山ノ内町プレミアム付商品券
取 扱 店 一 覧 表
●

●●

地 区

泊まる ●● ●
屋

☎ 市外局番 0269

号

メ

ン

ト

34-3700 天然かけ流し温泉と手作り料理の宿

石の湯ロッジ

34-2421 写真スポットでもある料理自慢の宿です。

癒しの宿 幸の湯

34-2902 スキー・スノボーシュミレーター完備技術向上にぜひお越し下さい。

ヴィラ・アルペン

34-2731 ゲレンデ目の前の小さな宿。夜は暖炉のあるBARでゆったりと。

奥志賀高原ホテル

34-2034 志賀高原の一番奥のリゾート。レストランだけでも利用できます。

温泉ホテルイタクラ

34-2309 泉質の違う内風呂と露天風呂。こだわりのラーメンとカレーを！

木戸池温泉ホテル

34-2821 かけ流しの天然温泉と自慢の信州味噌鍋で心も体もあたたまります。

志賀高原オリンピックホテル

34-2125 泊まって、楽しく、ゲレンデサイドホテル。

志賀高原プリンスホテル

34-3111 ホテルステイでゆったりと楽しむ非日常をお届けします。

志賀スカイランドホテル

34-3555 一の瀬ダイヤモンドゲレンデ目前。駐車場も目前。

志賀パークホテル

34-2811 志賀の風景を一望できる、野趣に溢れた野天風呂をお楽しみ下さい。

志賀パレスホテル

34-2221 湯量豊富な温泉とボリュームいっぱいの食事が自慢の宿です。

志賀レークホテル

34-3232 志賀高原の散策に便利な立地です。

シャレー志賀

34-2235 宿泊はもちろん、お土産・レンタルスキーも使えます！

志賀スイスイン

34-3456 志賀高原の発哺温泉に所在し、天然温泉の一軒宿。露天風呂あり。
34-2921 にごり湯につかって疲れをいやして下さい。

スポーツホテル シルバー志賀

34-2245 オールシーズン営業中！１泊３食の合宿も承ります。

高天ヶ原ホテル

34-2911 山ノ内町プレミアム付商品券で宿泊利用のお客様に生ビール１杯付

西発哺温泉ホテル

34-2634 プレミアム付商品券ご利用のお客様にワンドリンクサービスします。

ビワ池ホテル

34-3011 温泉・食事・喫茶・お土産・宿泊・スキーにお越し下さい。

プチホテルＥｐｉ

34-2171 奥志賀高原の隠れ屋♪♪

ホテル一望閣

34-2031 乳緑色のかけ流し温泉を地元の皆様は500円券１枚でご入浴可。

ホテル銀嶺

34-3110 高天ヶ原温泉、露天風呂あり。トレッキング・スキーに最適な宿。

ホテル こだま

34-3331 ゲレンデ迄１分のアクセス。料理自慢のホテルです。

ホテル山楽

34-2217 のんびり、ゆっくりお過ごし下さい。

ホテル志賀サンバレー

34-3800 泊まりでも、日帰りでもご利用出来ます。お飲み物半額。
（要予約）

ホテルジャパン志賀

34-2801 ゲレンデ迄０分。ジャンルが異なるレストランが３つ併設。お食事も楽しめる｡

ホテル白樺荘

34-3311 志賀高原山の駅より徒歩３分、露天風呂が人気の蓮池手前の宿。

ホテルベルグ

34-2003 湯花舞踊る志賀山温泉でリフレッシュ。

ホテルホゥルス志賀高原

34-3355 ゲレンデまで徒歩０分！こだわりの料理が自慢。

ホテルむつみ

34-2706 むつみ鍋でホッコリ、裏は星空と紅葉が映える素敵な場所です。

沓 野 上林温泉 お宿 ことぶき

安 代

コ

アスペン志賀

志賀高原 硯川ホテル

渋

電話番号

33-2986 日帰り入浴営業中。営業日はお問合せください。
（不定休）

一乃湯 果亭

33-2101 渋温泉大湯前、のんびりゆったり寛げる、全館畳敷きの宿。

御宿 炭乃湯

33-3128 13時チェックインで、ゆったり21時間ステイ！

かめや旅館

33-3585 貸切風呂

くつろぎの宿 丸善旅館

33-3235 近場でごゆっくりお過ごし下さい。お日帰りも承ります。

渋温泉 いかり屋旅館

33-3168 渋温泉の中心にある８部屋の小さな温泉宿。全館貸切･送迎もご相談下さい｡

渋白銀屋旅館

33-3225 朝夕とも、個室会食です。

渋ホテル

33-2551 湯味心の三拍子でおもてなし。懐かしさに心もあたたまる温泉宿。

洗心館 松屋

33-3181 温泉に入って美味しいものを食べて日頃の疲れを癒してください。

旅の宿 初の湯

33-2595 町民限定プラン豪華お刺身５点盛つきです!!

