
ジャンル 店舗名 住所 電話番号

スキー 苗場スキー場 湯沢町大字三国202 025-789-4117

スキー かぐらスキー場 湯沢町大字三俣742 025-788-9221

スキー 岩原スキー場 湯沢町大字土樽731-79 025-787-3211

スキー 湯沢中里スノーリゾート 湯沢町大字土樽5044-1 025-787-3301

スキー 中里スノーウッドスキー場 湯沢町大字土樽5172 025-787-3009

スキー 神立スノーリゾート 湯沢町大字神立4121-1 025-788-0111

スキー GALA湯沢スキー場 湯沢町大字湯沢1039-2 025-785-6543

スキー 湯沢高原スキー場 湯沢町大字湯沢490 025-784-3326

スキー NASPAスキーガーデン 湯沢町大字湯沢2117-9 025-780-6888

スキー 一本杉スキー場 湯沢町大字湯沢2521 025-784-4440

飲食 和風ダイニング　四方山 湯沢町大字三国164 025-789-2277

飲食 SAKE BASE NAEBA 湯沢町大字三国236-2 025-788-1271

飲食 ﾗ･ﾛｶﾝﾀﾞ･ﾃﾞﾙ･ﾋﾟｯﾄｰﾚ岩原本店 湯沢町大字土樽731-1 025-787-3940

飲食 chacha restaurant 岩原スキー場店 湯沢町大字土樽731-1 050-5374-6179

飲食 カモシカサイドカフェアンドワークス 湯沢町大字土樽252-2　2F 080-6507-9882

飲食 小坂食堂 湯沢町大字土樽1703-1 025-787-3914

飲食 キッチン　ブランチ 湯沢町大字土樽1712 025-787-3547

飲食 森のカフェ　六花 湯沢町大字土樽1250-1 025-788-1325

飲食 たるっぺ 湯沢町大字土樽4792-3 025-780-7373

飲食 やすらぎ 湯沢町大字土樽6160-1 090-2325-2239

飲食 体験工房　大源太 湯沢町大字土樽6399-1 025-787-1121

飲食 蕎麦求道　よらっしゃい 湯沢町大字神立2630 025-784-2105

飲食 まちごはん　かぶら木 湯沢町大字神立1617-3 025-784-1007

飲食 欧風料理ビトロー 湯沢町湯沢1-10-2 025-785-7338

飲食 レストランゆざわ 湯沢町湯沢1-8-1 025-784-4543

飲食 越後や 湯沢町湯沢2-7-2 025-780-6699

飲食 食楽庵　鼎 湯沢町湯沢2-7-4 090-4605-3662

飲食 お食事処　菊新 湯沢町湯沢1-1-2 025-784-2881

飲食 そば処　中野屋 湯沢町湯沢2-1-5 025-784-3720

飲食 地酒ＢＡＲ　山新 湯沢町湯沢3-4-10 025-784-3441

飲食 居酒屋　村のおやじ 湯沢町湯沢2-6-7 090-4134-9679

飲食 レストハウス越後 湯沢町大字湯沢1022-1 025-784-3751

飲食 パティスリースフェール 湯沢町大字湯沢1797-3 025-784-2026

飲食 越後維新　湯沢本店 湯沢町大字湯沢1705-1 044-813-1174

飲食 味処　ささ 湯沢町大字湯沢2432-8 025-784-4585

飲食 湯沢釜蔵総本店 湯沢町大字湯沢2440-10 025-788-1077

飲食 ひょうたん瀧 湯沢町大字湯沢2441-6 025-785-5858

飲食 魚沼キュイジーヌ料理　むらんごっつぉ 湯沢町大字湯沢2455 025-784-3361

飲食 温泉珈琲　水屋 湯沢町大字湯沢2455 025-784-3361

飲食 居酒屋　まるちん 湯沢町大字湯沢321-10 025-784-4067

飲食 保よし 湯沢町大字湯沢328-1 025-784-2244

飲食 焼き肉　想い出 湯沢町大字湯沢354-18 025-784-2083

飲食 一二三 湯沢町大字湯沢372-1 025-784-2039

飲食 カラオケスナック　YoSaKu 湯沢町大字湯沢381-6 025-788-0851

飲食 アルピナ　ポルト・パラディソ 湯沢町大字湯沢490 025-784-4682

飲食 越後とんかつ人参亭 湯沢町大字湯沢497-4 025-785-5727
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飲食 ラウンジ杏 湯沢町大字湯沢315-26　YSビル3階 090-6522-6957

