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Wi-Fi ペット可 温泉 タイプ 施設名 地区 住所 HP

● ♨ 民宿 1 岳栄館 八方 白馬村北城5296-2 http://gakueikan.com/

● ♨ 民宿 2 スポーツロッジつらら 新田 白馬村北城10835 https://hakuba-tsurara.com/

● ペンション 3 アリスの泉 落倉 白馬村北城14920-370 https://arisnoizumi.jimdofree.com/

● ペンション 4 ヴィラれんが亭 エコーランド 白馬村北城3020-1122 https://hakubarengatei.jpn.org/

● ペンション 5 グローブ　イン　スカラ みそら野 白馬村北城2940-19 http://skalainn.com/

● ペンション 6 コミュニティハウス　チロリアン 新田 白馬村北城10161 https://tyrolien.net/

● ペンション 7 林ペンション どんぐり 白馬村北城9464-13 http://hakubahayashipension.jp/

● ペンション 8 ペンション　おはよう みそら野 白馬村北城2458-5 http://web.hakuba.ne.jp/ohayo/

● ペンション 9 ペンション　セレナーデ みそら野 白馬村北城2936-13 https://hakuba-serenade.com/

● ペンション 10 ペンション　ベルニナ エコーランド 白馬村北城3020-303 https://hakubabelnina.jimdofree.com/

● ペンション 11 ペンション　Home's inn みそら野 白馬村北城828-10 http://www.homesinn.net/

● ペンション 12 ペンション　ミーティア みそら野 白馬村北城2937-730 https://meteortetsu.wixsite.com/meteor/pension

● 旅館 13 新民宿　はばうえ 新田 白馬村北城11236 http://www.vill.hakuba.nagano.jp/shinminshuku/minshuku/habaue.html

● ♨ 旅館 14 白馬グラードインえびすや 八方 白馬村北城5164 https://hakuba-ebisuya.com/

● ♨ 旅館 15 白馬八方温泉　まるいし 八方 白馬村北城5061 http://www.happo.jp/

● 旅館 16 ファミーユ若田 新田 白馬村北城10925 https://www.hakuba-wakata.com/

● ♨ 旅館 17 まるに旅館 八方 白馬村北城5013 http://maruni.sakura.ne.jp/

● ペット 旅館 18 リゾートイン・やまひら 新田 白馬村北城10955 http://hakuba-yamahira.com/

● ホテル 19 Funny hours Hakuba 新田 白馬村北城10846 https://www.ikyu.com/vacation/00051107/

● ペット ホテル 20 旅籠丸八 新田 白馬村大字北城11032 https://hatagomaruhachi.jp/

● ♨ ホテル 21 白馬山のホテル 八方 白馬村北城3477 http://www.hakuba-yamanohotel.com/

● ♨ ホテル 22 白馬ロイヤルホテル 白馬町 白馬村北城2310 http://www.hakuba-royal.com/

●
ペット

夏季のみ ホテル 23 白馬ログホテルミーティア みそら野 白馬村北城2937-730 https://meteortetsu.wixsite.com/meteor/pension

● ♨ ホテル 24 八方館 八方 白馬村北城5196 https://www.happokan.com/

● ペット ♨ ホテル 25 ホテル　ヴァイサーホフ八平 八方 白馬村北城5265 http://www.happei.co.jp/

● ♨ ホテル 26 ミニヨンホテル　ドゥ　ノエル 切久保 白馬村北城11862 http://www.noel.server-shared.com/index.html

● 貸別荘C 27 COTTAGE Yamajyu みそら野 白馬村大字北城2941-1 https://peraichi.com/landing_pages/view/cottageyamajyu/

● ペット 貸別荘C 28 Hakuba Inn Bloom みそら野 白馬村大字北城2557-1 http://hakuba-bloom.com/

● 貸別荘C 29 アルパインシャレー白馬 みそら野 白馬村大字北城2458-34 https://alpine-hakuba.com/ja/

● 貸別荘C 30 貸別荘八方ログコテージ 八方口 白馬村大字北城5616-7 https://r-union.com/

● 貸別荘C 31 ビラ　ベルニナ エコーランド 白馬村大字北城3020-303 https://hakubabelnina.jimdofree.com/

● 貸別荘C 32 ラントハウス　ダンクルネッツ　コテージ エコーランド 白馬村大字北城3020-516 https://www.dancru.com/

● 貸別荘C 33 ログコテージ　トマト 瑞穂 白馬村北城3020 https://www.hakuba.org/log-cottage-tomato/

貸別荘D 34 素木庵 白馬町 白馬村北城7095 http://park1.wakwak.com/~sukian/

● 貸別荘D 35 閑鳥小舎 大出 白馬村北城7822-1 https://www.countryhousehakuba.com/

● 貸別荘D 36 ゲストハウスジャパン白馬 和田野 北城4980-7 https://www.theguesthousejapan.com/ja/

● ペット 貸別荘D 37 白馬ブラウニーコテージ みそら野 白馬村北城2937-52 https://meteortetsu.wixsite.com/meteor/pension

＊貸別荘C・・・通常の貸別荘　　＊貸別荘D・・・定員6名以上対応可能　且、設備がﾃﾞﾗｯｸｽの施設

　　登録宿泊施設一覧

白馬村長期滞在型観光

白馬岩岳マウンテンリゾートエイブル白馬五竜
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