
＜さのさかエリア＞ 2021.4.13現在

施　設　名 電話番号 宿タイプ

Blue Resort レイクビュー白馬 0261-21-4500 ホテル

旅館　木塵 0261-75-2375 旅館

民宿やまわ館 0261-75-2316 民宿

大下館 0261-75-2202 民宿

マルナカ旅館 0261-75-2308 民宿

憩いの宿　夢見る森 0261-85-0072 ペンション

ペンションピンクポピンズ 0261-75-3242 ペンション

ぺんしょん　りこぼ 0261-75-2994 ペンション

＜五竜・４７エリア＞

施　設　名 電話番号 宿タイプ

ホテルアベスト白馬リゾート 0261-85-2892 ホテル

ホテル　サンマルテ 0261-75-2133 ホテル

ホテル　ステラベラ 0261-75-2244 ホテル

アクア アルパイン ホテル 0261-85-4564 ホテル

白馬サンバレーホテル 0261-75-3948 ホテル

白馬サンバレーホテルアネックス 0261-85-4355 ホテル

白馬パークホテル 0261-75-3151 ホテル

ホテル丸大 0261-75-2150 ホテル

ホテル モンブラン白馬 0261-75-2550 ホテル

ホテルセジュールミント 0261-75-3250 ホテル

ホテルレディダイアナ 0261-75-3525 ホテル

わたぼうし 0261-75-3220 ペンション

リゾートペンション エルモンテ 0261-75-3555 ペンション

ペンションかもめ 0261-75-2290 ペンション

和牛料理の宿ひまわり 0261-75-2292 ペンション

ベルクヒュッテ 0261-75-2091 ペンション

グリーングラス 0261-75-3103 ペンション

白馬オズ 0261-75-3558 ペンション

ペンションびおれっと 0261-75-3559 ペンション

ペンション　ウルル 0261-75-2774 ペンション

泊まって滑ろう！リフト券10,000枚大盤振る舞いキャンペーン

対象宿泊施設　一覧

※上記のリストに無い場合も、直接宿泊施設にお問い合わせください。

https://www.lakeview-hakuba.jp/
http://www.hakubagoryu.com/mokuzin/
http://www.hakubagoryu.com/mokuzin/
http://www.himekawagenryu.com/
https://www.hotelabest-hakuba.com/index.html#top
https://sanmalte.com/
https://www.stelle.co.jp/
http://jp.aquaalpine.com/jp/index.html
http://www.hakuba-sunvalleyhotel.jp/
http://www.hakuba-sunvalley.com/
https://www.hakubaparkhotel.com/
https://www.hakubagoryu.com/marudai/
http://www.hakubagoryu.net/
http://hakubamint.jp/
http://ladydiana.jp/
http://www.hakubagoryu.com/wata
http://www.snownavi.com/elmonte/index.html
https://www.hakuba-himawari.com/
https://berg-hakuba.com/
http://hakuba-greengrass.kir.jp/
http://www.hakubagoryu.com/violette/
https://ullr.jp/


