
登　　録　　名 宣　言　１ 宣　言　２ 宣　言　３

長野県須坂青年の家

お客さんの要望には可能な
限り全力で応える。決して
「ＮＯ」とは言わず「Ｉ’m sｏｒｙ
ｙ」で返す心構え。

「すみません…それは出来
ませんが、これはいかがで
すか？」という常にお客さん
の立場に立った心構え。

B&B　カントリーイン　ゼ
フィール

霧ヶ峰高原を愛する仲間た
ちとともに、高原のさわやか
さをお客様に伝えます。

「霧ヶ峰高原の風とかおり」
を感じていただくように、装
いに気を配ります。

天然の動植物を大切に守
り、すばらしい高原の自然を
お楽しみいただきます。

株式会社　戸倉ホテル
たくさん採れた野菜を、近所
の人や、お客様におすそ分
けします。

相手に不快感を与えないよ
う、身だしなみを整えます。

道を花木で飾り、まちを歩く
方をおもてなしします。

株式会社　斉藤ホテル

ご来館されたお客様に信州
産りんご１００％のリンゴ
ジュースを振る舞っていま
す。

「お茶にしやしょ」では、お客
様と一緒にお茶を飲みなが
ら、鹿教湯温泉や観光ス
ポットのお話をしています。

お客様に楽しんでいただけ
るように、ロビーコンサート
や日帰り旅行などの企画を
催しています。

こだまの森
受付のカウンター内をキレイ
にし、花を飾ります

ごみを拾って、場内をきれい
にします

ご来場されたお客様に「い
らっしゃいませ」と笑顔で迎
えます

国民宿舎　松代荘
笑顔と真心をこめたおもてな
しをします。

いつも感謝の気持ちを忘れ
ません。

親切なおもてなしに努めま
す。

風景館
外国語に加えて身振り、手
振り、スマイルでお応え致し
ます。

四季を通じて色とりどりの花
で皆様をお迎え致します。

豊かな自然と悠久の歴史に
包まれた、心安らぐ空間作り
に努めます。

川上村営　金峰山荘
笑顔でお迎えします。 一言挨拶をします。 花の開花時期、紅葉の見頃

を教えます。

駒王 明るい笑顔でおもてなし ここち良い環境でおもてなし 安心・安全のおもてなし

八ヶ岳広谷ペンショングルー
プ

宿泊者に時々高原野菜を
送っている

ペンションの周辺を環境整
備して快適な空間で森林浴
を楽しんでもらう

おいしい食事を楽しんでもら
う

地方職員共済組合諏訪保
養所　湖山荘

年間を通じ地域食材にこだ
わった料理を心掛けます

信州の温泉を源泉掛け流し
で楽しんでいただきます

スタッフ一同笑顔で真心込
めてお客様をお迎えいたし
ます

ホテル雄山
ガイドブックには載っていな
い、地元の情報を提供しま
す。

身だしなみを整えます。 毎日職場の掃除をしてお客
様をお迎えします。

ツーリストホテルグリーンプ
ラザ

ガイドブックには載っていな
い、地元の情報を提供しま
す。

身だしなみを整えます。 毎日職場の掃除をしてお客
様をお迎えします。
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宿泊施設部門
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ホテル鷺乃湯

地域を愛し、密着した情報を
常に提供致します。

雪の寒い日も、夏の暑い日
も、お客様が来館されたら帰
りまで、笑顔で外までお迎
え、お見送り致します。

お泊りのお客様だけでなく、
外で会う観光客の方にもす
すんで挨拶致します。

山風荘
お客様へ、つねに笑顔であ
いさつ、明るく親切に接しま
す。

周辺のマップを作成してご提
供します。

信州の季節のおいしさをご
提供します。

ペンションECO-Stay TOSS

本来の植物(花)のために地
域の外来植物の排除活動を
しています。

地域の自然環境を知ってい
ただくために、毎朝の散歩に
ご一緒して解説とおもてなし
にズク出してます。

飾りけはないけれど、いつも
清潔な身だしなみと快適な
施設でお迎えします。

とんび農園．とんびシェル
ター

南信州山野草の里ならでは
の旬の山野草のおもてなし

山野草採取に同行します 食材としての説明、食べて
戴きます

旅館辨天館
地産地消を推進し、地元の
食材を活用し、おいしいおふ
くろの味を提供します。

お客様のスケジュールを考
慮してお食事を提供します。

親戚の家に泊まりに来た様
な心も体もあったまる空間づ
くりに励みます。

山みず季ＵＲＡＲＡつたや
重たい荷物を持ったままで
は大変です。楽しく歩いて頂
けるよう手荷物をお預り致し
ます。

木曽福島は意外と道が複雑
です。よりわかりやすく道案
内致します。

カサをお持ちでないお客様
へ、突然の雨でも大丈夫。カ
サをお貸し致します。

東横ＩＮＮ松本駅前本町
地元出身のスタッフならでは
のきめの細かい観光案内を
いたします。

身だしなみに気をつけ、常に
笑顔を忘れません。

店内の清掃は当然ですが、
周辺道路にも気配り、目配り
いたします。

亀清旅館
手作りクッキーのお茶菓子 宿のコンクリートブロック塀を

木造に取り替える
ロビーにＢＧＭをながす

ゲストハウス蔵
地元ならではの地域情報を
発信し続けます。

古民家によく合うお香をたき
ます。

観光案内情報は、日本語・
英語に対応します。

千曲乃湯　しげの家
一期一会の心を以ってお客
様の心に残る旅のお手伝い
をします。

清潔・清浄な施設や温泉の
維持に努め、信州らしい日
本料理をお客様に提供しま
す。

木の温もりや匠の技が光る
和の設えでお客様をお迎え
します。

旅館　おくむら
ご宿泊のお客様には我が家
に帰ってきたような心安らぐ
おもてなしをします

街角でたたずむ方には「何
かお困りですか？」と声をか
けます

見所・食事どころ等、常に新
鮮な情報を得て、お客様に
ご案内します

ホテルプラトン
ガイドブックには載っていな
い、地元の情報を提供しま
す。

身だしなみを整えます。 毎日、職場の掃除をしてお
客様をお迎えします。

鹿鳴荘
宿周辺の観光地への手作り
マップでご案内します（所要
時間も記入）。

畑で採れた野菜をお客様に
お土産品として渡します。

季節に応じた観光地・食材・
土産品のご案内を行いま
す。
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エーテルホテル
信州の良さをお客様にお伝
えします

相手に不快感を与えない身
だしなみ

気が付いた時はすぐに清掃
する

浜の湯

真心をこめて大切なお客様
をお出迎えし、温かい気持ち
で接する。

おもてなしの心を忘れずに、
お客様の立場になり、ご満
足いただけるよう最善の努
力を払う。

第一印象が大事。清潔な身
だしなみと笑顔。

あさや旅館
来館店者に観光、地域の歴
史を教えます。

地元の食材を活用した料理
を提供します。

店の内外を季節の花で飾り
迎えます。

ホテル　ナカジマ
店の前を花で飾り、お客様を
お迎えします。

周辺のマップを作成してご提
供します。

お帰りのお客様には「行って
らっしゃいませ、お気をつけ
てどうぞ」とお送り致します。

ＲＡＫＯ華乃井ホテル
常に笑顔で明るくあいさつを
します

観光案内を進んでします 名札には外国語表記も加
え、外国人のお客様にも配
慮します

昼神温泉　癒楽の宿　清風
苑

お客様をとびっきりの笑顔で
お出迎えします。

お客様が気持ち良くお過ご
し頂けるように、ホスピタリ
ティマインドを発揮しておも
てなしをします。

地域に愛着と誇りを持ち、お
客様にまた来て頂けるよう
地域の良さを伝えます。

ホテルウェルカム松本
常に笑顔であいさつ 近隣飲食店の情報を集め案

内する
イベント情報を集め案内して
います

高峰温泉　ずく出しチーム
宿泊者に夜空の満天星を御
案内

宿泊者に夜食として暖炉の
火でごへいもちを焼いて手
作山

宿泊者に四季の高原をガイ
ドして案内してあげる

心がふれあう　民芸の宿中
央ホテル

つねに笑顔であいさつしま
す。

美しい観光地づくりのため、
建物などに花を飾ります。

地元の食材を活用したお食
事をご提供いたします。

諏訪湖ホテル

行き先に悩んでいるお客様
には相談にのり、それぞれ
のお客様に合った観光の提
案をいたします。

館内（ロビー、ラウンジ、客
室、ろう下、食事処）に生け
花を飾り、お客様をお迎えし
ています。

シルクエンペラー片倉の歴
史に触れていただきたく、関
係する資料の展示や施設公
開をしております。

湖畔の温泉宿蓼科

ペレットストーブで長野県内
の間伐材を使った、ペレット
を利用する

観光協会、区等の出払い、
ビーナスライン沿線、サイク
リング、ロード、清掃、草刈
り、支障木伐採作業

親戚より沢山お野菜を頂い
た時、お客様や、隣近所へ、
分けてやる

上田温泉ホテル祥園
近隣の観光地をお客様にご
案内できるようにします。

アルクマピンバッジを制服に
つけます。

ホテル亀屋本店

季節の見どころの写真や情
報を館内に掲示したり、ホー
ムページに掲載してお客様
にご紹介します。

旬な情報をかわら版にして、
夕食時に配布します。

信州の食材を使った地産地
消の料理を提供します。
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旅亭たかの
季節の見どころの写真や情
報を、ホームページ等で紹
介します。

信州の食材を使った地産地
消の料理を提供します。

マニュアルにたよらない、心
のこもったサービスにつとめ
ます。

民宿松尾
記念写真のシャッターを押し
て、旅の思い出作りに協力し
ます。

地域の観光地を研究して手
作りマップを作ります。

庭の手入れをよくし、訪れる
方をおもてなしします。

油屋旅館
ガイドブックには載っていな
い、地元ならではのとってお
きの情報を提供します。

気持ちよく街を歩いてもらう
ために、ごみを拾ってきれい
にします。

相手に不快感を与えないよ
う、身だしなみを整えます。

山風荘
真心をこめてお客様をお出
迎えし、温かい気持ちで接し
ます。

適度なメイクを心掛けます。 手作りガイドマップで地元の
情報をご案内します。

ペンション　すばる
信州に愛着を持ち地域の仲
間で地域の良さをお客様に
伝えます。

身なりをきちんと整えて、お
客様をお迎えする。

気持ち良く街を歩いてもらう
ためにごみ拾い運動に参加
する。

ホテルうづらや
信州に愛着を持ち、その良
さを真心からお客様にお伝
えします。

気くばり、心くばり、言葉くば
りで親切に応対させていた
だきます。

信州の名所を広くお客様に
ご紹介します。

ホテル信濃路
わたしたちは、明るく元気な
笑顔と爽やかな挨拶で、お
客様をお迎えします。

わたしたちは、お客様の立
場に立った思いやりのある
サービスをします。

わたしたちは、お客様のご
要望には誠意をもって迅速
に応対します。

割烹旅館　みなみ家
地元食材をふんだんに使用
し、真心籠めて作った懐石
料理を一品づつお持ちしま
す。

清潔で過ごし易い館内。
所々に季節と温かみと和を
感じる装飾を心掛けます。

どんな場面でもお客様の立
場になって考える、きめ細や
かなサービス。

白馬山麗レイクサイドユース
ホテル

お電話でのご案内、旬の情
報、パンフレット外のお得情
報の提供

四季折々、季節感を出せる
花木の展示など

人手が足りないので特別な
ユニフォームは着れません
が清潔感のあるもの

美浪荘
人手が足りないので浴衣等
は着れませんが、清潔感は
だします。

お電話でのご案内、旬の情
報、パンフレット以外の情報
のご提供など。

四季を感じられる花木等の
展示。

公立学校共済組合浅間温
泉保養所　みやま荘

明るく元気な笑顔と爽やか
な挨拶で、お客様をお迎えし
ます。

お客様のご要望には、誠意
をもって迅速に対応します。

清潔で上品な身だしなみで
応対します。

ホルモン・山肉三昧　南信州
の隠れ家　平家の里

笑顔で元気なあいさつでお
客様をお迎え致します。

名札をお客様が見やすい所
につけます。

道をたずねてこられたら丁
寧にお教え致します。

白樺湖畔　民宿なかや
方言を大切にし、お客様と接
します。

笑顔を大切にし、どなたとも
笑顔で接します。

地元を大切にし、白樺湖、御
柱祭等すすんで案内をしま
す。
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ホテルアンビエント安曇野

真心を込めてお客様をお出
迎えし、記念写真のシャッ
ターを押して旅の思い出作り
に協力します。

スタッフはもちろん外観もき
れいに保ち、お客様をお出
迎えいたします。

お客様に長野県の良さを多
く知って頂けるよう、観光パ
ンフレットを充実させお客様
に観光のご提案をいたしま
す。

美白の湯荻原館

信州に愛着を持ち、地域の
良さをお客様に伝えます。お
客様には真心をこめて、温
かい気持ちで接します。

相手に不快感を与えないよ
う、身だしなみを整えます。
適度なメイクを心掛けます。

館内に地域の花や写真を飾
り、お客様をおもてなししま
す。

民宿りんどう　原　正明
自家製の漬物を出しておも
てなしします

雪かき積極的に近所の除雪
します

自家製野菜のおすそわけ

ホテルアンビエント蓼科＆コ
テージ

天気、気温(最低、最高)を
日々記録し、お客様からの
天候や服装などの質問に適
格なアドバイスをいたしま
す。

手作りガイドブックで、地元
ならではの旬な情報を提供
いたします。また季節の花の
写真集を閲覧掲示します。

当日誕生日のお客様が洋食
レストランに食事にお越しに
なられた場合、レストランス
タッフがハッピーバースデー
の唄をうたって誕生日お祝
いいたします。

湖泉荘
マニュアル通りのサービス
はしません。1人1人のお客
様にあったご案内をします。

お客様をお迎えするのに、
身だしなみと笑顔を整えま
す。

館内は季節にあった小物を
かざり、地元で栽培された花
を生けるようにしています。

湯元齋藤旅館
お客様の目線に立ち、再び
宿泊したいと喜んでいただ
けるおもてなしをこころがけ
ます。

ペンション　ピラタス
地元の食材を活用した、お
いしいお食事を提供します。

ガイドブックには載っていな
い、地元ならではのとってお
きの情報を提供します。

真心をこめて大切なお客様
をお出迎えし、温かい気持ち
で接します。

旅館　さらしなや

てづくり郷土料理の提供…
自家製又は地元食材を使用
（すんき、おんたけ白菜キム
チ、赤かぶ甘酢漬等）無料
サービス

福島宿及び中山道の御案内
（ガイド登録）インバウンド
（FIT等）対応（英語のみ）

霊峰「御嶽山」についての詳
しい御説明、御案内。木曽
義仲公についての御説明、
御案内

さぎり荘
お客様へのご案内は、笑顔
ではっきりした発音で分かり
やすく行います。

相手に不快感を与えないよ
う、身だしなみを整えます。

ゴミを見つけたら、すぐに拾
うようにします。

高原荘
相手に不快感を与えないよ
う身だしなみを整えます

毎日職場の掃き掃除をして
拭き掃除をしてお客様を迎
えます

たくさん取れた野菜、山菜近
所の人や来訪者におすそ分
けします

佐久グランドホテル

「お帰りなさい」の気持ちで、
お名前を添えてごあいさつ。

思い出の記念写真、積極的
にカメラマンになります。

S佐久<ｓｍｉｌe>　Ｇグランド<ｇ
ｏｏｄ>　Ｈホテル<ｈａｐｐｙ>
笑顔で、心地良い空間つく
り、パッピーにします。

信州しもすわ温泉　ぎん月
あいさつ（近隣、他から来た
人も含め）

外国語表記 イベントの企画（旅行者へ
の）



登　　録　　名 宣　言　１ 宣　言　２ 宣　言　３

サンサン！！ 笑顔であいさつ 情報キャッチ 情報ご案内

ホテル国際２１　町田勇二 笑顔でお迎え

宮田観光開発㈱　山荘事業
部

笑顔で挨拶。「ようこそ中央
アルプス駒ケ岳」へ！

山の魅力と自然保護の大切
を伝える。

安全な登山指導の徹底。

岳の湯温泉　雲渓荘
一つ一つの出会いを大切に
おもてなしを心がけます。

明るい笑顔でおもてなしいた
します。

四季を通じ居心地のいい空
間をつくります。

チームKAWAICHIYA

当館にご宿泊のお客さまの
みならず、野沢温泉にお越
しになったお客さまに気持ち
良いあいさつをします。

野沢温泉のおいしい水や豊
富な湯量はブナの恩恵で
す。ブナを保護し地域の魅
力を守るため募金活動をし
ます。

年々増加している海外から
お越し頂いたお客さまに１日
１言外国語を覚えおもてなし
をしてまいります。

扉温泉　明神館
真心をこめてお客様をお迎
えし、温かみのあるサービス
を提供します。

お客様に心地よさを感じて
頂けるよう、身なりを清潔に
整えます。

心も体もあったまる空間作り
に励みます。

信州・木曽・御嶽山　開田高
原　ペンション遊基地(ゆうき
ち）

春の山菜､秋のきのこを中心
に、木曽御嶽山自生の山の
恵みを夕食時にご提供いた
します。

「木曽ひのき」のチップを
使った香りの小袋で客室を
消臭。　香り袋はプレゼント
いたします。

信州の爽やかな空気のよう
な笑顔で お迎え・お見送り
いたします。

ペンション　四季の宿　すば
る

八ヶ岳の大自然を満喫出来
る自然体験ツアー（登山/ハ
イキング、etc)へ誘います。

地元、長野県地産の新鮮な
食材で美味なお料理で満足
頂きます。

暖かい温泉に浸かって頂
き、日頃の疲れを癒して頂き
ます。

松本ホテル花月　レストラン
寿城

長野県産の食材や旬の食
材を利用したお料理を提供
します

栄養バランスを考え、薬膳を
取り入れた和食も提供しま
す

お客様を笑顔でお迎えしま
す

とんび農園
訪れたお客様には身近な所
で手に入る野草、食する事
の出来る野草をお教えしま
す。

急ぐ食材として利用出来る
様採取方法も教えます。

食材を料理して差し上げま
す。

ホテルメトロポリタン長野

明るい笑顔で接し、親切な
応対をし、感謝の気持ちを
忘れません。

身だしなみはさわやかにし、
名札は外国語表記も加え見
やすいところにつけます。

館内の案内やメニューは外
国語(英語)に対応したものを
用意し、地産地消に取りくみ
ます。

高峰高原ホテル

自家菜園野菜にて地産地消
を行い、時にはおすそ分け
致します。

社員一同、心より皆様をお
出迎え致します。

体験型ツアーを入れこみ、
お客様に小諸や高峰高原を
堪能していただきます。

ホテル　ルートインコート上
山田

相手の目を見て、姿勢を正
してお話しします。

お客様へのご案内は、ハッ
キリした発音で分かりやすく
行います。

相手に不快感を与えないよ
う、身だしなみを整えます。



登　　録　　名 宣　言　１ 宣　言　２ 宣　言　３

ホテル　ルートイン第１長野
電話では、聴き取りやすいよ
うはっきり、ゆっくり話すこと
を心掛ける。

相手に不快感を与えないよ
う、身だしなみを整えます。

心も体もあたたまる空間づく
りに励みます。

ホテル　ルートイン第2長野
電話では、聴き取りやすいよ
うはっきり、ゆっくり話すこと
を心掛ける。

相手に不快感を与えないよ
う、身だしなみを整えます。

心も体もあたたまる空間づく
りに励みます。

ホテル　ルートイン長野別館
電話では、聴き取りやすいよ
うはっきり、ゆっくり話すこと
を心掛ける。

相手に不快感を与えないよ
う、身だしなみを整えます。

心も体もあたたまる空間づく
りに励みます。

ホテル　ルートイン中野
信州に愛着を持ち、地域の
仲間みんなで地域の良さを
お客様に伝えます。

相手に不快感を与えないよ
う、身だしなみを整えます。

店内に地域の観光名所の写
真（パンフレット等）を掲示し
ます。

ホテル　ルートインコート篠ノ
井

忙しい時でも、常に笑顔で真
心をこめてお客様と接しま
す。

常に清潔な身だしなみを心
がけます。

気持ちよく駐車場を歩いても
らうために、ゴミ拾いや草取
りを徹底し、きれいにしま
す。

ホテル　ルートインコート佐
久　ハウス

相手の目を見て、姿勢を正
してお話しします。

お客様へのご案内は、はっ
きりした発音で分かりやすく
行います。

真心をこめて大切なお客様
をお出迎えし、温かい気持ち
で接します。

ホテル　ルートインコート佐
久　フロント

方言に愛着を持って話しま
す。

名札はお客様が見やすいと
ころにつけます。

職場のデスクは、お客様の
ことを考え毎日整理整頓し
ます。

チウーホテル
お客様が期待しているより
少し上の対応を目指します。

とにかく楽しめるようにス
キー場やハイキングの相談
には全力でお応えします。

八方館
お客様の望まれる事を言わ
れる前にさりげなく笑顔で。

温かい気持ちで接し、真心こ
めてお出迎えします。

滞在中、ゆっくり過ごして頂
ける様、配慮します。

ふれあいセンター　もみの湯
笑顔で挨拶します。 お客様のくつろげる空間づく

りを心がけます。
不快感を与えないよう身なり
を整えます。

レストハウス　樅の木荘
地元の食材を使ったお食事
を提供します。

お客様のご要望に応じた案
内を心がけます。

季節の花を飾り、清潔な空
間づくりを心がけます。

シルクホテル
お客様の立場になって寄り
添うサービスをします。

お客様にとって快適で心地
良い環境を準備します。

お客様の要望や希望を感じ
とってお応えします。

阿Q～はなれinn八ヶ岳～

礼儀を持ったふるまいのな
かにも、親戚やお友だちと接
するような親近感を持ってい
ただけるふるまいをします。

自然と調和した素材の身な
りに心がけます。

一に掃除、二に掃除、特に
水周りの掃除は徹底して、
居心地の良い時間を過ごせ
る空間を提供します。

常盤館　フロント
お客様のご案内は、わかり
やすく、ていねいに行いま
す。

電話の受け答えも笑顔で！ 真心をこめて大切なお客様
をお迎えし、接します。
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B&Bめぐハウス　ZuKu
信州に愛着を持ち、地域の
良さをお客様に伝えます。