飲食 新潟前すし処　大寿司 湯沢町大字湯沢321-13 025-784-2163

飲食 郷土料理　福味 湯沢町大字湯沢336-3 025-784-3871

飲食 KaKaii 湯沢町大字湯沢348-3 025-785-6946

飲食 スナック綾 湯沢町大字湯沢356-14 025-784-4441

飲食 一本杉食堂 湯沢町大字湯沢2511-1 025-784-4440

飲食 福寿庵 湯沢町大字湯沢2229-1 025-785-5230

飲食 海鮮家　高水 湯沢町大字湯沢1829-12 025-775-7808

飲食 炉端焼き　宝船 湯沢町大字湯沢317-8 025-788-1901

飲食 シェ　スギイ 湯沢町大字湯沢1833-21 025-785-6027

飲食 紅葉寿司 湯沢町大字湯沢1917-8 025-784-2523

飲食 欧風料理　Hinoya 湯沢町大字湯沢2268-9 025-785-6336

飲食 and tap CAFÉ 湯沢町大字湯沢2427-1 025-785-2870

飲食 muran gozzo café 湯沢町大字湯沢2427-1 025-785-5060

飲食 魚沼の畑 湯沢町大字湯沢2427-1 025-785-2080

飲食 越後つけ麺維新　がんぎどおり店 湯沢町大字湯沢2427-1 025-788-0488

飲食 越後乃酒蔵　唎酒番所越後湯澤驛店 湯沢町大字湯沢2427-1 025-784-3758

飲食 雁舎 湯沢町大字湯沢2427-1 025-784-3758

飲食 糀らって 湯沢町大字湯沢2427-1 025-784-3758

飲食 小嶋屋 湯沢町大字湯沢2427-1 025-785-2081

飲食 天地豊作 湯沢町大字湯沢2427-1 025-784-5574

飲食 本陣DINING 湯沢町大字湯沢2427-1 025-785-2082

飲食 雪ん洞 湯沢町大字湯沢2427-1 025-784-3758

飲食 んまや 湯沢町大字湯沢2427-1 025-785-5060

飲食 鮮肴屋　べにちょう 湯沢町大字湯沢318-14 025-784-3824

飲食 酒処　五郎 湯沢町大字湯沢321-5 025-785-7746

飲食 SWING BAR 湯沢町大字湯沢321-9コーポ富士見屋Ｂ1 080-5223-7950

飲食 焼牛 湯沢町大字湯沢322-1 025-785-6006

飲食 食家　あさくさ 湯沢町大字湯沢327-1 025-784-3749

飲食 小島家 湯沢町大字湯沢337-8 025-784-2696

飲食 居酒屋　味道楽 湯沢町大字湯沢341-2 025-784-1093

飲食 ホルモン焼き　泰幸宴 湯沢町大字湯沢356-4 025-784-4188

飲食 森瀧 湯沢町大字湯沢357-5 025-784-3600

飲食 カラオケバー　マンハッタン 湯沢町大字湯沢337-16 025-784-3100

温泉 二居共同浴場　宿場の湯 湯沢町大字三国537 025-789-5855

温泉 三俣共同浴場　街道の湯 湯沢町大字三俣1021 025-788-9229

温泉 土樽共同浴場　岩の湯 湯沢町大字土樽6191-87 025-787-2787

温泉 神泉の湯 湯沢町大字神立3448-1 025-788-0260

温泉 ゆざわ健康ランド 湯沢町大字湯沢1022-1 025-784-4622

温泉 下湯沢共同浴場　駒子の湯 湯沢町大字湯沢148 025-785-7660

温泉 湯元共同浴場　山の湯 湯沢町大字湯沢930 025-784-2246

温泉 酒風呂　湯の沢 湯沢町大字湯沢2427-1 025-784-3758

宿泊 苗場プリンスホテル 湯沢町大字三国202 025-789-2211

宿泊 苗場三国荘 湯沢町大字三国44-1 025-789-2638

宿泊 ふぁみりぃはうす　あかしや 湯沢町大字三国438-79 025-789-2241

宿泊 御宿本陣 湯沢町大字三国378 025-789-2012
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宿泊 柏屋旅館 湯沢町大字三国377 025-789-2501