ペンションノンネル 0261-75-2447 ペンション

ペンション　クック 0261-75-3035 ペンション

ペンション　オーバーグルグル 0261-75-2070 ペンション

ペンション&コテージサンセットイン 0261-75-3032 ペンション

IL BOSCO (ボスコ) 0261-75-4775 ペンション

ペンシオーネ　ランタンリルン 0261-75-3217 ペンション

SUNNY SIDE HUT 0261-75-2895 ペンション

プチホテルアッサム 0261-75-2870 ペンション

Chillps 0261-85-4192 ペンション

ペンションくるみ 0261-75-3600 ペンション

ポエムの森 0261-75-3275 ペンション

ペンションちゃうちゃう 0261-75-2270 ペンション

アルプス白馬 0261-75-2190 ペンション

ペンションあるむ 0261-75-2848 ペンション

森の風 0261-75-3564 ペンション

ベルクヒュッテ 0261-75-2091 ペンション

ペンシオーネ　ランタンリルン 0261-75-3217 ペンション

白馬オズ 0261-75-3558 ペンション

ペンション　エクセルシオール 0261-75-4031 ペンション

ペンション　リスの小屋 0261-75-2095 ペンション

ガーデンハウス　ウィズ 0261-75-4008 ペンション

カナディアンビレッジ 0261-75-2698 ロッジ

Pals Inn 雷鳥 0261-75-2055 ロッジ

リバーサイドやまや 0261-75-2525 ロッジ

ロッジ山麓館 0261-71-8108 ロッジ

ユースビラ白馬とおみ 0261-75-2456 ロッジ

ロッヂ五竜 0261-75-2453 ロッジ

民宿　久平荘 0261-75-3514 民宿

北斗荘 0261-75-2319 民宿

かねかく 0261-75-2227 民宿

北原館 0261-75-2331 民宿

山万旅館 0261-75-2334 民宿

うめのや旅館 0261-75-2314 民宿

ケイズハウス白馬アルプス 0261-75-4445 ホステル

コンドミニアム白馬五竜 0261-75-5155 コンドミニアム

コンドミニアムエクセ白馬 0261-75-5155 コンドミニアム

貸別荘　白馬ロイヤルコテージ 0261-71-1800 貸別荘

https://cook.jp/
http://www.gurgl.jp/
https://il-bosco.com/
http://www.rantanrirun.com/
http://白馬五竜.com/
https://phassam.com/
https://chillps-hakuba.com/
https://hakuba-kurumi.com/
http://zac01.com/poem/
https://www.chauchau.jp/
http://www.hakubagoryu.com/alps/
https://www.hakubagoryu.jp/
http://www13.plala.or.jp/morinokaze/
https://berg-hakuba.com/
http://www.rantanrirun.com/
https://mall.hakubamura.net/excelsior/
https://www.risugoya.com/
http://canadianvillage.com/
https://www.pals-inn-raicho.com/
https://goryuu.com/
http://www.hakubagoryu.com/l-goryu/
http://www.hakubagoryu.com/kyuheiso/
http://www.hakubagoryu.com/hokuto/
https://www.hakubagoryu.com/yamaman/
https://kshouse.jp/hakuba-j/index.html
http://more-resort.com/
http://more-resort.com/
https://www.r-union.com/


Maple Chalet Hakuba 貸別荘

グリーンバレー白馬 0261-75-4000 貸別荘

KOYA 貸別荘

ザハクバコレクション全施設：エミネンス、パウダースイーツ、パウダーハウス 貸別荘

B-lodge 0261-72-3471 貸別荘

貸別荘グリーンゲーブルス 0261-75-3609 貸別荘

五竜ドライブステーション 0261-75-2819 簡易宿泊所

施　設　名 電話番号 宿タイプ

HOUSE OF FINN JUHL HAKUBA ホテル

ホテル カルチャード 0261-72-4580 ホテル

コートヤード・バイ・マリオット 白馬 0261-72-3511 ホテル

シャレーホテル　ハイジホフ 0261-72-5010 ホテル

ホテルそよ風 0261-85-5710 ホテル

ルポゼ白馬 0261-85-2822 ホテル

シルクウッドホテル 0261-72-6001 ホテル

Hakuba Echo Hotel 0261-85-0931 ホテル

レストラン&ホテル　トロイメライ 0261-72-5120 ホテル

ホテルオークフォレスト 0261-85-2135 ホテル

カントリーインかしわばら 0261-72-2411 旅館

割烹旅館　みなみ家 0261-72-8008 旅館

ホテルさいとう 旅館

久保田荘 0261-72-2618 民宿

ペンションCollege白馬 0261-72-2530 ペンション

流星花園 0261-85-2183 ペンション

ハーブの宿　檪（Kunugi） 0261-72-7260 ペンション

ペンションシーナッツ 0261-72-5871 ペンション

ペンション　シャレール 0261-72-4334 ペンション

ペンション・セレナーデ 0261-72-3757 ペンション

ペンショントマト 0261-72-4637 ペンション

Home's inn 0261-72-8802 ペンション

R-Azteca  ペンションラァステカ　 0261-72-839 ペンション

ペンションフォーシーズン 0261-72-4728 ペンション

エターナルフレーム 0261-85-5920 ペンション

チロルの風 0261-72-5391 ペンション

＜エコーランド・みそら野・瑞穂エリア＞

※上記のリストに無い場合も、直接宿泊施設にお問い合わせください。

https://www.hakubalodgecoop.com/hakuba-ski-lodges/maple-chalet-hakuba
http://www.gvhakuba.co.jp/
https://shikiliving.com/koya/ja/
https://thehakubacollection.com/ja/
https://www.hakubagoryu.co.jp/
http://rutu.sakura.ne.jp/
https://www.houseoffinnjuhlhakuba.jp/
https://travel.rakuten.co.jp/HOTEL/2190/2190.html
https://www.marriott.co.jp/hotels/travel/mmjch-courtyard-hakuba/
https://www.heidihof.com/
http://soyokaze.tv/
http://www.reposer-hakuba.com/
http://www.silkwoodhotel.com/
http://hakubaechohotel.com/
http://www.traumerei.jp/
http://www.oak-forest.jp/
http://www.hakuba.jp/mizuho/kashiwa/
https://www.hakuba-minamiya.jp/
https://www.hakuba-yama.com/
https://www.hakubameteorgarden.com/
http://www.hakuba.org/kunugi/
http://www4.plala.or.jp/seanut/
http://hakuba-serenade.com/
http://www.hakuba.org/tomato/
http://www.homesinn.net/
http://razteca.net/
http://4-season.info/
https://hakuba-eternal.com/
http://www.tirol-no-kaze.com/


