小谷村地域商品券

取扱店舗一覧
令和4年11月21日 現在

No
1

店舗名

業種

電話

おたり名産館

飲食業

0261-82-2526

ホームページ
-

紹介文
店内飲食で利用可能。毎週火曜日は定休日。

2 life perch

サービス業 090-2947-4735

3 神レーシングサービス

サービス業 0261-83-2161

4 サンテインおたり

宿泊業

0261-82-2228

https://www.santeinn.jp もございます。商品券は館内でのお支払いにご利用頂けます。（一部サー

5 ペンション神戸っ子

宿泊業

0261-83-2270

https://kobekko.main.jp/ お弁当等のTakeoutにもご利用頂けます。

6 ローソン小谷店

小売業

0261-82-3432

7 おたり自然学校

アクティビティ・体験

070-4284-4364

8 レストラン栂池カウベル

飲食業

0261-83-2505

-

店内の食事、クレープで使用できます。

9 スクリーン403

小売業

0261-83-2324

-

信州のお土産、地ビールや地酒、信州ワインの他ミズノスポーツ用品も取り
扱っております。

10 みなとや

小売業

0261-82-2030

-

古民具を扱っております。陶器、鉄瓶、鍋、花瓶、農機具、漆器、タンス、欄間、
カンジキ、帯、着物、掛軸、椅子、小引き出し、などなど、小中学校の体操着も
扱っております。

11 ミヤザワ電工

建設・建築業 0261-82-3370

-

-

12 平田製畳

建設・建築業 0261-83-2508

-

畳の張替、新畳の工事に使えます

13 栂池山荘

宿泊業

14 クリーニング姫川舎

サービス業 0261-82-2146

15 石川商店

小売業

0261-82-2055

16 ロッヂ招仙

宿泊業

0261-83-2705

17 株式会社今井工務店

建設・建築業 0261-85-1021

http://imai-1963.jp/

18 宮沢工務店

建設・建築業 0261-82-2180

-

お家のことなら何でも お気軽にご相談ください。

19 奉納温泉

サービス業 0261-82-2434

-

入浴代、温泉内の飲食等でご利用できます。

20 小谷温泉

090-7708-6341

http://lifeperch.jimdofree.com/ コーチング、ファイナンシャルプランニング

-

自動車、バイク、除雪機などの販売、修理を行っております。
商品券は全てのお支払いにご利用いただけます。
天然温泉の宿です。宿泊のほかに日帰り入浴や外来レストラン、お土産物店
ビスを除く）
本格中華はいかがですか？宴会、コース、ランチ等のご飲食やオードブル、
もちろん、ご宿泊でのご利用もどうぞ、この機会に是非ご賞味ください。

-

https://www.otarinatureschool.net

https://www.tsugaikesansou.jp/

タバコ以外の全商品

おたり自然学校が実施する各種体験、キャンプ場「石坂森林探険村」の日
帰り利用など

中部山岳国立公園（栂池自然園）に位置します山小屋です。ご宿泊・レストラ
ン・売店でのご利用が可能です。
【取扱品目】衣類全般・防寒着・帽子・寝具カバー類・布団・毛布・ジュータン・

https://himekawa-plant.co.jp/ カーペット・マット類・カーテン・着物・革製品・ぬいぐるみ等、セールのお知ら

せはホームページをご覧ください。

-

店内の商品全般にお使いいただけます。（たばこ・宅急便・切手はがきは除
く）

http://www.tsugaike.com 宿泊券・飲食券としてご利用できます。
外壁、水回り、電気関連のリフォーム賜ります またガソリンスタンド（国道
148号姫川温泉交差点）もご利用下さい

小谷温泉の１軒宿、500年近くの歴史ある、文化財の温泉旅館、万病に効く

宿泊業

0261-85-1221

小売業

0261-85-1221

-

６月から１０月まで鎌池にお越しの際は是非お立ち寄りください。村内特産
品販売と喫茶およびお食事ができます。

おたり村の写真屋
きたむら

小売業

0261-82-2663

-

写真撮影(出張撮影もたまわります)・証明写真・高画質カラープリント・フォト
ブック(アルバム編集作成)・時計販売・時計修理(電池交換)お祝い記念品
作成など、お気軽にご相談ください！