相手に不快感を与えないよ
うに、身だしなみを整えま
す。

ホームページ・案内チラシ
は、外国人の方にも配慮し
て制作します。

有限会社　ホテル弥生
地元の食材を大切にし、地
産地消のお食事を提供しま
す。

地域で育てたお花を館内に
飾り、来館者をもてなしま
す。

相手の目を見て、笑顔でお
客様に接します。

諏訪レイクサイドホテル
感謝の気持ちを持ち、全員
で笑顔で挨拶致します

好感を持って頂ける言葉遣
い・身だしなみ・マナーを実
践致します

感動と喜びをお持ち帰り頂
ける空間作りを致します

(奥木曽)あららぎ荘
笑顔でお客様をお出迎え
し、温かい気持ちで接しま
す。

信州奥木曽のよりよい旅の
思い出作りをします。

木曽の良さをお客様に紹介
します。

島崎藤村ゆかりの宿 中棚
荘

長野に、小諸に、ココに「来
てくれてありがとう！」の気
持ちで、お客様をおもてなし
します。

別邸「はりこし亭」とともに、
地元の食材を用いて、工夫
した料理をお出しします。

双泉の宿　朱白
お客様の立場にたって、ス
タッフ全員のチームプレイで
ご要望に応えます。

長野県望月少年自然の家
お客様が来所される前に細
心の注意をはらって場内を
整備し､準備してお迎えしま
しょう。

信州人の「ずく」と佐久の「気
づかい」と望月の「元気な笑
顔」でお迎え（おもてなし）。

黒澤館

お女将自家製野菜でおもて
なし
地産の原料で料理（そば粉
等）

沢山採れた野菜をお客様に
おすそわけ

木曽ならではの発酵食品
（すんき等）を提供します
味噌も自家製

中谷旅館
地元の食材をできる限り使
用いたします

訪れた方とのふれあいを大
切にいたします

旬な情報と正確な情報をご
案内いたします

黒部観光ホテル
日本屈指の山岳観光の拠
点として、信州及び大町市
の地域の価値をお客様に伝
えます。

清潔な身なりを心がけ、お客
様が快適に過ごせる環境
（館内外）をつくります。

館内表示の多言語化、信州
の四季の魅力や観光地情
報をお客様に伝えます。

ロッヂ安曇野遊人
ガイドブックには載っていな
い、地元ならではのとってお
きの情報を提供します。

地産地消を通じて、信州の
美味しいものを紹介します。

お客様のスケジュールや
ペースを考慮してご案内しま
す。

リゾートホテル 八ヶ岳高原
ロッジ

自然観察指導員を先頭に草
花・樹木や鳥の情報をご提
供し、滞在がより充実するよ
うお手伝いします

おすすめの記念写真撮影ポ
イントがあり、積極的に
シャッターを押して思い出づ
くりに協力します

駐車場からお荷物を持って
お見えになるお客様がい
らっしゃったら、駆け足でお
荷物を取りに行きます

ホテルやまぶき
ふるさとに帰ったようにお客
様をお迎えいたします

自分の暮らす地域を愛し、
素晴らしさを伝えます

感謝の心を込めてお客様を
お見送りいたします
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リゾートハウス　オックス

私達は、お客様に地域の美
味しい食材や、魅力的な観
光情報を提供致します。

私達は、お客様へ感謝の気
持ちを込めてお見送りを致し
ます。

私達は、落ち着いた雰囲気
とゆったりした心に優しい音
楽が流れる空間作りに励み
ます。

栂池高原ロッヂシーハイル
全員笑顔でお客様をお迎え
する。

トイレはいつも清潔に保つ。 身だしなみは常にお客様に
気持ちの良いように整える。

シェア＆ゲストハウス　白馬
シェア

清潔感のある施設の維持、
接客をします。

アクテビティ、イベントの紹介
など、お客さんにとって最高
の旅行になるよう、現地アテ
ンドします。

オリジナルのおススメ周辺
地図を作成してご案内しま
す。

ゲストハウス・ノーサイド
出来る限り地産地消でおも
てなしを実行します

地元ならではのとっておきの
情報をご提供しています

外国語対応の飲食メニュー・
宿泊タリフを用意しています

八ヶ岳海尻温泉　灯明の湯

丁寧な言葉遣いと笑顔で接
し、「ありがとう。」の気持ち
を大切にします。

常に清潔でさっぱりとした身
だしなみを心がけます。

心温まる癒しの空間作りに
励み、お客様に｢ほっとす
る。」と思っていただけるよう
心がけます。

ペンションKAORU（かおる）
優しく包み込む高原のさわ
やかな風の様に・・・真心と
笑顔のおもてなし！

お客様が直接触れる水廻り
を清潔に！

身だしなみを整え、お客様に
も周囲にも心地よく！

ぬくもりの宿　駒の湯　スタッ
フ一同

いつでも清潔な気持ちの良
い館内を提供致します。

笑顔でお出迎え致します。

松本丸の内ホテル

近隣の飲食店、観光施設な
どの手作りマップを作成、活
用しています

手元、足元の清潔さを心が
け、また、華美な印象になら
ないよう、メイクや髪型など
に注意します

室内は「清潔感」を第一に、
シンプルで過ごしやすい空
間づくりを心がけます

ペンション グリンデルワルト
お客様のスケジュールや
ペースを考慮してご案内しま
す。

お客様に不快感を与えない
よう、身だしなみを整えま
す。

店舗の中に、地域の花や写
真を飾り、お客様をおもてな
しします。

オーベルジュ・アルムハウス
常に笑顔であいさつします。 安曇野の観光情報を集め案

内する
お客様に合わせた情報の提
供

八ヶ岳富士見高原リゾート
八峯苑鹿の湯

いつも清潔にしてお客様を
お迎えする。

親しみやすい言葉で対応す
る。

ユルイの宿　恵山
お客様との“挨拶”、“会話”
に心を通わせることを怠りま
せん!!

ホテル紅や
お客様の一人一人が求める
ことを察知し、それにあわせ
た接客に励みます。
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中川観光開発株式会社
迷ったり困ったりしている人
を見かけたら声を掛けるよう
心掛けます。

箸置きやコースターなどに手
作りのものを使い和んでい
ただきます。

お客様に気持ち良く接してい
ただけるよう、身だしなみに
は注意します。

野熊の庄　月川
全員笑顔でお客様と接す
る。

施設・外回りなど清潔にす
る。

爪・身だしなみなど常にきれ
いに清潔にする。

ペンションノ　スタルジア
地産地消を通じて信州の美
味しい物を紹介します。

美しい信州白馬村、周辺観
光地の写真撮影ポイントに
ついてガイド、アドバイスをし
ます。

生活習慣病、食物アレル
ギー対応の食事でおもてな
しします。

天竜水神温泉　花薫る宿よ
し乃亭

お客様が心から笑顔になれ
るおもてなしをいたします！

四季折々の生花で心が癒さ
れる宿に致します！

清潔な身だしなみと気持ち
の良い笑顔でお出迎えいた
します！

緑翠亭　景水
おもなてしの笑顔でお客様
をお迎えします♪

快適なご滞在をお約束いた
します!!!

さわやかな装いでお客様を
お迎えします♪

ロッジ　かぜのおと
お客様に寛いでいただける
ように、真心をこめて対応し
ます。

お客様と対面する前に、鏡
でチェックします。

客室やトイレ・廊下に生花を
飾ります。

みのわ温泉 ながた荘（㈱み
のわ振興公社）

笑顔を大切に、明るく親切な
おもてなしに努めます。

今泉　さおり
いつも笑顔でお迎えしま
す！

お客様の過ごしやすい自由
で快適な施設を目指しま
す！

必ず客室にはメッセージカー
ドと小さなお花を飾ってま
す！

志賀パレスホテル お客様に大きな声で挨拶す
る

清潔感あふれる身だしなみ ロビーの清掃の徹底

おもてなしグループ
地元の食材を活用した、手
作りのお食事を提供します。

心も体も温まる空間作りに
励みます。

ペンション白馬通信
笑顔でお客様をお迎えする 掃除はいつも清潔に 身だしなみは常に気持ちの

良いように整える

ピュアモール　ミモザ
自分の別荘のように、ゆった
りと過ごして頂きます。

その時々の服装で、清潔感
を出すよう心がけます。

しっかりと清掃をし、快適な
空間で楽しんで頂きます。

ホテルノース志賀
従業員全員、笑顔でお客様
をお出迎え

ホテル内はいつもきらびや
かに生け花など心が和むよ
うに。

身だしなみはいつも清潔に。

ペンション　アリスの泉
真心をこめて大切なお客様
をお出迎えし、暖かい気持ち
で接します。

信州に愛着を持ち、地域の
みんなで地域の良さをお客
様に伝えます。

お庭をきれいにし、道行く
人々に気持ちの良い思いを
して頂けるよう心がけます。

馬見塚旅館
旅の思い出づくりに、記念写
真のシャッターを喜んで承り
ます。
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鬼無里の湯ホテル＆コテー
ジ

一期一会の旅を大切におも
てなし。

ゆったりのんびり温泉を満喫
してください。

清潔で爽やかな身だしなみ

白馬東急ホテル
全員笑顔でお客様をお迎え
します。

外国のお客様にも気持ち良
く宿泊して頂けるよう、語学
習得に取組みます。

池の平ホテル＆リゾーツ（池
の平白樺高原ホテル）

お客様との対話によってお
客様を身近に感じれるよう
接します。

おしゃれ→自分のため　　身
嗜み→お客様のため
お客様を思い身嗜みを整え
るように致します。

お客様に快適な環境を提供
する為、落ちているゴミには
気づき、拾うようにします。

自家製酵母パンの宿　プチ
ホテルシャンツェ

地元産食材を豊富に使った
お料理で信州の食の豊かさ
を味わっていただけるよう心
がけています。

館内から見える北アルプス
の山々を眺めながら山の魅
力を共に感じる時間を大切
にしています。

信州の魅力をお伝えできる
ような書籍や資料など色々
取り揃え、自由にご覧いただ
けます。

木島平村の食材でおもてな
し

自然の笑顔でお客様のお迎
え　いらっしゃいませ。

清潔感、身だしなみの注意。 山野草の花の飾り、広域の
観光パンフレットをおく。

リバーサイド上田館

いらっしゃる方にやすらぎ
を、帰られるお客様に幸せ
を！いつも願って笑顔での
お出迎え！

玄関前の花壇はいつも花で
いっぱいに！雪かきはご近
所さんの分まで頑張りま
す！！

身だしなみは常にお客様の
気持ち良いよう整える。1日
三回笑顔のチェック！！

ペンション　ニューマン
小さいお子様のお客様も、
ゆっくり過ごせる様なサービ
ス、環境つくりに努めます。

鹿教湯温泉 斉北荘
信州を満喫して頂ける様、
地元ならではの情報を提供
します。

相手に不快感を与えない
様、身だしなみを整えます。

季節の生花を飾り、お客様
をおもてなし致します。

春日温泉　もちづき荘
笑顔の接客で心のおもてな
しをします。

「お寛ぎ」いただける宿に努
めます。

「できません」の言葉はつか
いません。

春日温泉　ゆざわ荘
笑顔の接客で心のおもてな
しをします。

「お寛ぎ」いただける宿に努
めます。

「できません」の言葉はつか
いません。

白馬アルプスホテル
ホテル菜園で取れた野菜を
提供します

信州の食材を活用した食事
（料理）を提供

案内パンフレットは外国語に
対応しております

石庭露天風呂の宿 俵や お
もてなしチーム

地産地消を通じて信州の美
味しい料理を提供します。

身だしなみを整え、適度なメ
イクを心掛けます。

心も体もあたたまる空間、館
内造りに励みます。

入野谷
地元の食材を使った食事を
提供します。

親切・丁寧にお客様とお話し
します。

伊那に愛着を持ち、地元の
魅力を発信します。



登　　録　　名 宣　言　１ 宣　言　２ 宣　言　３

仙流荘おもてなしし隊
地元の食材を活用した、お
いしいお食事を提供します。

店内に、地域の観光名所の
写真を提示します。

お客様のスケジュールや
ペースを考慮してご案内しま
す。

あぜくら山荘
森の中のログキャビンで
ゆったりとした「ひととき」を
お過ごしください。

爽やかな空気の中で、身も
心もリフレッシュしていただく
ために全館禁煙です。

自家栽培の野菜を始め、地
域の食材をふんだんに使っ
た料理をお楽しみ下さい。

自然を愛しスポーツを愛す
る皆様に素朴で自然なおも
てなしを提供します

一人ぼっちにならないように
疎外感を感じないように対
話を心がけます

きちんと櫛のかかった髪を
心掛け派手にならない服エ
プロンでお迎え致します

グリーンシーズンは鉢花や
季節に咲く花を管理して花
が絶えない様に心がけます

ホテル清風園
笑顔で明るく接客いたしま
す。

気配り、思いやりを実行いた
します。

清潔と安心をお届けいたし
ます。

桐屋旅館　おもてなしチーム

真心をこめて大切なお客様
をお出迎えし、温かい気持ち
で接します。

おもてなしするぞチーム
地産地消を通じて信州の美
味しいものを紹介します。

トイレはいつも清潔に保つ。 身だしなみは常にお客様に
気持ちの良いよう整える。

ペンションクック
また会いに来てくれるように
がんばります。

入り口をきれいに保つ。 自家栽培の野菜を使い安心
できる食事を提供します。

中むら屋旅館
お客様がゆっくりとくつろげ
るよう、温かい気持ちで接し
ます。

旬の地元食材を使った美味
しい料理を提供します。

おもてなし
真心をこめて大切なお客様
をお出迎えし、温かい気持ち
で精一杯接します。

明るく、さわやかな笑顔でお
もてなしします。

心も体も温まる空間づくりに
励みます。

民宿　しまだ
たくさん採れた野菜等をおす
そわけします

お客様のスケジュールや
ペースを考慮して時間の設
定をします

花を飾り気持ちを明るくしま
す

ペンション　KEYAKI
お客様に対して笑顔でおも
てなし

地産地消をモットーにして心
のこもった手作りのお料理を
頂いてもらう

近隣の観光地、観光情報等
をお客様にご案内していま
す。

民宿　かとう
畑で採れた野菜で心をこめ
た手料理でおもてなしします

お客様の時間に合わせたス
ケジュールで宿泊していただ
きます

家の周りに花を飾り宿場を
歩く方をおもてなしします

野沢温泉ホテル
四季折々やさしい心でおも
てなしいたします。

くるみ沢旅館
旬な情報収集に努め、正確
な情報提供と案内を行いま
す。

お客様のスケジュールや
ペースを考慮してご案内しま
す。

館内に地域の花や写真を飾
り、お客様をもてなします。



登　　録　　名 宣　言　１ 宣　言　２ 宣　言　３

旅館　あぶらや
地域の食材を使った料理を
作ります

お客様のペースに考慮しま
す

道に花を飾り宿場を歩く方を
おもてなしします

白馬のくるみ
いらっしゃいませ、おはよう
ございます！あいさつは笑
顔で元気よく！！

清潔感のある身だしなみで、
お客様をお迎え致します！

館内は常に清潔に保ち、
日々の清掃は手を抜きませ
ん！！

ゑちごや旅館
「また来ます」と笑顔でチェッ
クアウト出来る心のおもてな
しをします

旬の食材をおいしく提供しま
す

ゆとりある時間を過ごして頂
けるような空間のお部屋に
いたします

峠の宿　あおき
宿場内から700m離れている
ので、道案内をいたします

奈良井宿についてお話しま
す

旬の食材で心をこめた料理
を作ります

純和風ペンションしろがね
（銀）

名産品を折り込んだ料理で
皆様をおもてなしいたしま
す。

夜は人気の黒豚のスペアリ
ブ食べ放題！朝はヘルシー
メニューをご用意しておりま
す。

大自然の中の唐松林に囲ま
れた静かな宿で日頃の疲れ
を癒していただけますよう心
がけております。

民宿　津ち川
施設内の表記を分かりやす
くし外国語表記も加え外国
人のお客様にも配慮します

地元ならではのとっておきの
情報をお伝えします

木曽漆器を使いおもてなしを
します

ホテル玉之湯
信州素材のお料理を美味し
く提供します。

清潔感のある身だしなみを
心がけます。

バリアフリー充実の施設を
提供します。

湯本柏屋
真心をこめて大切なお客様
をお出迎えし、温かい気持ち
で接します。

相手には不快感をを与えな
いよう、心がけます。

毎日、お掃除をして、お客様
を迎えます。

（株）油屋
老舗の和のおもてなしを味
わって頂きます

ホテルハーヴェスト旧軽井
沢

困っている仕草をされている
方へは笑顔で我々からお声
掛けを行う。

毎週２０個以上の身だしなみ
チェック項目を確認し接客を
行う

ロビーには季節の花を置
き、季節を感じていただく。

信州金熊温泉 明日香荘
地産地消を通じて、信州の
美味しいものを紹介

ホテル志賀サンバレー

心地よい笑顔でお客様をお
迎えし、温かい気持ちで接し
ます。適切なご案内と清潔
感を常に心がけます。

野沢グランドホテル
野沢温泉の魅力をお客様に
発信していきます。

不快感を与えないよう身だし
なみに注意します。

心も体もあたたまる空間づく
りに取り組みます。

おもてなし推進チーム
お客様が過ごしやすいよう、
旅のお手伝いをこころがけ
ます。



登　　録　　名 宣　言　１ 宣　言　２ 宣　言　３

ホテル　山王閣

大社の杜の空気、眼前に広
がる諏訪の海、高台で
湯に包まれ至福にして清ら
かなくつろぎをお楽しみ下さ
い

歴史あり、人智あり、四季の
香りあり。感謝の気持ちを
もって、お迎え致します。

旅の緊張を解き、今宵の宿
りにほっと安らぐひととき。心
をこめてお出迎え致します。

富士屋
明るい笑顔でお客様をお出
迎えします。

真心をこめて、温かい気持
ちでお客様に接します。

地元の食材をなるべく使い、
お客様に喜んでいただける
お食事を提供します。

明治屋旅館

あたたかなおもてなしの心
で、故郷のような素朴でアッ
トホームな雰囲気を大切に
お客様をお迎えします。

ゲストハウス　ヒルトップ
気持ちのいい挨拶をする

たてしな藍
お客様の気持ちになって、
せいいっぱいのサービスに
心がけます。

源泉の宿　まるいし
信州白馬に愛着を持ち、宿
のスタッフ皆で白馬の良さを
伝えます。

不快感を与えないように適
度なメイク、身だしなみを心
がけます。

様々なパンフレットを取り揃
え、外国語に対応したものも
用意します。

ペンション　ラブアップル

家族、親戚の方が見えると
の気持ちでお迎えします。旅
行の思い出作りに協力させ
て頂きます。

都会の時間に追われた生活
を忘れてゆっくりと過ごして
頂ける環境を提供します。

地元で採れた食材を出来る
だけ使い、体に優しい食事
を提供します。戸隠の歴史
や景色等の情報案内をしま
す。

ひゅってくらいす
登山の方にはなるべく声を
かけて山の安全に努めま
す。

自然環境にマッチしたナチュ
ラルな服装を心がけていま
す。

環境保護に努めて、在来の
植物が美しく生息できるよう
にします。

白馬みねかた一の倉

自分の故郷に帰ったような
安心感と、民宿だからこそで
きる「おもてなし」でお迎えい
たします。

食材のほとんどを地物素材
を使い、地産地消８０％以上
を目指し、お客様の食の安
全を護ります。

心地よさを実感していただけ
る様、調度にはできるだけ天
然素材を使い、お客様の満
足を目指します

山田屋旅館
真心のこもったおもてなし しんせつていねいなふるま

い
楽しんでいただく。喜んでい
ただく。

蓼科東急ホテル
全員笑顔でお客様をお迎え
する。

北志賀ホリデーイン
常にお客様の立場にたち、
より良い思い出作りをお手
伝いします。



登　　録　　名 宣　言　１ 宣　言　２ 宣　言　３

カナディアンログコテージ
TAKITARO

絶えず笑顔でお客様に接す
る

花を飾ってお客様を迎え、見
えない所まで清潔を保つ

綺麗な身なりでお客様に接
する。

ペンションヴィヴァルディ
お客様がお帰りになる時
は、必ず姿が見えなくなるま
でお見送りします。

タイミングを見計らって、ご
提供する料理の内容を説明
いたします。

始まりは出会い・爽やかスマ
イルから

生活環境の良さを伝え、気
持ちよく快適に過ごせるよ
う、そして暖かい雰囲気でお
客様に接します。

村のホテル　住吉屋
「変わらぬ普段着の心」を大
切に遠来のお客様を適度な
距離感を心掛けおもてなしし
ます。

過度にならぬ清潔感のある
装いでお客様をお迎えしま
す。

落ち着く、ゆったりできる空
間を提供する様、館内の
隅々まで掃き清めます。

チームゆきくら
「親切にしてさしあげよう」と
いう気持ちを大切に心がけ
ます。

気持ちの良い身だしなみを
心がけます

館内に季節の生け花を飾り
ます。

ペンション・ラクーン
地元の食材を大切にしたお
食事でお迎えします。

自己満足でおしつけでない、
さりげないおもてなしをいた
します。

おもてなしはなやチーム
私たちはいつも明るい挨拶
でお客様に礼儀正しく接しま
す。

私たちはつねにお客様の立
場に立って臨機応変に対応
します。

私たちはプロにふさわしい商
品知識と技術を磨きお客様
にご満足していただきます。

シャレー志賀
心をこめてお客様に接しま
す

清潔感のある身だしなみを
心掛けます

館内清掃は徹底的に行いま
す

おもてなし推進チーム
観光地のご案内を、わかり
易く丁寧に説明します。

お客様に不快感を与えない
服装で接客します。

館内に地域の観光名所の写
真を掲示します。

栂池高原ロッヂ大樹　GO!
お客様の一歩先を予想して
行動します。

歌声の響き渡る空間であり
続けます

清潔感のある身なりと、丁寧
な言葉使いでお迎えします

栂池高原ロッヂ大樹　KYO!
休日には地域に出向き、お
客様のための観光情報を常
に勉強します

清潔感のある身なりをします 清掃・整理・整頓し、ユニ
バーサルデザインな空間を
作ります

ひふみ　おもてなしチーム
笑顔でお客様をお出迎えす
る♪

信州ブランド食材を思う存分
楽しんでもらう♪

笑顔でおもてなしします！
ホッとできる空間を提供でき
るよう励みます！

宿に野花を飾りお客様をお
出迎えします！

笑顔で温かい気持ちでお客
様と接します。

ホテルシェラリゾート白馬
館内を清潔で居心地がよい
空間を保てるよう努力します

外国人やお体の不自由な方
を含め、全ての方に親身に
なって接します

遊び心を忘れず、楽しんでも
らえるイベントの企画や施設
作りに努めます
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ペンション　春告鳥（はるつ
げどり）

