
店名・事業所名 電話番号 ホームページURL 業種

1 白馬SWEETS工房 Ricca 0261-82-0321 製造業

2 細野館 0261-72-3111 http://www.hosonokan.co.jp/ 宿泊業

3 松倉健二鍼灸整骨院 0261-72-3321 医療、福祉

4 森上簡易郵便局 0261-72-4474 その他

5 白馬山のホテル 0261-72-8311 http://www.hakuba-yamanohotel.com/ 宿泊業

6 ハーブの宿　櫟（Kunugi） 0261-72-7260 https://hpdsp.jp/kunugi/ 宿泊業

7 ペンション まいふぇろう 0261-72-5051 https://www.hakuba-myfellow.com/ 宿泊業

8 白馬三枝美術館 0261-72-4685 https://www.hakuba-saegusa-artmuseum.info/ その他

9 カフェド4260 0261-72-2563 飲食店

10 ベルクトール丸北 0261-72-2107 https://www.hakuba-marukita.com/ 宿泊業

11 ホテル対岳館 0261-72-2075 https://www.taigakukan.jp/ 宿泊業

12 手打蕎麦　和味亭 0261-72-7797 http://www17.plala.or.jp/nagomi-tei/ 飲食店

13 貸別荘 白馬ﾛｲﾔﾙｺﾃｰｼﾞ&八方ﾛｸﾞｺﾃｰｼﾞ 0261-71-1800 https://www.r-union.com/ 宿泊業

14 Hakuba47 0261-75-3533 https://www.hakuba47.co.jp/summer/ スポーツ施設提供業

15 農かふぇ 0261-75-3202 http://www.hakubasodachi.jp/nohcafe/ 飲食店

16 そば神　白馬店 0261-72-2055 https://www.facebook.com/sobajin.hakuba/ 飲食店

17 ペンション カウベル 0261-72-4593 http://cowbell.sakura.ne.jp/wp/ 宿泊業

18 酒菜肴房ゆきまる 0261-75-3126 飲食店

19 マウンテンサイド白馬 0261-85-4187 https://thehakubacompany.com/ 宿泊業

20 Villa El Cielo 0261-85-4187 https://thehakubacompany.com/ 宿泊業

21 HACHI 0261-85-4187 https://thehakubacompany.com/ 宿泊業

22 ペンション セレナーデ 0261-72-3757 https://hakuba-serenade.com/ 宿泊業

23 白馬グラードインえびすや 0261-72-2074 https://hakuba-ebisuya.com/ 宿泊業

24 林ペンション 0261-72-4727 http://hakubahayashipension.jp/ 宿泊業

25 白馬東急ホテル 0261-72-3001 https://www.tokyuhotels.co.jp/hakuba-h/index.html 宿泊業
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26 ペンションあるかんしぇる 0261-72-6789 http://arcen6789.sakura.ne.jp/ 宿泊業

