
令和4年度　白馬村プレミアム付商品券取扱事業所一覧表　　（令和4年7月26日現在）

[288店舗]

【サービス業ほか】 （順不同）

店舗名 店舗の地区 取扱商品・サービス 地区番号

森のピラティス 佐野 ピラティスレッスン （マシン、マット）、プライベート、グループ等

倉リ農園 沢渡 農業　収穫体験、農産物 7/25追加

ぴざかや陶芸くらぶ 堀之内 森の中での陶芸体験教室。作りたいモノに合わせてアドバイスいたします。雨もOK！ワンちゃんご一緒OK！

ヘアサロン　マユミ 三日市場 理容室 7/20追加

HakuBounce 飯田 トランポリンパーク

ヤマノオト 飯田 アクティビティ　アウトドアクライミング・登山

白馬パラトピア五竜パラグライダースクール 飯田 パラグライダー体験が出来る施設です。

株式会社五竜 飯田 スキー場、植物園、レストラン、お土産、ゴンドラ・リフト券

瀬沼整体術 飯田 整体施術

北原館 飯田 《伝筆（筆文字）・パステルアートetc》講座

有限会社白馬カーホーラム 飯田 自動車修理・販売

ヘアサロン　ラ・ポルタ 飯田 美容室 7/21追加

ほづみ自動車 飯森 自動車修理

Hakuba47 飯森 体験施設入場料

十郎の湯 飯森 日帰り温泉施設

IIMORIオートキャンプ場 飯森 オートキャンプ場

RIKE HAKUBA MTB TOUR 飯森 マウンテンバイクガイドツアー

有限会社　田中自動車 飯森 自動車修理全般・ 車検

HAIR Hips めいてつ 美容サービスと商品の販売

Hair Studio senses 深空 カット　パーマ　カラー　

白馬グリーンスポーツの森 深空 アクティビティ・キャンプ・BBQ

やまいちクリーニング 深空 洋服 布団 カーペット他の  クリーニング

(有)中村自動車整備工場白馬店 深空 自動車修理

hair do coque （ヘアードゥコキュ) みそら野 美容業  シャンプー　スタイリング剤など  　　　　　

ボードチューン雪蔵 みそら野 スキー・スノーボードのメンテナンス。ワックス・チューンナップ用品の販売。

～Relaxation Salon～　Rosewood_ Aroma みそら野 押すボディケア、フェイシャル、フットケア、アロマトリートメント、リフレクソロジー、フットバス 7/14追加

ほぐし処まことや 八方 もみほぐし整体（※事前予約制）

スカイブルー八方尾根パラグライダースクール 八方 タンデムフライト体験

白馬ライオンアドベンチャー 八方 アウトドアアクティビティー

癒幸堂 八方 整体・ フィットネス 

八方駐車場 八方 駐車料金（ゴンドラリフト乗り場付近　A駐車場・B駐車場・C駐車場）  

アダムプラザ 八方 土産品販売　売店

うさぎ平テラス 八方 飲食　イエティ・チャチャ・USAGIDAIRA CAFE・Hakuba Mountain Beach

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

白馬八方　黒菱ライン 八方 黒菱第3ペアリフト、グラートクワッドリフト乗車券購入にご利用いただけます。

白馬八方温泉　郷の湯 八方 温泉利用時のお支払いにご利用いただけます。※冬季のみ営業
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令和4年度　白馬村プレミアム付商品券取扱事業所一覧表　　（令和4年7月26日現在）

[288店舗]