地産地消を心がけ、真心込
めた美味しい料理を提供し
ます。

身だしなみを整えて、お客様
を接客します。

庭の手入れをし、お客様が
楽しい気分になるようお迎え
します。

春蘭の宿　さかえや
お越し頂いた方が気持ちよく
過ごせるよう、毎月、町内の
トイレを掃除します。

満面の笑顔でお客様をお迎
え・接客いたします。

記念日やお祝いなどの節目
を演出するサービスを各種
取り揃えております。

ホテルセルリアンアルペン
すべてのお客様に元気にあ
いさつをします。

天狗温泉浅間山荘
山の状況、気象情報、周辺
情報提供を積極的に行いま
す。

清潔なユニフォームの着用
を徹底しています。

施設内に季節に合わせたお
花と写真を飾ります。

白馬ハイランドホテル

あいさつは「笑顔で」「目を見
て」「はっきりと」行います。

お客さまが常に頼れるよう
に、毎日健康体でいます。

館内を清潔に、野の花など
を活けて、お客様に心からく
つろいでいただける空間を
作ります。

白い天然温泉の宿 福島屋

お越し頂いた方が気持ちよく
過ごせるよう、常に清潔を心
掛けています。

季節の情報を発信し、観光
の案内をしています。外来
植物の除却、清掃活動等参
加しています。

雪道でスタッグや脱輪等が
あれば、重機で救出してい
ます。

羽広荘 おもてなし隊
親切で丁寧な応対をいたし
ます。

笑顔で接客をいたします。 積極的にあいさつ、声がけ
を行います。

高遠さくらホテル
訪れたお客様に喜んで頂け
るよう、温かい気持ちで接客
する。

ホテルの菜園で採れた野菜
を使い、おいしい料理をお出
しする。

館内が心あたたまる空間と
なるよう、美化清掃に励みま
す。

ペンション　花ことば
温かい気持ちを持って笑顔
で接します

身だしなみは常にお客様に
気持ちの良いように整える

館内はいつも清潔に保ちま
す

中の湯温泉旅館

信州の美しい自然のご紹
介。アルプスの山々や生息
している野鳥、動物、登山や
地域の観光案内に勤めます

安心便利に利用頂けるよう
上高地や松本駅、バス停ま
での送迎(※宿泊者)や冬期
は道路の除雪・整備をします

信州の美味しい料理をご堪
能頂けるよう山菜や手打ち
蕎麦、川魚等を使ったお料
理でおもてなし致します

Yoshinaka森のホテル
積極的に声かけし、木曽の
観光地の魅力をていねいに
説明・案内します。

真心を込めてお客様をお出
迎えし、感謝を込めてお見
送りをします。

お客様の要望にはできる限
りＮｏと言いません。

白馬栂池高原の宿　エスポ
ワールみさわ

地元食材のお料理と、最高
の笑顔でお客様をお迎えい
たします。
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ペンションケンハウス

真心をこめて大切なお客様
をお出迎えし、温かい気持ち
でお客様と楽しい時間を共
有します。

R＆Bダイヤモンドダスト
温かい気持ちと真心を込め
て大切なお客様をお出迎え
します。

毎日山野草が有る限り、生
け花を飾ります。

地産地消をモットーに料理
の幅を広げていきます。

いなかチーム
信州のことを勉強し地域の
良さをお客様に伝えます

靴の汚れ等を注意します 皆が利用しやすいユニバー
サルデザインの施設を整備
します

さんすいチーム
旬な情報をお客様に正確に
案内します

相手に不快感を与えないよ
う　清潔な身だしなみにしま
す

心温まる空間　施設づくりに
励みます

田沢温泉　ますや旅館
信州の古き良き時代を今に
残します。（明治の木造3階
建て文化財）

信州の地元の食事に日本
酒・ワインなどお出しします。

ぽかぽか温まる人気のぬる
湯にさっぱりと浴衣でおくつ
ろぎを。

㈱白馬館
登山者のスケジュールや
ペースを考慮して御案内い
たします。

お客様に不快感を与えない
よう、身だしなみを心がけま
す。

心も体もあたためる空間づく
りに励みます。

ペンション　シルバーファー
ン

元気な笑顔でお客様をお迎
えします！

みやこ旅館

できる限り野の花を活けた
り、季節の写真を掲示したり
と、季節感を大切にした館内
の雰囲気作りに努めます。

チームにしまさおもてなし
あなたの心と体をまごころで
おもてなしいたします。

ペンションオークランド
お客様がお帰りのときに、信
州の特産品をお土産として
差し上げます。

株式会社野沢ホスピタリ
ティー

世界中のお客様を笑顔でお
迎えいたします。

日々の身だしなみに心配り
をしお客様に不快な思いを
させないようにします。

SNSやHPなどで世界中のお
客様にも魅力が伝わるよう
素敵な写真を掲載します。

株式会社野沢ホスピタリ
ティー

世界中のお客様を笑顔でお
出迎え致します。

日々の身だしなみに心配り
をしお客様に不快な思いを
させないようにします。

館内には英語表記も加え外
国人のお客様にも配慮しま
す。

株式会社野沢ホスピタリ
ティー

世界中のお客様を笑顔でお
迎えいたします。

日々の身だしなみに心配り
をしお客様に不快な思いを
させないようにします。

心も体もあたたまる空間づく
りに励みます。



登　　録　　名 宣　言　１ 宣　言　２ 宣　言　３

岩井屋
真心をこめて大切なお客様
をお出迎えし、温かい気持ち
で接します。

髭は毎朝忘れずに剃りま
す。

地域の道路沿い、庭先に花
畑を作ってお客様をもてなし
ます。

鶴巻荘
真心を込めた笑顔でおむか
えし、旅のお手伝いをします

気持ちよく街を歩いていただ
くために　ゴミを拾ってきれ
いにします。

信州の季節の美味しさをご
提供します

スポーツロッジつらら
自家製野菜と山の幸の料理
とお土産

里山案内　山野草、山菜、キ
ノコ、木の実などの監察採取

県内観光地へのご案内

ハウスサンアントン

地域の食材や伝統をベース
にしたここでしか味わえない
食の体験を提供します。

食材や料理の持つ香りを邪
魔しない香水の取り扱いや
お食事処のにおいに配慮し
ます。

お客様が、心からくつろげる
空間づくりを目指します。

ホテル昭和園
`Nothing No`がお客様への
おもてなしの基本の考えで
す。

”お役にたちたい”という精神
でお客様に接する

自分の一番大事な人をお迎
えする気持ちで、真心をこめ
て対応する

乗鞍高原　ペンション　ウイ
ンズ

佇むだけで心地良い・真空
管アンプから柔らかい音楽
が流れています。

ペンションカムス
心より喜んで頂ける様に『お
もてなし』する事を宣言致し
ます。

pensionコンパス

心のふれあいを広げ、心の
こもった接客応対と料理の
提供、清潔感のある環境を
提供します。

愛のあるあいや
お客様に安心してご利用い
ただけるサービスに努めま
す

季節を感じるサービスに努
めます

不快を感じないように身なり
を気を付けます

ホテル萌樹
信州に愛着を持ち、地域の
良さや良い所をお客様に伝
えます。

心が癒されるような空間づく
りに励みます。

真心を込めて大切なお客様
に暖かい気持ちで接します。

高原の温泉宿西発哺温泉ホ
テル

笑顔でお出迎えし、お客様
にご不便のないように心をこ
めたおもてなしをします。

お客様のご希望に応じたご
案内やお手伝いをいたしま
す。

清掃をきちんとし気持ちよく
お過ごしいただけるように努
めます。

立科白樺高原ユースホステ
ル

手作りブランコとハンモック
でのんびりと「たてしな時間」
を過ごしていただけます。

こどもが安心してお泊り頂け
るユニバーサルな空間でお
迎えいたします。

障がいをお持ちの方が繰り
返しお泊り頂けるよう心掛け
ています。

温泉山岳ホテルチーム
ここでしか味わえない、非日
常的なアルペンムード溢れ
るおもてなしを提供いたしま
す。



登　　録　　名 宣　言　１ 宣　言　２ 宣　言　３

信州白馬八方温泉しろうま
荘

初めての方でも分かりやす
いように、近隣案内や観光
スポットの紹介を日本語でも
英語でも率先して行います。

館内を常に清潔に保ち、郷
土らしさを強調し、和の建築
美を感じられる空間を作りま
す。

日本旅館らしさが伝わるよう
に、和のテイストが盛り込ま
れた服装で応対します。

有限会社　八ヶ岳グレイスホ
テル

笑顔で八ヶ岳を訪れるお客
様をお迎えいたします。

年間通して自社農園野菜を
ご提供いたします。

お困りの観光客の方を見か
けたら、すすんで声を掛けて
ご案内いたします。

ホテル圓山荘
真心をこめて大切なお客様
をお出迎えし、温かい笑顔
で接します。

清潔感のある着物でお出迎
えします。

館内に、花や美術品を飾り、
お客様をもてなします。

鹿塩温泉　湯元山塩館
信州　田舎流のお迎えと対
話で大鹿村を存分に楽しん
でもらえるよう頑張ります！

富田ペンション
お客様に朝の散歩コースを
わかりやすく説明します。

登山の方や他にお泊まりの
方にも、挨拶をして、ご希望
有れば庭など案内します。

ペンションに花を飾り、道行
く人も楽しんでもらえるように
します。

J-HOUSE

いつも「What do I do for
you.」を考えて行動します。

顕在ニーズだけでなく潜在
ニーズまで感じ取ること。そ
して必要だと感じたらすぐ取
り組むこと。

スローフードの提供と地産地
消の推進で地域に貢献しま
す。

OITO RESORT
花木を飾り、周囲を歩く方、
お客様をおもてなしします。

相手に不快感を与えないよ
う、身だしなみを整えます。

信州の食材を活かした美味
しい食事を提供します

鹿島槍スポーツヴィレッジ
真心をこめて大切なお客様
をお出迎えし、温かい気持ち
で接します。

相手に不快感を与えないよ
う、身だしなみを整えます。

来てよかった、また来ようと
言ってもらえるような空間作
りに励みます。

白樺リゾート　池の平ホテル

明るく元気な笑顔でのお出
迎えを心がけています。そし
て常にお客様の立場で考
え、行動します。

清潔感のある身だしなみを
心がけます。

高原の雄大なロケーションと
非日常をゆっくりとお過ごしく
ださい。

サンライズタンネ
自家製米・自家製野菜で、
おいしい食事を提供します。

笑顔であいさつ！！ 「ありがとう」の気持ちを大切
にします！！

Ｐ．のらくろ
大切なお客様をお出迎え
し、温かい気持ちで接しま
す。

相手に不快感を与えないよ
う、身だしなみを整えます。

店舗の内外を花木でお迎え
いたします。

プチホテル　ロンドール
気持ちよく宿泊していただけ
るよう施設を常に清潔にす
る。

清潔感のある身だしなみで
お迎えする。

きちんとした挨拶でお迎えす
る。



登　　録　　名 宣　言　１ 宣　言　２ 宣　言　３

鹿の湯温泉　かもしか山荘

真心をこめて大切なお客様
をお出迎えしゆっくり、ゆった
りしていただけるような気持
ちで接します。

地元の食材を活用して、必
ず手作りを心がけています。
おいしいお食事を提供しま
す。

笑顔でお迎えし、笑顔でお
帰りいただける宿です。

ペンション　山のくじら家
障がいのある方も安心して
ご利用いただけます。

タングラム斑尾
私たちは全員笑顔でお客様
をお迎えいたします！

こだまの森
受付カウンターに花を飾り、
お越しいただいたお客様を
おもてなしします。

お客様に不快感を与えない
よう身だしなみを整えます。

お客様へのご案内は、はっ
きりわかりやすく行います。

ひるがみの森
心のこもったあいさつでお客
様をお迎えする

四季を通じきれいな花が咲
き誇る旅館

清潔感あふれるきれいな身
だしなみでお出迎えする

森のホテル　ログハウス

素晴らしい大自然のパワー
を、信州の美味しい食材と
共にお客様に心のこもった
おもてなし。

栂池高原ゲストハウス　シャ
トレ・山彦

真心こめて大切なお客様を
お出迎えし、温かい気持ち
で接します。

心も体もあたたまる空間づく
りに励みます。

まるに旅館
お客様が素敵な旅の思い出
が作れるよう努めます

オーベルジュ　ド　バレブラ
ンシュ

信州地元の素材を使った気
軽でリーズナブルでおいしい
ちょと贅沢なフランス料理を
味わっていただきます。

ホテル 白馬荘
新潟県の県境なので方言、
風習の違いを教えていま
す。

列車で見えたお客様のお帰
りの際に手を振ってお見送り
をしています。

家族で見えたお客様の了解
のもとで記念写真を撮って
渡しています。

ペンション　ハーヴェスト 心からの笑顔でおもてなし

双色の源泉 山水館信濃

地元の料理を楽しんで頂く
ために自ら山に入り、食材を
集め調理し提供しています。

高原野菜を楽しんで頂くため
に、自家農園で野菜を育て
ています。

お客様の旅行プランのお役
に立てるよう、スタッフ全員
が周辺地域や自然について
学んでいます。「スタッフみん
ながコンシェルジュ」

ホテル サンマルテ
お客様にきもちよく過ごして
いただくために、館内の清掃
につとめます。

自家製野菜をふんだんに
使った、美味しい料理を召し
上がっていただきます。



登　　録　　名 宣　言　１ 宣　言　２ 宣　言　３

白馬丸金旅館

お客様を心からの笑顔でお
迎えします。

お客様の利便性を優先し親
切に接します。

お客様に信州の旅を満喫い
ただくよう常に細心（最新）の
情報に注意をはらって観光
のアドバイスをいたします。

奥信濃の宿と蕎麦処 まろう
ど

お客様のニーズやペースに
配慮して笑顔で対応いたし
ます。

シンプルで清潔感のある身
だしなみを心がけています。

施設内は丁寧に掃除をして
心地良い空間を提供してい
ます。

㈱アゴーラ・ホテルマネジメ
ント野尻湖

お越し頂いたお客様に満足
していただけるよう、まごころ
を込めて接します。

いつも清潔なユニフォームを
着用し、身だしなみに気を配
ります。

長野県産の食材を使用した
お料理や飲料を提供し、信
州の魅力を存分に味わって
いただけるよう努めます。

温泉宿 福寿荘
信州の食材を使った手作り
のお料理をご提供します。

観光や季節の情報をご案内
しています。

宿のまわりにお花を植えて
お客様をお迎えしています。

鹿の湯温泉　かもしか山荘

真心をこめて大切なお客様
をお出迎えしゆっくり、ゆった
りしていただけるような気持
ちで接します。

地元の食材を活用して、必
ず手作りを心がけています。
おいしいお食事を提供しま
す。

笑顔でお迎えし、笑顔でお
帰りいただける宿です。

ペンション　山のくじら家
障がいのある方も安心して
ご利用いただけます。

こだまの森
受付カウンターに花を飾り、
お越しいただいたお客様を
おもてなしします。

お客様に不快感を与えない
よう身だしなみを整えます。

お客様へのご案内は、はっ
きりわかりやすく行います。

ひるがみの森
心のこもったあいさつでお客
様をお迎えする

四季を通じきれいな花が咲
き誇る旅館

清潔感あふれるきれいな身
だしなみでお出迎えする

森のホテル　ログハウス

素晴らしい大自然のパワー
を、信州の美味しい食材と
共にお客様に心のこもった
おもてなし。

まるに旅館
お客様が素敵な旅の思い出
が作れるよう努めます

オーベルジュ　ド　バレブラ
ンシュ

信州地元の素材を使った気
軽でリーズナブルでおいしい
ちょっと贅沢なフランス料理
を味わっていただきます。

ペンションふくなが
清潔さとさりげないおもてな
しを心がけております

軽井沢　ホテルそよかぜ
真心を持って大切なお客様
をお迎えし、温かい気持ちで
接します。



登　　録　　名 宣　言　１ 宣　言　２ 宣　言　３

ホテルニューことぶき いつも笑顔でお出迎え

湯宿　寿命延
老若男女、お越しいただい
た全てのお客様に寿命が延
びる程の癒やしを提供しま
す。

株式会社　ドリームホテル
地産地消を通じて、信州の
美味しいものを紹介します。

気持ちよく街を歩いてもらう
為に、ごみを拾って、きれい
にします。

相手に不快感を与えないよ
う、身だしなみを整えます。

ペンション　ファースト　アル
バム

旅に出ると野菜が不足しま
す。自家栽培の新鮮な野菜
を二食で350ｇ以上お出しし
ます。

お客様の心に添って、当たり
前のことを当たり前のように
行う

木の香りのホテル　グーテ
ベーレ

心からの笑顔であいさつ お客様の立場になって行動
を

お食事の素材は地産のもの
を提供できるよう心がける

中島屋旅館

私達の愛する野沢温泉をお
楽しみいただけるよう、心の
こもったお出迎え、ご案内を
いたします！

昼神グランドホテル天心
気くばり、目くばり、心くばり
で、気持ちの良いおもてなし
をいたします。

身だしなみを整え、綺麗な装
いでお客様をお迎えします。

清潔な施設の維持に努めま
す。

ログペンション　さかい

観光地の情報を積極的に発
信していきます。安曇野産の
米をはじめ、地産地消の食
材でおもてなしをします。

もう一度来たい、もう一度会
いたい、故郷にしたいと思っ
てもらえるような、おもてなし
をします。

北アルプスに登山するお客
様には登山口までの送迎、
渓流釣りのお客様には渓流
釣りのガイド等をいたしま
す。

cottage　AMAGOYA

お客様が自然を満喫するた
めに必要な環境、施設など、
全ての情報を把握する。

お客様の自然自体(植物,菌
類,動物,昆虫,魚類,)に関する
質問に答えられるよう、資
料、知識を揃える。

お客様の自然に関する体験
(フィッシング、カヌー、山菜
やキノコ狩りなど)のガイドを
する。

蓼科メドゥズ・スポーツドミト
リー

標高1600ｍの森と湖に囲ま
れた最高の環境を、総ての
アスリート＆ファミリーにご提
供。

地元信州立科の新鮮な山の
幸を、心身に優しい蓼科山
の清冽な湧水で調理いたし
ております。

ＪＳＢＡ公認プロ・アルペンス
ノーボーダーのマネージャー
がゲートレッスン環境を提供
します。

おもてなし接客チーム きもちのいい挨拶をする。 笑顔で対応する。 傘の無料貸し出しを行う。

ペンションちゃうちゃう
自家菜園で採れる手作り料
理と明るい笑顔でのおもて
なし。

ロッヂ　招仙
スタッフ全員が笑顔でお客
様をお迎えする。

身だしなみは常にお客様に
気持ちの良いように整えま
す。

館内はいつも清潔で気持ち
良く過していただけるように
します。
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魚敏旅館

日本の伝統文化を世界中の
人にお見せし、英語で説明
をして、楽しんでいただきま
す。

普通の装いをしてますが、
清潔感を忘れないように心
がけます。

お客様の必要としない過剰
なサービスではなく、必要と
されることプラスαでおもて
なしします。

旅館 清風館

あるじが育てた野菜（夏）や
自家製の野沢菜漬（冬）を使
い、若女将の手造り料理で
おもてなしいたします。

温泉は、昔ながらの湯屋造
りの内湯にて、源泉かけ流し
で提供しています。

お客様のペースで静かに過
ごしていただけますよう、行
き過ぎたお声がけなどのな
いよう心がけています。

やきもち家
私たちは笑顔と真心でお客
様をお迎えします。

私たちは清潔な装いと心地
よい施設を心がけます。

私たちは信州の豊かな自然
に囲まれた心安らぐを空間
を提供します。

ペンション　シュトラーゼ

自家製の野菜や地元産の
食材を使った食事をお出しし
ます。

館内を清潔に保ちます。 チェックイン・アウト時間やお
食事の時間などお客様のご
都合に合わせてできる限り
の対応をします。

すずむし荘
私たちは笑顔と真心でお客
様をお迎えします。

私たちは清潔な装いと心地
よい施設を心がけます。

私たちは信州の豊かな自然
に囲まれた心安らぐを空間
を提供します。

アビエルタおもてなしチーム
真心をこめて大切なお客様
をお出迎えし、温かい気持ち
で接します。

相手に不快感を与えないよ
う、身だしなみを整えます。

心も体もあたたまる空間づく
りに励みます。

上高地　ホテル白樺荘
上高地の魅力をお伝えし、
季節に合わせた楽しみ方を
ご提案致します。

明るく気持ち良い挨拶でお
客様をお迎え致します。

雨の日には傘をお貸しし、ま
た濡れた靴や衣類は翌日ま
でに乾かしてお返し致しま
す。

EverGreen
長野の自然に包まれなが
ら、ほんわか・・・となる空間
づくりをします～

安代館
地産の新鮮な物を使ったお
野菜たくさんのお料理を召し
上がっていただきます。

こまくさホテル
信州の魅力を地域の方と協
力して発信します。

旅館　仙山乗鞍
地産地消を通して信州のお
いしい食材を提供します。

ペンションウイング
真心を込めてお客様をお迎
えします

地元の食材を使い、おいし
い料理を提供します

快適な空間づくりをし、お客
様をお迎えします
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さくぷらおもてなしがんばる
チーム