23 古民家noie梢乃雪

宿泊業

080-8019-4478 http://kominkasaisei.net

24 ホテル サニーバレー

宿泊業

0261-83-2109

http://www.sunny-valley.net/ 宿泊利用

25 Melt by UNPLAN

飲食業

0261-85-4845

https://unplan.jp/hakuba カフェでのお食事やドリンク、グラノーラなどのお土産品に利用可能

山田旅館

21 鎌池ブナ林亭
22

https://otari-onsen.net/ と言われる鮮度が自慢の源泉、宿泊のほか、外湯の展望風呂は立ち寄り入
浴も可
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-

飲食利用

売店利用

小谷村地域商品券
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No

店舗名

業種

電話

ホームページ

26 UNPLAN Village Hakuba

宿泊業

0261-85-4845

https://unplan.jp/hakuba 宿泊代金として利用可能

27 ホテルグリーンプラザ

宿泊業

0261-82-2500

https://www.hgp.co.jp/hakuba/

28 紡ぎ舎（つむぎや）
日用品と暮らしの道具の店

小売業

050-3718-2301

https://tsumugiya.jp/ 日本国内で丁寧に作られた日用品と暮らしの道具を取り扱うお店です。

29 ホテル國富翠泉閣

宿泊業

025-557-2000

http://kunitomi.co.jp/

30 おみやげ ろまん

小売業

0261-83-2283

-

31 白馬ベルグハウス

宿泊業

0261-83-2014

https://tsugaike.jp

32 お土産コンビニMoMo

小売業

0261-83-2627

-

33 サンプラザ栂池

宿泊業

0261-83-2423

http://www.sptsugaike.com 宿泊・宴会・レストラン・日帰り温泉

宿泊業

0261-83-2118

http://www.belle-cour.co.jp ご宿泊はもちろん、法事、新忘年会、食事会などご予約承ります。

アクティビティ・体験

0261-83-2255

https://www.tsugaike.gr.jp/

星降る高原の小さなホテル

34

ホテル
ベルクールイノマタ

TSUGAIKE MOUNTAIN
35 REORT (栂池高原スキー
場）

紹介文

ホテルグリーンプラザ白馬内の売店やレストラン、ご宿泊代などにご利用
頂けます。

信州白馬と、海の町糸魚川の間。姫川渓谷にひっそりと佇む隠れ宿。

商品券は店内全ての商品にお取り扱いできます。信州の土産品、酒類、お
菓子、アイスクリーム等多数取り揃えております。
無料送迎あり(28人まで)。懇親会、親睦会、忘新年会、何でもご予算に応じ
て対応致します。お気軽にご相談下さい。評判の創作料理【栂池デリシア】を
ランチ又はディーナーをレストランで
日用雑貨