店舗名 店舗の地区 取扱商品・サービス 地区番号

白馬八方温泉　おびなたの湯 八方 温泉利用時のお支払いにご利用いただけます。※夏期のみ営業

白馬八方温泉　八方の湯 八方 温泉利用時のお支払いにご利用いただけます。

白馬ヘリコプター遊覧飛行 和田野 白馬ヘリコプター遊覧飛行を運営しています。

スパイシー和田野店 和田野 アウトドア用品レンタル・販売 7/25追加

kirakira glass. 瑞穂 とんぼ玉作りをはじめ、ガラスを使ったアクセサリーの制作体験。ガラスアクセサリーの販売。

大塚&キューピッド美容室 瑞穂 カット.カラー.パーマ.まつエク

白馬ガラス工房GAKU 瑞穂 とんぼ玉作り体験、ガラス細工アクセサリー

白馬八方温泉　みみずくの湯 八方口 温泉利用時のお支払いにご利用いただけます。

スタジオ森 白馬町 証明写真　　プリント　用品

ヘアーサロンあらさわ 白馬町 ヘアカット、カラー、シェービング、シャンプー等の販売

リラクゼーションサロン　Chill Life 白馬町 ボディケア(もみほぐし)40分から120分  リフレクソロジー(脚または手)40分

白馬BLUECLIFFマウンテンガイド＆プロショップ 白馬町 山岳ガイド業、登山＆スキー用品のプロショップ

さわ美容室 白馬町 カット、パーマなど！

株式会社スノーナビ 白馬町 インターネット広告、Webサイトの企画・構築・デザイン、Webサイト周辺サポート、各種印刷

白馬アップル薬局 白馬町 処方箋調剤、一般医薬品、雑貨

Hakuba mountaincross 白馬町 グループやプライベートで筋力トレーニングやモビリティヨガのクラスを開催しています。

白馬観光タクシー株式会社 白馬町 タクシー業

白馬印刷 白馬町 名刺・はがき・チラシ・帳票類の制作、印刷

Harumona -eyelash salon- 白馬町 まつげエクステ  まつげパーマ  ハリウッドブロウリフト（眉毛）

美容　コキア 森上 美容　全般

ヘアーサロン　イイジマ 森上 理美容に従事したサービス

美容室カットハウスぐるーびー 森上 カット、カラー、パーマ、まつ毛パーマ

松倉健二鍼灸整骨院 森上 酸素カプセル

美容院　みねむら 森上 美容施術一般、着付、訪問美容

スパイシー岩岳店 新田 アウトドア用品レンタル・販売 7/25追加

岩岳マウンテンリゾートチケットセンター 切久保 岩岳マウンテンリゾート入場券

白馬フィールドスポーツジム 蕨平 スポーツジム

【飲食】

店舗名 店舗の地区 取扱商品・サービス 地区番号

くらり食堂 沢渡 食事 7/25追加

GARDEN&CAFE EST A 飯田 ピザ、ドリンク、アルコール、花苗

そば処　山人 飯田 蕎麦各種

pizzakaya country road 飯田 ピザをメインとした呑んで食べれる居酒屋です。

まるに茶房 飯田 スパイスカレー・ラーメン・丼もの・ケーキ・コーヒーなど

高橋家 飯田 ラーメン、餃子、ビール

自然派喫茶Sol 飯田 白馬村近郊の旬なオーガニック野菜をたっぷり使ったランチや焼き菓子、スペシャルティコーヒーなどなど
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令和4年度　白馬村プレミアム付商品券取扱事業所一覧表　　（令和4年7月26日現在）

[288店舗]