笑顔と元気な挨拶でおもて
なしをする。

館内では清潔に保つ。 お客様の第一印象が不快に
ならないよう、髪の毛などの
身だしなみは整え、毎日自
分たちでチェックしあう。

なべくら高原・森の家

来訪される全てのお客様に
幸せになっていただけるよう
な、気配り、心配りでお迎え
します。

ペンション紙ふうせん
「おいしくって　やさしくって
あったかーい」をモットーに
お客様をお迎えします。

夫婦でお客様のお迎え、見
送りを実践する

身だしなみチェックを夫婦で
励行する

上林ホテル仙壽閣
ＹＥＳ ＯＫ(Ｙ.喜んで、Ｅ.笑顔
で、Ｓ.進んで、Ｏ.お客様を、
Ｋ.心からのおもてなし)

石苔亭いしだ
真心をこめて大切なお客様
をお出迎えをし、温かい気持
ちでおもてなし致します。

信州松代ロイヤルホテル
真心を込めて大切なお客様
をお迎えします。

清潔感のある身だしなみを
心掛けます

観光パンフレットの充実、旬
の情報を提供します。

一茶のこみち　美湯の宿
遠く北信州まで来てくださっ
た外国人の方々に、地域の
お勧めを丁寧にご案内しま
す。

要望を詳しく聞いてできるだ
け親身に対応する。

地域に来る全ての人に均等
に対応する

信州健康ランド

地域で一番！喜びの集まる
場所へ。最高のおもてなし、
徹底した清潔さ、完全な安
全性をお約束します。

ホテルアンビエント蓼科
笑顔でのお迎えを実施しま
す。

清潔な身だしなみを心がけ
ます。

職場を清潔に保ちます。

志賀高原オリンピックホテル
気持ちが伝わるコミュニケー
ションを心がける

(有)山崎屋旅館 旅の喜び　分かち合い

ペンション赤い屋根
清潔な身だしなみと何時も
笑顔で挨拶を、常にお客様
の立場に立ち接客を

安曇野　穂高ビューホテル

旅の想い出作りのお手伝い
として、記念写真のシャッ
ターを快く承ります。

気持ちよくお過ごしいただけ
るよう、館内と客室を清潔に
お迎えいたします。

お楽しみいただけるよう、館
内のギャラリーに、信州・安
曇野縁の絵画等を展示して
おります。



登　　録　　名 宣　言　１ 宣　言　２ 宣　言　３

湯田中　湯本
ゆったりとした佇まいでお過
ごしいただけます

旅館　白樺荘
愛情を込めて作る安心安全
な季節の新鮮野菜を提供し
ます。

掃除の行き届いた気持ちの
良い空間を作ります。

ペンション　ミートウィズ
地元の食材を大切にした料
理を

庭では信州の山野草を　大
切にし

清潔なお部屋でおもてなし

星の宿・民宿りんどう
お泊まりでないお客様でも気
持ちよくトイレをお貸ししま
す。

手作りの登山マップで信州
の山をご案内します。

施設の中に花や写真を飾り
お客様をおもてなしします。

ホテルグリーンプラザ白馬
記念写真のシャッターを押し
て旅の思い出作りに協力し
ます。

笑顔
常に笑顔でお出迎え、笑顔
で接客。

フォレスパ木曽あてら荘
記念写真のシャッターを押し
て、旅の思い出作りに協力し
ます。

相手に不快感を与えないよ
う、身だしなみを整えます。

宿の中に地域の観光名所の
ポスターや写真を掲示しま
す。

ホテル圓山荘　西乃館
お客様の心に伝わるサービ
スに努めます

シンプルなスタイル、清涼感
のある身なりに整えます

心も温かくなる和の空間作り
に励みます

ホテル翔峰
笑顔でお客様をお出迎え
し、「温かさ」「安らぎ」を提供
します。

身だしなみを整え、お客様に
不快感を与えないようにしま
す。

館内に生け花や観光名所の
写真などを掲示します。

プチリゾート　アピア

開田高原美化のため、缶拾
い・花植え・草刈り等に努め
ます。

清潔な身だしなみに努めま
す。

お部屋には、シャワーウォ
シュレットトイレ・洗面所を設
け清潔にしてお客さまをお迎
えいたします。

家族でおもてなし 湯治宿 河
鹿荘

笑顔でお客様をお出迎えし
ます。

お客様のご要望にお答えす
る様努力致します。

お客様に気持ちよくお過ごし
いただけるよう、館内を清潔
に。

山本　勝　おもてなしがんば
るチーム

信州に愛着を持ち、地域の
仲間みんなで地域のよさを
お客様に伝えます。

相手に不快感を与えないよ
う、身だしなみを整えます。

旅館の中や敷地に地域の花
を飾り、お客様をもてなしま
す。

信州まつかわ温泉　清流苑
常に笑顔で対応させていた
だきます

常に感謝の気持ちで対応さ
せていただきます

常に清潔な環境を整えてい
きます

山荘あらふね
笑顔で明るく挨拶をし、お客
様をお迎えします。

100万本の大コスモス園を整
備し、その美しさと迫力をご
覧になっていただきます。



登　　録　　名 宣　言　１ 宣　言　２ 宣　言　３

朝日屋旅館
お客様に温かさを感じてい
ただけるような笑顔でお迎え
します

信州の爽やかな空気のよう
な清潔感のある身なりを心
がけます

歴史のある温泉の良さを感
じていただけるよう　心地よ
い空間作りに努めます

かけ流し源泉の宿　渋の湯
和食文化を伝えられるお料
理を目指します

諏訪湖のように美しい清潔
感のあるよそおいに気を配
ります

旅館らしさを残しながらプラ
イベートな時を過ごせる空間
作りを心がけます

かしわや本店

全ての方にどこでお会いし
ても気持ちの良い挨拶をし、
困っていることがあれば手
助けをします。

長野県ならではのお料理や
お部屋のしつらいで、信州
の四季を感じてもらえるよう
にします。

長野県観光が満喫できる、
お客様のご希望に沿ったそ
の日の観光スケジュールを
一緒になって考えます。

ホテルアンビエント蓼科コ
テージ

真心をこめて大切なお客様
をお出迎えし、温かい気持ち
で接します。

真心込めてお客様をお出迎
えし温かい気持ちで接しま
す

笑顔でお迎えいたします

ホテル五龍館
いつも笑顔でお客様をお迎
えいたします。

初谷温泉
居心地の良い、寛ぎやすい
空間を提供します。

佐久鯉・川魚や里菜・山菜に
気持ちを込めて、手間をか
けてお食事を創ります。

明るく笑顔でお客様の思い
出づくりのお手伝いをいたし
ます。

篠屋旅館

私たちは、お客様が信州を
楽しみ、満足し、また来たい
思われるよう、おもてなしに
努めます。

白馬ハイマウントホテル

白馬の大自然を楽しむ為
に、休日を楽しむ為に、地元
ならではの情報を的確にご
案内致します。

白馬の大自然を楽しむ為
に、休日を楽しむ為に、長野
県産にこだわった和洋折衷
の創作料理をご提供しま
す。

チーム細野館

”気づく”・・・お客様が何か
困っている様子、探している
様子を見かけたらお声掛け
をします。

高級ではなくても、お客様が
心落ち着く身だしなみ、飾り
つけを行います。

ますや旅館
野沢温泉にお越しいただい
たお客様を、笑顔でお迎えし
ます。

タングラムスキーサーカス
信州に愛着を持ち、地域の
仲間みんなで地域の良さを
お客様に伝えます。

記念写真のシャッターを押し
て旅の思い出づくりに協力し
ます。

案内看板は外国語表記も加
え、外国人のお客様に配慮
します。



登　　録　　名 宣　言　１ 宣　言　２ 宣　言　３

旅館はくら
清々しい笑顔と挨拶を心掛
けます。

信州の良さをわかりやすく伝
え、再訪して頂けるよう努力
します。

気持ちの良い滞在空間を提
供します。

斑尾高原ホテル・スキー場
いつも笑顔でお客様をお出
迎えします。

ジップラインアドベンチャー
などの受付・ツアーガイドも
おもてなし

困っているお客様がいたら
積極的に声をかけます。

斑尾エルムペンション
予約のあった訪問客は全て
名前を記憶し、玄関での初
対面から名前で呼ぶ。

特に幼児・老人には気を配
り、常に声をかける。

アーリーチェックイン･レイト
チェックアウトを可能にする
体勢をとっておく。

斑尾高原ウッドペッカー
ここちよいおもてなしをいた
します。

ゆったりとくつろげる空間を
提供いたします。

心のこもった料理を提供い
たします。

上松屋旅館
お客様を、心からの笑顔で
お迎えします。

お客様へ、明るく親切に接し
ます。

お客様に、信州の旅情を満
喫頂くよう努めます。

フジオペンション
お客様の心に残る旅のお手
伝いをします。

清潔･清浄な施設の維持に
努めます。

日本語・英語に対応します。

ペンションりんごじゃむ

信越自然郷の観光とアク
ティビティの国際化に向け
て、地域のことを勉強し、ボ
ランティアガイドを行います。

上記に伴い、外国語表記も
加え、お客様の見やすいと
ころに名札をつけて、ガイド
を行います。

信越自然郷を気持ちよく観
光していただくために、地域
のごみを拾ってきれいにしま
す。

ウッディヒルのおもてなし実
践班

真心を込めてお客様をお迎
えし、心癒される空間を提供
できる様に心がけておもてな
しします。

お客様に不快感を与えない
ように、清潔感ただよう身だ
しなみでおもてなしします。

庭には季節の花々を育て、
お客様をお迎えする玄関に
は、四季折々の草花で飾っ
ておもてなしします。

斑尾高原どんぐり村
いつも笑顔で対応いたしま
す。

元気にあいさつをいたしま
す。

記念写真のシャッターを押し
て、旅の思い出作りに協力し
ます。

ロッヂ　ベルクラント
地域の情報を提供いたしま
す。

お客様からのご相談には、
真心込めて対応いたしま
す。

笑顔でお出迎えいたします。

しなのペンション
早口にならないように、はっ
きりと話す。

気持ちよく過ごしていただけ
るような宿にする。

手作りでおいしいお料理を
作ります。

ドゥ・スポーツプラザ斑尾
お客様が気持ち良くご宿泊
できるように心掛けます。

常に笑顔でお出迎え致しま
す。

清潔感のある施設の維持に
努めます。

ペンション アネックスアブラ
ヤ

生まれ故郷へ帰って来た様
な気持ちにする接客

相手の気持ちになってのお
もてなし

斑尾高原ヒューマンクラブ
明るく元気な笑顔と爽やか
な挨拶で、お客様をお迎えし
ます。

地元の食材や旬の食材を使
用したお料理を提供します。

真心をこめて、大切なお客
様をお出迎えし、温かい気
持ちで接します。
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桜清水コテージ
元気よくあいさつをします。 地元のオススメスポットを紹

介します。
思い出作りにシャッターを押
します。

渋ホテル
他館のお客様、お立ち寄り
のお客様にも「トイレお気軽
にどうぞ」を実行します。

道に迷っていそうなお車の
方には、積極的に近づいて
ご案内ご説明します。

温泉街を歩いていらっしゃる
お客様には、自館、他館を
問わずご挨拶します。

ペンショントレンタ
自家製で季節の野菜を使用
したお料理を提供します。

中尾山温泉 松仙閣
香水やコロンの香りが強くな
りすぎないように注意しま
す。

電話では、聞き取り安いよう
にゆっくり話すように心がけ
ます。

もやいの宿 いかり屋 ハート
＆サービス

ふたたびは来ない今日の日
の為 お見送りは玄関口でま
たどうぞ お迎えはいらっしゃ
いませ ほがらかに全員挨拶

毎日出勤前、髪と爪を点検、
清潔にし、お客様に接しま
す。大鏡の前で笑顔づくり身
だしなみ

客室は消臭剤で臭の不快感
を消しています。トイレは野
草でいやしを。宿六史でお
客様と対話します。

信州大芝高原 さわやかチー
ム

笑顔でお出迎え。 真心のお料理を提供いたし
ます。

セラピーロードでリフレッシュ
綺麗な公園。

白馬リゾートホテル ラ ネー
ジュ東館

半歩前に進んだおもてなし
でお客様にご満足頂けるよ
うに致します

信州の大自然を満喫頂ける
ようなご提案を致します

信州の食材を使った料理を
提供致します

ペンション レンガ家
お客様にゆっくり寛いでいた
だけるような雰囲気を大事
にしています。

できだけ地元の野菜や果物
を使い地産地消を心がけま
す。

信州に愛着を持ち地域の素
晴らしさを発信します。

立山プリンスホテル
ニコニコ笑顔でご挨拶 サービスマンらしい身だしな

みでおもてなし
気持良く過ごせる清潔な旅
館

esola
真心をこめて大切なお客様
をお出迎えし、笑顔で温か
い気持ちで接します。

相手に不快感を与えないよ
う、身だしなみを整えます。

心も体もあたたまる空間づく
りに励みます。

チーム対岳館
真心をこめて大切なお客様
をお迎えし、温かい気持ちで
接します。

心も体もあたたまる空間づく
りに励みます。

相手に不快感を与えないよ
う、身だしなみにを整えま
す。

ピーポロ乗鞍
お客様に気持よく過ごして頂
けるよう、館内を清潔に保ち
ます。

お客様に楽しんで頂けるよ
う、お勧めの観光情報をご
案内致します。

奈良井宿　いかりや町田民
宿

季節の食材を使った心をこ
めた手料理でおもてなししま
す

ゆったりくつろいでいつもと
違う時間を楽しんでいただけ
るよう　おもてなしします

大切なペットと泊まれるよう
お部屋を用意しています



登　　録　　名 宣　言　１ 宣　言　２ 宣　言　３

宿とそば処　ふもと屋
来て頂いた方が、気持ち良く
過ごせるよう、近くの草刈
り、ゴミ拾いをします。

来館して頂いた方が、あた
たかい気持ちになるよう、心
のこもった接客をします。

建物が180年前のものなの
で、古い分掃除に気を配りま
す。

自炊型農家民宿　のりえの
家

相手に不快感を与えないよ
う、身だしなみを整えます。

お客様へのご案内は、はっ
きりとした発音でわかりやす
く行います。

民宿内に地域の観光名所の
写真を掲示します。

旅館　やまかの湯
地元の食材を活用したおい
しい食事を提供します。

清潔感のある身だしなみを
します。

清潔で、心あたたまる空間を
つくりお客様をお迎えしま
す。

旅館　野澤館
古き佳き時代の建物と庭園
を大切にし、簡素で清潔感
のある施設をご提供いたし
ます。

お客様のご要望を真摯にお
聞きし、真心を持って対応さ
せて頂きます。

清潔感のある身だしなみを
旨といたします。

カントリーイン　アミューズ
白樺湖の自然の中で、のん
びり、気ままな休日を過ごせ
る空間を提供します。

ひがしだて
高原に訪れた方に気持ちよ
く過ごして頂ける環境整備

白馬　山のホテル

国際山岳リゾート白馬の清
冽な水や爽快な気候に溶け
込むホテル入口とスタッフの
笑顔でお迎えします

国際山岳リゾート白馬にふさ
わしい洗練されたプロフェッ
ショナルな装いと姿勢で心
地良い滞在を約束します

国際山岳リゾート白馬を五
感でたっぷり感じてもらうよう
に努めます。全館禁煙はそ
の中の一つの取り組みです

ペンション林檎の樹
泊まってよかったと思ってい
ただけるように旅の思い出
づくりのお手伝い。

観光プランをご一緒に考えさ
せてもらっています。

冬季以外は近くの野の花で
館内を飾っています。

フォーレス　かわしま
笑顔と気配りでおもてなし お部屋は清潔に ファミリーな接し方で対応し

ます

里味の宿　臼石（旧　臼石
荘）

佐久穂町特産品「信州ひす
いそば」をはじめとする、地
域の食材を活用したおいし
いお食事を提供いたします。

水晶をはじめとする地域の
鉱物を展示、紹介いたしま
す。

御宿　炭乃湯
心の中から・体の中から、お
寛ぎいただけますよう、親切
な対応を心がけます

おんたけ休暇村
お客様に合わせて、ゆっくり
はっきりと、聴き取りやすい
言葉で話します。

身だしなみを整え、爽やかな
清潔感のあるよそおいを心
がけます。

お客様が快適にお過ごしで
きる空間づくりに励みます。

柏屋別荘　おもてなしチーム
お客様の期待をいいように
裏切ること

自分の大切な人を迎える気
持ち

是非、観たり、体験したりし
たいことをご案内する
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ペンション　ラ・フォーレ
地元の食材を生かした美味
しい料理を提供しています。

ガイドブックには載っていな
い地元の情報を提供してい
ます。

天気の良い夜は無料で天体
望遠鏡をご利用いただいて
います。

ヴィラ・アルペン
翌日到着するお客様の最低
限の情報をスタッフで共有し
ておく。

交通アクセスやイベント等の
情報を手元に用意しておく

仕事を持ち込んではいけな
い空間を提供する。

別所温泉　旅館花屋
お客様のご記念に残るよう
写真をお撮りして、旅の想い
出に残るようお手伝いいたし
ます。

お客様に不快感を与えない
よう、身だしなみを整え、和
の装いでお迎えいたします。

お客様を気持ちよくお迎えで
きるよう、自分たちで活けた
お花をお部屋に飾ります。

時空の杜
明るい笑顔で「あいさつ」。
楽しい思い出を作るお手伝
いをします。

毎日季節の花を飾り、外以
外でも長野の季節を感じて
もらいます。

千人風呂

メインの目的場所のついで
に見れる立ち寄れる地元情
報を付け加え、案内を心掛
けます。

みんなが利用出来る当館の
足湯の湯加減調整・清掃に
気を付けます。

ゴミを発見したら拾う。

白馬ホテル扇屋
ガイドブックに載ってない地
元ならではの観光スポットを
ご案内いたします。

ブログ「女将のひとりごと」で
生の白馬情報を発信しま
す。

地元食材を使用した料理を
提供します。

有限会社　つるや旅館

記念写真のシャッターを押し
たり、地産地消を通じ信州の
美味しいものを出し、旅の思
い出作りをします。

相手に不快感を与えないよ
う、身だしなみ、館内清掃を
整えます。

館内に季節毎の草花、地域
の写真を飾り、お客様をもて
なします。

くつろぎの宿　黒岩旅館
地産地消を通じて、地元の
食材を使用した、美味しいお
料理を提供します。

全員笑顔でお客様と応対し
ます。

別所温泉　旅の宿南條
笑顔で気持ちの良い挨拶を
します。

常に清潔感ある身だしなみ
を心がけます

庭園や館内で季節ごとの花
を大切に育てます

パノラマランド木島平
目配り・気配り・思いやりを
テーマにお客様目線での対
応を心がけます。

常に笑顔であいさつを心が
けます。

木島平産・長野県産の食材
を使ったおいしいお食事を
提供します。

ホテルからまつ荘
ありがとうの気持ちを常に持
ち、笑顔で接客をする。

チーム 情熱とこだわり

笑顔と気持ちの良い挨拶で
お客様をお迎えします。

お客様が安心して利用いた
だけるよう、館内を常に清潔
に保ちます。

お客様に、より信頼される為
に、BVの定める言葉遣い、
立居振舞い身嗜みを遵守し
ます。



登　　録　　名 宣　言　１ 宣　言　２ 宣　言　３

七草の湯
心のこもったおもてなしを提
供いたします。

心和む空間を提供いたしま
す。

お客様の笑顔が私の宝で
す。

ロッジ上天気おもてなしチー
ム

お客様にホームページや
フェイスブックで常に旬で正
確な情報を提供いたします。

お客様の目線を考えた行き
届いた掃除をして清潔な施
設でお迎えします。

清潔な身だしなみに注意し
お客様に不快感を与えない
ようにします。

御宿飯山館

いつも最上級の、笑顔でお
客様をお出迎え致します。

木島平村「小松荘平」さんの
作った、美味しい信州木島
平村産のコシヒカリ１００％を
いつもお出しします。

地域の文化・風土・郷土料
理・史跡・ビューポイント・美
味しいお店を、お客様に教え
地域の良さを伝えます。

有限会社アウトドアプランニ
ング「信州伊那谷キャンパー
ズヴィレッジ」

信州の本物の自然にどっぷ
り浸かって癒されてくださ
い。

公害も光害もない日本で最
も静かなキャンプ場に癒され
てください

隠れ家みたいなキャンプで
のんびりゆっくり心も身体も
休めてください

木曽路の宿　いわや

笑顔で「いらっしゃいませ」
「ありがとうございました」の
気持ちを真心込めてお客様
にお伝えします。

制服等身だしなみは清潔感
を心掛け、社員同士でお互
いにチェックします。

ロビーには毎日花を飾りま
す。

つたや季の宿風里

新鮮な採れたて野菜を使用
しています。

料理は懐石料理で温かい物
は温かく、冷たい物は冷た
く、一品一品づつ料理を出し
ております。

お客様の目の前で必ず一品
は料理人が料理を作ってご
提供しています。

開田高原MIAおもてなし隊

お客様に提供する料理はあ
たたかい物はあたたかく、冷
たい物は冷たくにこだわり美
味しい料理に心がけます。

いつもにこやかな笑顔で親
しみをこめてお客様に接しま
す。

整理、整頓、清潔、清掃を心
がけ、いつもスカッとした状
態を保ちます。

GSロッヂ
庭を花いっぱいにしておもて
なし

笑顔とコミュニケーションを
大切におもてなし

自家栽培の農産物、地産地
消を心がけておもてなし

玉屋旅館

信州の旬の食材を活かした
お料理と源泉かけ流しの温
泉、細やかなおもてなしで皆
様をお迎えいたします。

ホテル白樺荘・志賀高原

地域情報に詳しくなって、適
切な情報をお客様に提供
し、志賀高原の自然を満喫
してもらおう

困っている人や、迷っている
人が居たら、進んで声を掛
けよう。

訪れる人が快適に過ごせる
よう、日頃から整え日々改善
しよう。

布引温泉えがお隊
やさしい笑顔と思いやりを込
めて接します。

隅々まで掃除を徹底し、い
つも清潔感がいっぱいの館
内でお客様を迎えます。

質素で清潔な身だしなみを
心掛けます。

小黒川渓谷キャンプ場 お客様を笑顔でお迎えしま
す。
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木曽駒高原ホテル
記念写真のシャッターを押し
て、旅の思い出作りに協力し
ます。