27 Concrete 0261-85-0239 https://www.facebook.com/concrete.hakuba/ 飲食店

28 虹屋丼丸　白馬店 0261-75-3224 https://www.facebook.com/Donmaru.Hakuba/ 持ち帰り、配達飲食サービス業

29 ペンショオーネ ランタンリルン 0261-75-3217 http://www.rantanrirun.com/ 宿泊業

30 ホテル白馬 0261-72-4444 https://www.hotel-hakuba.com/ 宿泊業

31 スターリーレジデンススイート 0261-72-3946 https://starry.holiday/ 宿泊業

32 信光石油（株） 0261-72-2355 小売業（その他）

33 お食事処ちとせ 0261-85-0803 飲食店

34 白馬ミーティア・ブラウニー 0261-72-5153 https://www.hakuba-meteor.com/ 飲食店

35 EN TO EN HAKUBA LODGE 0261-72-2347 https://www.facebook.com/entoen.hakuba/ 宿泊業

36 洋風割烹 いけ 0261-72-2365 飲食店

37 （株）マテリアル白馬 0261-72-6606 製造業

38 ペンション東山 白馬 0261-85-0968 宿泊業

39 Hakuba Happo Accommodation 0261-85-2035 https://www.hakubaha.com/ 宿泊業

40 あぜくら山荘 0261-72-5238 https://www.azekura.com/ 宿泊業

41 咲花山荘 0261-72-2415 http://www.janis.or.jp/users/sakka-s/ 宿泊業

42 マツモトキヨシ白馬店 0261-71-1671 小売業（ドラッグストア）

43 ペンションくるみ 0261-75-3600 https://hakuba-kurumi.com/ 宿泊業

44 よろづや化粧品店 0261-72-5822 小売業（その他）

45 白馬綜合開発㈱みそら野管理事務所 0261-72-2331 https://hakuba-misorano.jp/ 不動産業

46 KUDO’ｓ Lodge 090-3108-1833 https://www.kudoslodge.com/ 宿泊業

47 HakuBounce 080-4159-2020 https://hakubounce.com/ スポーツ施設提供業

48 （株）白馬館　白馬山荘 https://www.hakuba-sanso.co.jp/ 宿泊業

49 （株）白馬館　白馬大池山荘 https://www.hakuba-sanso.co.jp/ 宿泊業

50 （株）白馬館　栂池ヒュッテ https://www.hakuba-sanso.co.jp/ 宿泊業
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51 ペンション ショウ 0261-72-8218 https://www.hakuba-syo.com/ 宿泊業

52 ペンション旅人 0261-72-4596 http://www3.plala.or.jp/hakuba-tabibito/ 宿泊業

53 炭火串焼　とり克 090-4544-1173 飲食店

54 ペンションあさねぼう 0261-72-4590 http://www8.plala.or.jp/hakuba-asanebou/ 宿泊業

55 シェイクスピアホテル 0261-72-6666 https://hakuba-shakespeare-hotel.com/ 宿泊業

56 ロッジ加根二 0261-72-3241 https://www.hakuba-kaneni.com/ 宿泊業

57 studio foret 090-8650-9307 https://www.instagram.com/morinopilates/ 教育、学習支援業

58 ネイルハウス　ガロパン･ブーン その他生活関連サービス業（エステ等）

59 白馬プチホテル　みそら野 0261-72-4511 http://misorano.net/ 宿泊業

60 信州白馬八方温泉　しろうま荘 0261-72-2121 http://www.shiroumaso.com/ 宿泊業

61 SAMURAI KEBAB 090-6139-0222 http://www.hakubakebab.com/ 飲食店

62 手打そば　一ぷく 0261-72-4290 飲食店

63 GARAGE902 0261-75-0902 http://www.hakuba902.com/ 小売業（その他）

64 STUDIO902 0261-72-5151 http://www.hakuba902.com/ 飲食店

65 中国料理　桂花 0261-72-6202 飲食店

66 ワイスホルン 0261-72-2278 https://www.weisshrn.com/ 宿泊業

67 無国籍料理ようこさん家 0261-72-3720 飲食店

68 大根館 0261-72-2111 http://www.oonekan.com/ 宿泊業

69 白馬シンフォニー 0261-72-6848 http://hakuba-symphony.sakura.ne.jp/ 宿泊業

70 ミニヨンホテルドゥ ノエル 0261-72-4845 http://www.noel.server-shared.com/ 宿泊業

71 あたらしや旅館 0261-72-2134 http://www2u.biglobe.ne.jp/~atarashi/ 宿泊業

72 chill Life 090-4449-2070 http://www.hakuba-chilllife.com/ その他生活関連サービス業（エステ等）

73 ステイフルハウスなかまち 0261-72-2285 http://www.ntcs.ne.jp/nakamach/ 宿泊業

74 おじさんの店 0261-72-2285 小売業（その他）

75 ウルル 0261-75-2774 https://ullr.jp 宿泊業
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76 ゲストハウスジャパン白馬 0261-85-4393 https://www.theguesthousejapan.com/ 宿泊業