宿泊 アネックス　かしわや 湯沢町大字三国97 025-789-2031

宿泊 シャレー　カスケード 湯沢町大字三国469-47 025-789-2324

宿泊 ロッヂおおみや 湯沢町大字三国128-2 025-789-2520

宿泊 ホテル　ふじや 湯沢町大字三国125 025-789-2037

宿泊 シュプールイン苗場 湯沢町大字三国153-9 025-789-2120

宿泊 ロッヂニューひとみ 湯沢町大字三国163-1 025-789-2170

宿泊 わらび荘 湯沢町大字三国213-3 025-789-2036

宿泊 ホテルとみや 湯沢町大字三国202-4 025-789-2271

宿泊 苗場スプリングスホテル 湯沢町三国184 025-789-2804

宿泊 The　Kinta 湯沢町大字三国469-91 025-789-3911

宿泊 王子ペンション苗場 湯沢町大字三国184 025-789-3675

宿泊 ホテル丁 湯沢町大字三国469-45 025-789-2812

宿泊 ティアン 湯沢町大字三国469-11 025-789-5783

宿泊 ロッヂ　丘 湯沢町大字三国469-7 025-789-2421

宿泊 HOTEL La pace 湯沢町大字三国469-31 025-789-3010

宿泊 なかじま屋 湯沢町大字三国903 025-789-2019

宿泊 ロッヂ　モントゼー 湯沢町大字三国636 025-789-2545

宿泊 元橋ヒュッテ 湯沢町大字三国487 025-789-2235

宿泊 清水屋旅館 湯沢町大字三国771 025-789-2547

宿泊 ロッヂ　サンモリッツ 湯沢町大字三国580 025-789-2548

宿泊 play&crazyペンション 湯沢町大字三国854-1 025-775-7589

宿泊 ロッヂまるや 湯沢町大字三俣455 025-788-9506

宿泊 ロッヂ　ふくだや 湯沢町大字三俣243-1 025-788-9208

宿泊 ロッヂ　エビスヤ 湯沢町大字三俣226 025-788-9106

宿泊 ロッヂ　チャーリーブラウン 湯沢町大字三俣64 025-788-9970

宿泊 元橋旅館 湯沢町大字三俣802 025-788-9112

宿泊 ロッジ　やしろ 湯沢町大字三俣814 025-788-9127

宿泊 ホットハウス　ゆのうち 湯沢町大字三俣841 025-788-9180

宿泊 かぐらホワイトホースイン 湯沢町大字三俣723-1 080-2228-7788

宿泊 みつまたロッヂ 湯沢町大字三俣730 025-788-9116

宿泊 松島屋旅館 湯沢町大字三俣883-2 025-788-9321

宿泊 清津レイクサイドロッヂ 湯沢町大字三俣962-1 025-788-9026

宿泊 清つ館 湯沢町大字三俣959 025-788-9128

宿泊 たかさや 湯沢町大字三俣1459 025-788-9253

宿泊 ロッヂいたしん 湯沢町大字三俣1469 025-788-9141

宿泊 神楽ハウス 湯沢町大字三俣783-7 025-788-9008

宿泊 ペンション6036hiromin 湯沢町大字三俣773 025-788-9960

宿泊 かぐらみつまたコテージ 湯沢町大字三俣919-1 080-9672-7788

宿泊 ペンション　レ・シャモア 湯沢町大字三俣749-1 025-788-9331

宿泊 ギンレイホテル 湯沢町大字土樽731 025-787-3012

宿泊 クライムダイニング 湯沢町大字土樽731-1 025-787-3040

宿泊 SAKAEYA 湯沢町大字土樽731 025-787-3237

宿泊 ホテルアルパイン 湯沢町大字土樽731-1 025-787-3055

宿泊 ロッヂ・きくのや 湯沢町大字土樽731 025-787-3049

宿泊 ホテル湯沢湯沢でんき屋 湯沢町大字土樽155 025-787-3020
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宿泊 ロッヂ伯楽 湯沢町大字土樽232 025-787-3047

