
【小売業】　39事業所

事業所名 業種内容 取扱商品・サービスなど

信光石油　神城給油所 ガソリンスタンド 燃料油のみ

信光石油　白馬給油所 ガソリンスタンド 燃料油のみ

白馬シェル石油（深空給油所） ガソリンスタンド 燃料油各種、タイヤ、関連作業、レンタカー

ティエヌサービス 家電小売・工事業 家電、付帯工事

ギフトショップ M&Kヤマギシ ギフトショップ 贈答品一般

シューズショップ広進堂 靴小売 靴・防寒靴・カバン・バッグ

オーブス 化粧品、日用品等水製品製造販売 夢水肌スキンベースウォーター、ユーカリプタススプレー等

よろづや化粧品店 化粧品販売 化粧品（カネボウ）

内川商会 自動車・除雪機等販売 自動車、除雪機、農機具等修理販売、点検等

かじくら 酒類販売 酒類全般、飲料

酒の德竹 酒類販売 酒類・配達

松屋 酒類販売 酒、食品、土産品

大国屋　（本店） 食肉販売業 食肉販売

大国屋　（支店） 食肉、業務用食品販売・卸 食肉・業務用食品販売

白馬精肉店 食肉販売業 牛肉・豚肉・とり肉・ラム肉

篠崎物産 食料品卸・小売 鶏卵

山本新聞店 新聞販売業 新聞代

ザ・ビッグ白馬店 スーパーマーケット 食品

デリシア　白馬店 スーパーマーケット 生鮮食品等

Ａ・コープ白馬店（ハピア） スパーマーケット 食料品、日用品

白馬スポーツ スポーツ用品販売 スキー・スノーボード・野球・ゴルフ用品

白馬ヤマトヤ スポーツ用品販売 スキー・アウトドアー・スポーツ用品

好日山荘　白馬店 登山用品販売 登山用品

THE NORTH FACE GRAVITY 白馬店 小売・飲食 アウトドア用品、衣類、軽食

ラッピー 山用品販売 登山・山スキー・アウトドア用品

アメリカンドラッグ白馬店 ドラッグストア 医薬品、化粧品、雑貨、食品等

マツモトキヨシ白馬店 ドラッグストア 医薬品、化粧品、日用品、食品等

フローリスト白馬 花・園芸資材販売 花・園芸資材

明寿堂 文具、事務用品小売 文具、事務用品

コメリ　ハード＆グリーン白馬店 ホームセンター 資材、農業用品、日用品

道の駅　白馬（売店） 土産店 米、野菜、お菓子、お酒

太田薬局 薬局 調剤、一般医薬品、雑貨、健康食品

白馬アップル薬局 薬局 処方箋調剤を除く医薬品、衛生材料等

フジノヤ薬局 薬局、酒類販売 薬、お酒

ケーキ工房ルフレ 洋菓子製造・販売 ケーキ、焼菓子（お持ち帰りのみ）

Sweet Shot 洋菓子販売 ケーキ、焼菓子

洋品寝具やまなか 洋品・寝具販売 洋品、寝具

白馬SWEETS工房Ricca 洋菓子販売 ケーキ・焼菓子 9/30追加

ローソン信州白馬八方店 コンビニエンスストア 食品 10/1追加
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【飲食業・宿泊業】　39事業所