ペンションおはよう 0261-72-7368 ペンション

ペンション林檎の樹 0261-72-5002 ペンション

ペンションこぶし 0261-72-4868 ペンション

ペンション＆コテージ植物誌 0261-75-1133 ペンション

タタン 0261-85-0091 ペンション

白馬プチホテル「みそら野」 0261-72-4511 ペンション

ペンション　ナゲットイン 0261-72-5880 ペンション

ペンション　ベルニナ 0261-72-4660 ペンション

プチホテル　ぴー坊 0261-72-3780 ペンション

ペンションマリオネット 0261-72-4848 ペンション

ペンションあぎ ペンション

ペンション南十字星 0261-72-4805 ペンション

ペンション　ミンティー 0261-72-5344 ペンション

自然派ペンションパンプキン 0261-72-4575 ペンション

ペンション野風増 0261-72-2234 ペンション

ペンション麓（ロク） 0261-72-5098 ペンション

ペンション　こもれび 0261-72-4541 ペンション

プチホテル　アニスガーデン 0261-71-1919 ペンション

ペンション　ウインズ白馬 0261-72-7481 ペンション

ペンション・ピレモン 0261-72-5355 ペンション

ヴィラれんが亭 0261-72-6760 ペンション

ペンションメリーハウス 0261-85-2617 ペンション

ブライトホーン 0261-72-4532 ペンション

白馬ペンションミーティア 0261-72-5153 ペンション

プチホテルアンシャンテ 0261-72-6277 ペンション

Apricot pension 0261-85-4881 ペンション

ペンションSyo（ショウ） 0261-72-8218 ペンション

オーベルジュ・ド・ユキモク 0261-72-4867 ペンション

グローブ イン スカラ 0261-72-4325 ペンション

The Joint ロッジ

うちまる白馬 ロッジ

Hakuba Snowdrift Lodge ロッジ

白馬　The lodge Zion 0261-72-4084 ロッジ

The lodge シオン 0261-72-4084 ロッジ

NOMAD白馬 ロッジ

B&B えん 0261-85-4939 ロッジ

白馬風の子 0261-72-6463 ゲストハウス

http://web.hakuba.ne.jp/ohayo/
http://www.janis.or.jp/users/ringo88/
http://ss355730.stars.ne.jp/
http://www.shokubutsushi.com/
http://misorano.net/
http://www.i-sks.com/ni/
https://hakubabelnina.jimdofree.com/
http://www.p-marionette.com/
https://agiagi.com/
http://minami-jyuujisei.com/
http://www.janis.or.jp/users/pp.minty/
http://www.dia.janis.or.jp/~p-hakuba/
http://nofuuzo.com/index.html
https://mall.hakubamura.net/roku
http://www.dia.janis.or.jp/~komorebi
https://anise-garden.com/
https://www.winds-hakuba.com/
http://piremon.com/
https://hakubarengatei.jpn.org/
http://bright-horn.com/
https://meteortetsu.wixsite.com/meteor
https://enchante898.com/
https://www.hakuba-syo.com/
https://www.hakubamiso.info/宿泊/
http://skalainn.com/
https://thejointhakuba.com/
https://www.hakubalodge.com/
http://hakuba-zion.com/
http://hakuba-zion.com/
https://nomad-hakuba.com/
https://www.en-hakuba.com/
http://www.janis.or.jp/users/kazenoko/