宿泊 今村旅館 湯沢町大字土樽731-1 025-787-3048

宿泊 ロッヂ　飯塚 湯沢町大字土樽731-8 025-787-3357

宿泊 COMEDOR　AO. 湯沢町土樽731-1 025-787-3413

宿泊 温泉民宿　浦子の湯　髙野屋 湯沢町大字土樽146-2 025-787-3054

宿泊 ホテル　シェラリゾート湯沢 湯沢町大字土樽731-1 025-787-3250

宿泊 加賀屋旅館 湯沢町大字土樽353-2 025-787-3361

宿泊 民宿　長谷川 湯沢町大字土樽468-1 025-787-3106

宿泊 ホテルアルファスター 湯沢町大字土樽731-1 025-787-3926

宿泊 セーナインふじや 湯沢町大字土樽329 025-787-1001

宿泊 あらやしき館 湯沢町大字土樽304-1 025-787-3543

宿泊 ロッヂ山びこ 湯沢町大字土樽6304 025-787-3480

宿泊 ロッヂ　マウンテン 湯沢町大字土樽173-4 025-787-3545

宿泊 ホテルシャーレゆざわ銀水 湯沢町大字土樽6301-7 025-787-4141

宿泊 ヒルサイドイン　ガーデンクレス 湯沢町大字土樽731-49 025-787-4411

宿泊 ロッヂ　添路 湯沢町大字土樽　岩原スキー場内 025-787-4404

宿泊 ホテル　サンパレス 湯沢町大字土樽731-50 025-787-4700

宿泊 エンゼルリゾート湯沢（宿泊） 湯沢町大字土樽173-1 080-5651-9014

宿泊 ペンションタケコシ 湯沢町大字土樽1006-1 025-787-6674

宿泊 湯沢パークホテル 湯沢町大字土樽1613 025-787-4111

宿泊 丸大ハウス 湯沢町大字土樽1310 025-787-3612

宿泊 えびすや旅館 湯沢町大字土樽1305-2 025-787-3730

宿泊 ペンションノア 湯沢町大字土樽6728-20 025-787-3478

宿泊 ヴィラ・グリーングラス 湯沢町大字土樽5869 025-787-3217

宿泊 私の家　中屋 湯沢町大字土樽5804 025-787-3037

宿泊 私の家　中屋　別館 湯沢町大字土樽5804 025-787-3037

宿泊 なかすみ旅館 湯沢町大字土樽5810 025-787-3218

宿泊 丸喜屋旅館 湯沢町大字土樽4982 025-787-3165

宿泊 セゾン・イン　たかとし 湯沢町大字土樽5081 025-787-3152

宿泊 湯沢　玉城屋 湯沢町大字土樽5081-5 025-787-3019

宿泊 ファミリーハウスしらゆき 湯沢町大字土樽5801 025-787-3189

宿泊 ホワイトインスズヤ 湯沢町大字土樽5103-6 025-787-3107

宿泊 にしのや 湯沢町大字土樽5113 025-787-3174

宿泊 ときや旅館 湯沢町大字土樽5099-1 025-787-3353

宿泊 板屋旅館 湯沢町大字土樽5092-1 025-787-3045

宿泊 旅館・食堂・レンタル ふるさと 湯沢町大字土樽5139-1 025-787-3234

宿泊 エンゼルグランディア越後中里 湯沢町大字土樽4707-1 025-787-2811

宿泊 ファミーユ神立 湯沢町大字神立2630 025-784-3533

宿泊 ホテル双葉 湯沢町大字湯沢419 025-784-3357

宿泊 NASPAニューオータニ 湯沢町大字湯沢2117-9 025-780-6111

宿泊 湯沢グランドホテル 湯沢町大字湯沢2494 025-784-2351

宿泊 湯沢ニューオータニ 湯沢町大字湯沢330 025-784-2191

宿泊 湯沢東映ホテル 湯沢町大字湯沢3459 025-784-2150

宿泊 湯けむりの宿　雪の花 湯沢町大字湯沢317-1 025-785-2511

宿泊 松泉閣　花月 湯沢町大字湯沢318-5 025-784-2540

宿泊 越後のお宿　いなもと 湯沢町大字湯沢2497 025-784-2251
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宿泊 雪国の宿　高半 湯沢町大字湯沢923 025-784-3333

