
白馬村・小谷村地域支えあいプレミアム付商品券　取扱事業所一覧　

【飲食業】 【建設・建築業】

店舗・施設名 業種・商品内容 地区 ラッピー 山用品販売 深空 店舗・施設名 業種・商品内容 地区

㐂八 居酒屋 八方 フルマークス白馬店 アウトドア用品販売 八方口 (有)エクセルホームズ 建設業 飯田五竜

居酒屋　稗 居酒屋 エコーランド マツモトキヨシ白馬店 ドラッグストア 白馬町 B-WORK 建築、水道工事、屋根板金、除雪 エコーランド

酒菜肴房ゆきまる 居酒屋 飯田五竜 フローリスト白馬 花・園芸資材販売 白馬町 彦工務店 建築、リフォーム 大出

厨鬼灯 居酒屋 八方口 明寿堂 文具・事務用品販売 白馬町 池田建設 建築業 飯田五竜

バッカス 居酒屋 白馬町 ギフトショップ M&Kヤマギシ ギフトショップ 沢渡 下川建築 建築業・大工 飯田五竜

きっちょんちょん 居酒屋 八方口 タロークラブ 土産・コンビニ食品・雑貨販売 エコーランド 太田板金 建築板金 沢渡

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 マウント 土産・酒類等販売 八方 白馬硝子店 サッシ・ガラス工事 白馬町

Bar mercato  バールメルカート イタリア料理 八方 藤屋土産品店 土産販売 白馬町 (株)アスピア白馬営業所 新築・増築・改修・修繕、不動産売買・賃貸仲介 深空

LUCE イタリア料理 和田野 道の駅白馬 土産品販売 飯田五竜 リホーム白馬 設備、販売 深空

イタリアンレストラン　ショウ イタリアンレストラン みそら野 １００活堂 土産品販売 八方 太田造園 造園工事 白馬町

まえだ食堂 一般食堂 八方 おじさんの店 土産品販売 白馬町 宮田電気商会 電気・消防設備工事 新田

絵夢 一般食堂 白馬町 まるしちGallery&Shop 長野ゆかりの和の手仕事作品展示販売 新田 小池電気 電気工事業、消防設備業 みそら野 10/5追加

ユースビラ白馬とおみ 飲食（そば）※要予約 飯田五竜 太田薬局 薬局 白馬町

古民家カフェ　かっぱ亭 飲食店 大出 白馬アップル薬局 薬局 白馬町 【製造業】

いけ 飲食店 白馬町 フジノヤ薬局 薬局、酒・食料品販売 飯田五竜 店舗・施設名 業種・商品内容 地区

まるに茶房 飲食店 飯田五竜 ケーキ工房　ルフレ 洋菓子製造販売 大出 赤だすき白馬製麺所 製麺所、立ち食い蕎麦 白馬町

ふきのとう 飲食店 白馬町 スウィートショット 洋菓子製造販売 飯森 白馬の酵母パン　koubo-nikki 自家製酵母パン製造・販売 瑞穂

無国籍料理ようこさん家 飲食店 みそら野 白馬SWEETS工房 Ricca 洋菓子販売 瑞穂 くりくり倶楽部 菓子製造業 白馬町

藤屋食堂 飲食店 白馬町 洋品寝具やまなか 洋品・寝具販売 白馬町 マテリアル白馬 砂・砂利・砕石の製造販売 森上

グリンデル 飲食店 白馬町 roundAbout スポーツ用品販売 白馬町 7/22追加 西沢製畳 畳製作 八方口

十夢想屋 飲食店 白馬町 いちます 雷鳥の里ほか 森上 7/29追加 横田石材店 石材業 森上 7/30追加

Coccola J 飲食店 みそら野 好日山荘　白馬店 登山用品販売 白馬町 7/30追加 Hakuba Brewing Company ビール醸造・販売 飯森 8/7追加

Bar Refuel HAKUBA 飲食店 八方 Floral Design Studio MIKI&CO. 生花店 三日市場 8/1追加 のそら工房 菓子製造・販売 沢渡 9/25追加

