
白馬村プレミアム付応援券取扱事業所一覧　（7/31現在）　順不同
（7/22新聞折込ちらしの一覧（7/13現在）以降に新規登録・内容修正等あったものについては随時掲載しております。）

【サービス業ほか】

店舗名 業種、商品内容など 地区 特典 応援券利用の場合の特典内容

やまいちクリーニング クリーニング店 深空

白馬観光タクシー タクシー業 白馬町

さわ美容室 美容室 白馬町　

HAIR Hips 美容室 めいてつ

美容院みねむら 美容室　美容施術一般 森上

カットハウス ぐるーびー 美容室　美容技術全般 森上 有 カット回数券購入頂くと特典あり

美容室コキア 美容室 森上

Hair do coqu'e 美容室　エアーウェーブ、まつ毛エクステ みそら野

Hair Studio senses 美容室　カット、カラー、パーマ等 深空

大塚＆キューピッド美容室 美容室　ヘアーカラー、パーマ、カット 瑞穂

ヘアーサロンあらさわ 理容店 白馬町

ヘアーサロン　マユミ 理容店 三日市場

ヘアーサロンイイジマ 理容店 森上 有 次回の割引券

松倉建二鍼灸整骨院 酸素カプセルのみ 森上

ほぐし処　まことや もみほぐし整体（※1日数名限定完全事前予約制） 八方

リラクゼーションサロン　Chill Life もみほぐしマッサージ、リフレクソロジー 白馬町　

アイラッシュサロン　ハルモナ アイラッシュサロン 白馬町　

癒幸堂 パーソナルトレーニング、リラクゼーション 八方

白馬八方温泉「八方の湯」 温泉利用料 八方

みみずくの湯 温泉利用料 八方口

おびなたの湯 温泉利用料 和田野

十郎の湯 日帰り温泉 飯森

スパイシー レンタル＆販売　スキー・スノーボード・MTB・アパレル 和田野

エイブル白馬五竜IIMORI（RIKE HAKUBA MTB TOUR） MTBガイドツアー、レンタル、キャンプ 飯森 有
MTBガイドツアーご利用は、次回

（リピート時）５００円割引

エヴァーグリーン・アウトドアーセンター アウトドアーガイド（キャニオニング、サップほか） 山麓

ライオンアドベンチャー アウトドア体験 八方

Mauka outdoor アウトドアツアー　SUP 切久保 有 ステッカープレゼント

白馬パラトピア五竜パラグライダースクール 観光2人乗りパラグライダーフライト 飯田・五竜

スカイブルー八方尾根パラグライダースクール パラグライダータンデムフライト体験 八方

白馬森のわさび農園　オートキャンプ場 キャンプ場　キャンプ料金、キャンプとサウナセット料金、商品販売 飯森

岩岳マウンテンリゾート リフト券、飲食、土産品販売 岩岳・切久保

黒菱ライン リフト乗車券 八方

うさぎ平テラス 飲食　（イエティ、チャチャ、USAGITAIRA CAFÉ、HAKUBA MOUNTAIN BEACH） 八方

アダムプラザ 売店 八方

八方尾根ゴンドラリフト「アダム」 八方ゴンドラリフト・アルペンライン乗車券 八方

八方駐車場（ゴンドラリフト付近A・B・C） 駐車料金 八方

五竜テレキャビン・展望リフト ゴンドラ・リフト乗車券 飯田・五竜 有

エスカルプラザ２F緑の食卓にて、ソ

フトドリンク１杯ご提供　※ゴンド

ラ・リフト利用時、引換券をお渡し

します。※当日限り有効。

Escul Plaza アルプス360 食事、お土産販売 飯田・五竜

白馬フォーティセブン スキー場、キャンプ場、レストラン　食事、リフト券等 飯森

Haku Bounce トランポリンパーク 岩岳・切久保

ヤマノオト トレッキング、クライミング 飯田・五竜

白馬山荘 山小屋　宿泊、飲食

猿倉荘 山小屋　宿泊、飲食

天狗山荘 山小屋　宿泊、飲食、売店

白馬岳頂上宿舎 山小屋　宿泊、飲食、売店

村営八方池山荘 山小屋　宿泊、飲食、売店

白馬ベースキャンプ 旅行業　リフト券、お土産 エコーランド

白馬ガラス工房GAKU とんぼ玉作り体験、ガラス細工、ガラスアクセサリー 瑞穂

北原館 「楽しく描いてリフレッシュ講座」筆文字（伝筆）、パステル和アート 飯田・五竜 有 生年月日から導く気質の簡易診断書プレゼント

ぴざかや陶芸くらぶ 陶芸教室、陶芸体験 堀之内

Preschool MAI.MAI 教育・託児・学習塾 八方

白馬三枝美術館 美術館　入館料、飲食代、ミュージアムグッズ販売など みそら野

ラ・プラース編集室・白馬印刷 広告、印刷 白馬町　

スノーナビ 広告業　Snownaviへの広告掲載、貴社サイトの更新 白馬町　

タガヤスマリーズ Web制作、チラシ・パンフレット制作 新田

相澤石材店 石材業　墓石建立、戒名彫り、メンテナンス、ペットの墓、石製作品 沢渡

横田石材店 お墓の建設・修理、石製品販売 森上 有 動物の顔石プレゼント
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白馬村プレミアム付応援券取扱事業所一覧　（7/31現在）　順不同
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店舗名 業種、商品内容など 地区 特典 応援券利用の場合の特典内容