Snowbeds B&B 0261-72-5242 ゲストハウス

Villa Wellstone O'sam 貸別荘

HAKUBA JADE CHALET 貸別荘

Bikei Chalet Hakuba 0261-85-2760 貸別荘

Sanzan Chalet Hakuba 0261-85-2760 貸別荘

Cherrywood's Place 0261-85-2760 貸別荘

Hakuba Grey Wolf Chalet 0261-85-2760 貸別荘

Hakuba Black Crane Chalet 0261-85-2760 貸別荘

Fukuro Hakuba 0261-85-2760 貸別荘

Alpinarc Chalet Hakuba 0261-85-2760 貸別荘

Ahiru Chalet Hakuba 0261-85-2760 貸別荘

Hakuba White Fox Chalet 0261-85-2760 貸別荘

The HUT 貸別荘

ヴィラ　ロチャーリー 0261-75-5511 貸別荘

キャッスル 0261-75-5511 貸別荘

ミズホシャレー 0261-75-5511 貸別荘

ワガヤシャレー 0261-75-5511 貸別荘

ザハクバコレクション全施設：ブルーバードシャレー、エコーロックス、カイロスバイザマウンテン、グラビティ 貸別荘

白馬マウンテンシャレー 貸別荘

Hakuba Hokujo 貸別荘

Holly House 貸別荘

Snow Haven 貸別荘

SANNO 貸別荘

Yukiita Lodge 貸別荘

HakubaMAHOROBA 貸別荘

Neverland Hakuba 貸別荘

Salis House 0261-85-5004 貸別荘

Black Bear Properties (ブラックベプロパティス） 0261-85-0850 貸別荘

ル・ボカージュ　白馬エコーランドシャレー＆アパートメント 0261-85-2115 貸別荘

Macchiato House 貸別荘

Takeda Chalets 0261-85-5004 貸別荘

HAL Cottage 貸別荘

Hakuba Cottage 貸別荘

Chalet Setsugekka 0261-85-5004 貸別荘

Akamatsu House 貸別荘

Woodpecker Chalet 貸別荘

The Hakuba Villas 貸別荘

http://snowbedsbnb.com/
https://slowlifehakuba.com/villa-wellstone-osam
https://www.jalan.net/yad358774/access/
https://www.hakubawhitefox.com/
https://www.hakubawhitefox.com/
https://www.hakubawhitefox.com/
https://www.hakubawhitefox.com/
https://www.hakubawhitefox.com/
https://www.hakubawhitefox.com/
https://www.hakubawhitefox.com/
https://www.hakubawhitefox.com/
https://www.hakubawhitefox.com/
http://hakuba.life/
http://hakubahotelgroup.com/
http://hakubahotelgroup.com/
http://hakubahotelgroup.com/
http://hakubahotelgroup.com/
https://thehakubacollection.com/ja/
http://www.hakubahokujo.com/
https://shikiliving.com/hollyhouse/ja/
https://shikiliving.com/snowhaven/ja/
https://shikiliving.com/sanno/ja/
https://shikiliving.com/yukiitalodge/ja/
https://hakubamahoroba.com/
https://shikiliving.com/neverland/ja/
https://www.blackbearproperties.com/ja/
http://tenguproperties.com/jp/hakuba-echoland-chalets/
https://shikiliving.com/macchiatohouse/ja/
https://shikiliving.com/halcottage/ja/
https://shikiliving.com/hakubacottage/ja/
https://shikiliving.com/akamatsuhouse/ja/
https://shikiliving.com/woodpecker/homepage/
https://www.hakubavillas.com/


