
【白馬八方尾根ウィンターシーズン 2019-2020共通利用券/共通宿泊商品券の対象施設・対象サービス／特典】 

分類 対象施設名 対象サービス 電話番号 備考（営業時間等） 

宿泊施設 

※共通宿泊商

品券の利用可

能施設 

 

ALP Lodge 宿泊代 0261-72-31294 

 

 

 

※要事前予約 

ご予約は各施設へ直接お問い合わ

せください。 

大向旅館 宿泊代 0261-72-2199 

 グローブインスカラ 宿泊代 0261-72-4325 

 コートヤード・バイ・マリオット 白馬 宿泊代 

 

0261-72-3511 

シェイクスピアホテル 宿泊代 0261-72-6666 

」 

 

白樺荘 宿泊代 

 

0261-72-2207 

信州白馬八方温泉 しろうま荘 宿泊代 0261-72-2121 

 白馬風の子 宿泊代 0261-72-6463 

 白馬東急ホテル 宿泊代 0261-72-3001 

 白馬ベルグランド 宿泊代 

 

0261-72-2224 

白馬ハイランドホテル 宿泊代 0261-72-3450 

 白馬プチホテル みそら野 宿泊代 0261-72-4511 

 白馬八方温泉 白馬丸金旅館 宿泊代 0261-72-2114 

白馬八方温泉 まるいし 宿泊代 0261-72-2116 

白馬ホテル パイプのけむり 宿泊代 0261-72-5555 

 白馬メルヘンハウス 宿泊代 0261-72-2622 

 白馬 山のホテル 宿泊代 0261-72-8311 

 白馬リゾートホテル ラネージュ東館 宿泊代 0261-72-7111 

 八方館 宿泊代 0261-72-7311 

 ぱのらま山荘 宿泊代 0261-72-2637 

 林ペンション 宿泊代 0261-72-4724 

 ハーブの宿 櫟(kunugi) 宿泊代 0261-72-7260 

プチホテル アニスガーデン 宿泊代 0261-71-1919 

 プチホテル志鷹 宿泊代 0261-72-5550 

 プチホテルぴー坊 宿泊代 090-3343-6435 

 ブラウニー コテージ＆コンドミニアム 

 

宿泊代 0261-72-5153 

 ペンションあぎ 宿泊代 0261-72-5676 

 ペンションおはよう 宿泊代 0261-72-7368 

 ペンションミーティア 宿泊代 0261-72-5153 

ペンション ミンティー 宿泊代 0261-72-5345 

 ホテルくらや 宿泊代 0261-72-3433 

 ホテル対岳館 宿泊代 0261-72-2075 

 ホテルハイジホフ 宿泊代 0261-72-5010 

民宿 あさひや 宿泊代 0261-72-2556 

 村の HOTEL 信屋 宿泊代 0261-72-2229 

 リゾートイン静観 宿泊代 0261-72-2113 

 ロンドール 宿泊代 0261-72-2650 

 ワイスホルン 宿泊代 0261-72-2278 

 
チケット 白馬八方尾根スキー場 リフト券代 0261-85-2870 

白馬八方尾根スキー場の各チケット
窓口でリフト券購入の際に利用可能 

飲食店 

サンテラスぱのらま 飲食代 - 

 

10:00～15:00 喫茶(9:00～) 

北尾根高原カフェ 飲食代 

 

- 9:00～16:00 ラストオーダー15:30 

北尾根高原ダイニング 飲食代 - 11:00～14:00 (予約優先)  

 スノープラザ咲花 飲食代 - 8:30～16:45 食事(10:30～15：30) 

ラーメン屋サムライ (カフェテリア黒菱) 

 

) 

飲食代 - 9:00～15:00 ラストオーダー14:30  

カフェテリア イエティ 飲食代 - 8:30～16:00 ラストオーダー15:30 

15:30 軽井沢プリモ白馬店 飲食代 - 9:00～16:00 ラストオーダー15:00 

HAPPO USAGIDAIRA CAFE 飲食代 - 9:00～16:00 ラストオーダー16:00 

土産店 

マウント 土産物代 0261-72-3020 

 

