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宿泊料金目安

詳細は、ご予約時に
ご確認下さい。

オーベルジュ
ヴィラ・コテージ

絵織の丘レンタルハウス
本館　素泊　5,800円～
　新館　素泊　6,500円

～
ＪＲ美瑛駅より約7ｋｍ 美瑛町字赤羽 0166-92-2234 ○ http://biei-eori.com/

オーベルジュ
ヴィラ・コテージ

ケント白石　写真家の宿　てふてふ
2食付　18,300円～
　※2名様利用～

ＪＲ美瑛駅より約12ｋｍ 美瑛町字美沢双葉 0166-92-5137 http://tefutefu.com/

オーベルジュ
ヴィラ・コテージ

ｵｰﾍﾞﾙｼﾞｭ　アダージョ
2食付　13,500円～

※2名様利用～
ＪＲ美瑛駅より約2.7ｋｍ美瑛町みどり 0166-92-5513 ○ http://www.theadagio.com.tw/zh-tw/space

オーベルジュ
ヴィラ・コテージ

お宿　一凛
2食付　20,000円～
　※2名様利用～

ＪＲ美瑛駅より約10ｋｍ 美瑛町美沢早崎 0166-92-5517 ○ http://oyado-ichirin.com/

オーベルジュ
ヴィラ・コテージ

coco rire(ココリール）
　　8,100円～

　※2名様利用～
ＪＲ美瑛駅より約3ｋｍ 美瑛町美馬牛新栄 0166-95-2448 http://www.coco-rire.com/

オーベルジュ
ヴィラ・コテージ

ｽﾌﾟｳﾝ谷のザワザワ村
朝食付　17,500円～

※2名様利用～
ＪＲ美瑛駅より約3.9ｋｍ美瑛町大村大久保協生 0166-92-7037 ○ http://www.spoonvalley.com/

オーベルジュ
ヴィラ・コテージ

一人旅の宿　そよ風の森 2食付　7,000円　 ＪＲ美瑛駅より約5ｋｍ 美瑛町字福富福 090-3340-9062 http://www.soyokazenomori.com/facility.html

オーベルジュ
ヴィラ・コテージ

美瑛　丘の宿　四季 2食付　13,000円～ ＪＲ美瑛駅より約2.3ｋｍ美瑛町憩が丘6-1 0166-92-5360 ○ http://www4.plala.or.jp/shiki-biei2007/

オーベルジュ
ヴィラ・コテージ

Ｖｉｌｌａ　西ノ森
8,000円～17,000円
朝食･夕食付相談可

ＪＲ美瑛駅より約3.9ｋｍ美瑛町大村村山 080-6066-2524 http://nishinomori.moo.jp/villa

オーベルジュ
ヴィラ・コテージ

Ｒitz Garden Niji
朝食付　12,000円

～28,000円
ＪＲ美馬牛駅より約2ｋｍ美瑛町新星第3 0166-95-2492 ○ http://travel.rakuten.co.jp/HOTEL/160791/160791.html

オーベルジュ
ヴィラ・コテージ

コテージ　プチポテト
2食付　12,800円

　素泊・朝食付等相談
可

ＪＲ美瑛駅より約3.9ｋｍ美瑛町字大村村山 0166-92-3255 ○ http://www.potatovillage.com/puti_mini/

オーベルジュ
ヴィラ・コテージ

ﾌｧｰﾑ雨読舎（Ｕｄｏｃｓｈａ　コテージ） 1棟　15,000円～ ＪＲ美瑛駅より約2.5ｋｍ美瑛町大村大久保協生 0166-92-3010 http://www.udocsha.com/cottage/index.html

オーベルジュ
ヴィラ・コテージ

農場の休暇の家（Ｌand Caféコテージ）
3泊以上より貸出

1棟基本　5000円＋人
数料金　最大6名

ＪＲ美瑛駅より約6.5ｋｍ美瑛町美田第2 0166-92-5800 http://www.k3.dion.ne.jp/~cottage/

オーベルジュ
ヴィラ・コテージ

ほおずきの庭の小さなおうち
朝食付　13,000円
夕食付　13,900円
2食付　14,500円

ＪＲ美瑛駅より約2km 美瑛町字みどり 0166-92-1225 http://www.biei-hozuki.jp/cottagetop.html

URL
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ホテル ﾌﾟﾁﾎﾃﾙ　ピエ 素泊　4,000円～ ＪＲ美瑛駅より約300ｍ 美瑛町栄町１丁目 0166-92-1200 ○ http://travel.rakuten.co.jp/HOTEL/74585/74585.html

ホテル ホテル　ラヴニール 朝食付　5,000円～ ＪＲ美瑛駅より約100ｍ 美瑛町本町１丁目 0166-92-5555 △ ○ http://www.biei-lavenir.com