相手に不快感を与えないよ
う身だしなみを整えます。

心も体もあたたまる空間作り
に励みます。

萬蔵の宿　むらちや
お客様へのご案内ははっき
りした発音で分かりやすく行
います。

相手に不快感を与えないよ
う身だしなみを整えます。

店内に地域の観光写真を掲
示します。

ペンション　ビューおんたけ
記念写真のシャッターを押
し、旅の思い出作りに協力
する。

地産地消を通じ、信州のお
いしい物を紹介する。

真心を込めて大切なお客様
を迎え温かい気持ちで接し
ます。

THE SAIHOKUKAN HOTEL

「笑顔のお迎えと、歩み寄る
おもてなし」
信州の旬を味わえる豊富な
メニューを揃えております。

洋風なロビーと客室・レスト
ランに加えて、和風の料亭
や庭園が共存。
和洋の調和を大切にしてお
ります。

歴史を伝える復元建築と信
州ゆかりの芸術作品がホテ
ルを彩り、皆様をお迎え致し
ます。

マウントビューホテル朝日館
常に笑顔！まごころ込めた
接客でお客様を満足させま
す！

かわせみの宿　別所観光ホ
テル

つねに笑顔であいさつしま
す

お客様の立場になって行動
します

記念写真のシャッターをおし
ます

おもてなします
笑顔でお迎えいたします。 トイレはいつも清潔に保ちま

す。
身だしなみに気をつけ、清潔
に、お客様の気持ちの良い
ように努めます。

ゲストハウス　ヒルトップ 笑顔で挨拶

上高地温泉ホテル
明るい笑顔でお迎え、見送り
をいたします。

Gasthof Schi Heil  村の小さ
なホテル ガストホフ・シーハ
イル

お客様のご要望に沿った地
元ならではのご案内を心掛
けます！！

女性・ビジネス・家族連れな
ど様々なお客様に対応でき
る環境を整えます！！

お客様に本当の魅力をお伝
えするために、まず私たちが
一番にこの地域を楽しみま
す！！

クリスマスデザインホテル
スノーボール

地産地消で良いものを提供
します。

上高地ルミエスタホテル
おいしさ・やさしさ・あたたか
さを常に意識しお客様に対
応いたします。

お客様に楽しさ・ときめきを
感じられる雰囲気を作りま
す。

山岳リゾートとして大自然と
一体となれる空間づくりを行
います。

追分屋旅館
笑顔で挨拶
誠意を持って対応



登　　録　　名 宣　言　１ 宣　言　２ 宣　言　３

ヴィラ一の瀬
お出かけ頂いたお客様が、
「何をして欲しい」かを考え
出来る限り実践していきま
す。

いつでも気楽に声を掛けて
頂けるような笑顔で対応しま
す。

「我が家」でのんびり寛いで
いるような空間をつくります。

リゾートイン静観
いつも笑顔で接客 お客様がくつろげる空気感

を演出する
常に清潔、衛生に心掛ける

信濃大町高瀬渓谷　源泉一
軒宿　七倉山荘

温泉とともに温まる笑顔でお
出迎え致します。

気持ちの良い装いと心地よ
い施設でお待ちしておりま
す。

ゆったりお過ごしいただける
よう、館内・客室ともに清潔
にお迎えいたします。

ちのステーションホテル
心を込めてお出迎え、お見
送り

国家公務員共済組合連合
会　上諏訪保養所

記念写真のシャッターを押し
て旅の思い出作りに協力し
ます・

気持ちよく接客できるよう、
身だしなみを整えます。

気持ちよく観光していただく
ために、ごみを拾って、きれ
いにします。

アルペン　おもてなしチーム
スタッフ皆で地域の良さをお
客様にお伝えします。

お客様に不快感を与えない
よう身だしなみを整えます。

玄関周りや道路を花木で飾
りお客様をお迎えします。

ペンション愛・カーニ

犬の散歩のうんちの処理は
必ずすることはもちろん、さ
らに放置されているうんちの
処理まで実行する

スカイランドホテル
心からの笑顔でおもてなし 清潔な空間を提供します。

七倉荘

雪かきをするときは、隣の敷
地や、一人暮らしのおばあ
ちゃん家の前までお手伝い
します。

記念写真のシャッターを押し
たり、一緒に移ったり、想い
出作りに協力します。

館内・屋上には季節の花が
いつもあるようにしていま
す。

野沢温泉 ロッジでんべえ
野山の山菜、きのこや自家
栽培の野菜を活かした自産
自消料理を提供します。

プチホテル　カラカラ
お客様が笑顔になれる心を
込めた清潔で美味しい時間
でおもてなし

ペンションかりん
ガイドブックには載っていな
い地元ならではの情報を提
供します。

相手に不愉快な思いをさせ
ないよう清潔な服装に心が
けます。

ペンション内に地域の写真
を掲げお客様に見てもらい
ます。

信州の隠れ宿　まほろば 笑顔、おもいやり

小布施の宿　ヴァンヴェール
笑顔のおもてなしで楽しい時
を過ごしていただく



登　　録　　名 宣　言　１ 宣　言　２ 宣　言　３

まごころこめたおもてなし
チーム

笑顔、笑顔 温かい物は温かく、冷たい
物は冷たく提供する。

木曽駒高原おもてなしグ
ループ

多く頂戴する野菜は残すこと
なく使い、お客様に提供する
残ったお野菜はお裾分け

実家のお母さんを思い出し
ていただきくつろいでいただ
ける気の張らないようなおも
いで接します。

山の中なので季節を感じて
いただけるよう日本の行事と
食事、室礼、それをきっちり
お伝えします。

寛ぎのモーグル
笑顔での対応に努めます。 館内清掃は綺麗に、スタッフ

の装いはユニホームで清潔
に。

お食事は席の入れ替え無し
で落ち着いて。

シエルのおもてなし
お客様に笑顔で接する。 館内、および周辺をきれい

に保つ。
お客様にいろんな情報を提
供する。

ペンション　ベルフォーレ
地元の食材を活用した、お
いしいお食事を提供します。

CLUB  HIROSTRADA 笑顔でおもてなし♪

ペンションTARTたると
地元ならではの食材と自家
栽培野菜で美味しい食事を
提供します

地域情報を発信し、その良
さをお客様に伝え続けます

気持ち良く街をみれるように
草刈り、ごみ拾い運動に参
加しています

プチペンション蓼科壱番館

お客様が　旅でよい思い出
を作って頂くために・・・。想
像力を磨き　実践していきま
す。

ペンション　ウインズ白馬
小さな宿だからできる“心か
らのおもてなし”

北原館
日常のあいさつをする。 清潔な服装に心がけます。 トイレは常に清潔に保つよう

努力する。

ENJOY HAKUBA BOSCO
四季折々の白馬の山の楽し
みかたを提案します！

ENJOY HAKUBA Tシャツで
お迎えします。

体で自然を感じていただけ
る心地よい空間づくりを心が
けます。

ペットと泊まる陽だまり
地元食材を使って食事を提
供する

ホワイトラビ斑尾高原
いつも笑顔で相手の気持ち
を考えるおもてなし

ログハウスペンションホゥ
リー

いつも笑顔でお出迎え

マルハン爺が岳ロッジ
お客様には、感謝の気持を
こめて笑顔で対応する。

トイレはもちろん、施設全体
を清潔に保つ。

清潔でさわやかな身だしな
みをします。
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安曇野　旅館　山のたこ平
地産地消を心掛け、信州な
らではの美味しいものをご紹
介致します。

毎日、清潔感のある身だし
なみを整えます。

館内に、地域の花や写真を
飾り、お客様をもてなしま
す。

リゾートイン　スクアミッシュ
お客様にとって、楽しい時間
を提供できるように努めま
す。

ホテルハイジチーム
全員が笑顔でお客様にご挨
拶する。

全員がお客様とお話をす
る。

お客様の料理の好みに対応
する。

夫婦でがんばれ
派手なアクセサリーや匂い
のきつい香水等はつけない
ように注意します。

地域ボランティアに参加しガ
イドをします。

ホテルさいとう

ゆっくりのんびり、信州の大
自然を楽しんで下さい。ス
タッフ全員でお客様の”のん
びり”を応援いたします。

ペンション エル・フォレスト
全員で笑顔でお出迎えいた
します。

ペンション　ペパーミントハウ
ス

ダイエットと健康を目指す人
の為に「正しい運動と食事」
をご用意しおもてなしをしま
す。

お客様の体力レベルに合わ
せます。

担当者も体を鍛え、姿勢正
しく対応します。

おもてなし らん太 と らんた
ん

信州の旅行が良い思い出に
なるようにみだしなみでお迎
えする

信州の旅行が良い思い出に
なるように料理でお迎えする

信州の旅行が良い思い出に
なるように笑顔でお見送り

ホテル　コロシアム・イン・蓼
科

お客様と同じ方向をみて考
えるおもてなし。

清潔な館内 身だしなみを整える

自由旅クラブ木曽三河家
全員が笑顔でお客様をお迎
えします。

お部屋はいつも清潔に保ち
ます。

身だしなみを常に整えます。

イワスゲホテル 笑顔でお出迎い 館内を清潔に保つ 身だしなみは常に清潔に

若草はたらきチーム
美味しい お料理 手作りを
モットーにがんばっていま
す。

ペンション・ブルーベリー
明るい笑顔と元気な挨拶で
お客様をお出迎え致します。

清潔な身だしなみを心がけ
ます。

心も体もあたたまる空間づく
りに励みます。

貸別荘　ロッジ・カナダの森
明るい笑顔と元気な挨拶で
お客様をお出迎え致します。

清潔な身だしなみを心がけ
ます。

心も体も温まる空間づくりに
励みます。

ペンタケ 目配り、気配り、思いやり！



登　　録　　名 宣　言　１ 宣　言　２ 宣　言　３

おもてなしチーム
全員笑顔でお客様をお迎え
する

プチホテル　アマック
信州白馬を満喫できる宿提
供を。

いつも笑顔のロケママ
真心込めた温かいおもてな
しを心がけます。

いつも若々しい適度なメイク
と身だしなみ。

お掃除をがんばり、常にお
花のある清潔な空間を提供
します。

野辺山荘おもてなしチーム
笑顔で親切なおもてなしをい
たします

梓水苑
お客様の気持ちに立っての
対応とサービスの提供。

ロビーに生け花の飾りつけ
をしてお客様がくつろげる空
間を作ります。

お客様に不快感を与えない
よう身だしなみに気をつけま
す。

ラントハウス ダンクルネッツ
信州の食材を使って、味も
目も心も満足できる料理をご
提供します。

いつも清潔に来て頂いたお
客様が気持ちよく過ごせる
空間をご用意します。

老若男女誰にでも分かりや
すいご案内をいたします。

ペンション　綿の実

アツアツ手作り料理と笑顔で
おもてなし　お腹ペコペコで
来てくださいね　お待ちして
います

お部屋はいつも清潔にしま
す

街道浪漫　おん宿蔦屋
木曽街道の歴史に心和むお
もてなしをいたします。

湯元　久米川温泉
旅行者に詳しく観光案内致
します。

田舎に来た安らぎ空間をご
提供できるよう努めます

信州の温泉の良さを実感し
て頂くため、気持ちよく入れ
るよう清掃、管理等心がけま
す

ログコテージさくら 笑顔で明るくお出迎え！

乗鞍ライジングサンホテル
山百合

お客様のご希望にあった乗
鞍・上高地の楽しみかたをご
案内いたします。

見所いっぱいの乗鞍高原を
初めてでも満喫できますよう
に周遊ＭＡＰを豊富に取り揃
えております。

天の川が見える秘密の星空
スポットをご案内します。

グレイシャーホテル
いつも笑顔でお客様をお迎
えいたします。

割烹旅館みさとZDOチーム
自家農園で栽培された野
菜、栗、リンゴを宿泊客にお
土産として持ち帰ってもら
う。

人形劇の上演（計画中）

コテージ カーラボスコ
自然豊かな八ヶ岳の裾野の
里山の林の中でゆっくりとく
つろげる静かな環境をつくり
ます。

里山ならではの自然とふれ
あえる場所や、無農薬・有機
野菜をお裾分けしています。

この地域の動植物や野鳥な
どの生態や名前などを調べ
自然の大切さを伝えます。
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大町温泉郷 黒部ビューホテ
ル

とびっきりの笑顔でお出迎
え！

ホテルマンらしい清潔な身だ
しなみ

隅々まで行き届いた清掃で
快適なご滞在

湯田中温泉よろづやアネッ
クス湯楽庵

お客様を、心からの笑顔で
お迎えします。

和風の装いでお客様をおも
てなし致します。

季節感を館内に取り入れ、
お客様が楽しんでいただけ
る空間づくり。

湯田中温泉よろづや
お客様を、心からの笑顔で
お迎えします。

和風の装いでお客様をおも
てなし致します。

季節感を館内に取り入れ、
お客様が楽しんでいただけ
る空間づくり。

志賀観光ホテル
相手に不快感を与えない清
潔な身嗜みを心掛けます。

館内は常に清潔を保つよう
清掃を徹底致します。

道に迷っているお客様には
率先して声を掛け、ご案内
致します。

白雲楼旅館

宿泊のお客様、湯田中温泉
へお越しの旅行者の皆様を
笑顔と元気なあいさつでお
迎えします。

宿泊のお客様や旅行者の皆
様が気持ち良くお過ごしいた
だけるように、ゴミ拾いを積
極的に行います。

常に身だしなみに気をつけ、
清潔感を大切に宿泊のお客
様や旅行者の皆様と接しま
す。

旬彩 月の静香
お客様を心からの笑顔でお
出迎えします。

四季折々、地元産の新鮮な
食材を提供します。

観光情報を収集し、お客様
にご案内します。

ペンション　ポーラスター
田舎に帰ってきたような、
ホッとしてもらえる雰囲気作
り、心遣いでお客様をお迎え
します。

かつら旅館
全員笑顔でお客様をお迎え
する

温泉街を気持ちよく歩いて
頂く為にゴミ拾いをします

地産地消を通して信州のお
料理を提供します

小さなホテル風小僧

心を込めた接客をし、その時
期その土地ならではの食材
を使ったお料理を味わって
いただく。

季節の美味しい物をお土産
にプレゼント。

大正池ホテル
笑顔でお客様をお迎えいた
します。

ペンション　ヴォルケ
笑顔、あいさつなど振る舞い
に注意するとともにしつらい
にも心がけたいと思います。

ペンション５００マイル
白馬山麓に有るだろう自然
の精霊の息吹をあなたに。
只今そんな庭造りを実践中
です。

従業員一同
親戚を迎える気持ちでおも
てなし致します。
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リゾートイン　ステラ

お越しになられるお客様に
とって、ご旅行が楽しい想い
出になりますよう、おもてな
し致します。

歴史の宿金具屋

信州を訪れたみなさまに楽
しんで頂けるような地域の歴
史、文化、自然のお話しをい
たします。

斑尾高原ロッヂポラリス 心のこもったおもてなし

グリーンバレー白馬
別荘地内の美味しい・楽しい
ショップ案内を作成します。

聴泉閣かめや
滞在中の時間が、すてきな
思い出になるように準備す
る

館内清潔 清潔感ある従業員一同

蓼科グランドホテル　滝の湯
地元産の野菜を使用したお
料理をご用意いたしておりま
す。

皆様を笑顔にてお出迎えい
たします。

リゾートペンション　きんこん
館

お客様にゆっくりおくつろぎ
いただけますよう、おいしい
お食事と空間をご用意いた
します。

ペンションのりくら
地域のよさをお客様におつ
たえします。

身だしなみは、ととのえます 宿の庭をきれいにします

おもてなしがんばるチーム
全員笑顔でお客様をお迎え
する。

トイレはいつも清潔に保つ。 身だしなみは常にお客様に
気持ちの良い様に整える。

休暇村 乗鞍高原
自然と人、人と人のつながり
を大切にします

心に残る、思い出に残るよう
なおもてなしを提供します

親しみやすく快適なリゾート
施設を提供します

温泉宿　山荘わたり
常に笑顔と挨拶を心がけま
す。

心地よいお温泉とのんびりと
出来る宿を提供いたします。

第二のわが家と感じて頂け
る気軽さをご提供する。

四季彩々の隠れ宿　富士乃
湯

江戸から明治時代の掛け軸
や松本藩主ゆかりの品々を
館内に展示し、お客様をお
迎えします。

ホテルベルグ
アットホームな雰囲気の中、
笑顔で清潔感のあるサービ
スを心がけます。
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おもてなしがんばるチーム

旅する人の気持ちになって
常識の
範囲でおもてなしする

株式会社　パイプのけむり
清潔で安心して泊まれるお
部屋をご用意し、便利で楽し
い旅行になるように努めま
す。

フレンドリーで丁寧な接客に
努めます

清潔で気持ち良いみだしな
みでお迎えいたします

株式会社　パイプのけむり
清潔で安心して泊まれるお
部屋をご用意し、便利で楽し
い旅行になるように努めま
す

フレンドリーで丁寧な接客に
努めます

清潔で気持ちよい身だしな
みでお迎えいたします

株式会社　パイプのけむり
清潔で安心して泊まれるお
部屋をご用意し、便利で楽し
い旅行になるように努めま
す

フレンドリーで丁寧な接客に
努めます

清潔で気持ちよい身だしな
みでお迎えいたします

山野草の宿　二人静
心からの笑顔でお客様をお
迎えいたします。

おもてなしチーム
笑顔でお客様をお迎えし、
情報提供に努め施設の案内
を行います。

おもてなしチーム
笑顔でお客様をお迎えし、
情報提供に努め施設の案内
を行います

ペンション風見鶏
いつも笑顔でお出迎え、地
場産の野菜を使い、心のこ
もった美味しい料理を提供し
ます。

清潔で掃除の行き届いた客
室と施設を宣言します。

一生懸命おもてなし中 精一杯頑張ります

天空の城 三宜亭本館
お客様の望んでおられる
サービスをいち早く察し提供
する。

ペンションおやまのえんどう
リーズナブルな価格でおな
かいっぱいの食事。「癒され
る旅行」のお手伝いをしま
す。

黒姫ライジングサンホテル
真心を込めて大切なお客様
をお出迎えし、暖かい気持ち
で接します。

ガイドブック以外の地元観光
情報を惜しげなく提供しま
す。

心も体も温まる空間作りに
励みます。

ぬのはん

お客様一人一人のお顔を見
てお声を掛けて、その方に
合った「心地良さ」を見極め
ることを心掛けます。

「わかりやすく、楽しく」見て
いただける観光マップを作っ
てご案内します。

信州ならではの食材を取り
入れ、お客様にご説明しな
がらお食事を楽しんでいた
だきます。
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ペンション　熊さん
気持ち良い挨拶と笑顔での
接客を心がけます。

野菜中心の家庭料理 ゆったりのんびりして過ごし
て頂けるように心がけます。

いい旅応援チーム
宿の場所を探してるお客様
に声をかけ行先を説明しま
す。

宿のイメージに合った身だし
なみでお客様をお迎えいた
します。

館内に観光名所や体験ツ
アーの写真を掲示します。

いこいの村　アゼィリア飯綱

私達の心とお客様の心が通
じるような体験ができるよう
な「心」のあるおもてなしを誓
います。

あぶらや燈千
お客様を笑顔でお迎えし、
一緒に笑顔をわかちあえる
時間を過ごします。

角間荘

貸切でもご利用いただける
源泉掛け流しの温泉に、２４
時間快適にお入りいただけ
るよう努めます。

自炊ができる宿として、お客
様が楽しくお料理ができるよ
う、清潔で使いやすい共同
キッチンを維持します。

コーヒーを入れたりお料理に
利用できる、北信濃の天然
水をご用意いたします。

企業

お客様の御旅行が、最高の
旅になる様、
笑顔と細やかなサービスで
おもてなしさせて頂きます。

上田東急REIホテル
真心を込めて大切なお客様
をお出迎えいたします。

笹屋ホテル
お客様ひとり一人が安らぎ
のある時間を過ごして頂け
る様、心を尽くして接客いた
します。

なかよしチーム
信州の幸を活かした、美味
しいと喜ばれる料理です。

唐松の丸太造りの木に安ら
ぎです。

身だしなみを整える。

菱野温泉　薬師館
気持ちの良いあいさつをき
ちんと行います。

おいしい長野県産の食材の
お料理をお出しします。

できたてのお料理を提供し
ます。

わらび平山荘家族
お客様の身になって、親切
に分かりやすくご案内しま
す。

進入路・駐車場・玄関などを
こまめに除雪します。

夏季は進入路入口に花畑
を、冬期は玄関・ロビーに観
葉植物を配置します

ホテルそよかぜ
お客様のお越しをスタッフ全
員笑顔でお迎えいたしま
す！

お客様にお喜び頂ける美味
しいお料理をお出しします！

お越し頂くペットちゃんにや
さしいホテルになります！

大江戸温泉物語　鹿教湯藤
館・桜館

私たちの売り物は「思い出」
です。
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ペンションベルクコット
標高1500mの蓼科の森の中
で優しいお料理と暖かいお
もてなしを心掛けています。