7：00～21：00 

白馬八方尾根 八方営業所アダムプラザ 土産物代 0261-72-3280 

 

 

白馬八方温泉まんじゅう 100活堂 土産物代 0261-85-5501 

 

10：00～17：00 水曜定休 

レンタル スパイシー レンタル代 
各店舗にお問い

合わせ下さい。 

エコーランド店、八方店、和田野店、
栂池店、岩岳店で利用可能 
※営業時間は各店舗による 

温浴施設 

白馬八方温泉 八方の湯 入浴代 0261-72-5705 

 

9：00～22:00 （受付 21:30まで） 
水曜日は 12：00～OPEN 

白馬八方温泉 みみずくの湯 入浴代 0261-72-6542 

 

10：00～21:30 （受付 21:00まで） 

白馬八方温泉 郷の湯 入浴代 0261-72-6541 
12：00～21:00 （受付 20:30まで） 
火曜定休日 

【特典】 八方水（500ml）と八方温泉ウェットテッシュをそれぞれ一つずつ計 2点プレゼント（共通券引換時にお渡しします） 

https://hakuba-alplodge.com/
http://oomukou-ryokan.hakubahotelspage.com/ja/
http://skalainn.com/
https://www.laforet.co.jp/lf-cyh/
https://hakuba-shakespeare-hotel.com/
http://www.stomato.sakura.ne.jp/
http://www.shiroumaso.com/
http://www.janis.or.jp/users/kazenoko/
https://www.tokyuhotels.co.jp/hakuba-h/index.html
https://www.berg-land.com/
http://www.hakuba-highland.net/
http://misorano.net/
http://www.hakuba-marukin.com/
http://www.happo.jp/
https://www.paipunokemuri.com/%E6%A4%9C%E7%B4%A2%E7%99%BD%E9%A6%AC/
https://www.marchenhouse.co.jp/facilities/
http://www.hakuba-yamanohotel.com/
https://www.laneige-higashikan.com/
https://www.happokan.com/
http://www9.plala.or.jp/panorama/
https://hayashipension.book.direct/ja-jp
https://hpdsp.jp/kunugi/
http://anise-garden.com/
http://www.hotelshitaka.co.jp/
https://mall.hakubamura.net/p/
https://www.browniecottagesandcondominiums.com/ja-jp
https://www.ne.jp/asahi/hakuba/agiagi/
http://web.hakuba.ne.jp/ohayo/
http://www.hakuba-meteor.com/
http://www.janis.or.jp/pp.minty/
http://www.hotel-kuraya.com/index.htm
http://www.taigakukan.jp/
https://heidihof.com/
http://asahiya.travel.coocan.jp/
https://www.hakuba-shinya.com/
http://www.hakuba-seikan.com/
http://rondor.jp/
http://www.weisshorn.server-shared.com/
https://www.happo-one.jp/
https://www.happo-one.jp/shop/
https://www.happo-one.jp/shop/
https://www.happo-one.jp/shop/
https://www.happo-one.jp/shop/
https://www.happo-one.jp/shop/
https://www.happo-one.jp/shop/
https://www.happo-one.jp/shop/
https://www.happo-one.jp/shop/
http://kitaalps-sanroku.jp/shop/hakuba/6.html
http://hakuba-happo-onsen.jp/food-restaurant/100katsudou/
https://spicy.co.jp/
http://hakuba-happo-onsen.jp/happo/
http://hakuba-happo-onsen.jp/mimizukunoyu/
http://hakuba-happo-onsen.jp/satonoyu/


※共通利用券対象施設の営業期間・営業時間等の詳細については、各店舗・施設の WEBページ等にてご確認もしくはお問い合わせください。 
※他の割引プランとの併用はできません。 
※宿泊をご利用の場合は、必ずお客様から各施設への直接事前予約をお願いいたします。 
※共通利用券の未使用分は返金できません。また、利用時のおつりはでません。 
※共通利用券の有効期間は、2020年 4月 30日までとなります。 
※SA・PAなどを含め、上記以外の箇所ではご利用いただけません。 