内川商会 自動車・農機具販売、整備、保険、合鍵作成 白馬町

ほづみ自動車工業 自動車整備 飯森

中村自動車整備工場白馬店 自動車整備 深空

白馬カーホーラム 自動車整備、車検、板金塗装 飯田・五竜

ティエヌサービス 電気製品修理・販売 飯森

スタジオ森 写真店　写真、雑貨 白馬町　

ボードチューン雪蔵 スキー・スノーボードのチューンナップ、物販 みそら野 有 リピーター割引あり

白馬フィールドスポーツジム スポーツジム 蕨平 有 アミノ酸（プロテイン）１包

Hakuba Mountain cross スポーツジム、パーソナルトレーニング 白馬町　 有
パーソナルトレーニングのみ次回来

店時10％割引

森のピラティス ピラティスレッスン 佐野

田中自動車 自動車整備、販売 飯森 7/26新規

アルプス第一交通　白馬営業所 タクシー業 八方口 7/27新規

【飲食】

店舗名 業種、商品内容など 地区 特典 応援券利用の場合の特典内容

居酒屋　花舎 居酒屋 白馬町　

庄屋丸八ダイニング 居酒屋 新田

㐂八（きはち） 居酒屋 八方 有 飲食５％割引

こじろう 居酒屋 八方口

きっちょんちょん 居酒屋 八方口

巫山戯房（ふざけんぼう） 居酒屋 八方口 有 サービス内容は都度変わります

厨鬼灯 居酒屋 八方口

居酒屋　稗 居酒屋　 エコーランド

酒菜肴房ゆきまる 居酒屋　ランチタイム、夜の居酒屋　テイクアウトも有り 飯田・五竜

pizzakaya country road ピザをメインとした居酒屋　おつまみ、飲料 飯田・五竜

Bar mercato イタリアン 八方

絵夢 一般食堂 白馬町　

おおしも食堂 一般食堂　定食、丼物、カレー 八方口

呑者屋 食事処　そば（昼）、ジンギスカン（夜） 瑞穂

さとん子 食堂　定食、丼物、麺類、おつまみ 新田

藤屋食堂 飲食店 白馬町　

Bar Refuel HAKUBA 飲食店 八方

三八商店 飲食店 八方

無国籍料理ようこさん家 飲食店 みそら野

十夢想屋 飲食店　お酒、おつまみ、軽食 白馬町　

こいや 飲食店　川魚料理（うなぎ、鯉）、手打そば 八方

SAMURAI KEBAB 飲食店　ケバブ、ピザ、サラダ エコーランド

まるに茶房 飲食店　スパイスカレー、ラーメン、丼物、ケーキ 飯田・五竜

大黒食堂 飲食店　ソースかつ丼 飯田・五竜

ポチのたこ焼き 飲食店　たこ焼き、定食 八方口

農かふぇ　白馬そだち 飲食店　定食、米販売 飯森

来夢来人 飲食店　定食、パスタ、ドリンク 白馬町　

グリンデル 飲食店　定食、洋食、喫茶 白馬町　

いけ 飲食店　白馬豚のしゃぶしゃぶ他 白馬町 有 ソフトドリンクおひとり様1杯サービス

あすなろワイン食堂 飲食店　ワイン、総菜等 エコーランド

和膳みき 飲食店　和食など 飯田・五竜

おひょっくり 飲食店　おひょっくりの提供 八方

虹屋　丼丸白馬店 海鮮丼 飯森

割烹さわど　お食事処　摩耶 各種定食、テイクアウト 白馬町　

ライオンカフェ カフェ 八方

BASE café カフェ　コーヒー、ドーナツ 飯田・五竜

HAKUBA COFFEE STAND カフェ　コーヒー飲料及び豆、器具、飲食販売 白馬町　

Penguin Café Hakuba カフェ　サンドイッチ、ハンバーガー、コーヒー等 エコーランド

おうちカフェ　ほがらか カフェ　手作りバーガー、スイーツ等 みそら野

バッカス カフェ＆バー　店内飲食、テイクアウト（自家製パンとベーコン） 白馬町 有 次回来店時割引

ママノマ カフェ＆リラクゼーション 八方

アンドマウンテン カフェ、貸コテージ 瑞穂

地中海 カフェ、ジェラート みそら野

ゴッホ　シーシャラウンジ＆カフェ カフェ、レストラン、バー エコーランド

古民家カフェ　かっぱ亭 カフェ・レストラン 大出
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白馬村プレミアム付応援券取扱事業所一覧　（7/31現在）　順不同
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店舗名 業種、商品内容など 地区 特典 応援券利用の場合の特典内容