料理の美味しい宿　さんかく
じょうぎ

お客様がゆっくりお過ごしい
ただけるように、清潔な館内
と美味しいお料理でおもてな
し。

自家栽培の有機野菜や信
州産のものを多く取り入れた
お料理をご提供。

野辺山高原の良いところや
見所を紹介します。

ホテルサンルート長野東口

近隣の飲食店マップや観光
地のパンフレットを多数用意
し、ご要望に応じた行き先選
定のお手伝いをします。

ホテルモルシャン

お越し頂いたお客様に快適
にお過ごしいただけるような
接客、特に笑顔を忘れない
よう対応してまいります。

ご来館いただくお客様にお
気持ちよくお過ごしいただけ
るよう身だしなみに気を付け
て接客してまいります。

お客様が心地よくお過ごしい
ただけるよう、丁寧な客室清
掃にこころがけてまいりま
す。

明治温泉旅館
お客様を満足させるサービ
スを常に心がける。

身だしなみをしっかり行う。 発音はしっかりする。

オーベルジュ　リゾートイン
ボヌール

貴重な休暇を当店で過ごし
ていただくことで、気持ちをリ
フレッシュして元気になって
もらえるようにすること

長野の美味しい食を通じて、
体の中から元気になってもら
い、健康的な休日を過ごして
いただく

常に施設の外観やお部屋の
中を清潔に保ち気持ちよく
滞在してもらえるように気を
付けること

星野リゾート　界 アルプス

宿のコンセプト「信州の贅沢
な田舎体感」をお客様に楽し
んで頂く事で信州旅の醍醐
味をお客様に提供します！

湯宿　和泉屋善兵衛

地元信州の川と山の幸をふ
んだんに盛り込んだお食事
を提供します。

お客様の好みに合わせたお
食事をお楽しみ頂けます。お
造り・焼物・台の物はお好き
なお料理をお選び頂けます

旬樹庵　菊水

ゆっくり温泉、たっぷり食事
を楽しんでいただき、日常を
忘れ上げ膳据え膳の寛ぎの
時をご提供いたします

あったか温泉宿美鈴荘
真心こめて大切なお客様を
おもてなしし、あたたかい
サービスをご提供致します。

万平ホスピタリティチーム
お客様に心からくつろいでい
ただけるように笑顔でおもて
なしいたします。

安心の24時間体制。お子様
からご年配の方まで安心し
てお過ごしいただけます。

地産地消。信州産の野菜を
ふんだんに使用したお料理
をご堪能いただけます。
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ペンション れりーふ

お客様へのごあいさつを大
事にします。

玄関の周りなど全館の清潔
さを保つとともに、庭の花を
手入れをするなどて、お客様
をお迎えいたします。

身だしなみに常に注意をは
らいます。

浅間温泉　菊之湯
伝統的な趣のある本棟造り
を今に伝える木造りの宿で
す

四季折々の様々な味わい
を、新鮮な野菜料理を中心
に真心を込めてお持てなし
いたします

ぶなのき 笑顔でお迎えします。 親切に対応します。

シャレーグリンデル

ご来館を心から感謝してお
客様の声を心として聞かせ
て頂き真心を込めて精一杯
の心づくしをさせて頂きます

:玄関まわりを綺麗にしましょ
う。

登山者に道案内をして無事
に山登りができるようにしま
す。

トイレはいつも清潔にして気
持ちよく使ってもらいます。

自然にふれあいみんながこ
の自然をいつまでも守って
いけるような世の中にしたい
です。

斑尾レインストンホテル
お越しいただいたお客様が
ご自宅にいるようにリラック
スできるように努めます

ログペンションセシルクラブ
旬の地元の食材にこだわ
り、ひと手間をおしまないお
いしいお料理の提供をお約
束します

木のぬくもりを大切に、心安
らぐ空間つくりでお客様をお
迎えします

常に笑顔での応対をこころ
がけます

お宿　てらゆ
明るい笑顔でおもてなしいた
します。

相手に不快感を与えないよ
う、身だしなみを整えます。

館内を清潔に、お客様に心
からくつろいでいただける空
間を作ります。

ホテル山楽
明るい笑顔でおもてなしいた
します。

チェックイン前後にお荷物を
お預かりします。

地元の旬な食材を使ったお
料理をお出しします。

旅館 深雪
明るい笑顔でおもてなしいた
します。

清潔感のある館内にしてお
ります。

真心を込めてお料理を造り
お出ししております。

栂池丘の上ホテル宮川
明るい笑顔でおもてなしいた
します。

アクティビティ体験の手配を
いたします。

館内にお花を飾り、お越し頂
いたお客様をおもてなししま
す。

三十苅荘
明るい笑顔でおもてなしをい
たします。

外国語に加えて、身振り、笑
顔でお応えいたします。

ペンション白馬るんびにー

お客様のニーズに心を込め
て対応し、あたたかく接しま
す。必要なことを伝え、何を
求めているかよく聞く。

清楚な衣服で対応。 お部屋を清潔にし、寛ぎの
対象となるものを飾る。



登　　録　　名 宣　言　１ 宣　言　２ 宣　言　３

信州天空resort
ARCADIA～ふたつとない景
色～

一期一会の気持ちでお客様
との出会いに感謝し、心地よ
くお過ごしいただけるよう心
掛けます。

清潔感のある身だしなみで
お客様をお出迎えします。

非日常を感じていただける
ような空間作りに励みます。

懐石と炉ばたの宿　吉弥

爽やかな笑顔と心からのご
挨拶、スマートな対応を心掛
けます。

お客様のステキな想い出の
１ページを増やす努力を惜し
みません。

どこにいらした方にも100％
の親切と真心で、観光立村
としてふさわしいおもてなし
をいたします。

サァラ軽井沢ホテル
思い出に残る記念写真の為
に、シャッターを押します。

ホテルで気持ち良くお過ごし
頂く為に、笑顔で迎えます。

食材の知識を深め、信州の
魅力を伝えます。

ホテルマロウド軽井沢
宿泊者以外のお客様にも、
気持ち良く道案内・化粧室の
貸出を行います。

送迎車の運転は、常に譲り
合い心を持ち安全運転に努
めます。

ホテル周辺の歩道・車道の
清掃を実施いたします。

サンライズ明治屋

故郷のぬくもりを大切に旬の
野菜と野沢のおごっつお お
ふくろの味でおもてなし致し
ます。

白馬村　シェイクスピアホテ
ル

ご宿泊のお客様には白馬村
の過ごし方やご案内を丁寧
におこないます。

ペットと泊まれる温泉宿 パ
ディントンハウス

大切な家族の一員のペット
と館内どこでも一緒にいられ
るよう、サービスにつとめま
す。

ロッヂゆきやま
明るい笑顔でおもてなしいた
します。

外国語に加えて、身振り、手
振り、笑顔でお応え致しま
す。

館内にお花を飾り、お越し頂
いたお客様をおもてなし致し
ます。

松本ツーリストホテル
信州の魅力をお客様に伝え
ます。

地元の食材をご提供致しま
す。

観光のパンフレットを用意し
ます。

望山亭ことぶき
館内に当館で栽培した生花
を飾ってのお出迎え

当館の畑で採れた安心の野
菜料理をお出しします。

清潔とここちよい宿を提供し
ます。

よしの湯旅館
明るい笑顔でおもてなしいた
します。

館内にお花を飾り、お客様を
おもてなしします。

小さなお子様も楽しく過ごせ
るようにおもてなしします。

白馬ロイヤルホテル

地域の見どころ・楽しみどこ
ろのガイドマップを作り、お
客様ごとの「白馬体感」のお
手伝いをします。

地元食材を使った食事でお
もてなしをします。

ロッヂ五竜
お客様を笑顔でお出迎えい
たします。
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白馬 岩岳 切久保館
お客様を笑顔でお迎え致し
ます。

丁寧な対応でご案内致しま
す。

自家製、地場産中心のお料
理を提供致します。

一歩前のおもてなし旅館
マニュアルにとらわれない生
きたおもてなしでよろしいで
しょうか。

Annie Hills アニーヒルズ

『素材そのものの美味しさを
楽しめる料理』＋『おもてな
し』を皆様にご提供できるこ
とを目指しています。

白船グランドホテル
観光パンフレットを充実さ
せ、お客様の旅の思い出づ
くりに協力させていただきま
す。

古久屋
６つの源泉を利用した１０
０％の天然温泉で心からの
癒しと寛ぎを提供いたしま
す。

一乃湯果亭 笑顔でお出迎えいたします

白骨ゑびすや
いつも笑顔でお客様をお迎
えいたします。

チサンイン軽井沢
リラックスした滞在をしてい
ただくため、フレンドリーでさ
りげない応対を心がけます。

シャレードイン・志賀
季節の花々を手作りのアレ
ンジメントやドライフラワーに
してお迎えします

旅館　さかや 笑顔で観光案内をいたしま
す

菅平高原温泉ホテル
笑顔あふれる空間作りに励
みます

上高地ホテル 気持ちの良い接客

軽井沢ＬｏｇＨＯＴＥＬ塩沢の
森

お客様にたくさんの思い出を
提供したいと思います。

白骨の名湯　泡の湯

お客様がお湯に癒され、笑
顔でお帰り頂けるように、ス
タッフ一同”女将のもてなし”
を心がけております。
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滝見温泉　滝見の家
笑顔でおもてなし 相手の気持ちになりきる ほったらかしにしてあげる

（自由に気ままにすごせるよ
うに）

ペンション　ハローウッド

季節の野菜たっぷりのイタリ
アン料理でおもてなしいたし
ます。

四季の彩いっぱいの自然環
境の中でリスや野鳥・高山
植物が観察が出来るよう心
配りしています。

お越し頂いたお客様には無
料のお茶・コーヒー等のコー
ナーを設置しています。

ほりでーゆ～四季の郷
お客様には常に笑顔で対応
し、温かい気持ちで接しま
す。

お客様に不快感を与えない
よう、身だしなみを整えま
す。

毎日、入口正面に生花を飾
ります

こころとからだに優しい高原
の隠れ家宿　リゾートイン　ミ
スティ

当館のおもてなしは「ここち
いい」押し付けがましいサー
ビスはせずにお客様の「ここ
ちいい」を大切にします

ホテルトレンド松本
ご宿泊いただくお客様一人
ひとりにご満足頂けますよう
スタッフ一同努めて参りま
す。

ホテルサンルート長野
自然豊かな信州の良さをお
客様に伝えます。

お子様大歓迎ペンション
シータス

小さいお子様に楽しみ、喜
んで頂きます。

桝一客殿

「本来なら我が家にお泊りい
ただくべきですが…」の気持
ちを、すべてのサービスの基
本としています。

ペンショングランマーム
ガイドブックには載っていな
い地元ならではの情報を提
供いたします。

派手な服装に気をつけ身だ
しなみを整えます。

店内の掃除を心がけお客様
を迎えます。

プレミアホテル-CABIN-松本
お客様を笑顔でお迎えしま
す。

施設のクレンリネスに努めま
す。

地元食材を使用したご朝食
でおもてなしします。

和食の宿“一歩（てくてく）”
見て癒されるインテリア。
ゆっくりと落ち着ける居心地
の良い空間づくり。

笑顔で挨拶。気持ちの良い
きれいな言葉づかいでの対
応。

ペンション・ぱすとらーれ
お客様のご旅行が後々まで
良い思い出になるよう務め
ます。

切明温泉　湯元　雄川閣
いつも笑顔でお客様に接し
ます
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リゾートホテル蓼科
季節を通じての信州の魅
力・観光情報をブログで紹介
します。

望山荘
おうちにいるようなリラックス
できる、おもてなし。

アパホテル〈軽井沢駅前〉軽
井沢荘

花ごころのおもてなし

オテル　ドゥ　八ヶ岳テラス
心からのおもてなし

宿の基本をしっかり実行した
成果の「安心感」からくるお
もてなし、全力のおもてなし
を心がけています。

FUJIYOSHI
あたたかな気持ちでお客様
をお迎え致します。

地域の良さをお客様にお伝
えいたします。

おもてなし　頑張る４人衆
トイレとお風呂は特に清潔に 笑顔でにこやかに 相手の気持ちになつて対応

する。

平野屋
ゆっくりと過ごしていただけ
る部屋を心がけています。

笑顔で。 渓谷美を堪能できるよう、館
内の清掃をいたします。

ヴァルトハウス
地元の野菜、果物を使った
おいしいイタリアンでおもて
なし致します。

ペンション　ラ・シャンブル
森の中の一軒宿です。自然
いっぱいの環境は当館自慢
のおもてなしです

やすらぎ旅館

「心通うおもてなし」をモッ
トーに「笑顔と思いやりでお
もてなし」を肝に銘じお迎え
します。

「清潔な着衣と誠実な態度」
でおもてなしをします。

「いらっしゃいませ！と季節
の生け花」「良い湯と美味し
い料理」をご用意してお迎え
します。

おもてなし頑張る四人衆
従業員一同、笑顔でお迎え
する又、お送り致します。

施設内は、何時も清潔をモッ
トーに努めます。特にトイレ・
浴室等は、重点に…

お客様のご要望に答えられ
るよう、地域の歴史や史跡
の紹介が説明できるよう努
力する。

くろよんロイヤルホテル
一期一会
訪れたお客様とのふれあい
を大切にします

名札は見やすいところにつ
け、お客様に不快感を与え
ないように身だしなみを整え
ます

快適にご滞在いただくため
に清潔に保ちます

松本 浅間温泉 梅の湯
信州の地に根付いた美味し
いお料理を真心をこめてお
出しします。

人と人との温かい心が通い
合う優しいお宿として、常に
お客様をお迎え致します。

お客様にとって、良い旅行、
良い思い出のお手伝いがで
きますよう日々精進致しま
す。

鹿塩温泉　塩湯荘
小さな宿ならではのきめ細
やかなサービスに努めま
す。

そうじの行き届いた、清潔な
宿であるよう努めます。

山里の食材を使った手作り
料理を、心を込めて作りま
す。
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ペンション＆コテージ　アザ
ミ

長野県の何処の宿泊施設に
宿泊しても温かく迎えてくれ
ると言われる様その一役を
担いたいです。

お宿　あけびや
地元の食材を活用した、お
いしいお食事を提供します。

相手に不快感を与えないよ
う、身だしなみを整えます。

毎日、館内のお掃除をして、
お客様を迎えます。

温かなおもてなしで心のごち
そうを！

お客様が満足してご宿泊い
ただける様に旅のサポート
をする。

地産地消を中心としたお食
事をお客様にご提供する。

お客様に気持ち良く過ごして
いただくよう、館内を清潔に
保つ。

湯元　上山田ホテル
私たちは、笑顔と、迅速な対
応で、くつろぎの空間を提供
します。

ヒュッテ霧ヶ峰
訪れる皆さんに喜んでいた
だけるよう、高山植物の保
護に協力します。

毎冬にはおいしい野沢菜を
漬けます。

笑顔に自信を持って接しま
す。

温泉宿　さつ木荘

お客様をあたたかいおもて
なしの心でお迎えし　また
訪れたいと思っていただける
ように宣言します
　

ホテル　ベルクール　イノマ
タ

明るい笑顔でおもてなしいた
します。

真心を込めた手料理をご提
供いたします。

秋山郷　民宿　光栄荘
方言に愛着を持って話しま
す。

ガイドブックには載っていな
い、地元ならではのとってお
き情報を提供します。

相手に不快感を与えないよ
う、身だしなみを整えます。

栄村振興公社　中条温泉
トマトの国

電話など聞き取りやすいよ
う、はっきり、ゆっくり話すこ
とを心掛けます。

地域のことを勉強し、ボラン
ティアガイドができるようにし
ます。

渓谷の宿　いち川
お客様を心から笑顔でお迎
えします。

お客様へ明るく親切に接し
ます。

お客様に信州の旅情を満喫
いただくよう努めます。

切明リバーサイドハウス
ガイドブックには載っていな
い、地元の旬な情報をご提
供します。

明るい笑顔でおもてなしいた
します。

登山の方には、なるべくお声
をかけて山の安全に努めま
す。

旅の宿　滝の湯

お客様との触れ合いを通じ、
沢山の思い出をお持ち帰り
頂き、繰り返しのお越しを願
いもてなします。

ホテルグランヴェール旧軽
井沢

笑顔でお出迎えいたします。 手作りマップで周辺をご案内
いたします。

心を込めた清掃で清潔なお
部屋をご提供いたします。
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ペンション・ラクゥーン
笑顔と元気な声でお客様を
お迎えします。

室内の掃除に注意してお客
様をお迎えします。

政喜旅館
長野県のおいしい食材を召
し上がってもらう。地産地消

スーパーホテル松本駅前
真心を込めて大切なお客様
をお迎えし、暖かい気持ちで
接します。

相手に不快感を与えない
様、身だしなみを整えます

信州の【第２の我が家】とし
てほっとできるような空間づ
くりに励みます

源泉かけ流し天然温泉　白
馬シンフォニー

源泉かけ流し天然温泉と信
州の季節料理でおもてなし
致します。

志賀高原　白い温泉　渓谷
の湯

地元の食材、地元の調理方
法で、美味しいお食事を通し
て、信州を知ってもらえるよ
う、心掛けます。

その名に恥じない、白い温
泉が毎日御利用できること
を心掛けます。

旬な地元の情報を提供、案
内いたします。

渓流荘　しおり絵
家族や親せきを迎えるような
温かな気持ちで、お客様に
接します。

文化北竜館
真心と笑顔でお客様と接し
ます。

お客様に不快感を与えない
様、身だしなみを整えます。

心と体も癒される環境・空間
づくりに励みます。

ペンション樹の子
地産地消で美味しいものを
紹介します。

相手に不快感を与えないよ
う、身だしなみを整えます。

花や写真を飾り、お客さまを
もてなします。

ロッジ基

自家農園でたくさん採れた
無農薬野菜を、近所の方や
お泊まりのお客様におすそ
分けします。

地産地消を通じて、信州の
美味しい物を紹介します。

地域の仲間みんなで協力し
オープンガーデンも開催、地
域を花木で飾り、道を歩く方
をおもてなしします。

アーリアホテル　アルペン
ルート

お客様に笑顔で接します。
お客様に積極的に声かけを
します。

上諏訪温泉　しんゆ
誰にでも笑顔で気持ちの良
い挨拶

会社のアピアランス規定に
より、いつでも清潔感のある
装い

敷地内だけでなく、地域近隣
の自発的・定期的な清掃実
施

蓼科温泉ホテル親湯
誰にでも笑顔で気持ちの良
い挨拶

会社のアピアランス規定に
より、いつでも清潔感のある
装い

敷地内だけでなく地域近隣
の自発的・定期的な清掃実
施

信濃の里　ときしらずの宿
織花

地産地消を通じて、信州の
おいしいものを紹介します

お客様に心地よさを感じて
頂けるよう、身だしなみを整
えます

気持ちよく館内で過ごしてい
ただくために、毎日生け花を
飾ります
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ホテル夢の湯
ガイドブックには載っていな
い、地元ならではのとってお
きの情報を提供します

お客様に心地よさを感じて
頂けるよう、身だしなみを整
えます

館内に地域観光名所や写真
を提示して、楽しい旅行のお
手伝いをいたします

お山の宿ぴぁろっきー
地元ならではの厳選地域食
材にこだわった料理を心掛
けます。

ガイドブックに載っていない
地元のコアな情報もご提供
いたします。

登山トレッキングの方には、
お声をかけて山の安全に努
めます。

ホテル中村屋
真心をこめて大切なお客様
をお出迎えし、温かい気持ち
で接します

お客様に心地よさを感じて
頂けるよう、身だしなみを整
えます

毎日、施設内の掃き掃除、
拭き掃除をして、いつも清潔
さを保ち、お客様を迎えます

チーム東上館
地産地消を通じて、信州の
美味しいものを紹介します。

お風呂を清潔にして、天然
温泉を気持ちよく入っていた
だけるよう心がけます。

シャンプー、ボディソープは
無添加のものを選び、環境
に配慮しています。

駒ヶ根高原リゾートリンクス
ゆっくりと寛いでいただける
よう精一杯のやさしい心でお
客様をお迎えいたします。

プチホテル志鷹　惜しまない
サービス隊

お客様が泊まりに来てよ
かったと思ってくださるよう、
お客様の気持ちに沿い、惜
しまない心遣いをします！

館内はいつもきれいにして
います

たてしな薫風（かおるかぜ）
地元の食材を使用した、お
料理を提供します

常に身だしなみを整えます 生花を毎日飾ります

プチペンションアルファ

お客様が我が家のようにの
んびりくつろいでいただける
ようにさりげない気配りでお
もてなしをします。

ペンション　ベルニナ
いつも笑顔でお迎えしま
す！ありがとうの心を忘れず
に！

館内はいつも清潔に気持ち
のいい空間を保ちます。

身だしなみに注意して清潔
感ある服装などを心がけま
す。

四季彩の宿 白樺湖畔リトル
グリーブ

来て下さったお客様は自分
の家族、友人と思い、喜んで
帰っていただけるよう、心か
らおもてなしをします。

オーベルジュ　ラ・プーサン

お客様のニーズに応えつ
つ、シェフが毎朝市場で出会
う旬のものを仕入れてメ
ニューを組み立てています。

お客様にとってゆったりとし
た癒しの時間となりますよ
う、暖かな優しい雰囲気づく
りを心掛けております。

この旅と出会いが大切な思
い出となりますようにご希望
をお聞きしお勧めの観光地
などをご紹介しております。

サンジュエール・イン
お客様のニーズになるべく
沿う様な軽井沢での過ごし
方のアドバイスをご提案いた
します
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ﾍﾟﾝｼｮﾝ西原
常に笑顔の対応を心がけ、
お客様の立場に立って行動
する。

