本市大手4-9-3

0263-35-6007

なし

61 旅の宿

松本市大手3丁目5-12

070-9001-3718

http://e-takagi.net/

62 tabi-shiro

松本市城西1-3-6

0263-88-3453

https://tabi-shiro.com/

63 Thank you Hippopotamus Hostel

松本市城西2-5-18

070-1560-2223

https://thankyouhippo.com/

64 Satoyama villa DEN

松本市中山5471

0263-31-2301

http://tobira-group.com/satoyamavilladen/

65 民芸旅館

松本市並柳2-11-21

0263-28-6500

https://www.fukashiso.com/

松本市並柳2-3-2

0263-27-0308

www.cafeandstaycastana.com

67 ホテルルートインコート南松本

松本市高宮東7-10

0263-28-8011

https://www.route-inn.co.jp/hotel_list/nagano/index_hotel_id_30/

松

68 松本ウエルトンホテル

松本市渚2-4-5

0263-27-3000

https://breezbay-group.com/matsumoto-wh/access/index.html

本

69 ホテルルートインコート松本インター

松本市島立堀米834-1

050-5847-7700

https://www.route-inn.co.jp/hotel_list/nagano/index_hotel_id_14/

市

70 さざなみ旅館

松本市波田1909

0263-92-3456

https://travel.rakuten.co.jp/HOTEL/75311/75311.html

そ

71 梓水苑

松本市梓川倭4262-1

0263-78-5550

http://www.shisuien.jp/

の

72 L-BASE

完売

松本市寿北6-11-1

0263-55-3130

https://l-base.jp/

他

73 薬師平

完売

松本市内田3405

0263-58-2141

https://akanejyuku.com/

74 ガーデンホテル松本

松本市村井町北1-15-46

0263-58-8800

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

75 松茸山荘

松本市穴沢756

0263-64-2102

http://www.matsutake-sansou.jp/

76 Satoyama villa HONJIN

松本市保福寺町246

0263-88-3266

http://www.tobira-group.com/

77 栄屋旅館

松本市野溝西1-6-1

0263-25-4206

なし

78 白船荘新宅旅館

松本市安曇4201

0263-93-2201

http://shintaku-ryokan.jp

79 かつらの湯丸永旅館

松本市安曇4185-2

0263-93-2119

http://www.maruei.in

80 白骨温泉

松本市安曇4195

0263-93-2311

https://www.shirahone.net/

81 白骨ゑびすや

松本市安曇4206-2

0263-93-2031

http://www.e-bi-su-ya.com

82 白船グランドホテル

松本市安曇4203

0263-93-3333

http://www.shirafune.net

83 お宿つるや

松本市安曇4202-6

0263-93-2331

https://www.sirahone-tsuruya.com/

84 泡の湯旅館

松本市安曇白骨4181

0263-93-2101

https://www.awanoyu-ryokan.com/

85 小梨の湯 笹屋

松本市安曇白骨4182-1

0263-93-2132

https://www.konashinoyu.com/

86 坂巻温泉旅館

松本市安曇4466

0263-95-2453

http://sakamaki.yumori.jp

87 中の湯温泉旅館

松本市安曇中の湯4467番地

0263-95-2407

https://www.nakanoyu-onsen.jp/

88 渓流荘しおり絵

松本市安曇4170-4

0263-93-2642

https://www.siorie.com/

完売
東石川旅館

完売
完売
栄の湯旅館

23 菊之湯
24 浅間温泉

みやま荘

完売

香蘭荘

30 松本十帖
31 割烹旅館
32 旅館

桃山

静風荘

59 Nawate Guesthouse
たかぎ

深志荘

66 cafe&stay

上
高
地
周
辺

白
骨
温
泉

完売

CASTANA

茜宿

湯元齋藤旅館

エリア

No.

