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安比高原
ANA ホリデイ・インリゾート安比高原 ● ● 4
ANA クラウンプラザリゾート安比高原 
今シーズンイチ押し！一大スノーリゾートのシンボル。 ● ● 5・6

雫石 雫石プリンスホテル
鯉を眺めながらの雪見露天風呂が趣と癒しを感じます。 ● ● 8

青森スプリング・
スキーリゾート

ロックウッド・ホテル＆スパ
日本海と津軽平野、さらに岩木山の眺望が必見！ ● ● 10

菅平高原

菅平サンホテル
楽しさと機能性を併せもつスキー最強の宿！ ● ● 30

エーデルホテル 31
ホテルシュワルツ 31
ダボスホテル Versoix（ヴェルソア） 31
菅平国際ホテルベルニナ 31
菅平イナリールホテル 32
菅平パークホテル 32
菅平ホテル 33
リゾートハイランド美やざき 33
ホテルニューダボス 33
ホテル城山館 33

竜王スキーパーク

ホテルノース志賀東館・南館
北志賀高原の大自然に包まれた人気 No.1ホテル！ ● 36

ホテルタガワ東館・西館 37
ホテルアルパイン ● 38
竜王パークホテル ● 38
ホテル竜王東館・西館 39
ホテルシャレー竜王 ● 39

X-JAM 高井富士
&

よませ温泉

よませライジングサンホテル明幸 ● 42
ゆうリゾート本館 ● 42
ロマコティー・キーピス 43
ロッヂベアーズ 43
ぴーぷるロッジ 43
シャトーテル北志賀 43

志賀高原

ホテルこだま 46
ホテルアララギ 46
源泉の宿 志賀レークホテル
コンビニが館内にあり利便性抜群。ゲレンデも目の前！ ● 47

戸狩温泉

手打ちそばといで湯の宿 石田屋
自社製粉のそば粉から打った手打ち蕎麦が大人気！ ● 50

四季彩の宿 かのえ ● 51
アルペンプラザ         ● 51
ホテルレシェント ● 52
GUEST HOUSE 星の宿         52
ホワイトヴィレッジ ● 53
シュライン新宅 ● 53
プチメゾンシンフォニー 53
ホワイトイン松屋 ● 53

斑尾高原

ホテルシルクイン斑尾 ● 56
ホテルエルディア ● 56
斑尾観光ホテル ● 57
ホテルマダムミレー 57

野沢温泉
シャレー野沢 ● 60
ナイス信濃荘 60

HAKUBA VALLEY 
鹿島槍

エイブル白馬五竜
&Hakuba47

黒部観光ホテル
大町温泉郷随一の広さを誇る大浴場が魅力。 ● ● 65・66

黒部ビューホテル ● 67
緑翠亭景水　茜館 ● 68
旅館　叶家 ● 69
アルペンルートホテル ● 69

エイブル白馬五竜
&Hakuba47

オークフォレスト ● 71
レディダイアナ & セントジョージ 71
ホテルモンブラン白馬 72
ホテルセジュールミント ● 72
コンドミニアム五竜 73
コンドミニアムエクセ白馬 73

エイブル白馬五竜
&Hakuba47
白馬八方尾根

白馬ロイヤルホテル
肌触りなめらかな白馬八方温泉美肌の湯でお寛ぎください。 ● 75

幸福の森 にれの樹・けやきの樹 ● 76
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白馬八方尾根
八方館 ● 77
白馬樅の木ホテル ● 77