お客様とのコミュニケーショ
ンを取り易い雰囲気作りに
心がける。

げんたろう屋
外国語に加えて身振り手振
り笑顔でお応え致します

楽しく観光していただけるよ
うチェックイン前、チェッアウ
ト後の荷物をお預かりいたし
ます

館内にお花を飾り、お越し頂
いたお客様をおもてなし致し
ます

遊子　千曲館
地産池消を通じて、信州の
美味しいものを紹介します。

お客様へのご案内は、はっ
きりした発音でわかりやすく
行います。

相手に不快感を与えないよ
う、身だしなみを整えます。

ホテルサンルート上田
思わず写真を撮りたくなる撮
影コーナーで思い出作りを
応援します。

お客様を笑顔でお出迎え、
お見送りします。

山本小屋ふる里館
当館で自家養殖した新鮮な
岩魚を１時間かけて炭火焼
きしてご提供。

松本駅から無料送迎バスで
お年寄りも安心して来られま
す。

チェックイン、アウト時には、
お荷物をお車より運搬させ
て頂きます。

志賀高原 木戸池温泉ホテ
ル

明るい笑顔でおもてなしいた
します。

地元ならではの食材をでき
る限り提供いたします。

ご案内は「わかりやすく」「丁
寧」に行います。

檜湯の宿　松伯
明るい笑顔でおもてなししま
す。

地元ならではのとっておきの
情報をお伝えします食材を
できる限りご提供。

記念写真のお手伝い。

戸狩温泉 四季彩の宿　かの
え

信州に愛着を持ち、地域の
みんなで地域の良さをお客
様に伝えます。方言の良さ
を伝えます。

お客様に不快感を与えない
よう、身だしなみを整えま
す。

館内に野の花等を飾り、気
持ちよくすごしていただける
ようにします。

ペンション　オリーブ

明るい笑顔でおもてなし致し
ます。

重たい荷物を持ったままで
の観光は大変です。楽しく観
光して頂ける様、チェックイ
ン前後の荷物をお預かり致
します。

記念写真のお手伝い、
シャッターを押して旅の思い
出作りに協力致します。

河竹
心のこもったおもてなしをい
たします。

年間を通じ地域食材にこだ
わった料理を心掛けます。

手作りにこだわった料理を
心掛けます。

大陽館ヤマト屋 女将おもて
なし

明るい笑顔でおもてなしいた
します。

地元ならではの食材で、でき
る限り提供いたします。

ちょうちん屋
明るい笑顔でおもてなしいた
します。

有限会社 滝旅館 おもてなし
チーム

地元の方言も大事にして、
明るい笑顔でおもてなししま
す。

年間を通じ地元の食材にこ
だわった料理を提供いたし
ます。

電話等のご案内はわかりや
すく丁寧にいたします。



登　　録　　名 宣　言　１ 宣　言　２ 宣　言　３

山映閣
心のこもった懐石料理を一
品ずつ説明を添えてお出し
します。

お一人お一人のお客様の
ニーズにお応えする家庭的
な旅館です。

電車でご来館のお客様に
は、松本駅迄の送迎を15:00
と17:00に無料で承ります。

ラフォーレやまね

素朴なふれあいと温もりの
心を大切にお迎え致してお
ります。

料理四季おりおりの材料を
使い、年令相に合う様心掛
けております。（郷土料理）

13の共同浴場があり、外湯
めぐりとして愛されていま
す。入浴無料、平成27年８
月28日に新築オープンした
共同浴場 熊の手洗場が宿
の前にあります。

美ケ原温泉 富田屋別館
地元の食材を活用した、お
いしい食事を提供します。

真心をこめて、大切なお客
様をお出迎えして温かい気
持ちで接します。

100％天然温泉を24時間い
つでもお入りいただきます。

ホテルグレース白馬
明るい笑顔でおもてなしいた
します。

旬の食材・地の食材を使っ
たお料理

山旅の宿 樅の木山荘

地元の食材や自家製米を
使った安心安全なお料理を
提供させて頂きます。

古い建物ですが、一生懸命
お掃除してお迎えしていま
す。

小さなお子様連れのご家族
の方にも安心してお過ごし
頂けるよう、小さな事からお
手伝いします。

金喜ホテル
明るい笑顔でおもてなしいた
します。

地元の方言を大事にし、お
客様と接します。

傘をお持ちでないお客様
へ、突然の雨の際は傘をお
貸しします。

ユートピア
明るい笑顔でおもてなしいた
します。

自家製野菜を使用し、心をこ
めたお料理でおもてなししま
す。

手作りこしひかりを何杯でも
召しあがっていただきます。

飯山市美術館
観光客への周辺施設、見ど
ころのわかりやすい説明。

外国人のお客様にも配慮
し、外国語表記もあり。

パール吉越

明るい笑顔でおもてなしいた
します。

電話やフロントでのご案内
は「わかりやすく」「丁寧」に
行います。

重たい荷物を持ったままの
観光は大変です。楽しく観光
していただけるようチェックイ
ン前後の荷物をお預かりい
たします。

ペンション千ヶ滝
きれいな紅葉を見る人の車
を駐車させてあげます。

気持ちの良い地区にする
為、道のゴミを拾ってきれい
にします。

アットホームな気持ちでお客
様と接します。

民宿モルゲンロートやまざき
楽しい旅の思い出作りのお
手伝いをいたします。

地元食材をふんだんに使っ
た田舎料理でおもてなしい
たします。

小さい宿ならではのお客様
のニーズに合うように心がけ
ています。

丸中旅館
明るい笑顔でおもてなしいた
します。

相手に不快感を与えないよ
う、身だしなみを整えます。

ウェルカム茶菓子として信州
産のお茶受けをご用意しま
す。



登　　録　　名 宣　言　１ 宣　言　２ 宣　言　３

有限会社 いづみや旅館
年間を通じ地域食材にこだ
わった料理を心掛けます。

電話やフロントでのご案内
は「わかりやすく」「丁寧」に
行います。

館内にお花を飾り、お越し頂
いたお客様をおもてなししま
す。

牧水苑
いつも笑顔でお客様をお迎
えいたします。

地産地消を心掛け、手作り
の料理でおもてなしいたしま
す。

中綱館
地産地消・新鮮な野菜・魚・
お肉を提供します。

清潔な服装をします お客様の立場にたってご案
内します。

ようこそ白馬へ
ようこそいらっしゃいました。
お帰りなさいの気持ちでお
出迎えします。

家庭でとれた新鮮・安心な
食材を使い、季節に合った
調理方法でお料理を提供し
ます。

季節に合った観光案内がで
きるように、自ら勉強をして
お客様にご案内します。

チークとポンちゃん 笑顔でお客様をお迎えする 思い出作りに協力する 館内の隅々まで綺麗にする

民宿　仲山荘
野菜がたくさん採れた時は、
お客様がお帰りの際おすそ
分けしします。

ホテルあさひ館
お客様に喜んでいただき、
心地よいひと時をお過ごして
いただけるよう心掛けます。

庭木の緑や館内の活け花で
うるおいをご提供します。

横谷温泉旅館

私達はお客様の大切な時を
お預かりして、素晴らしい人
生の思い出にかえる、思い
出作りの達人を目指します。

モアリゾート
お越しいただいた皆様に気
軽に安心して御利用いただ
ける施設であるよう努めます

ペンション　モルゲンローテ
信州のすばらしい自然と文
化をお客様に伝えます

ホテル・ラ・モンターニュ・フ
ルハタ

楽しんで、そして、満足して
お帰りいただけるようにおも
てなしします。

ホテル白馬
溢れる花でお客様をお迎え
いたします！

いつも笑顔でお客様をお出
迎えいたします！

地元信州の野菜をふんだん
に使った料理を提供いたし
ます！

別亭一花
信州の旅館では、さわやか
＆元気にお客様をお迎えい
たします！



登　　録　　名 宣　言　１ 宣　言　２ 宣　言　３

たかの湯
全員笑顔でお客様を迎え
る。

お腹いっぱいになっていただ
く。

気取らない、気楽にお泊まり
頂けるようにアットホームな
雰囲気を作る。

redwood inn

訪れる人にやすらぎを、去り
行く人に幸せを・・
お客様に快適に過ごしてい
ただけるように心がけていま
す

笑顔で明るい接客を心掛け
ています！

スタッフの知っている情報を
共有し、
すばらしい信州の観光ス
ポットを紹介しています。

白馬グラードインえびすや

信州ならではのお食事と、
体が温まる天然温泉で、心
もポカポカに温かくなる様、
笑顔でお迎えします。

館内は常に清潔に、また、
お客様に不快感を与えない
様、身だしなみに気を付けま
す。

館内外に花や写真を飾り、
お客様をお迎えいたします。

スーパーホテル松本天然温
泉

相手が何を望んでいるかを
先読みしそのニーズにこた
える自信がある！

癒しの湯かどや

心のこもった温かなおもてな
しで、自分の家族を我家に
迎えるような気持ちで接客に
当たります

ペンション　アウラ
地元の食材を活用した、お
いしいお食事を提供します。

お客様のスケジュールや
ペースを考慮してご案内しま
す。

リフレッシュエッセンシャルリ
ゾートIN軽井沢

笑顔でお出迎えいたします。 ワンちゃんもリラックスできる
空間をご提供いたします。

ホテル　ホワイトイン北志賀

ホテル周辺に自生している
草花をロビーはじめ館内に
飾り「ホッ」としていただける
空間づくりをする。

チェックアウト時にお客様の
ご予定を伺い、それにあった
お食事処や見どころなどの
情報を提供する。

マウンテンリゾート・マルガン
タ

信州に来て良かったと思っ
ていただけるように、真心こ
めて、笑顔でお客様をおもて
なし致します。

ペンション　マリオネット
いつでも笑顔でお迎えさせ
て頂きます

気持よく宿泊して頂けるよ
う、館内はいつも清潔にを心
がけております

清潔感のある身だしなみで
対応させていただきます。

ホテルジャパン志賀
登山やトレッキングの中にす
れ違った方には、挨拶をしま
す。

オテル・ド・ミロワール
清潔をこころがけ、美しい高
山植物たちがみなさまをお
迎えします。

地元の食材を大切にしたフ
ランス料理をお届けします。

お客さまがもう一度訪れて
みたいと思えるような空間を
演出します。



登　　録　　名 宣　言　１ 宣　言　２ 宣　言　３

トガリハイランド白樺
訪れるすべてのお客様に満
足を!

