
番号 分類 対象施設名 対象サービス 電話番号 備考（営業時間等）

1 あぜくら山荘 宿泊代 0261-72-5238

2 ヴィラれんが亭 宿泊代 0261-72-6760

3 大向旅館 宿泊代 0261-72-2199

4 カントリーインかしわばら 宿泊代 0261-72-2411

5 The seasons apartments 宿泊代 090-9356-0428

6 ザ・リッジリゾート白馬 宿泊代 0261-85-4301

7 白樺荘 宿泊代 0261-72-2207

8 シルクウッドホテル 宿泊代 0261-72-6001

9 信州白馬八方温泉　しろうま荘 宿泊代 0261-72-2121

10 白馬風の子 宿泊代 0261-72-6463

11 白馬グラートインえびすや 宿泊代 0261-72-2074

12 白馬ピエモン　ヤマジュウ 宿泊代 0261-72-2432

13 白馬ペンションミーティア 宿泊代 0261-72-5153

14 白馬ホテル扇屋　扇屋旅館 宿泊代 0261-72-7500

15 白馬ホテルパイプのけむり 宿泊代 0261-72-5555

16 白馬ベルグランド 宿泊代 0261-72-2224

17 白馬東急ホテル 宿泊代 0261-72-3001

18 白馬ハイランドホテル 宿泊代 0261-72-3450

19 白馬八方温泉　まるいし 宿泊代 0261-72-2116

20 白馬プチホテル　みそら野 宿泊代 0261-72-4511

21 白馬メルヘンハウス 宿泊代 0261-72-2622

22 白馬樅ノ木ホテル 宿泊代 0261-72-5001

23 白馬リゾートホテル　ラネージュ東館 宿泊代 0261-72-7111

24 白馬リゾートホテル　ラネージュ本館 宿泊代 0261-72-5211

25 八方館 宿泊代 0261-72-7311

26 ハーブの宿　櫟(kunugi) 宿泊代 0261-72-7260

27 東上館 宿泊代 0261-72-2462

28 Big Bear Chalets 宿泊代 0261-85-2441

29 Big Bear Apartments 宿泊代 0261-85-2441

30 ヴィラ八方 宿泊代 0261-72-3138

31 プチホテルアニスガーデン 宿泊代 0261-71-1919

32 プチホテル志鷹 宿泊代 0261-72-5550

33 ベルクトール丸北 宿泊代 0261-72-2107

34 ペンションあぎ 宿泊代 0261-72-5676

35 ペンション＆コテージ植物誌 宿泊代 0261-75-1133

36 ペンションウインズ白馬 宿泊代 0261-72-7481

37 ペンション　ミンティー 宿泊代 0261-72-5345

38 ホテルヴァイザーホフ八平 宿泊代 0261-72-2102

39 ホテル五龍館 宿泊代 0261-72-3939

40 ホテルオークフォレスト 宿泊代 0261-85-2135

41 ホテルくらや 宿泊代 0261-72-3433

42 ホテル対岳館 宿泊代 0261-72-2075

43 民宿　あさひや 宿泊代 0261-72-2556

44 村のHOTEL 信屋 宿泊代 0261-72-2229

45 山正（やまこし） 宿泊代 0261-72-2315

46 山の郷ホテル白馬ひふみ 宿泊代 0261-72-8411

47 旅館FURUYA 宿泊代 0261-72-2433

48 リゾートイン静観 宿泊代 0261-72-2113

49 ルポゼ白馬 宿泊代 0261-85-2822

50 ログコテージ白馬キートス 宿泊代 0261-85-0654

51 ロッヂばんぶらん 宿泊代 0261-72-2345

52 ロッジひとっきら 宿泊代 0261-72-6536

53 ローゼンハイム白馬 宿泊代 0261-72-2073

54 ロンドール 宿泊代 0261-72-2650

55 ワイスホルン 宿泊代 0261-72-2278

56 アクティビティ 白馬ライオンアドベンチャー 利用料 0261-72-5061
※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。