3301Hakuba CAFE&RESTAURANT 飲食店 和田野 JA大北 北部工機燃料センター(農機具、ガス） 農機具販売、ガス器具販売 白馬町 8/3追加 菓子工房 サクララ ﾊﾟﾝ各種、製菓(ﾄﾞｰﾅﾂ等)、林檎ﾊﾟｲなど みそら野 10/30追加

ZOU Cafe 飲食店 白馬町 VEX select museum スノーボード、衣類、スポーツ用品 エコーランド 8/6追加

和膳みき 飲食店 飯田五竜 ローソン白馬神城店 コンビニエンスストア 飯森 8/7追加

三八商店 飲食店 八方 一力屋商店 酒類販売 堀之内 8/11追加 小谷村

おひょっくり 飲食店 八方 アメリカンドラッグ ドラッグストア(医薬品、化粧品、雑貨、食品等の販売) 堀之内 8/12追加 【飲食業】

アンドマウンテン 飲食店 瑞穂 (有)白樺土産店 土産販売 白馬町 8/27追加 店舗・施設名 業種・商品内容 地区

pizzakaya country road 飲食店、陶芸教室 飯田五竜 セブンイレブン白馬神城店 コンビニエンスストア 飯田 焼肉ばんばん 飲食 栂池

じゅうろう亭 お食事処 飯森 ぱいんはうす 土産品販売 森上 家族 飲食 中土

農かふぇ　白馬そだち 食堂、土産品販売 飯森 レストラン・栂池カウベル 飲食、クレープ＆ケバブ 栂池

岳ずし すし店 白馬町 【サービス業ほか】 松美食堂 飲食業 雨中

虹屋丼丸 白馬店 海鮮丼（テイクアウト） 飯森 店舗・施設名 業種・商品内容 地区 カレーハウス　カントリージョー 飲食業（冬のみ営業） 栂池

呑者屋 食事・そば 瑞穂 白馬五竜高山植物園 ゴンドラ乗車券、レストラン、売店、温泉 飯田五竜 カフェ十三月 カフェレストラン 中土

お食事処ちとせ とんかつ・和定食店 八方口 エイブル白馬五竜 スキー場 飯田五竜 10/5追加 そば屋　蛍 そば店 中土

蕎麦酒房　膳 日本食・そば 瑞穂 白馬フォーティセブン アクティビティ体験、リフト券、レストラン 飯森 椛Momiji レストラン 白馬乗鞍 7/28追加

純手打・和食 だいほういん 和食、そば・うどん店 塩島 八方アルペンライン ゴンドラ乗車、うさぎ平テラス売店ほか 八方 憩 喫茶、飲食店 栂池 8/17追加

香林亭 和食レストラン 瑞穂 白馬岩岳マウンテンリゾート ゴンドラ乗車、ノア売店、スカイアーク 岩岳

ききょう屋 和食レストラン 白馬町 黒菱ライン リフト乗車券 八方 【小売業】

御食事処　摩椰 和食レストラン 白馬町 北尾根高原 リフト乗車券、カフェ、アクティビティ他 八方 店舗・施設名 業種・商品内容 地区

来夢来人 和洋中定食、パスタ 白馬町 白馬八方尾根スキー場 スキー場 八方 10/15追加 ＪＡ大北小谷給油所 ガソリンスタンド 下里瀬

鉄板Diningやまなみ 鉄板焼 瑞穂 白馬グリーンスポーツの森 サービス業 深空 みなとや 古民具、学校洋品販売 雨中

NIKU雅（にくまさ） ステーキレストラン みそら野 Mauka outdoor アウトドアガイドツアー 岩岳切久保 キタムラ時計店 時計販売・電池交換・修理、写真撮影ほか 下里瀬

炭火焼肉　深山 炭火焼肉店 八方口 白馬ライオンアドベンチャー アウトドア体験 八方 近江金物店 金物販売、設備工事 下里瀬

深山成吉思汗 生ラムジンギスカン専門店 エコーランド Hakubounce（ﾊｸﾊﾞｳﾝｽ） アクティビティ施設、トランポリンパーク 岩岳切久保 ＪＡ大北小谷営農センター 資材販売 雨中