各チケット売り場にてリフト券の購入に使用出来ます。シーズン券購入にも
使用出来ます。

36

サロモン・アトミックステー
小売業
ション

0261-83-2255

https://www.tsugaike.gr.jp/ -

37

ヴィレッジツガイケ
ショップ

小売業

0261-83-2255

https://www.tsugaike.gr.jp/ -

アクティビティ・体験

0261-83-2255

https://www.tsugaike.gr.jp/ -

38 栂池ロープウェイ
39

栂池 雪の広場
バーガーキング

飲食業

0261-83-2255

https://www.tsugaike.gr.jp/ -

40

栂池 雪の広場
コナユキカフェ

飲食業

0261-83-2255

https://www.tsugaike.gr.jp/ -

41

栂池 雪の広場
イエティ

飲食業

0261-83-2255

https://www.tsugaike.gr.jp/ -

42

GLAMPING FIELD
TSUGAIKE

宿泊業

0261-83-2255

https://www.tsugaike.gr.jp/ -

43 白馬つがいけ WOW！

アクティビティ・体験

0261-83-2255

https://www.tsugaike.gr.jp/ -

44 喫茶

飲食業

080-8690-0839

宿泊業

0261-85-1607

https://www.amakazari.jp/

飲食業

0261-83-2265

-

47 栂池ヒュッテ

宿泊業

0261-72-3122

https://www.hakuba-sanso.co.jp/

宿泊・レストラン・売店でご利用いただけます

48 白馬大池山荘

宿泊業

0261-72-3122

https://www.hakuba-sanso.co.jp/

宿泊・食堂・売店でご利用いただけます

49 道の駅おたり

小売業

0261-71-6000

https://www.michinoeki-otari.com/

道の駅おたりの売店・深山の湯でのご入浴・鬼の厨でのお食事にご利用頂
けます

50 おみやげ ゆきんこ

小売業

0261-83-2425

-

信州のおみやげ・お酒・ワイン・ビールなど、店内の商品全般にお使いいた
だけます。

白月

45 雨飾荘
46 そば処

ふるさと

-
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店内でのご飲食、焼菓子、珈琲豆、紅茶など

雨飾荘でのご宿泊と売店商品の購入にご利用いただけます。期間は11月
23日までです。休館日もありますのでお問い合わせください。

店内のメニュー（そば、ジンギスカン）でご利用できます。

小谷村地域商品券

取扱店舗一覧
令和4年11月21日 現在

No
51

店舗名

業種

電話

ホームページ

紹介文

リゾートイン
マリオンシナノ

宿泊業

0261-83-2606

https://www.marion-s.com/

マリオンシナノ1F売店（タバコ等の一部商品除く）・ご宿泊代にご利用いた
だけます

小谷給油所

小売業

0261-82-2833

-

スタンド商品、各種燃料にお使いいただけます。
(★注：灯油等の配達サービスでは使用できません。）

JA大北 おたり支所
Ｙショップ小谷店

小売業

0261-82-2224

-

移動購買車でもご利用いただけます。

小売業

0261-82-2042

-

肥料・農薬、種苗・農業用資材の他、小谷産そば粉や除雪用具まで扱ってお
ります。

52 JA大北
53

JA大北

北部営農センター

54 小谷センター

一般社団法人
小谷村観光連盟

サービス業 0261-82-2233

https://www.vill.otari.nagano.jp/kanko/

56 美容室サロンドボーイ

サービス業 0261-82-2274

-

カラー、カット、パーマ、エステ等

小売業

0261-82-2274

-

植物性の材料で作る Raw(非加熱)のロースイーツ
(ケーキ、おやつ、チョコレート)

