
地区 施設名 業種・取扱品 営業時間 定休日

長坂 (株)野沢温泉 リフト券販売

日影 野沢温泉スキースクール レッスン

日影 野沢温泉ジップスカイライド アクティビテイ

伊勢宮 ロッジでんべえ スキー場食堂 9:30-16:00

長坂 レストラン　カントリーパパ スキー場食堂 9:00-16:00

長坂 レストハウスげんたろう スキー場食堂 7:30-15:00

長坂 レストハウス　睦ジュエ スキー場食堂 10:30-15:00

長坂 食処　河廣 スキー場食堂 10:00-15:00

長坂 レストラン大瀧 スキー場食堂 水・木

上ノ平 上ノ平ロッジ スキー場食堂 9:30-16:00

パラダイス はくぎん スキー場食堂 9:30-16:00

パラダイス パノラマハウス　ぶな スキー場食堂

パラダイス 上ノ平山荘 スキー場食堂 9:30-15:00

パラダイス 太郎小屋 スキー場食堂 10:00-16:00

日影 カフェ&レスト　オリーブ スキー場食堂

日影 ONE DAY スキー場食堂 9:00-16:00

日影 グリーンハウス　マルトミ スキー場食堂 11:00-15:30

日影 内田食堂 スキー場食堂 10:00-15:30

日影 食事処かずみ スキー場食堂 8:00-17:00

やまびこ レストハウスやまびこ スキー場食堂 10:00-15:00

やまびこ キッチンセアボス スキー場食堂 9:00-15:30

ユートピア ユートピア食堂 スキー場食堂 10:00-16:00

ユートピア シュナイダーズレストラン スキー場食堂

伊勢宮 スワローレンタルでんべえ店 レンタルスキー

河原湯 山光レンタル レンタルスキー

新田 NOZAWA Sports Thanx 長坂店 レンタルスキー

新田 NOZAWA Sports Thanx 柄沢店 レンタルスキー

松葉 ウエノスキー レンタルスキー

日影 Rental Shop Olive レンタルスキー 8:00-17:00 無休

日影 レンタルショップ　サンアントン レンタルスキー

日影 スキー&スノーボードレンタル　白樺 レンタルスキー

中尾 レンタルショップオリーブ中尾 レンタルスキー 8:00-17:00 無休

横落 河達レンタルスキー レンタルスキー

長坂 Salomon Station レンタルスキー・ショップ

大湯 COMPASS Village スキー用品・レンタルバイク・軽食 8:00-20:00 不定休

河原湯 金森スポーツ スポーツ用品店

麻釜 黄金屋物産店 お土産屋 9:00-18:00 木曜

麻釜 クリエィティブ湯元 お土産屋 8:00-18:00

大湯 フキヤ商店 お土産屋

大湯 野沢菜本舗 お土産屋

河原湯 三九郎商店 お土産屋

河原湯 桝屋なんじゃもんじゃ お土産屋
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十王堂 成田屋 お土産屋