SEASHA 森の中のカフェ　かき氷、ラーメン、BBQ等　 和田野

ホワイト喫茶聚楽 喫茶　飲食、カラオケ 白馬町　

珈琲せんじゅ 喫茶　飲食、パン・コーヒー豆販売 八方口

自然派喫茶sol ドリンク、ベジタリアンランチ、焼き菓子 飯田・五竜

ベアーズカフェ アイスクリーム、軽食、地ビール等 エコーランド

インディーモモ カレー、ナン 瑞穂

餃子のホソカワ 餃子、ラーメン、一品料理店内飲食、テイクアウト 飯田・五竜

3301Hakuba コーヒー、チョコレート 八方口

sounds like café コーヒー、ハンバーガー、焼き菓子 エコーランド

岳ずし すし店　すし、料理 白馬町

ききょう屋 和食、寿司 白馬町

香林亭（久保田荘） 和食店 瑞穂

カフェダイニング　ツェルマット スパゲッティ、ピザ等 エコーランド

ユースビラ白馬とおみ そば 飯田・五竜 有 飲食代5％引き

そば処　山人 そば店 飯田・五竜

そば処　松庵 そば店 白馬町

蕎麦処りき そば店 瑞穂

蕎麦酒房　膳 そば店　そば、一品料理 瑞穂

そば神　白馬店 そば店　そば、うどん 白馬町

まえだ食堂 そば店　そば、うどん、かつ丼ほか 八方

手打そば　一ぷく そば店　そば、うどん、定食 白馬町　

手打ちそば　双葉まるさ そば店　そば、ソースかつ丼、馬刺、天ぷら、酒類 白馬町

そば工房　林檎舎 そば店　そば、そばがき 八方

手打蕎麦　和味亭 そば店　そば、丼もの等 八方

純手打 和食だいほういん 手打ちそば、うどん、和食 塩島 有 次回来店時割引

赤だすき白馬製麺所 立ち食いそば　白馬豚そば他 白馬町 有 ポイント２倍！！

ダイニングバー　トマティート ダイニングバー エコーランド

中国料理　桂花 中国料理 深空

鉄板Dining　やまなみ 鉄板焼、ステーキ 瑞穂

ＮＩＫＵ雅（ニクマサ） ステーキレストラン（※予約制）　赤身ステーキ、粗びきハンバーグ みそら野

和牛　こうべ家 焼肉、ビアガーデン、わんちゃんOK みそら野 有 おつまみプレートプレゼント

チェリーパブ 肉料理、ピザ、アルコール みそら野

レストラン沙羅（白馬樅の木ホテル） テラスBBQ、ビュッフェ 和田野

深山成吉思汗 ジンギスカン エコーランド

炭火串焼　とり克 やきとり専門店 エコーランド

NEO”和”食堂　一成 とんかつ、そば 八方

とんかつ専門店　つむぎ とんかつ店 八方

ちとせ とんかつ屋　とんかつ、和定食 八方口

BASE Burgers and Brews ハンバーガーレストラン 飯田・五竜

道の駅「はくばクレープ」 店舗飲食代 飯田・五竜

First Class Kitchen キッチンカー 和田野

森のピザ ピザ宅配 和田野

喫茶ＣＯＭ 漫画喫茶、お食事 深空 有 1回のご注文につき2時間漫画読み放題

メキシカン☆食堂　Taco Taco メキシカン エコーランド

アンクルスティーブンス TEX－MEX料理 八方

髙橋家 ラーメン、餃子 飯田・五竜

「温泉らーめん」八方美人 ラーメン店　 八方

ジンホア　セントラルキッチン 天津弁当、仕出し弁当 瑞穂

ピラール フレンチコース、イタリアンランチ、カフェ 八方

Kokoro Hotel Rooftop & Beer Garden ホテルレストラン 八方

和洋レストラン　かしわ レストラン 白馬町　

花笑café レストラン 新田 有 次回来店時５％割引券進呈

グリルこうや レストラン 八方

Dining&Bar LAVAROCK（マリオット白馬内） レストラン みそら野

Prairie レストラン みそら野

ミミーズレストラン＆バー レストラン（１２月半ばOPEN）、夏季はデリバリーのみ 和田野 7/26内容修正

カフェももっか レストラン　お食事、デザート、ケーキ 白馬町　

白馬タップルーム レストラン　クラフトビール、ハンバーガー等 八方

ミーティアダイニング（案山子） レストラン　創作料理 みそら野 有 ランチタイムにコーヒーサービス

Bernd's Keller（マリレンホテル） レストラン　ドイツやオーストリアをイメージしたお食事等（※営業時間要確認） 八方

ルポゼ白馬 レストラン　ピザ 瑞穂 有 ポイント2倍進呈

プチホテル　グラスハウス レストラン　ランチ、ディナー 新田
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店舗名 業種、商品内容など 地区 特典 応援券利用の場合の特典内容

