
新型コロナの状況により変更あり30 小ちゃなお宿　こんぺい草 美瑛駅より約10km 美瑛町福富豊栄 0166-92-5971 ○

29 ペンション　ウィ 美瑛駅より約10km 美瑛町字美沢希望 0166-92-1777 予算に達し受付終了しました。

28 薫風舎 美瑛駅より約9km 美瑛町字美沢共生 0166-92-0992 ○

27 絵織の丘レンタルハウス 美瑛駅より約7km 美瑛町字赤羽 0166-92-2234 ○

26 ペンション　ジャガタラ 美瑛駅より約7km 美瑛町字ルベシベ第２ 0166-95-2960 ○

予算に達し受付終了しました。

25 Ritz　Garden　虹（Niji) 美馬牛駅より約2km 美瑛町字新星第３ 0166-95-2492 ○

24
カフェロッジ

Touch Wood
美馬牛駅より約1.3km 美瑛町字新星第３ 0166-73-3221

23 ペンション　麦 美馬牛駅より約2km 美瑛町字新星第３ 0166-95-2333 ○

22 coco rire(ココリール) 美瑛駅より約4.7km 美瑛町美馬牛新栄 0166-95-2448

21 美瑛の小さな宿　丘のほとり 美瑛駅より約4.2km 美瑛町美馬牛新栄 92-5360 ○

20 Ｃｏｔｅａｕ（コトー） 美瑛駅より約3km 美瑛町清水ケ丘 0166-92-8747 ○

▲

19 美瑛旅の宿　陽だまり 美瑛駅より約1.7km 美瑛町字水上 0166-92-5510

18
みどりの森の小さなお宿

　ことりとこりす
美瑛駅より約2.0km 美瑛町字みどり 0166-76-1930 ○

17 丘上の一軒宿　星ヶ丘 美瑛駅より約3.5km 美瑛町字みどり 0166-92-5551 ○

16 Meijiの丘の宿 美瑛駅より約3km 美瑛町美瑛字明治 0166-76-1157 ○

15
ペンション＆ギャラリー

　菜摘実の里
美瑛駅より約3km 美瑛町美瑛原野4線 0166-92-2773 ○

14 しろつめ草 美瑛駅より約6km 美瑛町新区画 0166-92-3753 ○

13 笑顔咲く宿　めぐみ雪 美瑛駅より約3km 美瑛町字福富憩 0166-92-0305 ○

12 Coro  Coro 美瑛駅より約1.5km 美瑛町福富憩
0166-92-4745

090-1303-2533
○

予算に達し受付終了しました。

11 VILLA e PIZZERIA iL coVo 美瑛駅より約4.4km 美瑛町大村村山 0166-92-5489 ○

10 旅人の宿　給食室 美瑛駅より約4.2km 美瑛町美田夕張 090-7670-9345

販売準備中・要問合せ

9 木のうた 美瑛駅より約4.2km 美瑛町美田夕張 0166-92-5592

8
ポテトヴィレッジ

美瑛ポテトの丘
美瑛駅より約3.8km 美瑛町字大村村山 0166-92-3255 ○

7 スプウン谷のザワザワ村 美瑛駅より約3.9km 美瑛町大村大久保協生 0166-92-7037 ご利用期間は別途設定

6
Villa Skavla

（ヴィラ　シュカブラ）
美瑛駅より約2.3km 美瑛町大村大久保第1 0166-76-4120 ○

5 ペンション　トムテルム 美瑛駅より約2.5km 美瑛町大村大久保協生 0166-92-5567 ○

4 ペンションケンとメリー 美瑛駅より約2.5km 美瑛町大村大久保協生 0166-92-4194 ○

3 レストラン　bible 美瑛駅より約5km 美瑛町字北瑛第2 0166-92-8100 ○

2 カントリーハウス　KAKI 美瑛駅より約4km 美瑛町字北瑛第１ 0166-92-3588 ○

1 Alp Lodge(ｱﾙﾌﾟﾛｯｼﾞ) 美瑛駅より約1.5km 美瑛町大村大久保協生 0166-92-1136 ○

「びえい割」登録対象施設

 「びえい割」プラン 内容(価格/詳細)は　各施設HPまたはお電話にて、ご確認ください
　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2021年10月18日更新