店舗名 店舗の地区 取扱商品・サービス 地区番号

酒菜肴房ゆきまる 飯田 居酒屋

大黒食堂 飯田 定食、麺類、丼もの。  

餃子のホソカワ 飯田 餃子、ラーメン、日替わり定食、テイクアウトOK

農家のキッチン（ユースビラ白馬とおみ） 飯田 地産地消の十割そば、ガレット 7/21追加

白馬農場　Kitchen&Marche農かふぇ(農かふぇ白馬そだち） 飯森 飲食、弊社栽培の農産物及びその加工食品の販売

白馬農場　gelateria(ジェラテリア農かふぇ） 飯森 新鮮な生乳と野菜や果物など、弊社農場で収穫した素材を活かしたジェラートの販売

虹屋丼丸白馬店 飯森 寿司屋が始めた海鮮丼のお店。全100種類、並盛り550円(税込)から。新商品の丼丸しゅうまいも販売中

中国料理　桂花 深空 飲食

Coccola J (コッコラ　ジェイ） みそら野 洋食ランチ・デザート・ドリンク・テイクアウト弁当・焼き菓子等

Prairie みそら野 レストラン

SATORU COFFEE みそら野 コーヒー豆の販売、喫茶営業

おうちカフェ ほがらか みそら野 こだわりのサクサク焼きたてハンバーガーと 手作りスイーツ

チェリーパブ みそら野 ピザ

イタリアンダイニング　ペンションショウ みそら野 イタリアンレストラン（※要予約）、テイクアウト可

まる's Kitchen Waffle stand みそら野 キッチンカーを自宅に設置し、ワッフルとドリンクの提供。

Meteor Dining 案山子の隠れ家 みそら野 季節の創作料理・ ベジタリアンメニュー・ キッズスペース

和牛　こうべ家 みそら野 ご利用に制限は御座いません。ご来店時にチケットのご利用をお伝え下さい。

NIKU雅（ニクマサ） みそら野 赤身の塊ステーキと粗挽きハンバーグステーキを落ち着いた雰囲気で味わっていただきます

無国籍料理ようこさん家 みそら野 日替わりお弁当、ハヤシライス、イタリア風石焼きビビンバ、ピザ、パスタ、丼物など

SANFERMO PIZZA ET BBQ みそら野 レストラン　ピザ、グリル 7/21追加

マダム　ユキモク みそら野 レストラン、味噌販売、宿 7/22追加

あすなろワイン食堂 エコーランド ワイン、ビールなど酒類全般と食事の提供。

カフェダイニング　ツェルマット エコーランド モーニングのセット、ランチのセット、ディナー（※要予約）

sounds like cafe エコーランド コーヒーとサンドイッチ等の食事メニューの提供

ラントハウス　ダンクルネッツ エコーランド ランチ　ディナー　パーティなど  予約制で各種お食事を承ります。  お電話ください。

HINABE エコーランド レストラン

Penguin Cafe Hakuba エコーランド ドリンク類(コーヒー・ソフトドリンク各種）、モーニング、ハンバーガー、サンドイッチ等の提供

居酒屋 稗 エコーランド 焼き鳥・鶏の唐揚げ・信州サーモンのお刺身等居酒屋メニューを取り揃えております。

炭火串焼とり克 エコーランド 主にやきとりとお酒のお店です。

ダイニングバー　トマティート エコーランド 飲食を提供いたします

深山成吉思汗 エコーランド ジンギスカン

炭火焼肉まるかめ エコーランド 焼肉（牛肉） 7/20追加

CANTINA エコーランド コーヒー、メキシコ料理 7/22追加

こいや 八方 川魚料理、手打ちそば

LUCE by ARISUE SPICE 八方 信州和牛のスパイスカレーなどのスパイスごはんと、コーヒー・スムージー等のカフェレストラン。

Bar mercato(バール メルカート) 八方 イタリア料理ベースのお惣菜やお魚やお肉料理

Bar Refuel HAKUBA 八方 食事、ドリンクの提供
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令和4年度　白馬村プレミアム付商品券取扱事業所一覧表　　（令和4年7月26日現在）

[288店舗]

店舗名 店舗の地区 取扱商品・サービス 地区番号

NEO"和”食堂　一成 八方 そば・とんかつなどの和食店。

とんかつ専門店 つむぎ 八方 飲食提供

electrique エレクトリック 八方 カジュアルフレンチレストラン

まえだ 八方 そば・うどん・かつ丼・定食

ママノマ 八方 カフェ＆リラクゼーション  

温泉らーめん八方美人 八方 各種ラーメン

ライオンカフェ 八方 カフェ

The Club House 八方 カフェ

The Grill 八方 サラダ、パスタ、グリル、デザートを提供

喜八 八方 刺身・焼き鳥・からあげなどの料理や、生ビール・日本酒・焼酎など

Forest Garden SEASHA 八方 森の中のカフェ、ドッグランを併設しています。

三八商店 八方 飲食店

手打蕎麦　和味亭 八方 手打蕎麦、丼の他、馬刺しや天婦羅盛合わせなどの一品料理を提供。春から秋はテラス席も有りペット連れ可。

HAKUBA TAPROOM 八方 飲食代

そば工房　林檎舎 八方 手打ちそば屋

ハンドメイドハウス4260 八方 飲食代

アンクルスティーブンス 八方 テックスメックス(メキシカン料理)