カフェ ド ４２６０ レストラン＆カフェ 八方

Fish Republik レストラン（イートイン＆テイクアウト）　フィッシュ＆チップスなど 白馬町　

おばんざい＆かふぇ　ごま おばんざいセット、お肉セット、プリン 深空 7/14新規

ピザハウス　ガーリック ピザ、パスタ、サラダなど みそら野 7/27新規

助屋　白馬店 ラーメン店　 白馬町　 7/27新規

大衆酒場ニューフジヤ 飲食店 白馬町　 7/28新規

炭火焼肉まるかめ 焼肉 エコーランド 7/31新規

【建設・建築】

店舗名 業種、商品内容など 地区 特典 応援券利用の場合の特典内容

松沢アルミ建具店 アルミサッシ、網戸、ガラス 八方口

白馬硝子店 板ガラス、アルミサッシ、網戸等 白馬町

太田造園 植木、造園工事 白馬町　

下川設備 給排水設備工事 飯田・五竜

大北設備 給排水設備工事 三日市場

池田建設 建設業 飯田・五竜

守破離 建築工事 瑞穂

リホーム白馬 設備工事、洗浄機洗剤等物販販売 深空

小池電気 電気工事、照明、家電 みそら野

宮田電気商会 電気設備工事、消防設備工事 塩島

太田板金 建築板金 澤渡 7/26新規

【宿泊】

店舗名 業種、商品内容など 地区 特典 応援券利用の場合の特典内容

The Forest Glamping & Grill（白馬樅の木ホテル） 飲食（グランピング） 和田野

白馬カナディアンロッジ 宿泊 和田野

ホテル　けやきの樹 飲食、宿泊、レンタル 和田野

あぜくら山荘 貸切露天風呂（※要予約、不定休）、ホテル内売店 和田野

Pals Inn　雷鳥 ゴエモン風呂体験＆BBQ 飯田・五竜

古民家の宿　ゆるり 宿泊、BBQエリア 新田

ペンション　マリオネット 宿泊、飲食 エコーランド

山の郷ホテル　白馬ひふみ 宿泊、飲食 八方

プチホテルアンシャンテ 宿泊、飲食（レストラン）、テイクアウト みそら野

白馬　山のホテル 宿泊、飲食（レストラン）、土産 八方

白馬東急ホテル 宿泊、飲食、売店販売、アロマセラピートリートメント 和田野

白馬樅の木ホテル 宿泊、飲食ほか 和田野

ペンション＆コテージ植物誌 宿泊、宿泊に伴う飲食サービス みそら野

ペンションピンクポピンズ 宿泊、食事 佐野

木塵 宿泊、食事会 三日市場

白馬ハイランドホテル 宿泊、日帰り天然温泉、日帰り夕食バイキング、売店 蕨平 有
当ホテル正規宿泊料金より5％割引、

天神の湯１００円割引（他割引併用
白馬リゾートホテル　ラネージュ東館 宿泊、飲食（レストラン） 和田野

白馬リゾートホテル　ラネージュ本館 宿泊、飲食（レストラン） 和田野

ホテルシェラリゾート白馬 宿泊、レストラン、日帰り温泉、お土産 落倉

ペンション・セレナーデ パン・焼き菓子・ピザ・ランチ・ディナー　※全て要予約 みそら野

ホテル対岳館 レストラン　飲食 八方

白馬ホテル扇屋 レストラン　食事代 八方

レストラン＆ホテル　トロイメライ レストラン　ディナー代 みそら野

ペンションおはよう 宿泊 みそら野

コートヤード・バイ・マリオット白馬 宿泊 みそら野

WASABI CHALET 宿泊 みそら野

Seventh Heaven Hakuba 宿泊 みそら野

白馬マウンテンシャレー 貸コテージ（BBQ、アウトドア付きプラン有）） 深空

White Fox（ホワイトフォックス） 貸別荘、宿泊施設 エコーランド

Alpinarc（アルピナーク） 貸別荘、宿泊施設 エコーランド

Black Crane（ブラッククレーン） 貸別荘、宿泊施設 エコーランド

Grey Wolf（グレイウルフ） 貸別荘、宿泊施設 エコーランド

Fukuro（フクロウ） 貸別荘、宿泊施設 エコーランド

美景（ビケイ） 貸別荘、宿泊施設 瑞穂

Sanzan（サンザン） 貸別荘、宿泊施設 みそら野
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白馬村プレミアム付応援券取扱事業所一覧　（7/31現在）　順不同
（7/22新聞折込ちらしの一覧（7/13現在）以降に新規登録・内容修正等あったものについては随時掲載しております。）