歴史の宿 金具屋

33-3131 昭和初期の建築と源泉掛け流しの様々な温泉でしばしの時間旅行を。

ひなの宿 安楽荘

33-2578

ふじや旅館

33-2443 １日３組のお客様です。個室お食事処と貸切風呂での入浴可能です。

山崎屋旅館

33-3025 こんな時だから地元の宿に泊るのも一興と私達も思っています。

和風の宿 ますや

33-2171 個室での食事、露天風呂付の客室で安心してご利用下さいませ。
ご利用の際は各店舗・施設等の営業日をご確認ください。

地 区

湯田中

南 部

北 部

●

●●

屋

号

電話番号

コ

メ

ン

ト

一茶のこみち 美湯の宿

33-4126 日帰りの昼・夕食宴会やご宿泊にご利用いただけます。

白雲楼旅館

33-2505 うちのコも一緒。ペットと泊まろう。

華灯りの宿 加命の湯

33-2111 幻想的な和紙の灯りに癒される小粋な片泊まりの宿。

ホテル椿野

33-3508 展望風呂と美味しいお料理で皆様をお待ちしております。

まるか旅館

33-3515 泊まれます。１日２客。

湯田中 湯本

33-2141 赤松林の庭園をもつ純和風の宿。

よろづや

33-2111 国登録有形文化財の桃山風呂と信州屈指の広さの庭園露天風呂

よろづやアネックス湯楽庵

33-2111 文化財の桃山風呂をリーズナブルな料金でご利用ください。

あぶらや燈千

33-3333 ６月展望露天風呂＆屋上バー、７月露天風呂付客室リニューアル！

越後屋旅館

33-3188 地元の身近な極上温泉、角間の湯がじっくりいやします。

つるや旅館

33-4561 お風呂と料理で評判のつるやへお出掛け下さい。

ホテルおもだか

33-3125 北信五岳を望む露天風呂でリフレッシュ！お客様に期間中粗品進呈。

ホテルタガワ

33-6111 宿泊・日帰り・売店などにもご利用いただけます。

ホテルホワイトイン北志賀

33-6411 日帰り、ランチはもちろんご宿泊でもご使用いただけます。

食べる ●● ●

地区

屋

号

電話番号

コ

メ

ン

ト

エスニックレストランかもしか（ジャパン志賀内） 34-2801 本場ネパールカレー・本格窯焼きナン。テイクアウト・宅配可。
木戸池ドライブイン

34-2821 レストラン・喫茶・売店・日帰り温泉やってます。

サロン＆バー モンルポ（ヴィラ・アルペン内） 34-2731 ゆったりとした空間で、暖炉焼きや自家製酒などを楽しめます。

志賀高原

志賀高原の家グリーン

34-2552 当店人気の手づくりカニクリームコロッケをぜひご賞味ください。

志賀高原 山の駅

34-2621 休業日となる場合があります。事前に電話にてご確認ください。

レストランたかま（高天ヶ原ホテル内）

34-2911 お店での食事はもちろん､テイクアウトのピザ･弁当等メニュー有り｡

2307スカイカフェ

34-2600 絶景のカフェで美味しいお食事と飲み物をお楽しみください。

ピザハウス エスポア

34-3355 あっつあつ、もちもちのピザを召し上がれ！

ホテルベルグ

34-2003 定番のスタミナラーメンをご賞味下さい。
スキー場オープン時営業。

丸池ホテル レストラン モンテ・モア

34-2721 手作りのおいしいランチをお召し上がりください。

焼肉 おてんま（ジャパン志賀内）

34-2801 信州牛一頭買い!!柔らかお肉をご提供。テイクアウトお弁当あり。

横手山ドライブイン

34-2301 休業日となる場合があります。事前にHP等でご確認ください。

リストランテ アルト ピアーノ（ジャパン志賀別館内） 34-2801 ビーフ100％の自家製パティを使ったグルメバーガー。テイクアウト可！

沓 野

渋

湯田中

レストラン だけかんば

34-2301 （冬季のみ）高天ヶ原マンモススキー場内にあるレストランです。

レストラン ファミリー

34-3355 ファミリーゲレンデ目の前、広い店内、待ち合わせに最適。

レストラン ベル・ドール

34-2166 一押し！数量限定カレーパンなど様々な品揃えでお待ちしています｡

猿座カフェ

026-219-6256 木々に囲まれたオープンテラスでゆったりくつろげるカフェ

THE FARMHOUSE

38-1630 志賀高原ビール、清酒緑喜を醸造する玉村本店直営のレストラン。

天川荘

33-2444 手打そばと料理が大好評！

居酒屋ちょっくん

090-9666-2846 特典としてオリジナル缶バッチをプレゼントします。

海鮮和食 金新

33-3565 個室にてお食事していただけます。

カフェレストラン ダルマ（いかりや旅館内）

33-3168 ネパールカレーや信州牛のお弁当などテイクアウト充実!!

幸 鮨

33-2234 安くておいしい、お店です。

洗心館 松屋

33-3181 日帰りの入浴､食事を希望の場合は２日前までに連絡をお願いします｡

そば処 やり屋

33-2619 お気軽にどうぞ!!

手打蕎麦うどん 玉川本店

33-2252 石臼自家製粉のそば粉で打った手打そばとそばのデザートを御賞味｡

春欄の宿 さかえや

33-2531 ランチ営業始めました！肉厚なローストビーフ弁当もオススメ！

ラーメン徳味

090-3564-1252 ラーメン・チャーハン・ギョーザ等お手頃価格で楽しめます。

栄楽食堂

33-2262

こみちcafeソラチカ

38-1186 完全予約制の隠れ家カフェ・イングリッシュガーデンのお店。

Japanese Dining GOEN

026-219-6256 当店は毎朝上越直仕入れ。鮮度バツグンの魚をお愉しみください。

馳走家 流有Ru

33-8022 餃子・油淋鶏・ピザ・スパゲティお持ち帰りにいかがですか？

呑喰処きらく

33-3250 ほっこりする家庭の味をお楽しみ頂けるお店です。

HAKKO

38-8990 発酵食品×地元食材をコンセプトにお料理をご提供しております。

みかさ

33-2321 コロナ対策万全。テイクアウトメニュー充実。味に自信あり!!

美浜寿し

33-3760 多少にかかわらず配達いたします。

浅科屋食堂

33-3822 自家製造麺の店。

星 川 関英ドライブイン
福十拉

33-2705 定食、単品など各種お持ち帰り出来ますので、是非ご活用ください。
27-4738 ラーメンと豚カツのお店｡トーフラーメンが人気､夜は串カツも好評｡
ご利用の際は各店舗・施設等の営業日をご確認ください。

