
栂池高原

◆栂池高原宿泊施設一覧 〒３９９-９４２２長野県北安曇郡小谷村 栂池高原

長野自動車道安曇野Ｉ.Ｃ
より車で約８０分

クーポンお渡し場所
【マイカープラン】 宿泊先フロント
【バスプラン】 
集合場所受付カウンター

現地バス停
＆出発時間

親の原バス駐車場

１５:３０出発
集合時間は復路乗車券にてご確認ください

【その他スキー場】 白馬岩岳マウンテンリゾート ： シャトルバスにて１５分～２５分

日帰りプラン利用施設

ホテル サンプラザ栂池
０２６１-８３-２４２３

NO. 宿泊施設名 ＴＥＬ（０２６１） バス停＆バス停までの時間 最寄りのスキー場までの時間 利用レンタルショップ

① ホテル サンプラザ栂池 ８３-２４２３ 親の原バス駐車場 / 徒歩１分 徒歩１分 クリフレンタル 栂池１号店

② アルペンリゾート栂の木荘 ８３-２５２４ 親の原バス駐車場 / 徒歩１分 目の前 クリフレンタル 栂池１号店

③ ホテル ベル ・ ハート ８３-２３３２ 親の原バス駐車場 / 徒歩５分 徒歩１分 JAMスポーツレンタル 鐘の鳴る丘店

④ ホテル グランジャム栂池 ８５-４７７１ 親の原バス駐車場 / 徒歩５分 徒歩５分 クリフレンタル 栂池１号店

⑤ ホテル サニーバレー ８３-２１０９ 山西館前駐車場 / 徒歩１分 徒歩１分※ アライスポーツ ロッヂ幸店

⑥ リゾートホテル フロントステージ ８３-２３０９ 親の原バス駐車場 / 徒歩１分 徒歩１分 クリフレンタル 栂池１号店

⑦ プチホテル ホワイトアベニュー ８３-２１４５ 親の原バス駐車場 / 徒歩３分 徒歩３分 アライスポーツ アルプス通り店

⑧ ホテル ニューベルニナ ８３-２６２０ 親の原バス駐車場 / 徒歩３分 目の前 ライブスポーツレンタル ニューベルニナ店

⑨ 栂池観光ホテル ７１-５２６０ 親の原バス駐車場 / 徒歩５分 目の前 JAMスポーツレンタル 鐘の鳴る丘店

⑪ ＴＳＵＧＡＩＫＥモンブラン ８３-２３４６ 親の原バス駐車場 / 徒歩１５分 徒歩１分 アライスポーツ 栂の木通り店

⑫ ゲレンデイン幸雪 ８３-２００５ 親の原バス駐車場 / 徒歩８分 目の前 アライスポーツ 栂の木通り店

⑬ 高原荘 ８３-２２０７ 親の原バス駐車場 / 徒歩５分 徒歩１分 JAMスポーツレンタル 鐘の鳴る丘店

⑭ みやま荘 ８３-２１２３ 親の原バス駐車場 / 徒歩５分 徒歩１分 JAMスポーツレンタル 鐘の鳴る丘店

⑮ ロッヂ幸 ８３-２６１１ 山西館前駐車場 / 徒歩２分 徒歩２分 アライスポーツ ロッヂ幸店

⑯ かねます館 ８３-２５０６ 山西館前駐車場 / 徒歩１分 徒歩１分 アライスポーツ ロッヂ幸店

⑰ 山西館 ８３-２１１６ 山西館前駐車場 / 徒歩１分 徒歩１分 アライスポーツ ロッヂ幸店

⑱ からまつ荘 ８３-２２１６ 親の原バス駐車場 / 徒歩５分 徒歩５分 アライスポーツ アルプス通り店

ロッヂ松沢 ８３-２４１７ 親の原バス駐車場 / 徒歩３分 徒歩１分 アライスポーツ アルプス通り店19

栂池ロッヂ ８３-２１２５ 親の原バス駐車場 / 徒歩５分 徒歩５分 アライスポーツ アルプス通り店20

ロッヂ招仙 ８３-２７０５ 親の原バス駐車場 / 徒歩５分 徒歩５分 アライスポーツ アルプス通り店21

松沢荘 ８３-２２３０ 山西館前駐車場 / 徒歩１分 徒歩１分 アライスポーツ ロッヂ幸店22

ヒュッテ三千呎 ８３-２３３４ 親の原バス駐車場 / 徒歩６分 徒歩１分 アライスポーツ 栂の木通り店23