ホテル
・旅亭・
白金温泉

森の旅亭　びえい
2食付　夏　19,440円～
　冬　17,280円～

ＪＲ美瑛駅より約21ｋｍ 美瑛町字白金 0166-68-1500 ○ http://www.biei-hotel.com/

ホテル
・旅亭・
白金温泉

白金四季の森　ﾎﾃﾙﾊﾟｰｸﾋﾙｽﾞ
2食付　夏　13,800円～

　冬　9,600円～
ＪＲ美瑛駅より約21ｋｍ 美瑛町字白金 0166-94-3041 ○ http://www.biei-hotelparkhills.com/

ホテル
・旅亭・
白金温泉

大雪山白金観光ホテル
2食付　夏　13,110円～

冬　8,790円～
ＪＲ美瑛駅より約21ｋｍ 美瑛町字白金 0166-94-3111 ○ http://www.shirogane-kankou.com/

ホテル
・旅亭・
白金温泉

湯元白金温泉ホテル
2食付　夏　13,800円～

　冬　9,600円～
ＪＲ美瑛駅より約21ｋｍ 美瑛町字白金 0166-94-3333 ○ http://www.shiroganeonsen.com/

民宿 旅人の宿　ひみつ基地
2食付個室　6,800円、
相部屋　4,800円

ＪＲ美馬牛駅より約400ｍ美瑛町美馬牛北2丁目 0166-68-6551 ○ http://himitsukithi.com/

民宿 旅人宿　給食室 2食付　6,480円 ＪＲ美瑛駅より約4.1ｋｍ 美瑛町夕張 0166-92-7288 ○ http://tabiyado.moo.jp/

民宿 塔の見える宿　おかせん里
相部屋　4,000円
素泊個室　4,500円

ＪＲ美馬牛駅より約400ｍ美瑛町字美馬牛北2丁目 0166-95-2161 ○ http://www.geocities.jp/okasenri/

民宿 美瑛旅の宿　陽だまり 2食付　6,500円～ ＪＲ美瑛駅より約1.7ｋｍ 美瑛町字水上 0166-92-5510 http://biei1.jp/

民宿 民宿　クレス
素泊3,800円～

朝食・夕食・弁当付等相談
可

ＪＲ美瑛駅より約500ｍ 美瑛町北町1丁目5-10 0166-92-4411 ○ ○ http://www4.plala.or.jp/cress4411/

民宿 民宿　たきかわ
素泊　4,300円　朝食付
・2食付等相談可

ＪＲ美瑛駅より約150ｍ 美瑛町栄町1丁目 0166-92-3448 http://www.takikawa.burari.biz/

民宿 民宿　わがや
2食付　5,500円

　2食＆弁当付　6,000円
ＪＲ美瑛駅より約1.5km 美瑛町幸町３丁目 0166-92-2119

民宿/白金温泉 民宿・観光みやげ　林道 2食付　7,500円 ＪＲ美瑛駅より約21ｋｍ 美瑛町字白金 0166-94-3036
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ペンション・ＹＨ Alp Lodge（ｱﾙﾌﾟﾛｯｼﾞ） 2食付　7,500円～ ＪＲ美瑛駅より約1.5km 美瑛町大村大久保協生 0166-92-1136 http://www.alp-lodge.com/

ペンション・ＹＨ うねうね畑とくもの月 2食付　12,300円～ ＪＲ美瑛駅より約1.5km 美瑛町福富福美沢 0166-73-8111 ○ ○ http://unekumo.moo.jp/

ペンション・ＹＨ 笑顔咲く宿　めぐみ雪 朝食付　6,000円～ ＪＲ美瑛駅より約3Km 美瑛町字福富憩 0166-92-0305 ○ ○ http://welcome-snow.com/

ペンション・ＹＨ 丘上の一軒宿　星ヶ丘 朝食付　7,800円～　 ＪＲ美瑛駅より約3.5ｋｍ 美瑛町字みどり 0166-92-5551 ○ http://www.hoshigaoka.info/first/

ペンション・ＹＨ 丘のﾍﾟﾝｼｮﾝ　ポプラ 2食付　9,000円～ ＪＲ美瑛駅より約2.5ｋｍ 美瑛町字大三 0166-92-0127 ○ http://www.pensionpopura.com/home-jp

ペンション・ＹＨ 丘の宿　こえる 朝食付　7,500円～　 ＪＲ美瑛駅より約100ｍ 美瑛町大町１丁目１-7 0166-92-5531 ○ http://www.biei-koeru.jp/

ペンション・ＹＨ ｶﾝﾄﾘｰﾊｳｽ　KAKI 2食付　7,500円 ＪＲ美瑛駅より約4ｋｍ 美瑛町字北瑛第１ 0166-92-3588 ○ http://countryhouse-kaki.ftw.jp/

ペンション・ＹＨ カントリーハウス　CoroCoro 朝食付　7,000円～ ＪＲ美瑛駅より約3ｋｍ 上川郡美瑛町福富憩 090-1303-2533 ○

ペンション・ＹＨ クンストハウス 2食付　11,880円～ ＪＲ美瑛系より約1.9ｋｍ 美瑛町憩が丘６－１６ 0166-92-0770 ○ http://kunsthaus.p-kit.com/page0004.html