店舗名 業種、商品内容など 地区 特典 応援券利用の場合の特典内容

Ahiru（アヒル） 貸別荘、宿泊施設 みそら野

Cherry Woods Place（チェリーウッズプレイス） 貸別荘、宿泊施設 みそら野

Black Bear Properties 貸別荘での宿泊 エコーランドほか

【小売】

店舗名 業種、商品内容など 地区 特典 応援券利用の場合の特典内容

ＪＡ大北　北部工機燃料センター　ＬＰガス ガス機器、石油機器、暖房機器販売、修理 深空

ＪＡ大北　アルペンロード神城給油所 ガソリンスタンド　　石油類・自動車関連商品販売 飯田・五竜

ＪＡ大北　白馬アルプス給油所 ガソリンスタンド　　石油類・自動車関連商品販売 新田

ＪＡ大北　北部工機燃料センター　北部燃料配送 燃料配達、石油機器販売、修理 新田

信光石油　神城給油所 ガソリンスタンド　燃料油他店頭販売商品（売掛不可） 飯田・五竜

信光石油　白馬給油所 ガソリンスタンド　燃料油他店頭販売商品（売掛不可） 白馬町

信光石油　シュプール白馬給油所 ガソリンスタンド　燃料油ほか（売掛不可） 八方

山本新聞店 新聞販売 白馬町　

広進堂 運動靴、防寒靴等履物全般 白馬町

革のお店　Lykke Til 革製品販売　革小物、オーダー作品 みそら野

クラフトショップ「森の生活」 クラフト作品、絵画、本　等販売 森上

よろづや化粧品店 化粧品、ヘアー商品販売 白馬町

藤美商会 金物、荒物、建設資材 白馬町　

ＪＡ大北　北部工機燃料センター　農機具 農機具販売、修理 深空

ＪＡ大北　北部営農センター 肥料、農薬等資材販売 飯田・五竜

洋品寝具やまなか 婦人服、寝具 白馬町

明寿堂 文具、事務用品 白馬町 有
スタンプカードへ２倍押印（500円毎

に1個）
アルプス名産品店 果実販売、発送 白馬町

SATORU COFFEE コーヒー豆販売、テイクアウトドリンク みそら野

德竹酒店 酒類、飲料製品、食品等 飯田・五竜

松屋 酒類、土産品 白馬町

藤森酒店 酒類、土産品 森上

かじくら 酒類・飲料 瑞穂

マルヰ白馬 醤油、味噌、調味料 白馬町　

大国屋支店 食肉販売　食肉全般、BBQセットなど 白馬町

大国屋本店 精肉販売　精肉、加工品 白馬町

白馬精肉店 食肉販売　豚肉・とり肉・ラム肉等 白馬町

ローソン信州白馬八方店 コンビニエンスストア 八方

デリシア白馬店　　　※大型店 食品スーパー 白馬町　

A・コープ白馬店（ハピア）　※大型店 スーパーマーケット 白馬町　

ザ・ビッグ白馬店　　※大型店 ディスカウントスーパー 深空

篠崎物産 食料品卸販売　鶏卵 沢渡

ラッピー アウトドアスポーツ用品・山用品 深空

THE NORTH FACE GRAVTY白馬店　※大型店 衣類 白馬町　

BLUE CLIFF スキー、登山用品 白馬町

白馬ヤマトヤ スキー・アウトドア用品 白馬町