和牛こうべ家 焼肉 みそら野 白馬EXアドベンチャー アスレチック、ラフティング 岩岳切久保 小谷ファットバイクセンター 自転車販売・修理・点検 栂池

炭火焼肉まるかめ 焼肉 エコーランド ヤマノオト トレッキング、クライミング 大出 神レーシングサービス 自動車販売、整備 川内

炭火串焼とり克 やきとり屋 エコーランド スカイブルー八方尾根パラグライダースクール パラグライダー体験 八方 おみやげMoMo お土産・コンビニ商品販売 栂池

そば神　白馬店 そば店 白馬町 白馬パラトピア五竜パラグライダースクール パラグライダー体験 飯田五竜 スクリーン403 お土産品、酒類、スポーツ用品販売 栂池

手打蕎麦　和味亭 そば店 八方 白馬山荘 山小屋 その他 石川売店 酒類、土産品、雑貨ほか販売 月岡

手打そば一ぷく そば店 白馬町 五竜山荘 山小屋 その他 石川商店 酒類、土産品販売 千国

蕎麦処　りき そば店 瑞穂 キレット小屋 山小屋 その他 池原屋米穀店 米販売、精米 下里瀬

そば工房　林檎舎 そば店 八方 白馬マウンテンクロス スポーツジム、ヨガ、パーソナルトレーニング 白馬町 アライスポーツ スポーツ用品 栂池

そば処　山人 そば店 飯田五竜 (有)どんぐり 別荘管理、オートキャンプ場 どんぐり 道の駅おたり 売店、温泉入浴、食堂 北小谷

ジンホア白馬店（一時休業中） 中華料理 瑞穂 8/18修正 白馬森のわさび農園 わさび農園、オートキャンプ場 飯森 つちのいえ 栃餅の製造・販売 大網 7/22追加

中国料理　桂花 中華料理 深空 kira kira glass. ガラス製アクセサリー制作体験、展示販売 瑞穂 おたり名産館 小谷特産品販売、食堂 雨中 7/28追加

麺屋　白馬飯店 ラーメン店 八方口 白馬ガラス工房GAKU とんぼ玉作り体験・制作・販売 瑞穂 ローソン小谷店 コンビニエンスストア 下里瀬 7/28追加

温泉らーめん八方美人 ラーメン店 八方 十郎の湯 日帰り温泉 飯森 YショップJA大北　小谷店 コンビニエンスストア 雨中 7/30追加

アンクルスティーブンス メキシカンレストラン 八方 白馬塩の道温泉　倉下の湯 日帰り温泉 どんぐり JA大北　山菜加工場 小売 番場 7/30追加

チェリーパブ 洋食レストラン みそら野 プロジェクト白馬グループツアープロジェクト 旅行業 沢渡 JA大北　小谷農機 小売 雨中 7/30追加

レストラン　ミーティアダイニング レストラン みそら野 JHNトラベル（白馬ベースキャンプ） 旅行業、バスターミナル（観光案内所） エコーランド 中田石油 株式会社　小谷支店 ガソリンスタンド 雨中 7/31追加

白馬タップルーム(白馬パノラマホテル内） レストラン 八方 ラ・プラース編集室　白馬印刷 印刷物制作 白馬町 雪ん子 おみやげ 栂池 8/4追加

レストランかしわ レストラン 白馬町 スノーナビ インターネット情報提供サービス・HP企画制作ほか 白馬町 株式会社Eagle 自動車販売、修理、部品 宮の下 8/19追加