家族もてなしチーム
宿坊渡辺に泊まって良かっ
た、又訪ねたいと思う宿。

植物誌
笑顔と温かな気持ちでお客
様をお迎えする

美ヶ原温泉　旅館すぎもと
信州ならではの味覚を織り
込んだお料理をご用意いた
します。

松本民藝家具など、信州な
らではの設えでおもてなしい
たします。

旅館　木塵

地元の味でおもてなし。自家
製の食材、山で採れた季節
の食材を活かした創作料理
を提供します。

来る度に変わるメニューで
「また来たい宿」を目指しま
す。

手作りの宿でおもてなし。自
分で切り出し、製材した材木
を使った暖かみのある空間
で迎えます。

すがの旅館

夕食にはたくさんの信州の
食材を使って美味しい料理
をお出しします。

田舎の親戚の家や実家に
帰ってきたような身近で心温
まるような場所を作るように
心がけています

部屋やトイレの掃除を徹底
し、快適に過ごしていただけ
るように努めています。

軽井沢　ホテル鹿島ノ森

信州・軽井沢の豊かな恵み
と選りすぐった厳選の食材を
シェフの巧みと技で極上の
美味をお届けします。

鹿島ノ森の豊かな自然が訪
れる方々を豊かなくつろぎの
世界にご案内いたします。

東急リゾート蓼科　ペンショ
ン　プラネット

蓼科の素晴らしさをご丁寧
に説明し、地元食材を活か
した美味しいお食事をご提
供します。

お客様に不快感を与えない
ように身だしなみを整えま
す。

館内全体の清掃や整理整
頓に努め、ご滞在中は快適
な空間をご提供致します。

プチホテルアンシャンテ
シェフ厳選素材により織り成
す一皿一皿でお客様の幸せ
なひと時をご提供いたします

ロッヂ　ハーネンカム

真心を込めて大切なお客様
をお迎えし、日常を忘れゆっ
くりとお過ごしいただけるよう
心がけます。

ログハウスのプチホテル
トゥンブクトゥ

都会の喧騒を離れてひと時
の休息をご堪能頂くお手伝
いをいたします。

プチホテル花南
いつもニコニコ笑顔で元気に
いらしゃいませ！

いつも笑顔で元気にありが
とうございます！

美味しい料理と清潔なお部
屋を提供

白馬プチホテル「みそら野」 御来店に元気と感謝を！



登　　録　　名 宣　言　１ 宣　言　２ 宣　言　３

地蔵館　松屋旅館
お客様が、また来たくなる
「やさしい笑顔のおもてなし」

戸隠山　宿坊　妙光院　武
田旅館

いつも笑顔でおもてなし

ログコテージ　エポック
外国人のお客様にも配慮し
宿泊施設のインフォメーショ
ンを英語で作成致します。

旅行者が気持ちよくお散歩
が出来るよう庭の掃除をこ
まめにします。

ペンションドライブ気分
日本三選・星名所の信州野
辺山高原。夜はオーナーが
星空案内します。

種から育てたドライフラワー
で、ディナーの後は作品作り
のお手伝いをします。

障害者の方にも案内できる
よう、手話を勉強していま
す。

白馬ペンションありえすか
人も犬も安全で安心してお
泊まりいただける用に心が
けます。

くつろぎの宿　池元
明るい笑顔でおもてなしいた
します。

ゆっくりと過ごして頂けるよう
心掛けています。

館内に木目込み飾りや小物
でおもてなししています。

小澤屋 地元食材の提供

かけ流し温泉の宿　栄の湯
旅館

お客様を心からの笑顔でお
出迎えします。

四季折々、地元産の新鮮な
食材を提供します。

観光情報を収集し、お客様
にご案内します。

傳習館 とらやの湯
明るい笑顔でおもてなしいた
します。

地元のならではの食材を手
作りでご提供いたします。

自家製米と自家製はちみつ
をご提供いたします。

うるおい館
真心をこめて大切なお客様
をお出迎えし、温かい気持ち
でおもてなしいたします。

旬な地元食材を活用した、
おいしい料理を提供いたし
ます。

困っている方、迷われている
方には、率先してお声掛けし
てご案内いたします。

ペンション　あるかんしぇる

夏野菜はたくさん取れた時
には、宿泊されたお客様に
おすそ分けします。
記念写真のシャッター押し。

笑顔でお客様をお迎えしま
す。

のんびりと過ごしていただく
ように清潔感に心がけてい
ます。

小川千里
笑顔と真心をこめたおもてな
しをします。

「ありがとうございます。」感
謝の言葉と心を常に持ちま
す。

大自然の中、自然観察ガイ
ドや、文学・歴史のご案内を
いたします

八ヶ岳名湯　唐沢鉱泉

二酸化炭素冷鉱泉に気持ち
良く入って頂けるよう、浴室
及び館内もピカピカにしてお
客様をお迎えします。

館内は八ヶ岳山麓産の生花
とドライフラワーでいっぱ
い！心を癒すおもてなしをし
ています。

地元の野菜・自家製の虹鱒
の甘露煮・山菜やきのこなど
四季折々の食材で、信州ら
しいお食事をお出しします。

リゾートホテル　ラ・フォーレ
白馬

白馬の秋の絶景、紅葉のス
ポットを信州の味覚とともに
お楽しみいただけるご宿泊
プランをご提供いたします。



登　　録　　名 宣　言　１ 宣　言　２ 宣　言　３

カントリーイン　かしわばら

白馬山麓の大自然の息吹を
体験していただけるよう安全
に配慮しネイチャーや撮影
ガイドをしております。

宿のカントリーガーデンでは
四季折々の山野草がリレー
して咲きます。
田舎暮らしを体験・・

大雪の日でも　広い駐車場
の除雪をこまめにして、安心
して駐められるように配慮し
ております。

ペンション雪割草
信州の自然を愛し、四季
折々の素晴らしさをお客様
にお伝えします。

地域の道を気持ちよく歩い
て頂ける様、草花の手入れ
を致します。

相手に不快感を与えないよ
う、身だしなみに注意をしま
す。

ペンションＹｏｕ悠

温泉の本格ジャクジー風呂
を貸切でご利用ください。天
然石の効果もあり心身の疲
れを取る癒しのひと時です。

地元の新鮮野菜を使った優
しい味の手作り料理、クマ笹
パンなどの手作りパンも召し
上がってください。

ペット連れの方もご利用にな
れます。夏は天然のクー
ラー、冬は暖かい薪ストーブ
が皆様を歓迎いたします。

檜湯の宿　松伯
常に笑顔で接客をする。 清潔感のある身なりで、お客

様をお迎えする。
お客様の気持ちに、常に準
備し、常に考える。

白馬メルヘンハウス
お客様がご利用されるス
ペースを気持ちよくお使いい
ただけるよう整えます

お客様より先にあいさつする
ようこころがけます

お客様を清潔感のある身だ
しなみでお迎えいたします

やすらぎの宿　白樺
アウトドア体験　マウンテン
バイク、SUP、ラフティング等
の予約を手配します。

自家製の野菜、米を使った
料理を提供いたします。

外国語に加えて身振り手振
り、笑顔で対応させていただ
きます。

ロッジリバーサイドやまや
信州産の素材を使った手作
り料理を心をこめてご提供し
ます！

山行きのお客様を全力で応
援します！

家族連れのお客様の思い出
作りをお手伝いします！

ドーミー倶楽部軽井沢

お客様に「信州のおもてな
し」を感じてもらえるよう、「気
付く」努力を怠らないことを
宣言します！

アルマナック
信州の自然にはぐくまれた
安心安全な作物をお客様へ
ご提供いたします

懐かしい田舎に帰ったような
…自然なくつろぎ空間でお
過ごしいただきます

ツーリスト美乃和

明るい笑顔と元気な声でお
出迎えします。

客室は、行き届いた清掃と
ちょっとした心遣いで、ゆっく
りお過ごしいただけるように
します。

お食事は、安心安全な自家
製の食材、地元の食材を
使った季節の料理をご用意
します。

有限会社中村旅館
出しゃばらず、さりげなさの
中にも思いやりとやさしさを
込めたおもてなしを心がけま
す。

紀州鉄道㈱ 気配りと笑顔



登　　録　　名 宣　言　１ 宣　言　２ 宣　言　３

奥信濃の宿 宮の脇
自家米、野菜山菜地元の野
菜を、提供させていただきま
す。

朝食後、モーニングコーヒー
をサービスいたします。
（コーヒーマシンで入れま
す。）

民宿よしお
明るい笑顔でおもてなしいた
します。

地元ならではの食材をでき
る限りご提供いたします。

地元の旬な情報をご提供し
ます。

白樺湖ビューホテル 気配り 笑顔 心配り

車山高原 リゾートイン ジェ
ントル

常に笑顔で気持ちの良い接
客を心掛けています。

安らぎはもちろん、目でも楽
しんで頂けるような装飾をし
ております。

滞在中、自由にホットドリン
クをお飲み頂けるよう、フ
リードリンクコーナーを設け
ております。

ホテルナガノアベニュー
真心をこめて大切なお客様
をお出迎えし、温かい気持ち
で接します。

店内に、地域の観光名所の
写真を掲示します。

案内パンフレットは、外国語
に対応したものも用意しま
す。

ホテル　ステラベラ

積極的に地元の良いところ
を情報発信して、手作りマッ
プとともにご案内に努める。

名札は英語も併記。白馬の
マスコットもスタッフ全員つけ
て歓迎の気持ちを表現す
る。

庭も整え、花が咲いていると
きは毎日随所に飾り、雪の
多い冬は除雪をきちんとして
外からもきれいにする。

四季の宿しなざわ
お客様がリラックスできる言
葉と仕種でお迎えする。

館内清掃は念入りに、設備
点検を確実に行う。

お客様が安心できる身だし
なみに勤める。

ペンション軽井沢フォーレス
ト

初めてのお客様でも「田舎に
帰ってきたみたい」と寛げる
よう、気さくに声をお掛けしま
す。

信州の野の花を植えて庭づ
くりをし、花好きの方にはご
案内します。

栂池観光ホテル
企業理念　信州をもっと楽し
くを　宿泊施設で実践してい
く

旅の宿　峰月
信州をもっと楽しくするプラン
の作成　体験型

クラブリゾート 鉄板ダイニン
グ 蓼科 柊

地域の旬の食材をふんだん
に取り入れ、蓼科の食を広
めます。

小瀬温泉ホテル
温かい気持ちのこもったお
料理を提供します！

戸隠高原　民宿りんどう

ご希望の方に地元の歴史文
化自然のお話をします。冬
は自家製漬物を食べ放題で
提供します。

華美にならず、地味になら
ず、普段着での応対に心が
けます

館内に地元の風景写真を展
示します。日本語＆英語表
記の手作りマップを提供しま
す。

志賀高原ホテル一望閣
笑顔でお客様をお迎え、お
見送りいたします。

お客様に気持ちよくお過ごし
いただけるようホテル内の
環境を整えます。

ハイキングコースやゲレンデ
の御案内を全員ができるよ
うにします。



登　　録　　名 宣　言　１ 宣　言　２ 宣　言　３

蓼科高原ペンション・サン
セット

なによりもお客様の気持ちを
大切にいたします。

出来ることと出来ないことと
をはっきりお伝えします。

出来ることに全力を尽くして
おもてなしいたします。

ペンションあるかす
記念写真のシャッターを押し
て旅の思い出作りに協力し
ます。

適度なメイクを心がけます。 心も体も温まる空間作りに
励みます。

高原の小さなホテル　コット
ンスノー

お庭の花壇～館内のインテ
リアまでｵｰﾅｰ夫妻が心をこ
めて手入れ、製作した作品
が飾られています。

また来たいねって言って頂
けるようにおもてなし致しま
す。

お料理はすべて手作りで、
特に焼きたてﾊﾟﾝは自慢の
一品です。

ホテル木曽路 明るく笑顔のおもてなし

軽井沢プリンスホテル・軽井
沢 浅間プリンスホテル

私たちは、「お客さまの行動
と感動を創りだす」サービス
のプロフェッショナルを目指
します。

ハーブの宿　檪（Kunugi）
地元長野の食材を活用した
おいしいお食事を提供し、ま
た真心を込めてお客様と接
します。

お客様が心地よく感じる様な
客室や館内施設を提供いた
します。

お客様に不快感を与えない
よう、身だしなみを整えま
す。

ペンション森のみち草
地元の情報や見どころをお
客様に提供します。

トイレや洗面所を毎日きれい
に保ちます。

身だしなみを整え、お客様に
不快感を与えないようにしま
す。

バケーションイン
押し付けのない心のこもった
サービスを心がけます

安曇野みさと温泉　ファイン
ビュー室山

ふれあいと笑顔を大切にお
迎えいたします

清潔感のある身だしなみを
常に心がけます

お客様の思い出に残る努力
をします

チーム藤の華
全員笑顔でお客様をお迎え
します。

館内を清潔にして心から寛
いでいただける空間をつくり
ます。

相手に不快感を与えること
のない様に整えます。

松本ウエルトンホテル
快適にお過ごし頂けるよう、
笑顔で接客致します。

お客様の身になって観光・
周辺のご案内を致します。

心地よい空間を提供できる
よう、丁寧な客室清掃を心
がけます。

Villa こまくさ / こまくさ荘
料理は手作りを心がけ、お
客様に笑顔で接します。

信州百名山の宿（唐松岳）
白馬八方温泉　岳栄館

笑顔でお客様をお迎えし、
笑顔のお客様をお送りしま
す。

ペンション　青空の扉
お客様との会話によるコミ
ニュケーションを第一に実践
しています。



登　　録　　名 宣　言　１ 宣　言　２ 宣　言　３

チサンイン諏訪インター
お客様のお仕事や旅の疲れ
を癒すため、フレンドリーな
笑顔でお出迎えいたします。

チサンイン塩尻北インター
お客様のお仕事や旅の疲れ
を癒すため、フレンドリーな
笑顔でお出迎えいたします。

ペンションすもーくちーふ

地元の安心・安全な食材を
使用したここでしか味わえな
いオリジナル料理を提供致
します。

四季折々の窓辺のディスプ
レイで季節感や楽しさを感じ
ていただいてお迎えします。

困った事があったら相談して
ください。おせっかいおばさ
ん、おじさん、おにいさんが
手助けをいたします。

民宿　みやま

近隣地域の観光名所・イベ
ントの開催情報を調べ旅の
プランが楽しく思い出が増え
るように紹介します。

館内に村の四季の面影や山
野草の写真を飾り村の素朴
さ自然の素晴らしさを感じて
いただきます。

草刈や雪かきをする時は隣
の敷地まで広くしてあげるよ
うにします。

菅平高原プチホテル ゾン
タック

笑顔であいさつをします

エトランゼ
あたたかい薪ストーブでお迎
えいたします。

到着を笑顔でお出迎えいた
します。

身だしなみに日々気を付け
て接客いたします。

リゾートイン・ケルン

自家生産のりんご、ブルー
ベリー等の果物と野菜を
たっぷり使ったお食事で皆
様をおもてなしいたします。

megeve
うつくしい長野県の北アルプ
スを楽しんで頂けるよう丁寧
な案内を心がけていきます。

軽井沢ペンションばーばパ
パ

小さなお子様連れでも安心
してご旅行いただけるようお
もてなし致します。

地元ならではの情報をお知
らせ致します。

手作り焼き立てパンや畑で
収穫したお野菜などを使っ
たお食事をお出しいたしま
す。

白骨温泉つるや旅館
長野県に来られたすべての
お客様へ笑顔であいさつご
案内をします。

くどくない程度の信州らしい
自然な身だしなみを整えま
す。

お越しになったお客様がホッ
とするような旅館作りをしま
す。

東急バケーションズ軽井沢
温かさと礼節をもってお客様
をご案内します。

信州に愛着を持ち、信州な
らではの魅力をお伝えしま
す。

施設の手入れを怠らず、い
つも清潔な客室でお迎えし
ます。

東急バケーションズ蓼科
温かさと礼節をもってお客様
をご案内します。

信州に愛着を持ち、信州な
らではの魅力をお伝えしま
す。

施設の手入れを怠らず、い
つも清潔な客室でお迎えし
ます。

ホテルラ・フォーレ志賀 おも
てなし部会

ずく出し 知恵だし おもてなし

ハウスサンアントン ホテル
＆ジャムファクトリー 山田学

そうじの行き届いたキレイな
お部屋でお迎えします。

丁寧な接客をします。



登　　録　　名 宣　言　１ 宣　言　２ 宣　言　３

ハウスサンアントン ホテル
＆ジャムファクトリー 関金五
郎

たくさん取れた野菜をおすそ
わけします

野菜がたくさんあまっていて
もおすそ分けはことわらない

雪かきは、周りの家に配慮し
てやります

ハウスサンアントン ホテル
＆ジャムファクトリー 加藤真
実

いつも笑顔でお客様をお迎
えします

快適な旅行となる様、お客さ
まのニーズにできる限り対
応します

ハウスサンアントン ホテル
＆ジャムファクトリー 上野明
日香

きもちの良い環境作りをする 笑顔で接客 「分からない」という言葉をな
るべく使わない

ハウスサンアントン ホテル
＆ジャムファクトリー 渡辺真
理子

加工食品を持ってくるお客様
に対して食品をよりよくする
為のアドバイスをします

工場にみえたお客様に不快
感を与えない為に整理整頓
に心がけます

外湯で熱くて温泉に入れな
いお客様に温泉に入るコツ
を教えます

ハウスサンアントン ホテル
＆ジャムファクトリー 真木み
どり

最高のおもてなしにふさわし
い身だしなみに整えるよう努
めます。

ゆっくりとおくつろぎ頂ける空
間づくりに努めます。

旅行者の方々に積極的にお
声かけをし、村のコンシェル
ジュになります。

ハウスサンアントン ホテル
＆ジャムファクトリー 富井悦
子

心を込めて笑顔でお客様を
お迎えします

お客様の心に寄り添い、居
心地の良い空間を提供致し
ます

ハウスサンアントン ホテル
＆ジャムファクトリー 林 真
弓

店内の商品や物販、それぞ
れをお客様が見やすい様に
ディスプレイする様に心掛け
ます。

居心地の良い雰囲気を作り
出す為、音や温度（ストーブ
等）、ゴミ等気にする様心掛
けます。

店のスタッフとして、声、笑
顔、身だしなみをキチンと出
来る様心掛けます。

遠山郷　かぐら山荘
地元の食材を活用した、お
いしいお食事を提供します。

相手に不快感を与えないよ
う、身だしなみを整えます。

店舗の中に、地域の花や写
真を飾り、お客様をもてなし
ます。

ホテル水明館
全員笑顔でお客様をお迎え
する

笑顔で明るい挨拶で接する 心も体もあたたまるサービス
でおもてなします

龍峡亭

地元の食材を使った料理を
地元の陶器で、この土地な
らではのおもてなしを心がけ
ております。

天龍峡の昔なつかしい写真
をロビーでご覧頂けます。

癒されてお帰り頂ける様務
めます。

民宿　竹屋
明るい笑顔でおもてなししま
す。

地元ならではの食材を使っ
て料理でおもてなしします。

故郷（ふるさと）に帰って来た
と思えるようなおもてなしをし
ます。

あさひ倶楽部
地産地消（長野県産米、魚、
野菜など）

ホテル明幸　お客様おもてな
しチーム

真心をこめてお客様をお出
迎えします。

相手に不快感を与えないよ
う、身だしなみを整えます。

心も体もあたたまる空間づく
りに励みます。

ホテル晴山
お客様の気持ちになって癒
しをご提供します。



登　　録　　名 宣　言　１ 宣　言　２ 宣　言　３

源泉かけ流し天然温泉　白
馬シンフォニー

地産地消で四季折々の季節
料理でおもてなし致します。

ペンションホワイトイーグル

真心を込めてお客様をお迎
えし、暖かい気持で接しま
す。

お客様のスケジュールや
ペースを考慮し、観光地や
各施設のお得な情報をご案
内します。

地元産の食材を多く使用し、
お客様に喜んでいただける
お食事を提供します。

黒姫高原　カントリーペン
ション　森のシンフォニー

我が家のようにくつろいでい
ただけるよう、はじめてご利
用のお客様にも「おかえりな
さい」でお迎えします。

ご到着されたお客様にウェ
ルカムコーヒーをご用意して
おります。

また我が家に帰ってきてい
ただけるよう「行ってらっしゃ
い」でお送りします。

ニュー河内屋
常にお客様の立場になっ
て、いつも笑顔で接します。

清潔な身だしなみで、お客
様をお迎え、接します。

館内各所に生花を飾り、お
客様が快適に過ごせる環境
をつくります。

ペンションセコイア
毎日、ペンションの掃き掃
除、拭き掃除をして、お客様
をお迎えします。

心も体もあたたまる空間づく
りに励みます。

ハイランドリゾート　アゲイン 思いやり

もみの舎
ゆったりとした、お客様との
ふれあい。

夕食にグラスワインが付きま
す

囲炉裏端でお茶(玉露)の
サービス・・・・希望者のみ

志賀高原　石の湯ロッジ
志賀高原での滞在が思い出
に残るお手伝いをします！

お食事は全て温かいものを
ご提供します

どんなお客様も笑顔でお迎
えいたします。

ペンション　山荘ピトン
「白馬に来て良かった」と
思っていただけるよう、心を
こめて対応させていただきま
す。

ロッジ山の音
飯綱のゲレンデ目の前の
ロッジでお待ちしています！

鷲の家
お客様が当館で気持ち良く
滞在していただくために、常
に笑顔で接します。

常に身だしなみには気をつ
け接客します。

館内は清潔に保ち、お客様
をお迎えします。

ダイヤモンド志賀

心のこもった温かなおもてな
しで、家族・友人を我が家に
迎えるような気持ちで接客に
当たります

リバーサイド上田館
常に笑顔でお客様をお出迎
えします。



登　　録　　名 宣　言　１ 宣　言　２ 宣　言　３

ペンション・ワイルドフラワー
地産地消を通じ、信州の美
味しいものを紹介します

外国語対応のメニューや案
内、ホームページを作成し、
ご案内します。

オーベルジュ　シャンブル
ドート・ピステ

「笑顔で挨拶、親身な接客」
を心掛けています。

清潔感のある身なりと館内
に努めています。

ワインと料理、スキーと登山
に専門知識があり、館内に
は国画会々員の絵画、60点
を展示しています。

プチホテル　アッサム

アッサム畑で育てた無農薬
有機栽培の野菜を使ったフ
ルコースディナー（夏季を中
心に、出来るものは一年中）

アッサム畑の野菜、ベリー、
信州産フルーツを使った20
種類以上の手作りジャムを
日替わりでご用意（朝食）

硯川ホテル
来訪者に対して親切に道案
内、地域案内をします

名札には外国語表記を加
え、外国人のお客様に配慮
します

㈱奥志賀高原リゾート
Gentle bears

新たに作る場内表示には日
本語以外に最低限英語を併
記いたします。

道に迷っている方には率先
して声を掛けてお手伝いしま
す。

相手に不快感を与えないよ
うに身だしなみを整えます。

和みの宿　ここっと(来来人)

和敬清寂のしつらえ、美しい
器…美食と美酒を楽しみ、
人と人の間を取り持つ一時
をお支度致します。

新鮮・安心で安全の信州産
の本当に旨い物を集めてお
もてなし致します。

ペンションきら星

お客様の希望やスケジュー
ルに合わせた、観光や温
泉、お店の提案を致しま
す！

お客様に、雪の楽しみ方を
アピールしていきます！

お客様と一緒に採った山菜
やキノコ、季節の信州らしい
食材を使って、食事を楽しん
でいただきます！

小澤屋旅館 家庭的なサービス

おもてなし課
誠心誠意を第一に。お越し
のお客様を大切に。

清潔を第一に。お越しのお
客様を大切に。

笑顔と身だしなみを整えて。

斑尾エルムペンション

”来る人に優しさを、往く人に
安らぎを ”をモットーに、感
謝の気持ちを持ってお迎え
します。

民宿すずらん荘
サービス向上で接客いたし
ます

ペンション魚安

ゆったりとくつろげる時間を
お客様に提供できる様に心
がけます。御不快な思いをし
ない様に気を配ります。

清潔を心がけ、お客様が不
快な思いをしないよう気を付
けます。

常に笑顔で明るくあいさつを
します。



登　　録　　名 宣　言　１ 宣　言　２ 宣　言　３

ネーベルハウゼ
ご来店いただくお客様が喜
んで帰っていただけますよう
最善をつくしたいと思ってお
ります。

ペンション おはようパウロ

春夏秋キラキラ輝く星座と流
れ星を見に、夜マイクロバス
で毎日ご案内しています。野
生の小動物にも会えるかも

冬は暖かい部屋からちょっと
だけ抜け出してみません
か。ペンションの駐車場の雪
景色の中、冬の星座をご案
内します

姫川チーム
希望者に飲用可の天然温泉
をペットボトルに入れてさし
上げます。

身だしなみを整え、各部屋を
気持ちがいいと言われるま
で徹底的に清掃します。

当地の観光名所、草花の写
真、ポスター等を掲示し、お
客様との話題作りをします。

志賀高原プリンスホテル お
もてなしチーム

真心をこめて笑顔で大切な
お客さまを迎え、温かい気持
ちで接します。

不快感を与えないような身
だしなみを整えます。

心も体もあたたまる空間づく
りに励みます。

ペンション　ファンタイム

御希望があれば何でも言っ
て頂き、気持ち良く過ごして
頂けるよう出来る限りの対
応を心掛けます。

志賀　石の湯ホテル
どなた様にも家族のように接
します。

ハートのこもったおもてなし
チーム

いつでも笑顔でお客様から
の呼びかけに応えます。

ロビーはいつでもお客様にく
つろいでいただけるよう整え
ます。

お客様のスキーとブーツは
毎朝お出かけ前にポカポカ
に乾燥させます。

野沢温泉　御宿　ふぶき
真心こもった野沢温泉の
あったかおもてなしをします

旅荘二葉
ご宿泊のお客様には無料で
使えるWi-Fiがあります。

ご宿泊のお客様にはいつで
も温泉に入れるようにしてお
ります。

ペンション　こもれび
温かい気持ちで大切なお客
様をお迎えし、思いやりを
持って接します。

相手に不快感を与えないよ
う、身だしなみを整えます。

トイレはいつも使う人の身に
なって、清潔に保ちます。

ホテルサニー志賀
全員笑顔でお客様をお出迎
えする

トイレはいつも清潔に保つ 身だしなみは常にお客様に
気持ちの良いよう整える

温泉ホテルイタクラ
笑顔で元気に対応いたしま
す。

館内の清潔を保つよう心掛
けております。

清潔な身だしなみを整えて
います。

リゾート　イン　ACOUSTIC

音楽ライブ演奏など…音楽
を通じて、御客様にリフレッ
シュや癒されて頂けます様、
対応致します



登　　録　　名 宣　言　１ 宣　言　２ 宣　言　３

ホテル金栄
明るい笑顔でおもてなしいた
します。

チェックイン前後の荷物をお
預かりいたします。

突然の雨の際は傘をお貸し
します。

湖畔の宿　すずらん荘
最高の笑顔で、お客様をお
迎えいたします。

記念写真のシャッターを押し
て、旅の思い出作りに協力し
ます。

また、お越しいただけるよ
う、感謝を込めてお客様の
お見送りをいたします。

ペンションイグゼ
さりげなくよりそうおもてなし
をする

旅館　双葉屋 気持ちよく笑顔でのお迎え。

ホテルサニーバレー
館内を押し花アートでコ―
ディネートして、お客様に楽
しんでいただきます。

いつも真心を込めて明るい
笑顔でお客様をお迎えいた
します。

故里の歴史や文化をしっか
りと学び、お客様のご案内に
役立てます。

ホワイトアベニュー
いつも真心を込めて笑顔で
お客様をお迎えします

ホテルサイプレス軽井沢
洗練された空間の中で「最
高のくつろぎ」と「感動」を提
供することを約束します。

ふるさと
アットホームな対応に心がけ
ます。

自然派フレンチの宿　白馬
モンビエ

地元の野菜をふんだんに
使って、体も心も喜ぶ料理を
ご用意します。

お客様に不快感を与えな
い、清潔な身だしなみに気を
配ります。

生花を飾りお客様を癒しま
す。

柄沢荘
いつも笑顔で信州の実家に
帰って来たような暖かな雰
囲気を心掛けます。

相手に不快感を与えないよ
う身だしなみに気を付けま
す。

地産野菜を中心に、郷土料
理も取り入れながら提供しま
す。

リゾートスクエア　サンヴェル
デ

笑顔でお出迎え。笑顔で接
客。笑顔でお見送りを心が
けます

味・香り・彩りに飯山の旬を
盛り込んだ料理をご用意し
ます

季節ごとに北信州の楽しみ
方、観光案内を致します

かすがの森
常に明るさを失わず期待に
応えるおもてなし

身だしなみを整えてお客様
を笑顔でお迎えします

地元の採れたてで新鮮な食
材を手作りで提供致します。

旅館　静風荘
英語での案内パンフレット、
手書き地図などを用意して
おもてなしいたします。

山の神温泉

地元長野にて収穫した信州
ジビエを、郷土色豊かな鍋
料理としてご提供して長野
のご案内も兼ねています。

高台から見える国宝善光寺
への朝の参拝手続き、参加
方法につき具体的にご説明
いたします。

お正月、節分、雛祭りの節
句行事に合わせて玄関に飾
り付けをしています。季節行
事を感じていただきます。



登　　録　　名 宣　言　１ 宣　言　２ 宣　言　３

駒ヶ根ユースホステル
真心を込めてお客様をお出
迎えし、暖かい気持ちで接し
ます。

お客様に不快感を与えない
よう、身だしなみを整えま
す。気を付けます。

案内パンフレットは、外国語
に対応したものを用意しま
す。

のりくらの宿 舞
食事は地産地消を心がけ、
手作り

大浴場は8:00PMから無料貸
切り（30分）

家族同様のペット君同伴部
屋有

おひとりでも泊まれる宿
週末（土曜日）でもおひとり
お客を断らない

お料理は供すときもう一度
温める

トイレとスリッパはいつもキ
レイにする

ホテル むつみ

長野県地元のお米、お肉、
お野菜、食材を使って、泊ま
る人すべてが幸せになるよ
うに美味しいものをご提供

アルクマのようにニコニコス
マイル宣言！（＾ｕ＾）

魅力発信宣言(インバウンド
の方にも英語でしっかり対応
します）

白馬アルパインホテル
信濃路の旅情をご堪能くだ
さい

ホテルサンパティック斑尾

当館では新たに長野県斑尾
高原にお越し頂く為に、「冬
のあったか陶板焼プラン」を
作りました。その結果、大変
好評です。

斑尾ヒルサイドホテル

当館では新たに長野県斑尾
高原にお越し頂く為に、「冬
のあったか鍋付プラン」を作
りました。その結果、大好評
です。

ペンション ピラタス ２
ガイドブックには載っていな
い、地元ならではのとってお
きの情報を提供します。

コンサート等のイベントで文
化を発信、お楽しみいただき
ます。

真心をこめて大切なお客様
をお出迎えし、温かい気持ち
で接します。

ロッジしろがね
地元の食材を利用した、安
全な食事を提供します。

相手に不快感を与えないよ
う、身だしなみに注意しま
す。

心も体も癒される空間づくり
に励みます。

浦野　彩加
明るく元気にあいさつ、気配
りをしお客様をお迎えする。

身だしなみを整え第一印象
をよくする。

志賀パレスホテル
宿泊のお客様でなくても、お
手洗いの利用、道案内等に
努めます。

共用駐車場のゴミ拾いなど、
ホテル周囲もきれいな状態
を心がけます。

外国のお客様にもわかりや
すい英語、中国語の案内を
設置します。

(株)仙仁温泉　岩の湯
地産・地消を通じて、信州の
美味しいものを紹介します。

心も体もあたたまる空間づく
り励みます。

地場産業の器等を使ってお
食事を提供します。

高遠さくらホテル
訪れたお客様に満足いただ
けるよう笑顔で接客します。

ホテルの菜園で採れた野菜
を使いおいしい料理をお出し
します。

館内が心あたたまる空間と
なるよう美化活動に励みま
す。



登　　録　　名 宣　言　１ 宣　言　２ 宣　言　３

上高地観光旅館組合
どこの国の人にも同じように
もてなします。

「上高地を美しくする会」で美
化運動しています。

自然の中に溶け込む建物に
しています。

マツシロウォーカーズ

ガイドブックには載っていな
い、
地元ならではのとっておきの
情報を提供しえいます。

お客様に不快感を与えない
よう、清潔な身だしなみを整
えます。

毎日館内をくまなく清掃し、
お客様に気持ちよく滞在して
頂けるようにしています。