中尾 おみやげ処　美郷 お土産屋 9:00-18:00 不定休

前坂 野沢菜農園(有)とみき漬物 野沢菜・漬物販売

平林 のざわおんせん野沢菜漬生産組合 野沢菜・漬物販売

新田 みゆき商店 温泉まんじゅう

横落 (有)ハラダ支店 洋品店

松葉 有限会社　富井とうふ店 とうふ店

麻釜 IVY TAPAS WINE&CHEESE 飲食店

大湯 居酒屋つくしんぼ 飲食店 18:00-23:00

大湯 そば処　大茂ん 飲食店 11:30-14:30/17:30-20-30

大湯 Sooyu 飲食店 18:00-22:00 水曜

大湯 東洋ラーメン 飲食店 11:00-14:30/18:00-22:00

大湯 里武士 LIBUSHI 飲食店 16:00-23:00

大湯 狸 Café & restaurant 飲食店 7:00-0:00

大湯 Tanuki Bar 飲食店

大湯 NAXXS 飲食店 18:00-26:00

河原湯 喰庵 飲食店 18:00-24:00

河原湯 風の家 飲食店 17:30-22:30

河原湯 Ｃａｒｔｅ 飲食店
火/日曜10:30-17:00

金/日曜19:00-22:00
月曜

河原湯 肉盛りカレー野郎 飲食店 12:00-20:00

河原湯 TRATTORIA BIVACCO 飲食店 火曜

十王堂 若ぎり 飲食店 11:00-14:30/17:00-20:30

十王堂 池光食堂 飲食店 11:00-14:00/17:00-21:00

十王堂 ff フォルテシモ 飲食店 11:00-17:00/17時以降要予約

十王堂 ととりな 飲食店 18:00-21:30 月曜

新田 そば処　鈴木 飲食店 11:00-14:00 不定休

真湯 新屋 飲食店 11:00-13:30 不定休

真湯 GOCHISOU PIZZA 飲食店

中尾 Bar Rotus Root 飲食店 19:00-24:00 不定休

中尾 朝一食堂 飲食店

中尾 寛処にしお 飲食店 6:00-17:00 木曜

長坂 The Craft Room 飲食店

松葉 米太郎 飲食店 20：00-23：00　（３月末まで） 不定休

松葉 GENKI BURGER 飲食店

横落 duex すもう鍋 飲食店 18:00-23:00

横落 七良兵衛珈琲 飲食店 18:00-21:00 水曜

横落 王龍飯店 飲食店 11:00-13:30/18:00-0:00 木曜

横落 Café 木馬 飲食店

横落 焼肉　萬里 飲食店 18:00-21:00 火曜日

横落 JUNTOS MEXICAN 飲食店 16:00-23:00

横落 ヘブン BAR 17:00-26:00
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レストラン
17:00-22:00

祝土日ﾗﾝﾁ/11:00-14:00
火・水

カフェ 9:30-17:30 水曜

大湯 福田屋　サンアントン　ジャム工房 商店

河原湯 魚やす商店 商店

日影 レストハウス　サンアントン 商店

十王堂 (有)金森 商店

河原湯 久保田屋商店 デイリーヤマザキ、酒屋 7:30-21:00

大湯 (有)トミヤ 酒屋

十王堂 長野屋酒店 酒屋

新田 (有)千代田酒店 酒屋

真湯 大正園　野沢酒店 酒屋

大湯 髪さろん　すぎやま 理髪店

河原湯 三久工芸 アケビつる細工

河原湯 河野薬局 薬局 8:30-18:00 日、祝日

十王堂 丸見屋商店 文房具店

十王堂 Share Space MAeDE シェアスペース

十王堂 クボタ写真館 写真館

重地原 農事組合法人　野沢農産生産組合 お米販売

新田 (有)上野 アケビつる細工 要確認

中尾 肉のわしの 精肉店 8:30-18:00 ～３月無休/4月～水

中尾 フレッシュストアー　レインボウ スーパー 8:30-18:30 無休

中尾 Swiss Bakery パン屋 10:30-21:00 不定休

前坂 エネオス 野沢温泉SS 宮崎商店 ガソリンスタンド

中尾 エネオス JA-SS ガソリンスタンド

前坂 有限会社　ながや電気 電気屋

中尾 有限会社野沢自動車 自動車販売、板金、修理 8:00-17:30 日、祝日

中尾 野沢オート 自動車販売、板金、修理 8:30-17:30 日、祝日

横落 のざわ温泉交通 タクシー/貸し切りバス

新田 野沢温泉スパリーナ レストラン・温泉・プール 13:00-20:30

秋葉 おぼろ月夜の館 入館料 9:00-17:00 月曜定休

伊勢宮 日本スキー博物館 入館料 9:00-16:00 木曜定休

横落 ラトリエKURA 軽食 9:00-17:00 水曜

麻釜 麻釜温泉公園ふるさとの湯 入館料 10:00-20:00 木曜定休

虫生 道の駅野沢温泉 9:00-17:00 水曜定休

横落 野沢温泉旅館ホテル事業協同組合 宿泊手配・物販販売 9:00-16:30

横落 野沢温泉観光協会 8:30-17:30 年中無休

大湯 レストラン&バー寿命延