宿泊施設名

販売状況

住所

TEL

公式HP

89 木の香りのホテルグーテベーレ

松本市安曇3982-2

0263-93-2527

http://www.gute.co.jp

90 ペンションパル

松本市安曇4005-5

0263-93-2664

https://www.p-pal.jp/

91 ぺんしょんのりくら

松本市安曇4855-95

0263-93-2633

https://p-norikura.com/wp/

92 星空のあかり

松本市安曇千石平4026-3

0263-93-2208

https://www.hoshisora.com/

93 あったか温泉宿美鈴荘

松本市安曇4085-49

0263-93-2330

https://misuzuso.jp/

94 ペンション

ポエティカル

松本市安曇4251

0263-93-2743

www.poetical.co.jp

ゲストハウス雷鳥

松本市安曇4306

0263-93-2746

ghraicho.com

96 ロッヂふもと

松本市安曇3948-1

0263-93-2615

http://www.lodge-fumoto.com/

97 ペットと泊まる陽だまり

松本市安曇4008-8

0263-93-3325

http://p-hidamari.g.dgdg.jp

98 アルパイン

松本市安曇4232-6

0263-93-2261

https://mizushiro.net/

松本市安曇4238-1

0263-93-2727

https://sen-zan.com/

100 さつ木荘

松本市安曇4855-32

0263-93-2448

https://norikura-satsukiso.com/

101 ペンションマドンナ

松本市安曇3971

0263-93-2768

https://www.madonna-norikura.com/

松本市安曇4296-5

0263-93-2121

https://www.hotel-norikura.jp

松本市安曇4307

0263-93-2304

https://www.qkamura.or.jp/norikura/

104 ペンションMr,チャーリーブラウン

松本市安曇4085-85

0263-93-2345

http://www.azm.janis.or.jp/~charly_b/

105 山水館 信濃

松本市安曇4298-6

0263-93-2301

https://sansuikan-sinano.com/

乗

106 B&Bテンガロンハット

松本市安曇4306-8

0263-93-2360

https://tengallon.jp/

鞍

107 ピーポロ乗鞍

松本市安曇4306

0263-93-2728

https://peepolo.com/

高

108 牧水苑

松本市安曇4306

0263-93-2552

http://bokusuien.com/

原

109 ペンションカムス

松本市安曇4294-2

0263-93-2085

https://8comes.wixsite.com/mysite

110 雀の宿

やぐら

松本市安曇4267-1

0263-93-2323

https://yagura-1.jimdosite.com/

111 ペンショングリンデルワルト

松本市安曇4269-10

0263-93-2316

http://p-grindelwald.net

112 ペンション

松本市安曇4043-26

0263-93-3162

https://travel.rakuten.co.jp/HOTEL/70279/70279.html

113 ペンションかりん

松本市安曇4237-10

0263-93-3293

http://p-karin.com/

114 ペンション アルプホルン

松本市安曇4030-3

0263-93-2666

http://www.azm.janis.or.jp/~alphorn/

115 ペンショングリーンベル

松本市安曇4030-13

0263-93-2454

なし

116 信州乗鞍高原温泉

松本市安曇3936

0263-93-2223

http://ryokuzan.com/

117 温泉宿青葉荘

松本市安曇3952-2

0263-93-2750

https://aobaso.net

118 白樺の庄

松本市安曇4085-24

0263-93-2357

http://shirakabanosho.co.jp

松本市安曇鈴蘭4306-34

0263-93-2600

https://southcol.jp

120 カントリーハウス渓山荘

松本市安曇4243-1

0263-93-2221

https://www.keizanso.jp/

121 温泉宿けやき山荘

松本市安曇4254-5

0263-93-2555

http://keyakisansou.com/

122 ペンションしるふれい

松本市安曇4156-3

0263-93-2265

www.azm.janis.or.jp/~silflay/

123 佐の屋

松本市安曇4085-56

0263-93-3306

http://www2.tbb.t-com.ne.jp/sanoya/

124 山水観湯川荘

松本市安曇4196

0263-93-2226

https://www.sansuikan-yu.com

125 プチホテルアルム

松本市安曇4306-1

0263-93-2951

https://alumu.com

126 シャレー・モルゲン

松本市安曇4095-58

0263-93-3380

https://chalet-morgen.jp

127 旅の宿

松本市奈川1044-189

0263-79-2078

nagawa-ooishiya.com

松本市奈川1044-124

0263-79-2277

http://www.azm.janis.or.jp/~n-okuhara/

95 温泉の宿

99 旅館

ミズシロ

仙山乗鞍

完売

102 乗鞍ホテル山百合
103 休暇村

完売

乗鞍高原

119 ペンション

ウインズ

緑山荘

サウスコル

大石屋

奈

128 旅館

川

129 ウッディ・もっく

松本市奈川1044-344

0263-79-2077

https://mock.furusatonagawa.com/

130 ログキャビン

松本市奈川1173-10

0263-79-2077

https://mock.furusatonagawa.com/

仙洛

※最新の販売状況や申込方法は各施設でご確認下さい。
No.

旅行事業者名

1

株式会社日本旅行

2

松本支店

販売状況

住所

TEL

公式HP・メールアドレス

松本市中央2-6-1リーガル松本ビル1階

0263-34-5555

株式会社青い空

松本市笹賀2975-1

0263-87-7780

3

松本ツアーサービス株式会社

松本市渚2-7-20

0263-28-8801

https://mts-tour.co.jp/

4

平成交通有限会社

松本市大字内田字竹原3396-1

0263-57-0505

http://www.heisei-bus.jp/

5

有限会社葵ジャパン

松本市県2-7-22

0263-33-1002

http://aoijapan.sakura.ne.jp

松

6

株式会社明神館

松本市入山辺8967

0263-31-2301

http://www.tobira-group.com/myojinkan/

本

7

株式会社トラベル本舗

松本市渚 1丁目2-23 高橋タイヤ商会

0263-29-2729

info@travel-h.com

市

8

株式会社リングツーリスト

松本市梓川上野2036番地1

0263-87-6630

内

9

あづみ野ツアーサービス株式会社

松本市島立1653-5

0263-87-0077

旅

10 富士オフィス＆ライフサービス㈱松本営業所

松本市筑摩4-18-1 富士電機㈱松本工場内

0263-27-4775

行

11 エグゼクティブツアー株式会社

松本市出川2-3-1 ネオパーク１階

0263-88-6644

https://www.executivetour.jp

事

12 おんたけ交通株式会社

松本市野溝木工1-2-36

0263-25-9500

http://okk.aor.jp/

業

13 トラベル企画株式会社

松本市蟻ケ崎1-1-52 ナカヤビル2F-B号

0263-39-3511

者

14 エイチ・アイ・エス松本パルコ営業所

松本市中央1-10-30 松本パルコ

050-1752-3220

15 アルピコ長野トラベル株式会社

松本市深志1-2-30 松本バスターミナル1階

0263-87-2240

16 有限会社大手観光

松本市大手2-6-18 大手観光ビル1F

0263-32-8070

17 株式会社 農協観光 松本支店

松本市南松本1-2-16

0263-28-3939

山上ビル1階

5F

18 近畿日本ツーリスト株式会社

松本営業所

松本市 中央1-4-20 日本生命松本駅前ビル3F

0263-35-0386

19 東武トップツアーズ株式会社

松本支店

松本市本庄 1-1-13 ウイルトスビル1階

0263-36-3535

https://www.nta.co.jp/shop/shoplist/4534/

https://access.his-j.com/04/237/

https://ntour.jp/