Snow Peak FIELD SUITE HAKUBA KITAONEKOGEN 八方 イタリアンコースディナー　※１０月３１日までの期間限定 7/19追加

うら庭カフェ 八方 Cafe 7/21追加

創作料理　雪 八方 食事サービス 7/22追加

BLIZZARD 八方 レストラン 7/26追加

ピラール 山麓 洋食

森のピザ 和田野 手作りピザのレストラン、デリバリー、テイクアウト

First Class Kitchen by Mominoki Resort 和田野 白馬樅の木ホテルが運営するキッチンカー。

The Forest Glamping & Grill (白馬樅の木ホテル隣接) 和田野 広大な森の中のグランピングレストラン。ツリーハウスや焚き火の周りで焼きマシュマロなども楽しめる。

レストラン 沙羅（白馬樅の木ホテル内） 和田野 和洋折衷のビュッフェレストラン、テラスバーベキュープランあり。３５００円より。

アンドマウンテン 瑞穂 ハンドドリップコーヒー、ラテ、スイーツ、ランチ

ジンホア白馬店 瑞穂 中華

蕎麦酒房　膳 瑞穂 そば、一品料理

蕎麦処　りき 瑞穂 手打ち蕎麦・ガレット

香林亭 瑞穂 和食

鉄板Diningやまなみ 瑞穂 鉄板焼・ステーキ

別邸ねこ処みなみ家 瑞穂 ねこカフェ

インディーモモ 瑞穂 カレー、ナン、タンドリーチキン

きっちょんちょん 八方口 酒類、フード他

こじろう 八方口 お酒の提供・ お酒にあうおつまみ

珈琲せんじゅ 八方口 自家焙煎コーヒーと自家製酵母パンの販売  
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令和4年度　白馬村プレミアム付商品券取扱事業所一覧表　　（令和4年7月26日現在）

[288店舗]