地区
南 部

北 部

●

●●

屋

号

星 川

上 条

南 部

西 部

ン

ト

33-2276 昔ながらの食堂です。個室もありますので安心してご来店下さい。
33-2257 焼きたてパンのお店。

石臼挽き蕎麦香房 山の実

33-7577 自家製粉十割の生粉打ち蕎麦・そばがき・そばピッツァのお店。

岩本そば屋

33-6536 すべて手作り。伝統の須賀川そばをどうぞ。

そば清

33-6296 手打ちそばで頑張っています。どうぞお越し下さい。

竜王マウンテンパーク SORA terrace cafe

33-6345 雲の上に立ったかのような迫力のある絶景を望みながら食事が楽しめる｡

買 う ●● ●
屋

号

電話番号

コ

メ

ン

ト

090-5512-2548 素材にこだわったハイクオリティーな志賀高原のお土産です。

志賀ワンツー

33-8712 給油、オイル・タイヤ交換、灯油配達御用命お待ちしております。

玉村本店

33-2155 志賀高原ビール、清酒縁喜を醸造する蔵元です。

友野商店 上林給油所

33-2565 “灯油”早期特別価格にてお届けします。

リカー＆フードまるみ

33-3023 ウチ飲みのビールお酒は当店へ

小古井菓子店

33-3288

竹内商店

33-4581 青果・食品・酒類色々取り揃えてお待ちしてます。

たまりや酒店

33-2231 お酒・おつまみを揃えてご来店をお待ちしております。

松本製菓

33-2342 栗をたっぷり使った限定品「栗かのこまんじゅう」おすすめです。

安 代 羽田甘精堂

湯田中

メ

もへじや製菓

地区

渋

コ

松美食堂

志賀高原 志賀高原おみやげSHOP Serendipity

沓 野

電話番号

33-2324 好評の赤飯、山菜おこわ、どら焼きに加え、おやきも販売期間延長。

青柳洋品店

33-2426 良い品をより安く皆様の洋品店。

イーストア 文化商店

33-3201 「プレミアム商品券」ご利用の方、りんどうカードポイント２倍進呈。

山ノ内米穀

33-3810 おいしい木島平こしひかり“新米”になります。ご賞味下さい。

コトブキヤ薬局

33-2254 各種感染対策商品を取り揃えています。

サトー文具

33-4444 学用品・文具・事務機器専門店

関谷醸造場

33-2535 当蔵元では全て国産大豆と国産米で心を込めて手造りしております。

東京堂洋品店

33-2378 婦人オシャレ着、紳士婦人肌着靴下、中学小学校指定運動着上履き靴

友野商店 本店

33-2565 “灯油”早期特別価格にてお届けします。

藤澤電機商会

33-2779 ！家電の「購入・修理」
「音響」どんな事でもお気軽にご相談を！

わくわく商店街

33-2810 ボランティア・商工会・社協が協同した買い物支援ミニスーパー

アメリカンドラッグ 山ノ内平穏店

38-1438

佐藤商店

33-4568 お店でのご利用はもちろん、灯油・お米の配達もOK！

セブンイレブン 信州山ノ内店

33-4866

田村酒店

33-2259 酒・食品・贈答品・おみやげなど色々取り揃えています｡

友野商店 志賀入口給油所

33-2565 “灯油”早期特別価格にてお届けします。

福田屋

33-3571 町内産牛肉（りんごで育った信州牛）を中心に食肉全般の販売

コメリハードアンドグリーン山ノ内店

31-3670 身近な暮らしのパートナーコメリ。

JAながの 志賀高原SS

33-0001 燃料油以外にもタイヤ・オイル交換等ご利用頂けます!!