megeve 0261-72-6622 貸別荘

Beaver Lodge Hakuba 貸別荘

Beaver Cabin 貸別荘

HAUS YUKI 貸別荘

VILLA  ANTELOPE  HAKUBA　 貸別荘

Hakuba Echo Chalet 0261-85-0931 貸別荘

HAKUBA AMBER RESORT 貸別荘

アルパイシャレー白馬 0261-75-5360 貸別荘

アルパインヴィラ白馬 0261-75-5360 貸別荘

Hygge chalet hakuba 貸別荘

Latitude 36 Chalet 0261-85-2035 貸別荘

ラントハウス　ダンクルネッツ 0261-72-5055 コテージ

ログコテージトマト 0261-72-4637 コテージ

Avanti Chalet 0261-72-3366 コテージ

カンパーニュ白馬 0261-85-2822 コテージ

白馬ブラウニーコテージ 0261-72-6113 コテージ

megeve 0261-72-6622 コテージ

施　設　名 電話番号 宿タイプ

白馬ハイランドホテル 0261-72-3450 ホテル

ホテル白馬 0261-72-4444 ホテル

あらやしき館 0261-72-2607 旅館

温泉民宿あさひや 0261-72-2556 民宿

横山館 0261-72-2208 民宿

六拾刈 0261-72-2340 民宿

Hakuba West Coast Inn ロッジ

Hakuba station guest house eN ゲストハウス

Nori'sShare house Hakuba ゲストハウス

温泉ロッヂ藤美 0261-72-8864 ゲストハウス

閑鳥小舎（かんとりーはうす） 0261-72-5887 貸別荘

Hakuba Downtown Apartments 貸別荘

施　設　名 電話番号 宿タイプ

※上記のリストに無い場合も、直接宿泊施設にお問い合わせください。

＜白馬駅エリア＞

＜みねかたエリア＞

※上記のリストに無い場合も、直接宿泊施設にお問い合わせください。

https://megeve-hakuba.weebly.com/
https://shikiliving.com/beaverlodge/ja/
https://shikiliving.com/beavercabin/ja/
https://shikiliving.com/hausyuki/ja/
https://slowlifehakuba.com/
http://hakubaechohotel.com/
https://www.google.com/amp/s/www.ikyu.com/sd/vacation/00051318/amp/
https://alpine-hakuba.com/
https://alpine-hakuba.com/
https://chalet-hakuba-hygge.com/
http://hakubaha.com/
https://www.dancru.com/
http://www.hakuba.org/logtomato/
https://www.facebook.com/avantichalet
http://www.cam-hakuba.com/
https://meteortetsu.wixsite.com/meteor/cottages
http://www.hakuba-highland.net/
https://www.hotel-hakuba.com/
https://mall.hakubamura.net/arayasiki/
http://asahiya.travel.coocan.jp/index.html
http://www7a.biglobe.ne.jp/~m60kari/
https://hakubamura.jp/yado-eN.html
https://countryhousehakuba.com/
https://www.hakubadowntownapartments.com/


プチホテル　バ・ブロー 0261-72-4646 ホテル

白馬のお宿　一の倉荘 0261-72-3254 民宿

別邸しろうま 0261-72-3254 貸別荘

施　設　名 電話番号 宿タイプ

リゾートホテル　ローゼンハイム白馬 0261-72-2073 ホテル

HAKUBA　プチホテル　ロンドール 0261-72-2650 ホテル

マリレンホテル 0261-75-5511 ホテル

白馬樅の木ホテル 0261-72-5001 ホテル

ホテルけやきの樹 0261-75-5155 ホテル

白馬ホテル扇屋 0261-72-7500 ホテル

白馬　山のホテル 0261-72-8311 ホテル

白馬パノラマホテル 0261-75-0075 ホテル

Mountain Side 0261-85-8870 ホテル

白馬メルヘンハウス 0261-72-2622 ホテル

ホテル萌樹 0261-72-6660 ホテル

プチホテル志鷹 0261-72-5550 ホテル

白馬ホテル　パイプのけむり 0261-72-5555 ホテル

白馬 東急ホテル 0261-72-3001 ホテル

フェニックスホテルアンドシャレー 0261-72-4060 ホテル

白馬リゾートホテル　ラ ネージュ東館 0261-72-7111 ホテル

コハルリゾートホテル　アンド　スイート 0261-75-5001 ホテル

ホテルくらや 0261-72-3433 ホテル

ホテルグレース白馬 0261-72-5155 ホテル

八方館 0261-72-7311 ホテル

Kokoro Hotel Hakuba 0261-72-8811 ホテル

Grand Phenix Hakuba ホテル

ホテルヴァイサーホフ八平 0261-72-2102 ホテル

白馬アルパインホテル 0261-72-7222 ホテル

白馬リゾートホテル　ラ・ネージュ本館 0261-72-5211 ホテル

ホテル五龍館 0261-72-3939 ホテル

細野館 0261-72-3111 旅館

白馬ピエモンヤマジュウ 0261-72-2432 旅館

山田屋旅館 0261-72-8500 旅館

リゾートイン静観 0261-72-2113 旅館

※上記のリストに無い場合も、直接宿泊施設にお問い合わせください。

＜八方尾根・和田野エリア＞

http://basbreau.com/
http://www.ichinokurasou.com/
http://www.hakubashirouma.com/
http://www.rosen-h.com/
http://rondor.jp/index.html
http://hotelmarillen.com/
https://www.mominokihotel.com/jp/snow/
http://more-resort.com/
https://www.hakubahotel.com/
http://www.hakuba-yamanohotel.com/
http://tenguproperties.com/jp/hakuba-panorama-hotel/
https://thehakubacompany.com/ja/
http://www.hotelmoegi.com/
http://www.hotelmoegi.com/
http://www.hotelshitaka.co.jp/
https://www.paipunokemuri.com/
https://www.hakuba-h.tokyuhotels.co.jp/
https://hakubahotelgroup.com/ja/
https://www.laneige-higashikan.com/
https://www.koharuresorthotel.com/index.html?lang=jp
http://www.hotel-kuraya.com/
https://grace-hakuba.com/
https://www.happokan.com/
http://hakubakokoro.com/
https://www.google.com/amp/s/www.ikyu.com/sd/vacation/00051125/amp/
http://www.happei.co.jp/
https://www.alpia.co.jp/
https://laneige-honkan.com/
http://www.goryukan.jp/
http://www.hosonokan.co.jp/
https://www.piemontyamajyu.com/
https://yamadaya.co.jp/
http://www.hakuba-seikan.com/