小売業

0261-82-2239

-

燃料・商品・ピット作業等にお使いいただけます。（詳しくはスタッフまでお問
合せください）

飲食業

0261-85-1810

-

店内の飲食代として利用できます。

60 プチホテル アイリス

宿泊業

0261-82-3557

61 ミヤジマボディー

サービス業 0261-82-2299

-

自動車の板金や塗装、バッテリーやタイヤ等のカー用品の販売もしており
ます。全てのお支払いでご利用可能です。

62 パン香房

小売業

0261-82-3885

-

皆様に支えられて早30年となりました。これからも変わらぬご愛顧のほど
宜しくお願いします。

63 やきとり君

飲食業

090-9872-9441

-

オレンジ色の車です。毎週水曜日の夕方、おたり名産館前にて出店してい
ます。その他、出張やきとりでもご利用いただけます。

64 近江金物店

小売業

0261-82-2015

-

住宅設備工事、金物全般、合鍵、ガラス、溶接工事を承ります。店内の商品
や工事代金のお支払いで商品券が使用できます。

65 あけぼの山荘

宿泊業

0261-82-2543

-

宿泊代として使用できます。宿泊の予約はご利用4日前までにお電話にて
ご予約下さい。

66 信濃荘

宿泊業

0261-82-2140

https://www.otr.pxc.jp/~sinano-m

67 白馬アルプスホテル

宿泊業

0261-82-2811

http://www.hakuba-alps.co.jp 宿泊、宴会、ツリーアドベンチャー、パターゴルフ、売店（お土産）、キャンプ

68 小谷村CATV

サービス業 050-5211-6333

69 池原屋米穀店

小売業

0261-82-2082

70 ホテルセルリアンアルペン 宿泊業

0261-83-2325

http://www.cerulean-alpine.com/ ご宿泊・宴会にどうぞ

71 カフェ十三月

飲食業

0261-85-1781

http://13gatsu.net/

72 花岡設備

建設・建築業 0261-82-2076

-

-

73 morichan

飲食業

070-8394-1577

-

店内飲食、テイクアウト代としてご利用いただけます。

74 ロッヂFREERUN

宿泊業

0261-83-2311

75 小谷アウトドアクラブ

体験・アクティビティ

0261-82-2566

55

57

Repos.Anne
-ルポアン‐

58 中田石油㈱
59 蕎麦屋

小谷支店

蛍

一輪の華

小谷村観光連盟で実施する様々な事業で使用可能です。

http://www.petit-hotel-iris.jp/ 宿泊、宴会、弁当、オードブル

https://twitter.com/OTARI_CATV

-

https://hakuba.biz/

https://www.otr.pxc.jp/~seisadao/otariodc/index.html
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宿泊代金

ケーブルテレビ・インターネットの新規加入工事費、パソコン・ルータ・その他
スマートデバイス等をご購入いただく場合もご利用いただけます。（詳しく
はお問合せください）
米の販売、精米

中谷の古民家カフェ。南インドカレー、自家焙煎コーヒー、季節のスイーツを
提供。

宿泊でのご利用、日帰り飲食でのご利用もご連絡お待ちしてます☺︎

夏はシャワークライミング、冬はバックカントリースキーやスノーシューハイ
キングのご案内をいたします。

小谷村地域商品券

取扱店舗一覧
令和4年11月21日 現在

No

店舗名

76 ㈲安春電気商会

業種

電話

ホームページ

紹介文

建設・建築業 0261-82-2227

-

-

飲食業

0261-83-2224

-

-

78 わらび平山荘

宿泊業

0261-82-2141

79 プチホテル シャンツェ

宿泊業

0261-83-2421

-

栂池高原にある宿泊施設です。宿泊料金、受付周りで販売しているものに
使用できます。

80 商店 小網

小売業

090-9668-4936

-

食料品、日用品の販売をしています。

81 居酒屋&バー 家族

飲食業

0261-85-1326

-

ウイスキー、スピリッツ、日本酒等、各種取り揃えております。餃子他つまみ
も色々。食事だけでもご利用出来ます。音楽好きの方もぜひ！

82 THE SATELLITE CAFE

飲食業

090-6946-6271

77

カントリージョー
(カレーハウス）

83 ㈱トータルタタミサービス 建設・建築業 0261-83-2011
84

いい写真を撮りたいスタ
ジオ

サービス業 090-9526-8026

白馬乗鞍の宿泊施設です。夏季は水田と野菜の農業も行っています。ゆ

https://warabidaira.net たったり広いお部屋とマイクロバスの送迎も可能です。（ホームページをご
覧ください）

白馬乗鞍温泉スキー場里見ゲレンデ麓に位置する、カフェ、ショップ、テスト
https://www.satellite-cafe.com/ ボードセンターを備え、長野県産材を使用しこだわりの木質空間で過ごす、

新しいスタイルの憩いの場所です。

-

たたみ・ふすま・しょうじ・網戸のことならお任せください。
家具の移動もやりますので、和室のリフォームご相談ください。

【Instagram】
スタジオでの写真撮影、出張撮影、写真のプリント、アルバム作成等
@maedasatoko.camera

85 石川売店

小売業

0261-82-2345

-

お土産、お菓子などの食品（おにぎり、お寿司）、飲料（アルコール類も含
む）、文房具

86 栂池ゴルフセンター

体験・アクティビティ

0261-83-2034

-

専用コイン及び回数券購入時に使用可能（おつりは出ません））

87 まつみ食堂

飲食業

0261-82-2202

-

店内の飲食で使えます。ホルモンの持ち帰りもOKです。

88 白馬荘

宿泊業

025-557-2231

https://himekawa-hakubasou.com/

89 有限会社リペックス

サービス業 0261-71-5555

-

①合鍵作成、錠前修理・取付け・交換
②ドアクローザー／蝶番の修理・取
付け・交換
③コインロッカーのレンタル・販売（レジャー向け・貴重品向け・
無人販売機など） ④コーヒー卸し販売