店舗名 店舗の地区 取扱商品・サービス 地区番号

ちとせ 八方口 とんかつ屋です。テイクアウトも引き続きできます。

ポチのたこ焼き 八方口 たこ焼き、定食、お弁当

ふざけんぼう 八方口   特に冬のシーズンはアンコウの鍋とか、ブリのしゃぶしゃぶとか日本海から直送の材料の物です。

炭火焼肉深山 八方口 生肉

Fish Republik 白馬町 フィッシュアンドチップス、ネパール料理、ローストチキン、フィッシュ&チキンタコス　※デリバリー可能

いけ 白馬町 和食系居酒屋

和かふぇ　いちよし 白馬町 おにぎり・ ランチプレート・ コーヒー・ おしるこ 他

カフェ　ももっか 白馬町 ランチメニュー、食事、スィーツ、お飲み物、焼き菓子、テイクアウト弁当

ききょう屋 白馬町 蕎麦・寿司・刺身・定食・一品料理・各種飲み物

そば処　松庵 白馬町 そば、うどん

そば神　白馬店 白馬町 日本そば屋

バッカス(bacchus) 白馬町 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）

絵夢 白馬町 一般食堂

HAKUBA　COFFEE　STAND 白馬町 ドリップコーヒー、ソフトドリンク、コッペパンサンド等、他軽食の提供を行っています

居酒屋花舎 白馬町 酒類・焼き物・煮物・その他

手打そば　一ぷく 白馬町 そば・うどん・定食

十夢想屋 白馬町 おつまみ、酒

双葉まるさ 白馬町 蕎麦、天ぷら、ソースかつ丼、こんにゃく刺身

大衆酒場ニューフジヤ 白馬町 飲食

御食事処　摩椰 白馬町 美味しいボリュームのある定食、”はくばの豚”を使った特製ソースかつ丼はおすすめです！

割烹　さわど 白馬町 和食を中心にしたリーズナブルな価格で楽しんで頂けるコース料理を提供しています。

スナックさくら 白馬町 酒、カラオケ

有限会社　岳ずし 白馬町 寿司店

藤屋食堂 白馬町 飲食、喫茶

来夢来人 白馬町 洋食

ホワイト喫茶＆ミュージックハウス　聚楽 白馬町 飲食・カラオケ

グリンデル 白馬町 一般食事

赤だすき白馬製麺所 白馬町 ラーメン、そば、うどん　　製麺 7/26追加

さとん子 新田 飲食全般にご利用頂けます。　営業時間17時~21時(20時オーダーストップ）水曜定休

花笑cafe 新田 レストラン・カフェ・ テイクアウト

CHAVATY　白馬店 切久保 ティーラテ・スコーン

THE CITY BAKERY 白馬店 切久保 コーヒー等各種ドリンク、クロワッサンサンド他

SKY ARK  DECK CAFE 切久保 カレーなど

Hakuba DELI 切久保 地産地消のDELIスタイルカフェレストラン

純手打ち・和食　だいほういん 塩島 手打ちそば　うどん　日本海鮮魚を中心とした和食　厳選美味エビを使った天ぷら

古民家カフェ　かっぱ亭 大出 白馬村の季節食材を使った料理や自家焙煎珈琲、フルーツほおずきを使ったスイーツの店。
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令和4年度　白馬村プレミアム付商品券取扱事業所一覧表　　（令和4年7月26日現在）

[288店舗]