白馬グラードインえびすや 0261-72-2074 旅館

山の郷ホテル白馬ひふみ 0261-72-8411 旅館

白馬八方温泉　まるいし 0261-72-2116 旅館

ホテル対岳館 0261-72-2075 旅館

ベルクトール丸北 0261-72-2107 旅館

アルプス荘 0261-72-2167 旅館

信州白馬八方温泉しろうま荘 0261-72-2121 旅館

まるに旅館 0261-72-2103 旅館

白馬ホテル花乃郷 0261-72-2324 旅館

旅館FURUYA 0261-72-2433 旅館

白馬スキー館 0261-71-2112 旅館

大根館 0261-72-2111 旅館

村のHOTEL信屋 0261-72-2229 旅館

旅館　丸家 0261-72-2351 旅館

ヒュッテ　ニポポ 0261-72-2407 旅館

白馬ベルグランド 0261-72-2224 旅館

あらや旅館 0261-72-2104 旅館

旅館　花岡 0261-72-2749 旅館

旅館　山屋 0261-72-2106 旅館

あたらしや旅館 0261-72-2134 旅館

咲花山荘（SAKKA SANSO） 0261-72-2415 民宿

雪の荘 0261-72-2211 民宿

岳栄館 0261-72-2378 民宿

山楽荘 0261-72-2511 民宿

山正（やまこし） 0261-72-2315 民宿

ぱのらま山荘 民宿

東上館 0261-72-2462 民宿

白樺荘 0261-72-2207 民宿

林檎舎 0261-71-1566 民宿

ヒュッテかもしか 0261-72-2639 ペンション

ペンションボーゲン 0261-72-4840 ペンション

ホテル　アルピーヌ 0261-72-4141 ペンション

ペンションスターライトあずみ 0261-72-2214 ペンション

エンダラジップイン 0261-72-4601 ロッジ

Asuka Lodge 0261-85-2552 ロッジ

温泉ロッジあっぷるはうす 0261-72-3159 ロッジ

Kizuna Lodge 0261-85-2908 ロッジ

https://hakuba-ebisuya.com/
http://www.hakubahifumi.jp/
http://www.happo.jp/index.htm
https://www.taigakukan.jp/
https://www.hakuba-marukita.com/
http://www.alps-sou.com/
http://www.shiroumaso.com/
http://maruni.sakura.ne.jp/
https://www.h-hananosato.com/
http://www.happo-furuya.com/
https://www.hakubaskikan.com/
https://www.hakuba-shinya.com/
http://hakubamaruya.com/
https://www.berg-land.com/wp/
https://www.happo-yamaya.com/
http://www2u.biglobe.ne.jp/~atarashi/
http://www.janis.or.jp/users/sakka-s/
http://hakuba-yukinoso.com/
http://gakueikan.com/
http://sanrakuso.net/
http://happo-yamakoshi.com/
https://panoramasanso.com/
http://higashiwakata.web.fc2.com/
https://kamoshika.jp/
http://www.hakubamura.net/bogen/
http://www.janis.or.jp/users/hpalpine/
https://www.hakubalodgecoop.com/hakuba-ski-lodges/asuka-lodge
https://www.hakubalodgecoop.com/hakuba-ski-lodges/kizuna-lodge