57 その他施設 白馬三枝美術館 入場料 0261-72-4685 営業日や営業時間は施設に直接お問い合わせ下さい。

58 アルペンライン リフト代 0261-72-3280 営業期間と営業時間は各ＨＰでご確認下さい。

【白馬八方尾根グリーンシーズン2022共通利用券の利用施設、サービス、特典】

宿泊施設
※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。

リフト施設
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https://www.azekura.com/guidance.html
https://hakubarengatei.jpn.org/
https://oomukou.com/
http://web.hakuba.ne.jp/mizuho/kashiwa/
https://www.seasons-hakuba.com/japanese/
https://www.theridgehakuba.com/ja/the-ridge-hakuba-jp/
http://www.stomato.sakura.ne.jp/
http://www.silkwoodhotel.com/
http://www.shiroumaso.com/
http://www.janis.or.jp/users/kazenoko/
https://hakuba-ebisuya.com/
https://www.piemontyamajyu.com/
https://meteortetsu.wixsite.com/meteor
https://www.hakubahotel.com/
https://www.paipunokemuri.com/%E6%A4%9C%E7%B4%A2%E7%99%BD%E9%A6%AC/
https://berg-land.com/wp/
https://www.tokyuhotels.co.jp/hakuba-h/index.html
http://www.hakuba-highland.net/
http://www.happo.jp/
http://misorano.net/
https://www.marchenhouse.co.jp/
https://www.mominokihotel.com/jp/green/
https://www.laneige-higashikan.com/
https://laneige-honkan.com/
https://www.happokan.com/
https://hpdsp.jp/kunugi/
http://higashiwakata.web.fc2.com/
http://www.v-happo.jp/
http://anise-garden.com/
http://www.hotelshitaka.co.jp/
https://www.hakuba-marukita.com/
https://www.ne.jp/asahi/hakuba/agiagi/
http://www.shokubutsushi.com/
https://www.winds-hakuba.com/
http://www.janis.or.jp/users/pp.minty/
http://www.happei.co.jp/
https://www.goryukan.jp/
https://www.oak-forest.jp/
http://www.hotel-kuraya.com/
http://www.taigakukan.jp/
http://asahiya.travel.coocan.jp/
https://www.hakuba-shinya.com/
http://www.hakubahifumi.jp/
http://www.happo-furuya.com/
http://www.hakuba-seikan.com/
https://www.reposer-hakuba.com/
https://kiitos-lumi.com/
http://www.ne.jp/asahi/hakuba/vinblanc/
http://www.rosen-h.com/
http://rondor.jp/
https://www.weisshrn.com/
https://hakuba.lion-adventure.com/
https://www.hakuba-saegusa-artmuseum.info/
https://www.happo-one.jp/trekking/alpenline/
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59 黒菱ライン リフト代 0261-72-2715 営業期間と営業時間は各ＨＰでご確認下さい。

リフト施設
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https://www.happo-one.jp/trekking/kurobishi/
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60 カフェテリア　イエティ 飲食代 - 8：30～16：00

61 軽井沢プリモ　白馬店 飲食代 - 9：00～16：00

62 HAPPO USAGIDAIRA CAFÉ 飲食代 - 9：00～16：30

63 HAKUBA MOUNTAIN BEACH 飲食代 - 11：00～16：00

64 カフェド4260 飲食代 0261-72-2563 8：00～21：00

65 居酒屋　㐂八 飲食代 0261-72-3950 18：00～22：30

66 LION CAFE 飲食代 0261-72-3860 8：30～17：00

67 マウント 土産物代 0261-72-3020 7：00～21：00

68 白馬八方尾根　八方営業所アダムプラザ 土産物代 0261-72-3280

69 白馬八方温泉　八方の湯 入浴代 0261-72-5705
10：00～21：00　（受付20：30まで）

木曜日は12：00～OPEN

70 白馬八方温泉　みみずくの湯 入浴代 0261-72-6542 10：00～21：00　（受付20：30まで）

71 白馬八方温泉　おびなたの湯 入浴代 0261-72-6541
12：00～18：00　（受付17：30まで）

※令和4年7月16日～10月中旬まで営業予定

※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。

※宿泊とアクティビティをご利用の場合は、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、2022年11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。

温浴施設

【特典】 白馬八方温泉タオルプレゼント（共通券引換時にお渡しします）

飲食店

土産店
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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://japanene-bar-dining-kihachi.business.site/
https://lioncafe.shopinfo.jp/
http://kitaalps-sanroku.jp/shop/hakuba/6.html
http://hakuba-happo-onsen.jp/happo/
http://hakuba-happo-onsen.jp/mimizukunoyu/
https://hakuba-happo-onsen.jp/obinatanoyu/

