
会員名簿（宿泊業） 
＊市外局番は0267です。（一部を除く）

事業所名/業種 住所 電話番号

旅館・ホテル

アートホテルドッグレッグ 長倉　7-71 48-1191

一田屋旅館 軽井沢東 3-2 42-2102

(有)小瀬温泉旅館 長倉 2126 42-3000

つるや旅館 (株)軽井沢観光ホテル 軽井沢 678 42-5555

ゆうすげ温泉旅館 (株)ゆうすげ 長倉 4404-5 45-6117

アンシェントホテル浅間軽井沢 長倉 2126 42-3611

(株)音羽ノ森 軽井沢 1323-980 42-7711

軽井沢マリオットホテル 長倉 4339 46-6611

(株)軽井沢万平ホテル 軽井沢 925 42-1234

軽井沢LogHOTEL塩沢の森 塩沢 449-1 45-0004

軽井沢ロンギングハウス 軽井沢 1323-522 42-7355

(株)日本リゾートシステム 軽井沢東11-37 41-2288

くつかけステイ中軽井沢 長倉3294-1 46-8906

ゆとりろ軽井沢ホテル 長倉 1276 45-5551

(株)塩壺温泉 長倉 2148-1 45-5441

(株)東急リゾートサービス 軽井沢1178-493 42-9260

ハウスオブ軽井沢 南原 3722 42-7004

(株)プリンスホテル 軽井沢 1016 42-1111

(株)星野リゾ―ト 星野 2148 45-6000

ホテル軽井沢エレガンス 軽井沢 1314-29 42-8188

ホテルサイプレス軽井沢 軽井沢東287-1 42-0011

(有)ホテルそよかぜ 長倉 2147 45-8200

ホテルマロウド軽井沢 軽井沢1178 42-8444

(株)森下牧荘 長倉 468-1 46-0001

ルグラン軽井沢(株)グランベルホテル 軽井沢 469-4 41-2030

ルシアン旧軽井沢 軽井沢1323-111 41-3666

グランドエクシブ軽井沢 追分 23-1 46-3331

B&B ホテル漂鳥庵 長倉 2147-742 45-5592

(株)ホテル鹿島ノ森 軽井沢 1373-6 42-3535

民宿・ペンション

あさぎり荘 長倉 4562-3 45-6072

浅見荘 長倉 753 45-6118

いこい山荘 長倉 3365-2 45-5254

(有)かしわ荘 長倉 2146 45-8014

(有)軽井沢テニスセンター塩沢山荘 長倉 530 45-6270

http://www.arthotel.jp/
http://www.karuizawa.jp/ichidaya/
http://www.koseonsen.com/
http://www.tsuruyaryokan.jp/
http://www.karuizawa.jp/yuusuge/
http://www.ancient-hotel.com/
http://www.hotel-otowanomori.co.jp/
https://www.karuizawa-marriott.com/
http://www.mampei.co.jp/
http://www.shiozawanomori.com/
http://longinghouse.jp/index.htm
http://kutsukake-stay.jp/
http://www.salahotels.com/karuizawa/
http://www.siotubo.co.jp/
http://www.resortservice.co.jp/
http://www.karuizawa.co.jp/stay/house-k/
http://www.princehotels.co.jp/karuizawa-area/
http://www.hoshinoresort.com/
http://www.karuizawa-elegance.jp/
http://www.cypresshotels.co.jp/
http://www.hotelsoyokaze.com/
http://www.marroad.jp/karuizawa/
http://www2.ocn.ne.jp/~m1stcall/
http://legrand-karuizawa.jp/
https://reserve.hotespa.net/hotels/le_karuizawa/
http://reserve.resort.co.jp/hotels/xiv/karu/index.html
http://kajimanomori.com/
http://www.karuizawa.jp/asagiri/
http://asamiso.com/
http://www.ikoisanso.jp/
http://kashiwaso.com/
http://www.shiozawa-sanso.com/