77 白馬塩の道温泉 倉下の湯 0261-72-2229 https://www.kurashitanoyu.com/ その他

78 村のHOTEL信屋 0261-72-2229 https://www.hakuba-shinya.com/ 宿泊業

79 リゾートイン静観 0261-72-2113 http://www.hakuba-seikan.com/ 宿泊業

80 まるしちGallery&Shop 0261-72-2227 小売業（その他）

81 ペンション トマト 0261-72-4637 http://www.hakuba.org/tomato/ 宿泊業

82 ダイニングバー トマティート 0261-72-2012 http://www.hakuba.org/tomatito/ 飲食店

83 グリルこうや 0261-72-5354 https://www.facebook.com/ootamayumiinoue/ 飲食店

84 JR白馬駅 0261-72-2014 運輸業、郵便業

85 めぞん･ど･ささがわ 0261-72-2386 https://www.facebook.com/maisondesasagawa/ 宿泊業

86 カフェ ピラール 0261-72-8438 https://www.pilar.jp/ 飲食店

87 レストラン ピラール 0261-72-8438 https://www.pilar.jp/ 飲食店

88 Y's Ballet School 0261-72-7430 https://ysballetschool.wixsite.com/yshakuba 教育、学習支援業

89 STUDIO Y's 0261-72-7430 https://ysballetschool.wixsite.com/yshakuba 教育、学習支援業

90 和牛　こうべ家 0261-72-5382 https://windy-kobeya.com/ 飲食店

91 HAKUBA HOKUJO 0261-85-5453 http://www.hakubahokujo.com/ 宿泊業

92 鉄板Diningやまなみ 0261-85-2941 https://ja-jp.facebook.com/yamanami2941/ 飲食店

93 白馬観光開発（株） 0261-72-3150 https://www.nsd-hakuba.jp/ その他

94 白馬アルパインホテル 0261-72-7222 https://www.alpia.co.jp/ 宿泊業

95 ペンション マリオネット 0261-72-4848 http://www.p-marionette.com/ 宿泊業

96 白馬スキー館 0261-72-2112 https://www.facebook.com/hakubaskikan 宿泊業

97 手作り料理の宿　四季 0261-72-5178 http://hanatanoshimu.sakura.ne.jp/ 宿泊業

98 田舎料理とお酒　ふざけんぼう 0261-85-5301 飲食店

99 ロッジつらら 0261-72-2410 https://hakuba-tsurara.com/ 宿泊業

100 おひょっくり 0261-72-2661 飲食店
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101 Now Field Hakuba https://www.facebook.com/Now-Field-Hakuba-574487199673250/ スポーツ施設提供業

102 Avanti Chalet 0261-72-3366 http://avanti-chalet.com/ 宿泊業

103 チェリーパブ白馬 0261-72-2343 https://www.cherrypub-hakuba.jp/ 飲食店

104 ハーフノートカフェ 0261-72-7057 飲食店

105 白馬ベルグランド 0261-72-2224 https://berg-land.com/wp/ 宿泊業

106 コミュニティハウス　チロリアン 0261-72-3963 https://tyrolien.net/ 宿泊業

107 広進堂 小売業（その他）

108 ヘア ドゥ コキュ 0261-71-1578 理容業、美容業

109 ペンション こもれび 0261-72-4541 http://www.dia.janis.or.jp/~komorebi/ 宿泊業

110 PENGUIN CAFÉ 080-8182-4246 https://www.facebook.com/penguincafe898/ 飲食店

111 HAKUBA COFFEE STAND 070-3928-5640 https://www.facebook.com/hakubacoffeestand/ 飲食店

112 ペンション500マイル 0261-72-6674 宿泊業

113 ヴィラれんが亭 0261-72-6760 https://hakubarengatei.jpn.org/ 宿泊業

114 ききょう屋 0261-72-3633 飲食店

115 白馬の酵母パン Koubo-nikki 0261-72-4342 https://koubonikki.wixsite.com/koubo-nikki 小売業（菓子パン）