JAながの 志賀高原ガスセンター

33-0001 ご家庭の電気をJAに切り替えしませんか。JAでんき募集中です。

JAながの 燃料配送センター

33-0001 JAでんきと組合わせれば更にお得です！※配達のみとなります。

志賀高原経済センター

33-0001

山ノ内流通センター

33-4541 業務用食品、安くていっぱい。

畔上製菓舗 穂波温泉店

33-0057

JAながの 穂波生産資材

33-0001 農業資材は、お近くのJAへ！

志賀高原農業機械センター

33-0001 農機のことなら、JAながの農機センターにお任せください。

スーパーマルゼン

33-4835 野菜・魚・肉を大量にお安く用意して、お出かけをおまちしています。

スノハラ商店

33-3308 お買い上げに応じて粗品進呈。

セブンイレブン 山ノ内佐野店

33-8701 御来店を心よりお待ちしております。

中沢商店

33-2785 地酒、日本酒と地域で育み根づいたクラフトビールをどーぞ。

藤本屋商店

33-3358

ふるさと弁当こころ

31-3501 手作り味の店

道の駅 北信州やまのうち

33-3111 新鮮な野菜や果物が盛り沢山。温泉饅頭や地酒等が揃う道の駅。

あぜがみセンター

33-3446 さめてもうまい天日乾燥米。10㎏3,000円。

JAながの 志賀高原営農センター直売所

33-0001

JAながの 志賀高原資材センター

33-0001 農業資材は、お近くのJAへ！

関ふとん店

33-2997
ご利用の際は各店舗・施設等の営業日をご確認ください。

地区

屋

号

セブン－イレブン 北志賀夜間瀬店

電話番号

コ

メ

ン

ト

33-8000 酒類・雑誌・中華まん・コロッケ・焼き鳥などあります。

友野商店 山ノ内西給油所

33-2565 “灯油”早期特別価格にてお届けします。

古酒屋

33-2707 オサケノゴヨウワトウテンヘ

湯本商店

33-0411 お酒、米、食品あります。町内無料配達いたします。

よませコトブキヤ薬局

33-2254 各種感染対策商品を取り揃えています。

夜間瀬農業機械センター

33-0001 農業機械、買取無料査定実施中！！

大西パン

080-7065-4825 お店もパンもできたて。

JAながの 北志賀高原SS

33-0001 毎週火曜日と土曜日は特売日！※水曜日は休日となります。

北 部 自然酵母石窯ガーデンCoCo粉職人

33-7210 山里での日々の風土が育んだ食材練り込みの薪焼石窯パン。

西 部

●

●●

フレッシュストアーほさか

33-6135 おいしく食べて毎日元気!!皆様のご来店をお待ちしています。

望月商店

33-6453 商品券を使って、ビール・焼酎・清酒・手打そばのつなぎをどうぞ。

サービス・その他 ●● ●

地区

屋

号

電話番号

コ

メ

ン

ト

癒しの宿 幸の湯

34-2902 スキー･スノボの技術上達の為のシュミレーターで一年中練習が出来る｡

奥志賀高原スキー場

34-2034 雪質抜群の奥志賀高原。日帰りのお客様も歓迎しております。

北アルプスを望む露天風呂の宿ひがしだて 34-2534 立ち寄り入浴と展望テラスをご利用ください。
熊の湯スキー場

34-2138 初心者から上級者の方までお楽しみ頂けるスキー場です。

志賀高原ガイド組合

34-2133 国立公園志賀高原公認ガイドが、自然豊かな志賀高原をご案内！

志賀高原索道協会