軽井沢リゾートサービス(株) 長倉 2139-91 45-1000

(資)白石荘 長倉 3349 45-5360

庄楽園 軽井沢 1178 42-6700

周和荘 長倉 772-3 45-6501

(有)ツチヤ企画 長倉 4899-3 45-6028

ふるさと荘 長倉 2146-51 45-3513

民宿おでんち山荘 長倉 539 45-8088

民宿高峰荘 長倉 533 45-6620

民宿鳥井原荘 長倉 1635 45-6637

旅館湯川原荘 発地 1117-8 45-3226

むかいはなれやま荘 長倉 2007-1 42-6537

音楽ロッヂゆうげん荘 長倉 5780 45-6074

江戸原ペンション 長倉 2146-1197 46-2291

軽井沢ペンション＆コテ－ジアザミ 長倉 1691-20 46-1396

軽井沢ペンションばーばパパ 発地 1523-4 48-0198

キャンディタフト 軽井沢 1143-10 41-1350

K's Village Karuizawa 長倉 4335-14 31-0312

コテージ＆ペンションラブサーティ 長倉 3911 45-3270

(有)ノーム 長倉 1807-3 46-0633

ペンションあいあい 長倉 1689 45-6253

ペンションカスティール 長倉 2328-143 45-5119

ペンショングラスホッパー 長倉 5410 46-1333

ペンションコックロビンハウス 長倉 2433-11 46-2598

ペンションすばる 長倉 1692 46-1397

ペンション千ヶ滝 長倉 2146-28 46-1011

ペンションにいみ 発地 113 48-3443

ペンションパル 長倉 10-42 42-8166

ペンションバンビ 長倉 598-95 48-1866

ペンションぴーまん 長倉 10-43 42-7616

ペンションピエロ 軽井沢 1148-35 42-7576

ペンションムーミン 軽井沢 1057-37 42-8147

ペンションメモリーズ 長倉 3349 46-2505

ペンションる～らん 軽井沢 1148-38 42-3156

ル・モンヴェール 長倉　2894-1 46-3601

ペンション　ジャックと豆の木 軽井沢 1148-37 42-8161

貸別荘

桜ケ丘パークコテージ 長倉 1259 45-5554

レンタルログハウス遊山荘 追分1130-8 45-3372

サクラカンパニー 発地342-53 090-6193-4526

企業・団体の保養所

友愛山荘(株) 軽井沢東126 42-2477

http://www.karuizawa.jp/~k-resort/
http://www.shiraishiso.com/
http://www.karumin.net/list/yado18.html
http://www.karumin.net/list/yado16.html
http://www.takamineso.com/
http://www14.plala.or.jp/toriibarasou/toopupe-zi.htm
http://www.karuizawa.jp/~yugawara/
http://www.yugenso.net/
http://www.karuizawa.ne.jp/~edohara/
http://www1.ocn.ne.jp/~azami/
http://www.janis.or.jp/users/babapapa/
http://www008.upp.so-net.ne.jp/candytuft/
http://www.ksvillage.info/
http://www.love-30.com/
http://www18.ocn.ne.jp/~nome/
http://www.karuizawa-pension.com/pension/aiai/
http://www2.ocn.ne.jp/~cast/
http://www5.ocn.ne.jp/~g-hopper/
http://c-robin.com/
http://www.karuizawa.co.jp/stay/subaru/
http://www15.ocn.ne.jp/~sentaki/
http://www.lun.co.jp/niimi/
http://www.p-pal.com/
http://www10.ocn.ne.jp/~p-bambi/
http://park15.wakwak.com/~p-man/
http://www5.ocn.ne.jp/~p.piero/
http://www.karuizawanet.com/mumin/
http://www.age.ac/~memories/
http://www2.ocn.ne.jp/~luran/
http://www.mont-vert.com/
http://www.sakuragaoka-park.jp/
http://www.yuzanso.net/index.htm
http://yuaikyoukai.com/


(株)フォルム 渋谷区渋谷 2-7-7 03-5466-2202

電波学園軽井沢セミナーハウス 長倉 10-21 42-8234

キャンプ場

(株)ライジングフィールド 長倉　2129 41-6889

（株）KARUIZAWACAMPGOLD 発地2802 45-0456　

http://rising-field.com/

