
HAKUBAアクティビティクーポン　取扱宿泊施設　一覧

2020年10月23日 現在

＜さのさかエリア＞

旅館　木塵 0261-75-2375

＜五竜・47エリア＞

IL BOSCO　　完売（予約含む） 0261-75-4775

ケイズハウス白馬アルプス　　完売 0261-75-4445

ペンシオーネ ランタンリルン 0261-75-3217

レディダイアナ＆セントジョージ 0261-75-3525

HOPETREE白馬　　完売 0261-85-2416

ホテルサンマルテ 0261-75-2133

和牛料理の宿 ひまわり　　完売 0261-75-2292

ペンションちゃうちゃう　　完売 0261-75-2270

ログコテージ感木　　完売 0261-75-3636

ペンションくるみ　　完売 0261-75-3600

Chillps　　完売 0261-85-4192

カンパーニュ白馬　　完売 0261-85-2822

プチホテルあるむ　　完売 0261-75-2848

貸別荘　白馬ロイヤルコテージ＆八方ログコテージ 0261-71-1800

FARM&CAMP Re:HAKUBA　　完売 090-1033-1418

＜エコーランド・みそらの・瑞穂エリア＞

Home's inn　　完売 0261-72-8802

NOMAD白馬   　　完売 0261-85-2618

ペンションセレナーデ 0261-72-3757

エターナルフレーム　　完売 0261-85-5920

ペンションマリオネット 0261-72-4848

白馬ログホテル ミーティア   　　完売 0261-72-5153

白馬ペンション ミーティア   　　完売 0261-72-5153

コンドミニアム　白馬ブラウニー   　　完売 0261-72-5153

白馬ブラウニーコテージ   　　完売 0261-72-5153

アルパインシャレ―白馬 0261-75-5360

アルパインヴィラ白馬 0261-75-5360

白馬プチホテル「みそら野」　　完売 0261-72-4511

Hakuba MAHOROBA 080-2144-4266

ペンション野風増 0261-72-2234

ペンショントマト 0261-72-4637

HOUSE OF FINN JUHL HAKUBA　　完売 なし
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シルクウッドホテル　　完売 0261-72-6001

グローブ イン スカラ　　完売 0261-72-4325

ル・ボカージュ白馬エコーランドシャレ―　　完売 0261-85-2115

ハーブの宿　櫟　　完売 0261-72-7260

ペンション ナゲットイン　　完売 0261-72-5880

カントリーインかしわばら　　完売 0261-72-2411

コートヤード・バイ・マリオット　　完売   0261-72-3511

プチホテル アニスガーデン　　完売 0261-71-1919

ヴィラれんが亭　　完売 0261-72-6760

プチホテル アンシャンテ　　完売 0261-72-6277

ペンション南十字星　　完売 0261-72-4805

ペンションSYO　　完売 0261-72-8218

ペンション&コテージ 植物誌　　完売 0261-75-1133

セブンスヘブンハクバ 0261-85-2606

ペンション シーナッツ 0261-72-5871

ホテルそよ風 0261-85-5710

プチホテルぴー坊　　完売 0261-72-3780

ダンクルネッツ　　完売 0261-72-5055

＜八方尾根・和田野エリア＞

ベルクトール丸北 0261-72-2107

対岳館　　完売 0261-72-2075

東上館　　完売 0261-72-2462

ロッヂ ワイスホルン　　完売 0261-72-2278

白馬　山のホテル　　完売 0261-72-8311

マウンテンサイド白馬 0261- 85- 4187

しろうま荘　　完売 0261-72-2121

白馬ひふみ　　完売 0261-72-8411

白馬パノラマホテル　　完売 0261-75-0075

細野館　　完売 0261-72-3111

白馬アルパインホテル 0261-72-7222

白馬東急ホテル　　　完売 0261-72-3001

Kokoro Hotel Hakuba　　完売 0261-72-8811

あぜくら山荘　　完売 0261-72-5238 

ローゼンハイム白馬 0261-72-2073
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＜白馬駅エリア＞

山田屋旅館　　完売 0261-72-8500

民宿かくひら館　　完売 0261-72-2273

白馬ハイランドホテル　　完売 0261-72-3450

白馬のお宿　一の倉荘　　完売 0261-72-3254

＜岩岳・どんぐりエリア＞

ヒューマンペンション コムパス 0261-72-5372

ロッジ加根二　　完売 0261-72-3241

ALPEN BLICK IRIYAMATO　　完売 0261-72-2391

スコーレ白馬 0261-72-2145

リゾートインやまひら　　完売 0261-72-2358

ペンション アラスカンクラブハウス　　完売 0261-72-4884

コミュニティハウス チロリアン　　完売 0261-72-3963

Villaこまくさ　　完売 0261-72-2099

EN TO EN HAKUBA LODGE　　完売 0261-72-2347

ステイフルハウスなかまち 0261-72-2285

＜落倉エリア＞

ペンションばるこにー 0261-72-5395

ペンションあるかんしぇる　　完売 0261-72-6789
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