事業所名 業種内容 取扱商品・サービスなど

㐂八（きはち） 居酒屋 飲食

酒菜肴房ゆきまる 居酒屋 飲食品

Bar mercato　バールメルカート イタリア料理 食事、ケータリング、弁当

ママノマ 飲食 飲食、雑貨

NEO”和”食堂　一成 飲食店 かつ鍋・そば

メキシカン☆食堂　TacoTaco 飲食店 喫食

ポチのたこ焼き 飲食店 たこ焼き、定食、居酒屋

3301Hakuba CAFE&RESTAURANT カフェ 白馬ガレット、コーヒー他

ライオンカフェ カフェ コーヒー・ハンバーグ

農かふぇ　白馬そだち カフェ、農産物販売 飲食、農産物・土産品販売

ピラール カフェ＆レストラン 食事、コーヒー、ワイン、デザート

虹屋丼丸　白馬店 仕出し、弁当屋 海鮮丼

ジンホア白馬店 シンガポール料理店 小籠包、餃子、麺類、一品料理ほか

岳ずし すし店 すし

蕎麦酒房　膳 そば店 日本蕎麦、その他一品料理

そば神　白馬店 そば店 飲食

そば処　山人 そば店 そばメニュー

蕎麦処　りき そば店 そば料理

手打蕎麦　和味亭 そば店 手打蕎麦

concrete バー 飲料・軽食・レンタルスペース

ダイニングバー　トマティート ダイニングバー 食事・酒

チェリーパブ バー&レストラン ピザ・ステーキ・カクテル各種

中国料理　桂花 中国料理 飲食

鉄板Dining　やまなみ 鉄板焼屋 鉄板焼

お食事処ちとせ とんかつ・和定食店 とんかつ、和定食

炭火串焼　とり克 焼き鳥屋 やきとり

髙橋家 ラーメン屋 ラーメン・ギョーザ・ビール

アンクルスティーブンス レストラン メキシカン料理

白馬タップルーム（白馬パノラマホテル内） レストラン 飲食

無国籍料理ようこさん家 レストラン 飲食

ルポゼ白馬 レストラン 飲食

ヴィラ れんが亭 宿泊 宿泊、BBQ

白馬ハイランドホテル ホテル・サービス業 宿泊、配湯、日帰り（立寄り）入浴

白馬プチホテル　みそら野 宿泊 ガレットランチ

白馬ホテルパイプのけむり 宿泊 宿泊

ペンション・セレナーデ 宿泊 宿泊・飲食

ホテル五龍館 宿泊 宿泊、飲食、温泉入浴

玲華　ゲストハウス＆カフェ Reica 宿泊・カフェ 宿泊・飲食

炭火焼肉まるかめ 焼肉屋 飲食 10/1追加
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【サービス業ほか】　15事業所

事業所名 業種内容 取扱商品・サービスなど

kira kira glass. アクセサリー制作体験・展示販売 とんぼ玉・ガラスアクセサリー制作体験、ガラスアクセサリー販売

白馬ガラス工房GAKU とんぼ玉作り体験・ガラス細工製造販売 とんぼ玉作り体験、ガラスアクセサリー販売

やまいちクリーニング クリーニング業 衣類等クリーニング全般

松倉健二鍼灸整骨院 鍼灸・整骨院 鍼灸、整骨、酸素カプセル、コルセット等の販売品

癒幸堂 整体 施術

相澤石材店　（株）AZコーポレーション 石材加工販売 石製品インテリア・ペット墓・石皿・看板・墓石の加工販売

横田石材店 石材加工販売 お墓工事・石材加工販売

白馬観光タクシー タクシー業 タクシー代

いちます、美容院みねむら 美容・小売 パーマ・カラー・カット・雷鳥の里

さわ美容室 美容 パーマ・カラー・カット

美容室カットハウス　ぐる～び～ 美容 技術料・回数券

Hair Studio senses 美容 カット、パーマ、カラー等

Hakuba47ウィンタースポーツパーク スキー場 リフト券

白馬EXアドベンチャー フィールドアスレチック業 空中アスレチック体験・冒険教育プログラム体験・ラフティング体験等

スパイシー レンタル業 スキー/スノーボードの貸出、物品販売

【白馬建築業組合】　19事業所

事業所名 業種内容 取扱商品・サービスなど

（有）池田建設 建築業 建築工事全般

（株）白馬平林建設 建築業 建築工事全般

（有）彦工務店 建築業 リフォーム等建築工事全般

（株）宮尾建設 建設・建築業 除雪、造園、リフォーム等

中村工務店 建築業 リフォーム等建築工事全般

（株）リホーム白馬 建築業 リフォーム等建築工事全般

（有）田中建設 建設業 電気柵、除雪、ウッドチップ販売

（株）守破離 建築業 リフォーム等建築工事全般

太田板金 板金業 建築板金

（有）丸山塗装 塗装業 塗装全般、看板

（株）白馬硝子店 アルミサッシ・板ガラス工事業 アルミサッシ・樹脂サッシ・エクステリア

（株）藤美商会 小売業 建設金物・電動工具・塗料・家庭金物

（有）宮田電気商会 電気工事業 電気設備工事全般

（株）大北設備 水道工事業 水道工事・修理全般

（有）西沢製畳 内装業 畳工事

菊池塗装店 塗装業 塗装全般

伊藤鉄工 鉄工業 鉄資材、鉄資材製作全般

太田造園（株） 造園業 造園全般

太田一級建築事務所 建築設計 住宅のリフォーム等の相談

取扱事業所　総計 112事業所