Prairie レストラン みそら野 タガヤスマリーズ ITコンサルティング、ホームページ作成ほか 新田

FISH REPUBLIK レストラン 白馬町 DESIGN/PRINTSHOP COVS Web・紙媒体デザイン制作、ちらし等印刷 大出 【サービス業ほか】

ピラール レストラン＆カフェ 八方 やまいちクリーニング クリーニング業 深空 店舗・施設名 業種・商品内容 地区

ルポゼ白馬 レストラン、喫茶 瑞穂 ほづみ自動車工業 自動車整備 飯森 栂池パノラマウェイ 栂池ゴンドラリフト、栂池ロープウェイ 栂池

HAKUBA COFFEE STAND カフェ 白馬町 中村自動車整備工場白馬店 自動車整備 深空 白馬つがいけWOW！ アドベンチャー施設 栂池

Penguin Cafe Hakuba カフェ エコーランド 内川商会 自動車販売・設備 白馬町 コナユキカフェ 飲食 栂池

Lion Cafe カフェ 八方 Hakuba MTS スキーチューンナップ 飯森 栂の湯売店 お土産 栂池

ママノマ カフェ、リラクゼーション 八方 ボードチューン雪蔵 スキー・スノーボードチューンナップ みそら野 大池山荘 山小屋 その他

Cafe ももっか カフェ、レストラン、洋菓子販売 白馬町 白馬観光タクシー タクシー業 白馬町 栂池ヒュッテ 山小屋 その他

流星花園 カフェ、レンタサイクル みそら野 カットハウス　ぐるーびー 美容室 森上 栂池パーク スキー場内飲食店 栂池

Bear's Cafe カフェ・レストラン・ホームメイドアイスクリーム エコーランド HAIR Hips 美容室 めいてつ 白馬コルチナスキー場 スキー場 コルチナ

自然派喫茶Sol ベジタリアンカフェ 飯田五竜 さわ美容室 美容室 白馬町 サンテインおたり 食堂、入浴、売店、宿泊 下里瀬

B-cafe カフェバー（冬のみ営業） エコーランド Hair Studio senses 美容室 深空 湯原温泉　猫鼻の湯 温泉 北小谷

別邸ねこ処みなみ家 ねこカフェ 瑞穂 美容院　みねむら 美容室 森上 クリーニング姫川舎 クリーニング業 下里瀬

喫茶COM 漫画喫茶 深空 大塚＆キューピッド美容室 美容室 瑞穂 ミヤジマボディー 自動車板金塗装、自動車備品販売 下里瀬

メキシカン☆食堂 飲食店 エコーランド 7/27追加 ヘアーサロンあらさわ 理容店 白馬町 小谷観光タクシー タクシー 池原下

SEASHA カフェ＆ドッグラン 和田野 7/28追加 ヘアーサロンマユミ 理容店 三日市場 整体院マウントケア 整体院　揉みほぐし、ストレッチなど 白馬乗鞍

カフェド4260 レストラン・カフェ 八方 7/29追加 リラクゼーションサロン Chill Life リラクゼーション 白馬町 やまさと林業 支障木伐採等 峰

sounds like café コーヒー、ハンバーガー、菓子ほか エコーランド 7/29追加 松倉健二鍼灸整骨院 酸素カプセルのみ 森上 life perch コーチング、財務コンサルティング 栂池

森のピッザ（夏季営業終了） 宅配ピザ 和田野 瀬沼整体術 整体 飯田五竜 藤原事務所 土地家屋調査士 雨中

居酒屋　花舎 居酒屋 白馬町 7/31追加 癒幸堂 整体、フィットネス 八方 栂池ゴルフセンター ゴルフ練習場 栂池 7/28追加

おばんざい＆かふぇ　ごま 飲食店 深空 8/3追加 Preschool MAI.MAI Preschool、保育、託児、幼児教育、カルチャースクール 八方 サロン・ド・ボーイ 美容室 宮ノ下 7/28追加

The Beach Bar バー 和田野 8/3追加 ホワイト喫茶 聚楽 カラオケ 白馬町  'S'ウェルネスクラブ小谷 スポーツジム、フィットネスクラブ 北小谷 7/31追加

The Forest Glamping&Grill グランピングBBQ 和田野 8/3追加 しろうま会計事務所 税理士事務所 飯森 安春電気商会 電気工事業 雨中 8/6追加