Penke Panke Lodge 0261828002 ロッジ

Panketo Lodge 0261-85-2238 ロッジ

あぜくら山荘 0261-72-5238 ロッジ

Mojo Lodge ロッジ

ゲストハウスジャパン白馬 ロッジ

ロッヂばんぶらん 0261-72-2345 ロッジ

ロッジ　ひとっきら 0261-72-6536 ロッジ

Wadano Gateway 0261-85-4544 ロッジ

白馬カナディアンロッジ 0261-72-8822 ロッジ

めぞん・ど・ささがわ 0261-72-2386 ロッジ

ワイスホルン 0261-72-2278 ロッジ

ブロッケンヒュッテ 0261-72-2488 ロッジ

咲花ロッヂ 0261-72-3551 ロッジ

AMO54 0261-75-5511 貸別荘

サッカロックス 0261-75-5511 貸別荘

ソーラーシャレー 0261-75-5511 貸別荘

フェニックスコクーン 0261-75-5511 貸別荘

ワダノウッズ 0261-75-5511 貸別荘

ザハクバコレクション全施設：ブルーバードアパートメンツ 貸別荘

シズクビラ 0261-72-2264 貸別荘

Yuki ki Lodge -ユキキロッジ 0261-72-6663 貸別荘

Fuku Chalet 貸別荘

ガクトビラズ 0261-72-2264 貸別荘

Villa El Cielo 0261-85-4187 貸別荘

Villa Bavaria 0261-85-2035 貸別荘

Big Bear Chalets 0261-85-2035 貸別荘

Big Bear Apartments 0261-85-2035 貸別荘

The Seasons 0261-85-2035 貸別荘

Sky Park Happo Apartments & Chalet - スカイパーク八方アパートメント＆シャレー 0261-72-6663 貸別荘

Alpine Azumi Apartments - アルパインアズミアパートメント 0261-72-6663 貸別荘

Hachi 0261-85-4187 貸別荘

Penke Hut 貸別荘

Altitude 白馬 貸別荘

Villa 777 Hakuba 貸別荘

貸別荘　八方ログコテージ 0261-71-1800 貸別荘

和田野シャレー 0261-85-0282 貸別荘

白馬ヒルサイドアパートメンツ 0261-85-2507 貸別荘

https://www.hakubalodgecoop.com/hakuba-ski-lodges/penke-panke-lodge
https://www.hakubalodgecoop.com/hakuba-ski-lodges/panketo-lodge
https://www.azekura.com/
https://www.hakubalodgecoop.com/hakuba-ski-lodges/mojo-lodge
https://theguesthousejapan.com/
http://www.ne.jp/asahi/hakuba/vinblanc
https://www.hakubalodgecoop.com/hakuba-ski-lodges/wadano-gateway
http://hakuba-canadian.com/
http://www.maisondesasagawa.net/
https://weisshrn.com/
http://www.hakubaforest.com/
http://www.kawado.com/sakka/
http://hakubahotelgroup.com/
http://hakubahotelgroup.com/
http://hakubahotelgroup.com/
http://hakubahotelgroup.com/
http://hakubahotelgroup.com/
https://thehakubacollection.com/ja/
http://www.shizukuvillas.com/
https://www.yuki-kilodge.com/
https://shikiliving.com/fukuchalet/ja/
http://www.gakutovillas.com/villas/about-gakuto-villas
https://thehakubacompany.com/ja/
http://hakubaha.com/
http://hakubaha.com/
http://hakubaha.com/
http://hakubaha.com/
http://www.skyparkhappo.com/
http://www.alpineazumi.com/
https://thehakubacompany.com/ja/
https://www.hakubalodgecoop.com/hakuba-ski-lodges/penke-hut
https://www.hakubalodgecoop.com/hakuba-ski-lodges/altitude-hakuba
https://www.hakubalodgecoop.com/hakuba-ski-lodges/villa-777-hakuba
https://www.r-union.com/
http://www.hakubaforest.com/
http://www.hakubaforest.com/