施設名 最寄駅からの距離 住所 電話番号 Wi-Fi 備　　　　　考

http://www.alp-lodge.com/
http://countryhouse-kaki.ftw.jp/
https://bi-ble.jp/
https://www.biei-hokkaido.jp/ja/hotel/kenmary/
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http://www.village723.com/
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ご利用期間・プラン要問合せ

予算に達し受付終了しました。

57 白金自由港ホテル 美瑛駅より約21km 美瑛町字白金 0166-74-7219 ○

56
温泉ゲストハウス、

美瑛白金の湯
美瑛駅より約21km 美瑛町字白金 0166-74-8131 ○

55 民宿・観光みやげ　林道 美瑛駅より約21km 美瑛町字白金 0166-94-3036

54 森の旅亭　びえい 美瑛駅より約21km 美瑛町字白金 0166-68-1500 ○

53 湯元白金温泉ホテル 美瑛駅より約21km 美瑛町字白金 0166-94-3333 ○

52
白金四季の森

ホテルパークヒルズ
美瑛駅より約21km 美瑛町字白金 0166-94-3041 ○

51 大雪山白金観光ホテル 美瑛駅より約21km 美瑛町字白金 0166-94-3111 ○

予算に達し受付終了しました。

50
slowな食卓＆バリアフリーの宿

とぅもろう
美馬牛駅より約300m 美瑛町美馬牛南1丁目 95-2503 ○

49 塔の見える宿　おかせん里 美馬牛駅より約400m 美瑛町美馬牛北2丁目 0166-95-2161 ○

48 stay-in-BIEI 美瑛駅より約1km 美瑛町中町1 050-3684-6895 ○

47 コンドミニアム　ルレドゥ花園 美瑛駅より約1.5km 美瑛町花園1-2-11 0166-73-4568 ○

46 小さなお宿　ルレドゥ美瑛幸町 美瑛駅より約2.5km 美瑛町幸町4-2-30 0166-73-4568 ○

45
1棟丸ごと貸し切り

はろーいん
美瑛駅より約2.5km 美瑛町幸町3-5-9 0166-73-4568 ○

44 民宿わがや 美瑛駅より約1km 美瑛町幸町3-4-20 0166-92-2119 ○

43 くつろぎの宿　結び家 美瑛駅より約1km 美瑛町旭町1-3-9 0166-73-9768 ○ 予算に達し受付終了しました。

42 フォテージ　イン　美瑛 美瑛駅より約1.5km 美瑛町大町2-2-21 0166-73-4922 ○

41 民宿　クレス 美瑛駅より約500m 美瑛町北町１丁目5-10 0166-92-4411 ○ 予算に達し受付終了しました。

40 丘の宿　こえる 美瑛駅より約100m 美瑛町大町1丁目1-7 0166-92-5531 ○

39 ホテル　ラヴニール 美瑛駅より約100ｍ 美瑛町本町1丁目 0166-92-5555 ○ 予算に達し受付終了しました。

38
オーベルジュ　KUNSTHAUS

（クンストハウス）
美瑛駅より約2.2km 美瑛町憩が丘6-16 0166-92-0770 ○

37 美瑛　丘の宿　四季 美瑛駅より約2.3km 美瑛町憩が丘6-1 0166-92-5360 ○

36 エトハウス 美瑛駅より約900ｍ 美瑛町南町1丁目 0166-92-3223 ○

35 プチホテル　ピエ 美瑛駅より約150ｍ 美瑛町栄町1丁目 0166-92-1200 ○ 予算に達し受付終了しました。

34 リゾートハウスBIBI 美瑛駅より約７km 美瑛町字美沢美生 0166-92-4013 ○

33
オーベルジュ

ニングルフォーレ
美瑛駅より約12km 美瑛町字美沢双葉 0166-92-5933 ○ 予算に達し受付終了しました。

32
ケント白石写真家の宿

　てふてふ
美瑛駅より約12km 美瑛町字美沢双葉 0166-92-5137 ○

31 和raku-tei 美瑛駅より約10km 美瑛町字美沢早崎 0166-76-5222  ○
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