Roof Top Beer Garden & BBQ@Kokoro Hotel ビアガーデン & BBQ 八方 8/3追加 北アルプス総合案内所 観光案内所 白馬町 7/27追加 おたり自然学校 キャンプ場運営、ネイチャーガイド 石坂 8/6追加

珈琲 せんじゅ 飲食、喫茶店、パン製造販売 八方口 8/3追加 白馬三枝美術館 美術館 みそら野 7/29追加 奉納温泉 温泉施設 奉納 8/7追加

ポチのたこ焼き 飲食店（たこ焼き、定食） 八方口 8/3追加 白馬八方温泉　八方の湯 外来入浴、飲食、土産品販売 八方 7/29追加 アロマサロン「sankayo」 アロマサロン 栂池 9/4追加

華火 飲食店 飯田五竜 8/3追加 白馬八方温泉　みみずくの湯 外来入浴、飲食、土産品販売 八方口 7/29追加 理容イチカワ 理容業 雨中 9/15追加

MENYA GOKU らーめん店 白馬町 8/4追加 白馬八方温泉　おびなたの湯 外来入浴 和田野 7/29追加

インディーモモ 飲食店 瑞穂 8/4追加 白馬八方温泉　郷の湯 外来入浴（冬期のみ） 八方 7/29追加 【宿泊業】

手打そば　双葉 さ 日本そば店 白馬町 8/4追加 北原館 伝筆(つてふで)講座、パステル講座 飯田五竜 7/31追加 店舗・施設名 業種・商品内容 地区

モンピジョン ケーキ、パン、ピッザ みそら野 8/6追加 白馬フィールドスポーツジム スポーツジム、フィットネスクラブ 蕨平 7/31追加 アースマンズ栂池 BBQ、宿泊 栂池

移動屋台ikayakiこやまん ｷｯﾁﾝｶｰによる大阪いか焼き及びﾄﾞﾘﾝｸ販売 白馬町 8/12追加 ㈲田中自動車 自動車販売、修理 飯森 7/31追加 アースマンズ栂ノ森 温泉、宿泊 栂池

Lucky Pete's Café and Bar 飲食店 白馬町 8/12追加 Snow Connections Hakuba Connect誌の広告、デザイン制作 みそら野 7/31追加 雨飾荘 宴会・入浴（要予約）、宿泊、売店 小谷温泉

庄屋丸八ダイニング 飲食店（居酒屋） 新田 8/17追加 森のピラティス ピラティス  レッスン 佐野 8/1追加 栂池山荘 食堂、売店、宿泊 栂池

こいや 飲食店 八方 8/18追加 Mominoki Luxury Travel 旅行業 和田野 8/3追加 ホテル白馬荘 温泉入浴、宿泊 姫川温泉

おうちカフェ ほがらか 飲食店（軽食など） みそら野 8/18追加 (株)大糸　エイブル白馬五竜IIMORI スキー場（リフト券、レストラン、レンタル、売店） 飯森 8/3追加 小谷温泉大湯元 山田旅館 温泉旅館、日帰り入浴 小谷温泉

白馬飯店 飲食店 みそら野 8/18追加 (株)大糸（RIKE HAKUBA MTB TOUR） マウンテンバイクを使った白馬村内ガイドツアー 飯森 8/3追加 白馬ベルグハウス 宿泊 栂池

自然派ペンション パンプキン ランチ、ディナー（予約制） みそら野 8/20追加 (有)カーホーラム 自動車整備 飯田五竜 8/3追加 ロッヂ招仙 宿泊 栂池

BASE Hakuba株式会社 カフェ 飯田五竜 8/24追加 (株)エヴァーグリーン･アウトドア―センター アウトドアガイド業 山麓 8/6追加 ホテルベルハート 宿泊、宴会 栂池 7/31内容修正

Chichukai ジェラートショップ みそら野 8/27追加 リトルファーム ハッシー 乗馬体験 めいてつ 8/17追加 ホテルベルクールイノマタ 宿泊、飲食 栂池