店舗名 店舗の地区 取扱商品・サービス 地区番号

【建設・建築】

店舗名 店舗の地区 取扱商品・サービス 地区番号

太田板金 沢渡 屋根・雨樋・外壁工事

有限会社　池田建設 飯田 建設・建築

リホーム白馬 深空 設備工事

小池電気 みそら野 電気工事  照明器具LED化   消防設備関連    他

守破離 瑞穂 建築工事

松沢アルミ建具店 八方口 アルミサッシ・ガラス・網戸

株式会社　白馬硝子店 白馬町 板ガラス、アルミサッシ、網戸他

有限会社　横田石材店 森上 石材・お墓の専門店。お墓の建設・修理・リフォーム。戒名彫り、クリーニングなど。

有限会社　宮田電気商会 塩島 電気工事、消防設備工事・点検

【宿泊】

店舗名 店舗の地区 取扱商品・サービス 地区番号

ペンションピンクポピンズ 佐野 食事、宴会等も受付けております。（要予約）

ペンションくるみ 飯田 宿泊の他、なっちゃんのマラサダドーナツや飲食のみにもご利用可能です。

白馬森のわさび農園オートキャンプ場 飯森 キャンプ、キャビンの宿泊、フィンランド式サウナのご利用(要予約)、ソフトクリーム・お土産品等の販売品

白馬マウンテンシャレー 深空 宿泊、ラフティング

プチホテルアンシャンテ みそら野 フランス料理とワインのプチホテル ディナー 18:00-　 5,500円又は6,600円　※要予約

ペンション・セレナーデ みそら野 ランチやパン・焼き菓子・ピザなどの飲食店の営業を行っております、利用は要予約（前日）になります。  

Hakuba Jade Chalet みそら野 宿泊施設

Hakuba Amber Resort みそら野 宿泊施設

コートヤード・バイ・マリオット白馬 みそら野 ご宿泊代金、サービス料、ご飲食代金。

ペンション　マリオネット エコーランド 宿泊代、飲食代

Grand Phenix Hakuba 八方 宿泊施設

バーンズケラー 八方 ドイツ料理　※ 冬季営業のみ（12月中旬オープン予定）

白馬山のホテル 八方 宿泊・レストラン・喫茶利用・お土産・温泉入浴・テントサウナ・フィンランドサウナ

白馬ホテル扇屋 八方 各種会食、テイクアウト、弁当等

ミミーズレストラン＆バー 和田野 イタリアンレストラン　※ 冬季のみ営業（12月中旬オープン予定）

白馬樅の木ホテル（もみのき） 和田野 リゾートホテル、ラウンジバー、売店、レストラン

白馬リゾートホテル　ラ ネージュ本館 和田野 ご宿泊

白馬リゾートホテル　ラ ネージュ東館 和田野 ご宿泊・お食事・お土産などの販売

ホテルけやきの樹 和田野 宿泊料金・飲食料金

あぜくら山荘 和田野 貸切露天風呂

カンパーニュ白馬 瑞穂 貸しコテージ

ルポゼ白馬 瑞穂 宿泊

白馬ハイランドホテル 蕨平 日帰り天然温泉「天神の湯」入浴、売店「スマイルshop　898（ハクバ）」、ダイニング「ほわいえ」
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令和4年度　白馬村プレミアム付商品券取扱事業所一覧表　　（令和4年7月26日現在）

[288店舗]

店舗名 店舗の地区 取扱商品・サービス 地区番号

天狗山荘 山小屋

白馬岳頂上宿舎 山小屋

白馬鑓温泉小屋 山小屋

白馬山荘 山小屋

八方池山荘 山小屋

【小売】

店舗名 店舗の地区 取扱商品・サービス 地区番号

ファミリーショップまるた 佐野 酒類 7/25追加

ギフトショップ　Ｍ＆Ｋヤマギシ 沢渡 法事返礼品　各種内祝　婚礼引き出物　快気祝い　各種景品　トロフィ・メダル等

セブンイレブン白馬神城店 沢渡 コンビニエンスストア 7/22追加

Floral Design Studio MIKI&CO. 三日市場 生花、ドライフラワー   冠婚葬祭装花　等

JA大北アルペンロード神城給油所 堀之内 石油類・自動車関連商品販売

一力屋商店 堀之内 酒類・日用雑貨

ＪＡ大北　北部営農センター資材店 飯田 農業資材（肥料・農薬等）の販売　

信光石油(株)神城給油所 飯田 燃料油他、給油所で扱っている商品及びサービス（タイヤ交換等）全般でご利用いただけます。売掛支払い不可

藤野屋 飯田 医薬品・酒類・食品

道の駅 白馬 飯田 白馬村の特産品、地場野菜、土産品等

有限会社　徳竹 飯田 清酒・ビール・焼酎・リキュール・スピリッツ配達します。

COUNTRY SHOP そらいろのたね 飯田 カントリー雑貨、キッチン雑貨、ガーデングッズ、ハンドメイド作品 7/20追加

SweetShot 飯森 洋菓子販売・喫茶営業

ローソン白馬神城店 飯森 コンビニエンスストア

有限会社ティエヌサービス 飯森 家電商品、修理サービス、業務用空調機器、家庭用空調機器

コメリ　ハード＆グリーン白馬店　※大型店 飯森 ホームセンター 7/25追加

JA大北北部工機燃料センター　農機具 深空 農機具販売・修理

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

ザ・ビッグ白馬店　※大型店 深空 食料品・衣料品・家庭用品

スキーバム商会 深空 スキー・スノーボード用具とアウトドア衣料品および生活雑貨

ラッピー 深空 山用品、山作業全般、アウトドアスポーツ用品小売

アメリカンドラッグ白馬店 深空 ドラッグストア

革のお店 LykkeTil みそら野 革小物、革製品

SWEETS&BAKERY  サクララ みそら野 オリジナルパン/スイーツ製造、販売

GARAGE902 エコーランド スノーボードショップ

ヤマザキショップ白馬ジャジャ エコーランド 白馬土産品、酒類、食品、日用雑貨

VEX select museum エコーランド スポーツ用品・衣料 7/22追加

マウント 八方 土産物、酒類、ジュース他食品等

ローソン信州白馬八方店 八方 コンビニエンスストア
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令和4年度　白馬村プレミアム付商品券取扱事業所一覧表　　（令和4年7月26日現在）

[288店舗]