アルパインコンドー白馬 0261-75-5360 貸別荘

ロｯジ＆ログコテージ　ヴィラ八方 0261-72-3138 コテージ

ログコテージ エポック 0261-72-8233 コテージ

アペックス白馬研修センター 0261-72-4311 保養所

村営八方池山荘 0261-72-2855 山小屋

施　設　名 電話番号 宿タイプ

ミニヨンホテルドゥノエル 0261-72-4845 ホテル

グレイシャーホテル 0261-72-3140 ホテル

ステイフルハウスなかまち 0261-72-2285 旅館

スコーレ白馬 0261-72-2145 旅館

ホテル・ラ・モンターニュ・フルハタ 0261-72-2156 旅館

インナービレッジミヤマ 0261-72-2070 旅館

白馬岩岳　切久保館 0261-72-2396 旅館

ALPENBLICK IRIYAMATO 0261-72-2391 旅館

アルベルゴ宮田荘 0261-72-3033 旅館

リゾートインやまひら 0261-72-2358 旅館

EN TO EN HAKUBA LODGE 0261-72-2347 旅館

ファミーユ若田 0261-72-2201 民宿

たかね荘 0261-72-2426 民宿

高山館 0261-72-2395 民宿

ロッジ　やまじう 0261-72-2438 民宿

岩岳荘 0261-72-2393 民宿

岳園荘 0261-72-3075 民宿

ロッジつらら 0261-72-2410 民宿

林ペンション 0261-72-4724 ペンション

コミュニティハウス　チロリアン 0261-72-3963 ペンション

ペンション風見鶏 0261-72-4725 ペンション

ペンション馬鈴薯 0261-72-4717 ペンション

ペンション500マイル 0261-72-6674 ペンション

手作り料理の宿　四季 ペンション

ペンションカウベル 0261-72-4593 ペンション

アールグレイ 0261-72-4118 ペンション

プチホテルグラスハウス 0261-72-4746 ペンション

ペンション旅人 0261-72-4596 ペンション

※上記のリストに無い場合も、直接宿泊施設にお問い合わせください。

＜岩岳・どんぐりエリア＞

https://alpine-hakuba.com/
http://www.v-happo.jp/
http://www.epoch-hakuba.com/
https://apex.artbi.net/
http://yamagoya.hakubakousha.com/
http://www.noel.server-shared.com/
http://www.dia.janis.or.jp/~glacier/
http://www.ntcs.ne.jp/nakamach/
https://www.schole-hakuba.com/
https://www.hakuba-furuhata.com/
http://www.iwatakemiyama.com/
http://kirikubokan.com/
https://www.iriyamato.com/
http://www.janis.or.jp/users/miyataso/
http://hakuba-yamahira.com/
http://en-to-en.com/
http://takane10987.wixsite.com/mysite-3/contact
http://www.lodge-yamajiu.com/
https://gakuenso.com/
https://hakuba-tsurara.com/
http://hakubahayashipension.jp/
https://tyrolien.net/
http://www.p-kazamidori.com/
http://hanatanoshimu.sakura.ne.jp/
http://cowbell.sakura.ne.jp/
http://hakuba-earlgrey.jp/
http://hakuba.me/
http://www3.plala.or.jp/hakuba-tabibito


ロッジ加根二 0261-72-3241 ロッジ

ロッジ岳友荘 0261-72-2566 ロッジ

ロッジ　ファームステイ 0261-72-5851 ロッジ

山荘　やまびこ 0261-72-4171 ロッジ

ロッジ　北林 0261-72-2170 ロッジ

民宿　やまほん 0261-72-2427 ロッジ

Villa こまくさ 0261-72-2099 貸別荘

Hakuba Iwatake Apartments コテージ

Hakuba Hatsuyuki Apartments コテージ

HAKUBA haluta 0261-85-4442 バケーションレンタル

古民家の宿ゆるり 0261-72-7460 バケーションレンタル

旅籠丸八 0261-85-4442 バケーションレンタル

施　設　名 電話番号 宿タイプ

ホテルシェラリゾート白馬 0261-72-3250 ホテル

リゾートペンションきんこん館 0261-72-3302 ペンション

旅館白馬粉雪共和国 0261-72-7255 ペンション

ペンションあるかんしぇる 0261-72-6789 ペンション

ピュアモール　ミモザ 0261-72-6085 ペンション

ペンション　ウッディハート 0261-72-6768 ペンション

りぞーとぺんしょん　ばるこにー 0261-72-5395 ペンション

温泉ペンション白いテラス 0261-72-4438 ペンション

高原の小さなホテル　コットンスノー 0261-72-4422 ペンション

Kudo'sLodge（クドウズロッジ) ロッジ

※上記のリストに無い場合も、直接宿泊施設にお問い合わせください。

※上記のリストに無い場合も、直接宿泊施設にお問い合わせください。

＜落倉エリア＞

https://www.hakuba-kaneni.com/
http://www.gakuyuso.sakura.ne.jp/
http://www.ne.jp/asahi/hakuba/farmstay/
https://sanso-yamabiko.com/
http://www.hakuba.jp/kitabayashi/
http://www.hakuba-komakusa.com/index.html
http://www.hakubaholiday.com/page/index.html
http://www.hakubaholiday.com/page-6/index.html
https://haluta-hotels.com/
https://youluri.jp/
https://hatagomaruhachi.jp/
http://sierrahakuba.jp/
http://kinkonkan.net/
http://arcen6789.sakura.ne.jp/
http://puremall-mimosa.sakura.ne.jp/
https://woody-heart.com/
https://p-balcony.jimdofree.com/
https://www.jalan.net/yad309816/
http://cottonsnow.jp/
https://www.kudoslodge.com/