ペンション・ＹＨ 旅の宿　星の庵 2食付　8,400円～ ＪＲ美瑛駅より約4.1ｋｍ 美瑛町字中本 0166-92-4993 ○

ペンション・ＹＨ 小ちゃなお宿　こんぺい草 2食付7,500円～ ＪＲ美瑛駅より約10ｋｍ 美瑛町字豊栄 0166-92-5971 http://www.geocities.co.jp/SilkRoad-Forest/1362/

ペンション・ＹＨ
slowな食卓＆ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰの宿
とぅもろう

2食付　8,640円　7.8月
は朝食付きプランのみ

ＪＲ美馬牛駅より約300ｍ 美瑛町美馬牛南１丁目 0166-95-2503 ○ ○ http://www.biei-tomorrow.jp/

ペンション・ＹＨ ﾋﾙﾄｯﾌﾟﾛｯｼﾞ　遊岳荘
2食付　6,900円

　相部屋　5,900円
ＪＲ美瑛駅より約3ｋｍ 美瑛町字福富憩 0166-92-4941 ○

ペンション・ＹＨ ﾌｧｰﾑﾍﾟﾝｼｮﾝ　ウィズユー 要お問合せ ＪＲ美馬牛駅より約1.5ｋｍ美瑛町字新星第１ 0166-95-2748 http://www.withyou-biei.jp/

ペンション・ＹＨ ﾍﾟﾝｼｮﾝ＆ｷﾞｬﾗﾘｰ　菜摘実の里 2食付　7,500円～ ＪＲ美瑛駅より約3ｋｍ 美瑛町字原野４線 0166-92-2773 ○ http://www.village723.com/

URL
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ペンション・ＹＨ ﾍﾟﾝｼｮﾝ　WE
2食付

9,500円　～9,900円
ＪＲ美瑛駅より約10ｋｍ 美瑛町字美沢希望 0166-92-1777

ペンション・ＹＨ ﾍﾟﾝｼｮﾝ　丘の宿　ほおずき 2食付　8,800円　 ＪＲ美瑛駅より約2km 美瑛町字みどり 0166-92-1225 http://www.biei-hozuki.jp/top.html

ペンション・ＹＨ ﾍﾟﾝﾝｼｮﾝ　風花 2食付　8,400円～ ＪＲ美瑛駅より約2.7ｋｍ 美瑛町字三愛みどり 0166-68-7066 http://www.h6.dion.ne.jp/~kazahana/

ペンション・ＹＨ ﾍﾟﾝｼｮﾝ　木のうた 2食付　10,000円～ ＪＲ美瑛駅より約4.2ｋｍ 美瑛町美田夕張 0166-92-5592 http://kinouta.web.fc2.com/

ペンション・ＹＨ ﾍﾟﾝｼｮﾝ　薫風舎 2食付　9,000円～ ＪＲ美瑛駅より約9ｋｍ 美瑛町字美沢共生 0166-92-0992 http://www.d-department.com/jp/archives/hotels/8194

ペンション・ＹＨ Pension　Ｋｅｎ＆Ｍａｒｙ 2食付　10,000円～ ＪＲ美瑛駅より約2.5ｋｍ 美瑛町字大久保協生 0166-92-4194 ○ http://kenmary.homepe.net/

ペンション・ＹＨ ﾍﾟﾝｼｮﾝ　ジャガタラ 朝食付　7,400円～ ＪＲ美瑛駅より約7ｋｍ 美瑛町字ルベシベ第２ 0166-95-2960 ○ ○ http://www.biei-jacatra.jp/

ペンション・ＹＨ ﾍﾟﾝｼｮﾝ　tomte rum 2食付　9,700円～ ＪＲ美瑛駅より約2.5ｋｍ 美瑛町大村大久保協生 0166-92-5567 ○ http://www.tomterum.com/

ペンション・ＹＨ ポテトヴィレッジ　美瑛ポテトの丘 2食付　6,600円～　 ＪＲ美瑛駅より約3.8ｋｍ 美瑛町字大村村山 0166-92-3255 ○ http://www.potatovillage.com/pension/

ペンション・ＹＨ リゾートハウス  BIBI 2食付　8,532円～ ＪＲ美瑛駅より約12ｋｍ 美瑛町字美沢美生 0166-92-4013 ○ http://biei-bibi.com/

ペンション・ＹＨ リバテイユースホステル 朝食付　5,560円～ ＪＲ美馬牛駅より約300ｍ 美瑛町字美馬牛北1丁目 0166-95-2141 ○ http://www.biei.org/liberty/index.html

ペンション・ＹＨ 夢の丘ﾍﾟﾝｼｮﾝ　麦 2食付　8,100円～ ＪＲ美馬牛駅より約2ｋｍ 美瑛町字新星第３ 0166-95-2333 ○ ○ http://www1.odn.ne.jp/pension-baku/

ペンション・ＹＨ
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