90 株式会社小林工業

建設・建築業 0261-82-3286

-

-

91 オタリアンジェラート

飲食業

080-8746-7876

-

信州・小谷村の新鮮な食材を使用したジェラートやソルベをお楽しみ下さ
い。商品券はジェラートのみご利用頂けます。

92 稗田山荘

宿泊業

090-4861-9390

-

当宿、稗田山荘はコルチナゲレンデに直結した場所にございます。
ファミリーやグループに最適な１日１組限定１棟貸しのプライベート性を重視
した自炊型コンドミニアムです。

93 リゾートインヤマイチ

宿泊業

0261-83-2103

94 うまいもの屋固徹

飲食業

0261-82-3505

95 湯の宿朝日荘

宿泊業

025-557-2301

飲食業

080-5109-0986

https://www.instagram.com/delinakazumi/?hl=ja

コロッケやメンチカツなど揚げ物を中心に販売しています。ぜひご利用く
ださいませ。

97 山岳ガイド河合宗寛

体験・アクティビティ

090-7914-3667

http://mountainguide.kawaimunehiro.com/

荒菅沢から登る雨飾山など、ディープでエキサイティングな山をご案内し
ます。

98 相澤商店

小売業

0261-82-2035

-

お気軽にご相談ください。

99 株式会社 Eagle

サービス業 0261-71-7780

-

いつもご利用ありがとう御座います。
当店では自動車に関するもの全て商品券が利用可能です。
タイヤ代・車検代・メンテナンス代等に皆様利用されています。

100 はりきゅうpanapono

サービス業 080-5325-8126

96

キッチンカー
デリナカズミ

宿泊代や飲食代(宴会等)で使用できます。日帰り入浴でもご利用できま
す。(おつりは出ないので２名以上でのご利用をお勧めします。)

https://resort-inn-yamaichi.com ご会食やご宿泊など館内でご利用ください

-

店内飲食、仕出しでご利用いただけます
■入浴（2名以上） ■宿泊：1泊2食付き（税込￥11,000/1名） ■泉質：含硫
■飲用可・効能：糖尿
病、痛風、胃十二指腸潰瘍 他

https://asahiso.jimdofree.com/ 黄ナトリウム、カルシウム塩化物、炭酸水素塩温泉

https://www.instagram.com/harikyu_pana.pono93
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はり、おきゅうでココロとカラダを整える。鍼灸ケア、美容鍼、産前産後、小
児はりなど。出張可能。子連れOK。病院に行く程ではないけど、心身がしん
どいなどの症状があればご相談下さい。

小谷村地域商品券

取扱店舗一覧
令和4年11月21日 現在

No

店舗名

業種

電話

ホームページ

101 atelier伸HANDMADE

小売業

090-4607-0639

https://www.instagram.com/atelier.shin.handmade

102 ショップkei

小売業

090-4717-0602

-

103 マウントケア

整体

080ー6997ー1977

104 HAKUBA BEER GARAGE

飲食業

050-3131-8001

105 くらして

小売業

025-561-1023

106 焼肉ばんばん

飲食業

0261-83-2784

https://www.facebook.com/profile.php?id=100046973605528

https://hakubacraft.jp/

紹介文
革製品の製造販売と、使わなくなったランドセルのリメイクをしています。ま
た、捨てるには勿体無い取手が壊れたカバン、ボタンが取れて使えない財
布等の修理を行っています。
着物地のリメイク作品、織物作品、秋限定さるなし販売。健康捕食品(カル
シュウム等々)

通常の施術から回数券まで全てのサービスに対してご利用いただけます。

鐘の鳴る丘ゲレンデの目の前でクラフトビールを販売しています！
ランチやディナーのお料理もご用意しています！

http://kurashite.com 商品券は、大網の栃餅大福、大網の栃餅、正月餅三種などで使えます。

-

-

【商品券の留意事項】
・ 換金性の高い商品（他の商品券、ビール券、図書券、切手、印紙等）やタバコ等などは小谷村地域商品券での取り扱いできません。
・ 商品券での支払いで、差額に対するおつりは出せません。
・ 営業時間や定休日、商品券が使用できる商品については取扱店舗へ確認をお願いいたします。

【お問い合わせ】
小谷村商工会
URL ： https://otari-sci.com/
最新のリストはQRから
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TEL ： 0261-82-2888