白馬岩岳
ホテルインナービレッジ・ミヤマ ● 79
ホテル ラ・モンターニュ・フルハタ ● 79

HAKUBA VALLEY
栂池高原

ホテルサンプラザ栂池
ゲレンデ至近の栂池最大規模の温泉ホテル。 ● 81

リゾートイン マリオンシナノ ● 82
メリベル栂池 83
グランジャム栂池 ● 83

白馬乗鞍温泉 白馬アルプスホテル
「ナトリウム炭酸水素塩泉」でお肌がツルツルに！ ● ● 85

白馬コルチナ ホテルグリーンプラザ白馬
約 50 種類の和洋中バイキングが人気！ ● ● 86

苗場 & かぐら

プレジデントホテル 88
三国屋 ● 88
苗場プリンスホテル
今シーズンはファミリータイプの2号館が新登場！ ● ● 89・90

湯沢中里
スノーリゾート

セゾン・イン・たかとし 92
湯沢　玉城屋 92
エンゼルグランディア越後中里
露天風呂、バイキングと圧倒的な人気のリゾートホテル。 ● ● 93・94

丸喜屋旅館 95
まるぜん旅館 95

石打丸山

ホテルプレステージ 98
ペンションオズ 98
グランドールタカノ ● 99
アーバンヒル石打 ● 99

舞子
スノーリゾート

舞子高原ホテル
ジャグジー付大浴場、ゆったりとした客室、全てに満足！ ● ● 102

五倫荘 103
ほりで～いんこばやし 103
ロッヂ KOMATSU 104
源氏荘 104
リゾートハウス飯士館 105
新田旅館 105

上越国際

護城館 108
ロッヂハヤシ 108
ホテルグリーンプラザ上越
温泉、食事、ゲレンデにも直結と楽しみ満載。 ● ● 109

110
ロッヂ一代（いちだい） ● 111
プチハウスひろみ 111

猪苗代
リステルスキー
ファンタジア

ホテルリステル猪苗代ウイングタワー
猪苗代湖の大パノラマが魅力の高層ホテル。 ● ● 114

猪苗代

ヴィライナワシロ
ゲレンデまでの好立地と美肌効果の高い温泉が人気 ! ● 115

猪苗代観光ホテル ● 116
旅館白城屋 ● 117

レイクサイドホテルみなとや ●
（人工） 117

グランデコ
スノーリゾート

裏磐梯レイクリゾート
温泉、食事、プレイスポットと魅力いっぱい。 ● ● 120

裏磐梯グランデコ東急ホテル ● 121
裏磐梯ライジングサンホテル 122
秋元屋旅館 122

蔵王温泉

堺屋・森のホテル ヴァルトベルク ● 124
ホテル松金屋アネックス（西館） ● 124
ホテルルーセントタカミヤ ● 125
名湯舎　創（めいとうや そう） ● 125
タカミヤビレッジホテル樹林 ● 126
ホテルハモンドたかみや ● 126

軽井沢
スノーパーク

プレジデントリゾート軽井沢
スキー場に隣接、天然温泉やバイキングもお楽しみ！ ● ● 128

万座温泉 万座亭本館
天然温泉、高原野菜を中心とした料理をご堪能。 ● 129

池の平温泉
アルペンブリック

ホテルアルペンブリック
立地・温泉・バイキングと三拍子そろった人気ホテル！ ● ● 130

「トラベルインの 安全・安心・快適 への取り組み」
トラベルインは、新型コロナウイルス感染症に関して、「宿泊施設における新型コロナウイルス

対応ガイドライン」に準じて対策を講じている宿泊施設をご案内いたします。

ご旅行中にお困りなことをその場で解決！クーポンの使い方がわか
らない、内容に変更が生じた等の後回しにできないご相談ごとを弊社
スタッフがご対応いたします。
※ご旅行前、ご旅行後のお問い合わせにはお応えできません。営業時間中に予約センター
050-3176-7977へお問い合わせください。

■早朝出発のキャンセルのご連絡
早朝出発の緊急連絡先はありません。
当日早朝の旅行キャンセルは、当日10：00～12：00の時間内にご連絡をいた
だいた場合に限り旅行開始日の取消料にて対応させていただきます。（但し、
JRプランは別途手続きが必要となりますので、書面にてご確認ください。）

安心のトラベルイン
サポート体制

旅行中のサポートダイヤル 050-3176-7990
開　設　時　間 10：00～23：00

トラベルインならご旅行中も安心!!

インフォメーション

行きたい宿が一目で分かる！掲載施設INDEX

〜感染リスクを避けて安心で楽しい旅行〜
ひとり一人の協力が、みんなの楽しい旅を守ります。

旅行連絡会　協力：国土交通省・観光庁

新しい旅のエチケット

21