116 アンシャンテ 0261-72-6277 http://enchante898.com/top.htm 宿泊業

117 ペンション シーナッツ 0261-72-5871 http://www4.plala.or.jp/seanut/ 宿泊業

118 ペンション フォーシーズン 0261-72-4728 http://4-season.info/sp/ 宿泊業

119 明寿堂 0261-72-2261 小売業（その他）

120 ホテルそよ風 0261-85-5710 http://soyokaze.tv/ 宿泊業

121 ペンション＆コテージ 植物誌 0261-75-1133 http://shokubutsushi.com/ 宿泊業

122 ヒュッテ ニポポ 0261-72-2407 http://www.nipopo.net/Home.html 宿泊業

123 森のpizza 0261-85-9098 https://www.facebook.com/morinopizza/ 飲食店

124 白馬マウンテンシャレー 090-4042-6100 https://www.hakubamountainchalet.info/ 宿泊業

125 HAIR Hips 0261-75-3228 https://hairhips.business.site/ 理容業、美容業

https://www.facebook.com/Now-Field-Hakuba-574487199673250/
http://avanti-chalet.com/
https://www.cherrypub-hakuba.jp/
https://berg-land.com/wp/
https://tyrolien.net/
http://www.dia.janis.or.jp/~komorebi/
https://www.facebook.com/penguincafe898/
https://www.facebook.com/hakubacoffeestand/
https://hakubarengatei.jpn.org/
https://koubonikki.wixsite.com/koubo-nikki
http://enchante898.com/top.htm
http://www4.plala.or.jp/seanut/
http://4-season.info/sp/
http://soyokaze.tv/
http://shokubutsushi.com/
http://www.nipopo.net/Home.html
https://www.facebook.com/morinopizza/
https://www.hakubamountainchalet.info/
https://hairhips.business.site/


店名・事業所名 電話番号 ホームページURL 業種

「新型コロナ対策推進の店」宣言店舗・事業所一覧（白馬商工会）

126 焼肉　深山 0261-72-6309 飲食店

127 カーサビアンカ五竜 0261-72-6309 https://www.casabiancagoryu.net/ 宿泊業

128 フルマークス白馬店 0261-72-7344 https://www.full-marks.com/ 小売業（その他）

129 好日山荘　白馬店 0261-85-2560 https://www.kojitusanso.jp/shop/koushinetsu/hakuba/ 小売業（その他）

130 白馬タップルーム 0261-75-0075 http://tenguproperties.com/jp/hakuba-taproom/ 飲食店

131 白馬マウンテンクロス 080-4368-9871 https://hakuba-mountaincross.com/about/ その他

132 ㈲やまいちクリーニング 0261-72-2506 その他生活関連サービス業

133 ㈲横田石材店 0261-72-3034 https://www.yokotasekizai.com/ その他小売業

134 居酒屋　花舎 0261-72-4760 飲食店

135 そば工房　林檎舎 0261-71-1566 http://sobakoboringoya.com/ 飲食店

136 白馬フィールドスポーツジム 0261-85-2307 http://hakuba-field-sports-gym.net/ スポーツ施設提供業

137 北原館 0261-75-2331 http://www.avis.ne.jp/~kitabara/ 宿泊業

138 八方尾根開発(株) 0261-72-2715 https://www.happo-one.jp/ 運輸業、郵便業

139 藤森酒店 0261-72-2018 小売業（酒）

140 かじくら 0261-72-4488 http://www.kajikura.jp/ 小売業（酒）

141 ラ・ネージュ東館 0261-72-7111 https://www.laneige-higashikan.com/ 宿泊業

142 ラ・ネージュ本館 0261-72-5211 http://laneige-honkan.com/ 宿泊業

143 白馬ホテル扇屋 0261-72-7500 https://www.hakubahotel.com/ 宿泊業

144 Floral Design Studio MIKI&CO. 080-4057-4134 小売業（その他）

145 厨鬼灯 080-9820-5266 飲食店

146 岳ずし 0261-72-2325 https://www.facebook.com/mamaru898/ 飲食店

147 珈琲せんじゅ 0261-72-5005 http://coffee.senjeu.com/ 飲食店

148 ポチのたこ焼き 080-4665-9671 https://pochitako.wixsite.com/pochitako 持ち帰り、配達飲食サービス業

149 P.南十字 0261-72-4805 http://www.minami-jyuujisei.com/ 宿泊業

150 (有)白馬カーホーラム 0261-75-2512 専門サービス業
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「新型コロナ対策推進の店」宣言店舗・事業所一覧（白馬商工会）

151 (有)どんぐり 0261-72-3026 http://www.dia.janis.or.jp/~hakubacamp/index.html その他

152 sounds like café 0261-72-2040 https://www.facebook.com/sounds-like-cafe-201052833251147/ 飲食店