前田館 ８３-２５０２ 親の原バス駐車場 / 徒歩５分 徒歩５分 アライスポーツ 中央通り店24

※リフト乗り場まで送迎となる場合があります｡

山西館前駐車場

１５:３５出発
集合時間は復路乗車券にてご確認ください

※朝発！白馬モーニングエクスプレス
の設定はございません｡

緊急連絡先 ０５２-２３２-７３５２

ホテルラ･フォーレ白馬前

１５:４０出発
集合時間は復路乗車券にてご確認ください

※朝発！白馬モーニングエクスプレス
の設定はございません｡
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ホワイトアベニュー

ニューベルニナ
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ホテルメリベル栂池ホテルメリベル栂池

セルリアンアルペン
（クリフレンタル栂池３号店）
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リゾートホテルフロントステージ

お宿ＨＡＮＡ

ホテルグランジャム栂池

ペンション神戸っ子ペンション神戸っ子内川スポーツ内川スポーツ
ペンション遊夢ペンション遊夢

ヒュッテ三千呎ヒュッテ三千呎

ゲレンデイン幸雪
（アライスポーツ栂の木通り店）

ＴＳＵＧＡＩＫＥ
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スカイロックスカイロック

最寄りの I.C から
スキー場までの時間
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アライスポーツ中央通り店アライスポーツ中央通り店

コンビニ

おみやげＭＯＭＯおみやげＭＯＭＯ

現地案内

栂池高原観光協会 ０２６１-８３-２５１５
栂池スキーパトロール ０２６１-８３-２４２７
栂池スキー学校 ０２６１-８３-２７０９
栂池診療所 ０２６１-８３-２５３４

レンタルショップＴＥＬ

レンタルショップ名 ＴＥＬ（０２６１）
クリフレンタル 栂池１号店＆３号店 ７１-５２８７
アライスポーツ 中央通り店＆栂の木通り店 ８３-２６２７
アライスポーツ アルプス通り店 ７１-５５１５

アライスポーツ ロッヂ幸店 ８３-２６２７
らくらくレンタル スノードル店 ７１-５２５０

JAMスポーツレンタル 鐘の鳴る丘店 ７１-５０５５
ライブスポーツレンタル ニューベルニナ店 ８３-２６２０

◆栂池高原＜落倉エリア＞宿泊施設一覧 〒３９９-９３０１長野県北安曇郡白馬村 落倉高原

【その他スキー場】 白馬岩岳マウンテンリゾート ： シャトルバスまたは送迎にて１０分

※☎マークは送迎等の案内がありますので､バス下車後 (ＡＭ６:３０以降 ) お客様各自にて宿泊施設に連絡してください｡

NO. 宿泊施設名 ＴＥＬ（０２６１） バス停＆バス停までの時間 最寄りのスキー場までの時間 利用レンタルショップ

① リぞ～とぺんしょん ばるこに～ ７２-５３９５ ホテルラ･フォーレ白馬前 /☎送迎２分 宿泊施設１０分シャトル
バス

② プチホテル シンフォニー ７２-６８４８ ホテルラ･フォーレ白馬前 / 徒歩８分 １０分シャトル
バス 宿泊施設 または アライスポーツ

中央通り店

⑩ ホテル メリベル栂池 ８３-２１１４ 親の原バス駐車場 / 徒歩６分 徒歩５分 宿泊施設またはアライスポーツ
アルプス通り店