スキーバム商会 スキー用具、アウトドア衣料、コーヒー豆、生活雑貨等販売、スキーレンタル 白馬町　 有
シングルオリジンコーヒーのドリッ

プバッグ1袋を進呈
GARAGE９０２ スノーボードショップ　スポーツ用品、衣類 エコーランド

VEX select museum スノーボード用品、アパレル、小物 エコーランド

SNOW STAR スノーボード用品販売、インソール成形、エッジ研磨等 めいてつ

白馬スポーツ スポーツ用品販売（スキー、スノーボード、ゴルフ、野球） 白馬町

FULLMARKS 白馬店 登山用品、スキー用品ほか 八方口

フローリスト白馬 生花店　生花、鉢物、雑貨 白馬町　

Floral Design Studio MIKI&Co. 生花店　フラワーギフト、ドライフラワー等 三日市場

フジノヤ薬局 薬局　医薬品、酒類 飯田・五竜

太田薬局 薬局　医薬品、雑貨 白馬町

マツモトキヨシ白馬店　　※大型店 ドラッグストア　 白馬町　

アメリカンドラッグ白馬店 ドラッグストア　 深空

おじさんの店 土産品 白馬町

いちます 土産品 森上 有 おみやげ10％引き

ヤマザキショップ白馬ジャジャ店 土産品、コンビニエンスストア エコーランド 有 お土産品10％OFF（一部を除く）

マウント 土産品、食品、飲料、酒等 八方

藤屋土産品店 土産品・酒類 白馬町　
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白樺土産店 土産品販売　菓子、漬物、衣類、工芸品ほか 白馬町　

道の駅白馬 白馬村特産品・土産品 飯田・五竜

まるしちGallery&Shop 愛らしい布小物やお手頃なグッズなど 新田

ギフトショップ　M&Kヤマギシ 贈答品販売 沢渡

自然食品の店 halo 食品、日用品 エコーランド 7/14新規

白馬アップル薬局 薬局　調剤、医薬品 白馬町　 7/19新規

ローソン白馬神城店 コンビニエンスストア 飯森 7/26新規

【製造】

店舗名 業種、商品内容など 地区 特典 応援券利用の場合の特典内容

白馬の酵母パン　koubo-nikki 自家製酵母パン製造・販売 瑞穂

菓子工房サクララ パン・ワッフル・パイ等製造販売、テイクアウト　 みそら野

源太郎パン（グローブインスカラ内） パン製造販売　※予約販売のみ みそら野

白馬SWEETS工房 Ricca 洋菓子製造販売　ケーキ、バームクーヘン（はくばうむ）ほか 瑞穂 有
ポイントカードスタンプ1個押印サー

ビス
Sweet Shot 洋菓子製造販売、喫茶 飯森

くりくり倶楽部 菓子製造販売　チーズケーキ、パウンドケーキ 白馬町　

マテリアル白馬 砂・砂利・砕石の製造販売 森上

西沢製畳 畳製作、畳張替、障子張替 八方口 有 ゴザ製小物サービス、プレゼント
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