店舗名 店舗の地区 取扱商品・サービス 地区番号

白馬SWEETS工房　Ricca 瑞穂 メイン商品はバームクーヘン(はくばうむ)。その他プリンやデコレーションケーキ等を製造・販売

有限会社かじくら 瑞穂 酒類全般・ジュース飲料

OTTO donuts hakuba 八方口 ドーナツ販売、テイクアウト

FULLMARKS白馬店 八方口 アウトドア用品、スキー、スノーボード用品

アルプス名産品店 白馬町 信州の旬の果物を販売し地方発送しております。

好日山荘　白馬店　※大型店 白馬町 登山用品・アウトドア用品

株式会社　太田造園 白馬町 植木・花販売

大国屋 白馬町 食肉・食肉加工食品など

THE NORTH FACE GRAVITY 白馬店　※大型店 白馬町 アウトドア用品全般の販売

デリシア白馬店　※大型店 白馬町 生鮮食品スーパー

株式会社長野県A・コープ　白馬店　※大型店 白馬町 生鮮食品・日用品等

マツモトキヨシ白馬店　※大型店 白馬町 医薬品、化粧品、日用品、食品の販売。接客サービス。

藤美商会 白馬町 建築金物、塗料、管材、電動工具、合鍵

白馬スポーツ 白馬町 スポーツ用品

株式会社　松屋 白馬町 酒類・タバコ等

シューズショップ広進堂 白馬町 防寒靴　トレッキングシューズ　ベビーからメンズ・レディース靴全般

信光石油(株)白馬給油所 白馬町 燃料油他、給油所で扱っている商品及びサービス（タイヤ交換等）全般でご利用いただけます。売掛支払い不可

大国屋本店 白馬町 精肉、ソーセージ、加工品

よろづや化粧品店 白馬町 化粧品、ヘアー用品

白馬精肉店 白馬町 豚肉・鶏肉・ラム肉  

（有）山本新聞店 白馬町 新聞販売  チラシ折込　  書籍販売

太田薬局 白馬町 医薬品販売・漢方相談

有限会社　白樺土産店 白馬町 お菓子・漬物・工芸・布製品・他小物

おじさんの店 白馬町 土産品

藤屋土産品店 白馬町 お土産、喫茶

（有）内川商会 白馬町 ・自動車、二輪車、農機具、除雪機の販売及び修理　・車検及び法定点検　・合鍵作製　・自動車保険取り扱い

白馬ヤマトヤ 白馬町 スポーツ用品小売業

明寿堂 白馬町 文具・事務用品・家具・OA機器消耗品の販売

round About 白馬町 スノーボード用品、スケートボード用品、アパレル 7/25追加

Hakuba Gallery & Gifts 白馬町 地元作家さんの作品、オリジナル商品ほか 7/26追加

いちます 土産品店 森上 土産品（雷鳥の里・DFCジャム・えんめい茶など）

クラフトショップ森の生活 森上 白馬マウンテンアート額絵、翡翠シルバージュエリー、作品集ほか著作本、アクセサリー、ステッカーなど販売

藤森酒店 森上 酒類

JA大北アルプス給油所 新田 石油類・自動車関連部品販売

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

まるしち Gallery  & Shop 新田 手染めバッグや、カミジョウミカさん、マリエさんら長野在住の作家達の可愛いくて個性あふれるグッズを販売

ノア売店 切久保 土産品
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令和4年度　白馬村プレミアム付商品券取扱事業所一覧表　　（令和4年7月26日現在）

[288店舗]

店舗名 店舗の地区 取扱商品・サービス 地区番号

【製造】

店舗名 店舗の地区 取扱商品・サービス 地区番号

オーブス株式会社 深空 化粧品、生活ケア品、ペット用製品、飲料水

白馬の酵母パン koubo-nikki 瑞穂 白馬村の自然の恵みから酵母をおこし、自家製酵母パンを製造・販売しています。

西沢製畳 八方口 畳製作、畳張替、障子張替（小畳プレゼント）

菓子工房くりくり倶楽部 白馬町 チーズケーキ

マテリアル白馬 森上 砂・砂利・砕石の販売、配達
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