
施設名 所在地 食事 優待料金（1泊2食） 温泉 露天 ペット

1 YORKSHIRE　FARM 北海道/サホロ １泊朝食(夕食別) 6.500～7.200 ○
2 ふきのとう 北海道/ニセコ 洋食家庭料理 7.500～12.000 ○
3 さんりんしゃ 岩手/岩手高原 和洋折衷 7.407～8.704 ○
4 ムース 岩手/八幡平 和洋折衷 7.500～8.500 ○ ○
5 木いちご 山形/蔵王 ﾌﾗﾝｽ風家庭料理 8.148～10.000
6 ラフィア 福島/裏磐梯 洋食 8.000～10500 ○
7 食彩館アルビン 福島/裏磐梯 洋食フルコース 8.500～11.500 ○
8 ぐーたらパパ 福島/裏磐梯 和洋折衷（中華中心） 9.000 ○
9 風来坊 福島/裏磐梯 和食 6.898～8.741
10 スポーツハウス　ＦＡＮ 福島/羽鳥湖 和洋折衷 6.000～7.000
11 エンドレス 福島/会津高原 洋食コース料理 7.600～10.500
12 わん 新潟/妙高高原 洋食中心 7.500～8.000 ○
13 湯元ヒルサイドイン 栃木/日光湯元 洋食コース料理 9.028～13.333 ○ ○
14 エール 栃木/那須 １泊朝食(夕食別) 6.111～10.556 ○
15 ローエングリン 群馬/嬬恋 洋食コース料理 8.600～10.000
16 シューレビュー 群馬/嬬恋 和風料理 6.945～10.186
17 ホワイトルージュ 群馬/玉原高原 洋食 6.852～10.185
18 ガーデンストーリー 長野/峰の原 欧風家庭料理 8.500
19 ＧＥＮ 長野/峰の原 １泊朝食(夕食別) 5.537～11.093 ○ ○
20 マウンテンパパ 長野/峰の原 洋食・和食・中華 7.300～9.300
21 内藤ペンション 長野/原村 洋食中心 6.600～7.600 ○
22 広谷ペンション 長野/原村 欧風家庭料理 7.600～10.700 ○
23 ﾘｿﾞｰﾄｲﾝ　ｳﾞｨｳﾞｧﾙﾃﾞｨ 長野/落倉高原 和洋折衷 8.750～11.800
24 ヴィラれんが亭 長野/白馬ｴｺｰﾗﾝﾄﾞ 素泊まり 4.300～5.350
25 アニスガーデン 長野/白馬みそら野 欧風料理 8.800～11.800 ○
26 ちゃうちゃう 長野/白馬神成 欧風創作料理 7.300～11.600
27 ラブアップル 長野/戸隠 洋食フルコース 7.600～8.100
28 のりくら 長野/乗鞍高原 和洋折衷 7.870～8.800 ○ ○
29 オテルドミロワール 長野/女神湖 フレンチ料理 9.800～13.800
30 メルヒェンハイム 長野/白樺湖 洋風コース料理 68.52～7.130
31 ピラタス 長野/蓼科高原 欧風フルコース 9.074 ○
32 ピラタス2 長野/蓼科高原 素泊まり 4.444
33 青空の扉 長野/車山高原 和食創作料理 8.400～9.400
34 星の子 長野/中軽井沢 1泊朝食(夕食現地) 6.000～8.000
35 グランデール 山梨/清里 ドイツ風家庭料理 9.000～11.000 ○
36 ブーフーウー 山梨/清里 洋風コース料理 6.944～11.111
37 花白州 山梨/甲斐駒 和風創作料理 9.500 ○
38 もとす 山梨/本栖湖 洋食 8.500～9.500 ○
39 マナハウス 山梨/山中湖 欧風家庭料理 10.074～13.426 ○ ○
40 カントリーダイアリー 山梨/山中湖 洋食コース料理 8.685～9.630
41 ロカガーデン 山梨/山中湖 和洋食 11.000～13.000 ○
42 リュミエール 山梨/河口湖 １泊朝食(夕食なし) 7.222～13.241 ○
43 キャッチボール 千葉/館山 １泊朝食(夕食別) 4.861～15.556 ○
44 アルモール 千葉/鴨川 1泊朝食(夕食なし) 5.926～7.019
45 ローズマリー 静岡/伊東富戸 和食 8.800～12.800 ○
46 プロヴァンス 静岡/伊豆高原 洋食コース料理 10.000～14.000
47 ナティ・イン 静岡/伊豆高原 和食 8.000～11.000
48 ポテリ 静岡/伊豆高原 和洋折衷 9.300～13.800 ○
49 さんぽみち 静岡/伊豆高原 洋食コース料理 9.259～13.889
50 クノッソス 静岡/熱川 １泊朝食(夕食別) 5.370～9.074 ○ ○
51 ｵｰｼｬﾝｶﾞｰﾃﾞﾝ　ﾌﾞﾙｰﾍﾌﾞﾝ 静岡/白浜 欧風家庭料理 6.000～15.000
52 土肥 静岡/土肥 和食中心 8.333～9.444 ○ ○ ○
53 マリンメイツ 静岡/恋人岬 和洋折衷 8.333～13.889 ○
54 サンセットリゾート 静岡/堂ヶ島 洋食(1泊朝食) 6.574～12.343 ○ ○
55 寸又峡 静岡/寸又峡 郷土料理 5.093～6.481 ○
56 飛騨の森 岐阜/高山 １泊朝食(夕食別) 6.500～9.400
57 ＹＥＳ．ＮＯ 岐阜/鈴蘭高原 洋食コース料理 8.070～9.500 ○
58 蒲郡オレンジペンション 愛知/蒲郡 1泊朝食(夕食なし) 5.370～8.148
59 グルメペンション青い海 三重/志摩 和食・洋食 12.000～15.000 ○
60 いちごの物語 兵庫／淡路島 洋食 8.519～10.000 ○
61 アップリケ 鳥取/大山岸本 欧風家庭料理 8.000～10.000
62 スオミ 広島／呉 １泊朝食(夕食別) 6.800～8.800
63 バーデンハイム 長崎/市内 洋食 7.500～9.500
64 ばあどこ～る 熊本/阿蘇高森 洋食フルコース 8.400～10.800
65 Ｃドルフィン 宮崎/日南海岸 我家風コース料理 8.380～10.185 ○
66 イリオモテ 沖縄/西表島 1泊朝食(夕食別) 5.741～8.241

http://earth-i.comで施設の詳細が御覧いただけます。
ユーザーＩＤ　　ｅａｒｔｈ　　パスワード　　3001

*料金は消費税別の料金です。
*お子様料金は各施設によって異なりますので、お問い合わせ下さい。
*料金施設等は変更する場合があるので、ご了承下さい。
*キャンセル料は1週間前よりかかります。

1週間前 2～6日前 前日 当日・連絡無し
20% 30% 50% 100%

2016年施設一覧表

http://earth-i.comで施設の詳細が御覧いただけます./