Hige 飲食店 エコーランド 8/28追加 Hair do coqu'e 美容室 みそら野 8/18追加 ホテルサニーバレー 宿泊、宴会 栂池

牛緒 飲食店（焼肉） 白馬町 9/7追加 a blessing ジュエリー製造と販売 森上 8/18追加 ペンション神戸っ子 宿泊、宴会 栂池

ARISUE SPICE キッチンカ―営業 ー 9/25追加 ヘアーサロン イイジマ サービス業 森上 8/31追加 ホテルグリーンプラザ白馬 ホテル コルチナ

グリル こうや カフェレストラン 八方口 10/5追加 コキア 美容業 森上 10/7追加 栂池観光ホテル ホテル 栂池

ガスト白馬店 ファミリーレストラン 深空 10/30追加 わらび平山荘 旅館 白馬乗鞍

【宿泊業】 姫川温泉湯の宿 朝日荘 旅館 姫川温泉

【小売業】 店舗・施設名 業種・商品内容 地区 Slopeside Chalet 貸別荘 栂池 7/28追加

店舗・施設名 業種・商品内容 地区 ペンシオーネ　ランタンリルン 飲食 飯田五竜 プチホテル　アイリス 宿泊、宴会、仕出し 白馬乗鞍 7/29追加

清水衣料 衣料品販売 白馬町 白馬樅の木ホテル グランピング、BBQ、レストラン、売店 和田野 白馬アルプスホテル 宿泊、宴会、食事 白馬乗鞍 7/29追加

信光石油 神城給油所 ガソリンスタンド 飯田五竜 ホテル対岳館 宿泊 八方 HAKUBA LODE OMUSUBI 簡易宿泊所、貸し会議室 白馬乗鞍 8/3追加

信光石油 白馬給油所 ガソリンスタンド 白馬町 セブンスヘブンハクバ 宿泊 みそら野 サンライズタンネ 旅館業、お弁当 栂池 9/4追加

ＪＡ大北アルペンロード神城給油所 ガソリンスタンド 飯田五竜 白馬　山のホテル 宿泊 八方

ＪＡ大北白馬アルプス給油所 ガソリンスタンド（配達含む） 新田 ペンション　クック 宿泊 飯田五竜 【建設・建築業】

白馬シェル石油 ガソリンスタンド 深空 白馬マウンテンシャレー 宿泊 深空 店舗・施設名 業種・商品内容 地区

ティエヌサービス 家電販売、修理 飯森 ホテルそよ風 宿泊 エコーランド 深沢工務店 建築業 川内

革小物　LykkeTil 革製品販売 みそら野 ペンションマリオネット 宿泊 エコーランド 大糸木材 製材業、薪ストーブ用薪販売 千国

広進堂靴店 靴販売 白馬町 ホテル けやきの樹 宿泊 和田野 小谷屋根 屋根工事業 中土

オーブス 化粧品、日用品等水製品製造販売 深空 ペンション ピンクポピンズ 宿泊 佐野 今井工務店 リフォーム、取付、修繕ほか 北小谷

よろづや化粧品店 化粧品販売 白馬町 ロッジつらら 宿泊 新田 有限会社トクタケ 一般建築 白馬乗鞍 8/4追加

ローソン信州白馬八方店 コンビニエンスストア 八方 ブレイズクラブ 宿泊 和田野 花岡設備 住宅設備 泥崎 8/4追加

藤美商会 建設・配管資材、工具ほか販売 白馬町 The Hakuba Company（宿泊施設） 宿泊 和田野ほか 宮沢工務店 建築業 峰 8/24追加

ＪＡ大北北部営農センター 資材販売 飯田五竜 プチホテル　グラスハウス 宿泊、飲食 新田

ＪＡ北部営農センター　ハピア営農店 資材販売 白馬町 白馬ホテル扇屋 宿泊、宴会、会食 八方 【製造業】

コメリ　ハード＆グリーン白馬店 ホームセンター 飯森 信州白馬八方温泉　しろうま荘 宿泊、貸切温泉（日中） 八方 店舗・施設名 業種・商品内容 地区

MTB rider's Lounge 「Happy Trail」 Hakuba Branch 自転車販売・修理 岩岳切久保 EN TO EN HAKUBA LODGE 宿泊、カフェ 岩岳切久保 トータルタタミサービス 畳、ふすま、障子、クロス、カーペット 川内