153 Preschool MAI.MAI 0261-85-0156 http://maimaicompany.jp/ 教育、学習支援業

154 プチホテル　アッサム 0261-75-2870 https://phassam.com/ 宿泊業

155 ヒュッテかもしか 0261-72-2639 https://kamoshika.jp/ 宿泊業

156 エヴァーグリーン・アウトドア―センター 0261-72-8070 その他

157 B＆Bえん 0261-85-4939 https://www.en-hakuba.com/ 宿泊業

158 ペンション ベルニナ 0261-72-4660 https://hakubabelnina.jimdofree.com/ 宿泊業

159 ローソン白馬神城店 0261-75-4100 小売業（コンビニ）

160 ホテルアベスト白馬リゾート 0261-85-2892 https://hotelabest-hakuba.com/ 宿泊業

161 白馬龍神温泉 0261-85-2803 https://www.hakuba-ryujin.com/ その他

162 Hakuba Brewing Company 080-8905-4362 https://www.hakubabrewery.com/ 製造業

163 ももちゃんクレープ 090-3591-6056 http://momochan-crepe.com/ 持ち帰り、配達飲食サービス業

164 居酒屋　稗 0261-72-4435 飲食店

165 旅館FURUYA 0261-72-2433 http://www.happo-furuya.com/ 宿泊業

166 ルポゼ白馬 0261-85-2822 https://www.reposer-hakuba.com/ 宿泊業

167 一力屋商店 0261-75-2009 小売業（その他）

168 Lucky Pete's Café and Bar 0261-85-0912 https://www.facebook.com/LuckyPetesHakuba/ 飲食店

169 移動屋台 ikayaki こやまん 090-3975-8390 https://www.facebook.com/ikayakihakuba/ 持ち帰り、配達飲食サービス業

170 リトルファーム ハッシー 0261-75-2085 https://mihocyopper.wixsite.com/little-farm その他

171 庄屋丸八ダイニング 0261-75-1008 飲食店

172 三八商店 080-2676-1761 飲食店

173 こいや 0261-72-2245 飲食店

174 自然派ペンション パンプキン 0261-72-4575 http://www.dia.janis.or.jp/~p-hakuba/ 宿泊業

175 白馬ロッジ シオン 0261-72-4084 http://hakuba-zion.com/ 宿泊業
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176 白樺土産店 0261-72-2032 小売業（その他）

177 chichukai 持ち帰り、配達飲食サービス業

178 ヘアーサロンあらさわ 0261-72-4131 理容業、美容業

179 ヘアーサロンイイジマ 0261-72-2628 理容業、美容業

180 中田理容店 0261-75-3302 理容業、美容業

181 塩嶋理容所 0261-72-4423 理容業、美容業

182 白馬シンシ館理容 0261-72-4810 理容業、美容業

183 アールグレイ 0261-72-4118 http://www.hakuba-earlgrey.jp/ 宿泊業

184 Hige 0261-85-0499 https://www.facebook.com/hakuba.hige/ 飲食店

185 牛緒 0261-72-4445 飲食店

186 白馬スポーツ 0261-72-2329 https://www.hakuba-sports.jp/ 小売業（その他）

187 THE NORTHFACE GRAVITY 白馬店 0261-85-2855 小売業（その他）

188 かね久 0261-75-3166 https://www.hakuba-kanekyu.com/ 宿泊業

189 ALPENBLICK IRIYAMATO 0261-72-2391 https://www.iriyamato.com/ 宿泊業

190 岳園荘 0261-72-3075 https://gakuenso.com/ 宿泊業

191 温泉らーめん八方美人 0261-72-5377 飲食店

192 まえだ食堂 0261-72-2295 飲食店

193 小池電気 0261-71-1577 その他

194 大向旅館 0261-72-2199 宿泊業

195 café ももっか 0261-72-2642 飲食店

196 レストラン雪峰 0261-75-1159 https://www.snowpeak.co.jp/landstation/hakuba/facility/restaurant/ 飲食店

197 レストラン シャンドール 0261-75-2636 http://www.oito.co.jp/iimori/ 飲食店

198 ラーメン大学 白馬いいもり店 0261-75-2636 http://www.oito.co.jp/iimori/ 飲食店

199 なごみ 飲食店
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