34-2588 志賀高原の18スキー場共通リフト券にご利用いただけます。

志賀高原 志賀高原スキー学校

渋

安 代

湯田中

星 川

上 条

34-2617 日本有数のゲレンデでスノースポーツの楽しさを改めて実感ください。

志賀高原中央エリアスキー場

34-2301 （冬季のみ）サンバレー～一の瀬のリフト券購入時に利用可です。

志賀高原焼額山スキー場

34-3117 ゴンドラ２基稼働、多種多様なコースで誰もが楽しめるゲレンデ。

渋峠ロマンスリフト

34-2600 2307ｍに行けるリフトです。山頂からの景色は絶景です。

横手山・渋峠スキー場

34-2600 世界でも類を見ないパウダースノーをお楽しみください。

横手山スカイレーター

34-2600 スカイレーターとスカイリフトでの山頂への旅はスリル満点です。

トモエ美容室

33-3812

中島電気商会

33-2093 家電販売、電気工事等お気軽にお電話下さい。

美容室 あいざわ

33-2861

山ノ内自動車工業

33-4515 車のことなら山ノ内自動車へ

理容クロイワ

33-1470 検温の実施・手指消毒用アルコールの設置・ハサミ櫛等の殺菌消毒。

いくたま整骨院

38-1245 身体の歪み、痛みのご相談、まずはお気軽にお問い合わせ下さい。

志賀かじか観光

33-3515 商品券で旅行に行けます。

徳竹自動車

33-8099 車の車検及び車・バイク・除雪機・スノーモービルの販売・修理

長電タクシー 湯田中営業所

33-3161 お近くでもお気軽にご利用ください。

美容室 りすぶらん

33-4567 あなたの美しさをひきだす美容室

ヘアモードサロンユモト

33-2714 山ノ内スタンプ使用出来ます。送迎サービス承ります。

湯田中駅前温泉 楓の湯

33-3111 かけ流し天然温泉。毎月26日はりんごなど香り風呂も楽しめる。

湯田中ヘルスケアセンター

33-5888 11回利用可能な回数券を7,000円で販売してます。

阿部電機

33-2658 お気軽にご用命ください。

田中設備工業

33-2065 お困りの際はお電話ください。

平穏土建・ライフサービス

33-4518 小さな修繕からリフォームまで、お住まいのお悩みにライフサービス。

ヘアプレイスちく

33-3763 ご来店お待ちしております。

坂本はりきゅうマッサージ院

090-2088-6204 感染予防の為、予約制にしています。お気軽にお電話ください。

やまもと美容室

33-0592 安心・安全を守って営業中！髪と地肌に優しいパーマやカラーを！

あぶらや燈千

33-3333 大切な日に特別な食事を。記念日・お祝い事に高級オードブルを！

下田土建

33-3721 お庭の整備・住まいのリフォーム何でもご相談下さい。

南 部 菅沼商店

33-4024

ヘアラボ タカヤマ

33-3848 ★星川橋近くの理容室★予約制で密になりづらいお店です★

元湯 箱山温泉

33-3622 入浴券はもちろん、お食事にもご利用いただけます。

理容美容 カツヤマ

33-6056 毎日、笑顔で元気に営業中。

北 部 竜王スキーパーク
竜王マウンテンパーク SORA terrace

33-6345 標高1,930ｍ、絶景＆パウダースノーエリアの竜王スキーパーク。
33-6345 標高1,770ｍから見る雲海と絶景。日本最大級166人乗りロープウェイ。
ご利用の際は各店舗・施設等の営業日をご確認ください。