(株)藤森 酒類販売 森上 ペンション ナゲットイン 宿泊、ディナーサービス（要予約） エコーランド 平田製畳 畳製造 栂池

酒の德竹 酒類販売 飯田五竜 白馬ハイランドホテル 宿泊、日帰り天然温泉 蕨平 パン香房　一輪の華 パン製造、販売 雨中 7/31追加

かじくら 酒類販売 瑞穂 旅館　木塵 宿泊、ビン詰製造（ジャム） 三日市場

ファミリーショップまるた 酒類販売 佐野 プチホテルアンシャンテ 宿泊、レストラン みそら野

松屋 酒類販売 白馬町 ローゼンハイム白馬 宿泊、レストラン、お米販売 八方 =大型店

大国屋支店 食肉・業務用食品販売 白馬町 ハーブの宿　檪（kunugi） 宿泊、レストラン、雑貨販売 みそら野

大国屋本店 食肉販売 白馬町 白馬リゾートホテル　ラネージュ東館 宿泊、レストラン、売店 和田野

白馬精肉店 食肉販売 白馬町 白馬ペンションありえすか 宿泊 落倉

篠崎物産 食料品卸・販売 沢渡 Chillps ペンション 飯田五竜

自然食品の店 halo 食料品販売 エコーランド ペンション・セレナーデ ペンション、飲食、パン等テイクアウト みそら野

アルプス名産品店 果実販売 白馬町 白馬ロイヤルホテル ホテル 白馬町

安曇野水産 魚介類販売（信州サーモン・シナノユキマスほか） 大出 ホテルシェラリゾート白馬 ホテル 落倉

SATORU COFFEE コーヒー豆販売、喫茶 みそら野 白馬東急ホテル ホテル 和田野

ヒュッテニポポ ベーグル販売、自転車販売 和田野 レストラン＆ホテル　トロイメライ ホテル、レストラン みそら野

ザ・ビッグ白馬店 食料品等販売 深空 ホテルステラベラ リゾートホテル 飯田五竜

Ａ・コープ白馬店（ハピア） スーパーマーケット 白馬町 白馬ホテルパイプのけむり リゾートホテル 山麓

デリシア白馬店 食品スーパー 白馬町 白馬ひふみ 旅館 八方

スノーファームHakubaいちご園 いちごハウスでの直売、いちご狩り 瑞穂 Pals Inn雷鳥 旅館 飯田五竜

山本新聞店 新聞販売 白馬町 八方温泉まるいし 旅館 八方

白馬ヤマトヤ スポーツ用品販売 白馬町 ロッヂ　リバーサイドやまや 旅館業 飯田五竜

白馬スポーツ スポーツ用品販売 白馬町 ワイスホルン ロッヂ、レストラン（冬季のみ） 八方

ザ・ボーディング・コー スキー・スノーボード用品販売 白馬町 Fire Fly Apartments 貸別荘 エコーランド 7/28追加

スキーバム商会 スキー・スノーボード用品ほか販売 深空 Kokoro Hotel Hakuba 宿泊 八方 8/3追加

GARAGE９０２ スノーボード＆スポーツアパレル販売 エコーランド 白馬カナディアンロッジ 宿泊 和田野 8/3追加

BLUE CLIFF 登山用品販売 白馬町 Hopetree Hakuba 宿泊 飯田五竜 8/3追加

ホテル五龍館 宿泊、飲食(ﾚｽﾄﾗﾝ、宴会)、日帰り温泉 八方 8/7追加

7/28内容追加

7/30内容修正

8/6内容修正

7/29施設名・内容修正

白馬村

7/29追加･8/31修正

7/29施設名・内容修正

10/30追加

12/22追加

（令和2年12月23日現在）順不同