宿泊 一望千里　御湯宿　中屋 湯沢町大字湯沢924 025-784-3522

宿泊 和みのお宿 滝乃湯 湯沢町大字湯沢345-1 025-784-3421

宿泊 越後湯澤HATAGO井仙 湯沢町大字湯沢2455 025-784-3361

宿泊 音羽屋旅館 湯沢町大字湯沢419 025-784-3412

宿泊 本陣さくら亭 湯沢町大字湯沢1926-4 025-775-7830

宿泊 QUATTRO 湯沢町大字湯沢1926-4 025-788-0444

宿泊 温泉宿・湯沢スキーハウス 湯沢町大字湯沢498-1 025-784-2455

宿泊 大峰山荘 湯沢町大字湯沢493-5 025-784-2375

宿泊 ロッヂまことや 湯沢町大字湯沢551-3 025-784-2769

宿泊 みのりや 湯沢町大字湯沢551-1 025-784-2180

宿泊 ファミリーハウス山田 湯沢町大字湯沢548 025-784-2823

宿泊 藤屋旅館 湯沢町大字湯沢549-1 025-784-2701

宿泊 旅館ゆきぐに 湯沢町大字湯沢595-8 025-784-2382

宿泊 島村ロッヂ 湯沢町大字湯沢596-4 025-784-2138

宿泊 ロッヂ　ベルニナ 湯沢町大字湯沢548 025-784-3292

宿泊 ホテル　クライム 湯沢町大字湯沢606-1 025-785-2030

宿泊 たけはな 湯沢町大字湯沢680-27 025-784-3602

宿泊 みどりや 湯沢町大字湯沢680-29 025-784-2305

宿泊 ヴィラまつのや 湯沢町大字湯沢680-31 025-784-2258

宿泊 ロッジスエヒロ 湯沢町大字湯沢1939-1 025-784-2857

宿泊 広川ホテル 湯沢町大字湯沢3203-2 025-784-2310

宿泊 民宿　おぐらや 湯沢町大字湯沢336-3 025-784-2448

宿泊 ライオンズマンションエンゼルステイ 湯沢町大字湯沢2557-3 080-5651-9014

宿泊 宿とタンドール　SouQest 湯沢町大字湯沢317-2 025-788-1253

宿泊 ゲストハウス扇和 湯沢町湯沢2-2-12 025-784-2184

宿泊 ホテル　バレ・ヴィラージュ 湯沢町湯沢2-2-14 025-784-2711

宿泊 匠の宿　みやた 湯沢町湯沢1-6-12 025-784-2518

宿泊 民宿　中澤 湯沢町湯沢2-2-8 025-784-3768

宿泊 でんすけ旅館 湯沢町湯沢2-7-9 025-784-2532

宿泊 ビジネスホテル　ニューモンド 湯沢町湯沢2-6-16 025-784-2511

宿泊 ブランネージュ 湯沢町湯沢1-3-4 025-784-2360

宿泊 湯沢ロッヂ政エ門 湯沢町大字湯沢589-1 025-784-2644

宿泊 ホワイトイン茶屋 湯沢町大字湯沢1236 025-784-3273

商店 おみやげプリンセス 湯沢町大字三国284 025-789-2034

商店 デンキのたけ電 湯沢町大字土樽4979-1 025-787-5339

商店 山忠商店 湯沢町大字土樽5083-1 025-787-3013

商店 私の家　中屋（米販売） 湯沢町大字土樽5804 025-787-3037

商店 栄屋米店 湯沢町大字土樽68-1 025-787-3023

商店 萩野屋酒店 湯沢町大字土樽5692-4 025-787-3161

商店 古野主食販売店 湯沢町大字土樽5630-1 025-787-3010

商店 どぶろく工房　文 湯沢町大字神立3571-2 025-784-3771

商店 湯沢みやげ店 湯沢町大字神立字宮林508-1 025-784-1710

商店 南静園 湯沢町大字神立516 025-784-3213

商店 Ａコープ湯沢店 湯沢町大字神立1532-1 025-785-5310

商店 ウィンタースポーツラボ 湯沢町大字神立39-8 025-785-7288
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商店 上村酒店 湯沢町大字神立1561-3 025-784-2521

商店 松野屋酒店 湯沢町大字湯沢1456-2 025-784-3517

商店 越後湯澤　んまや 湯沢町大字湯沢2455 025-784-3361

商店 中信薬局 湯沢町大字湯沢2872-1 025-784-2140

商店 柏屋商店 湯沢町大字湯沢322-5 025-784-3422

商店 三葉屋 湯沢町大字湯沢354-2 025-784-2024

商店 湯沢だんだんどーも 湯沢町大字湯沢2449 025-784-3455

商店 西湯沢みやげ店 湯沢町大字湯沢2453 025-784-1690

商店 たつのや商店 湯沢町大字湯沢315-7 025-784-3525

商店 弥生商店 湯沢町大字湯沢321-11 025-784-2273

商店 和光薬品 湯沢町大字湯沢322-4 025-784-2059

商店 マジェスティック 湯沢町大字湯沢2592-4 025-775-7413

商店 のぐち　本店 湯沢町大字湯沢2875-7 025-784-2134

商店 コメリ ハード＆グリーン湯沢店 湯沢町大字湯沢1673-2 025-780-6110

商店 のぐち　ハーツ店 湯沢町大字湯沢1685 025-785-7111

商店 ドラッグセイムス湯沢店 湯沢町大字湯沢2936 025-785-2201

商店 ながたや酒店 湯沢町大字湯沢2235 025-784-2132

商店 駅の酒蔵 湯沢町大字湯沢2427-1 025-784-4314

商店 がんぎどおり　中央いちば 湯沢町大字湯沢2427-1 025-784-4499

商店 クックゆざわ 湯沢町大字湯沢2427-1 025-785-5715

商店 越織 湯沢町大字湯沢2427-1 025-784-1807

商店 信濃や 湯沢町大字湯沢2427-1 025-784-4499

商店 ぽんしゅ館　魚沼商店 湯沢町大字湯沢2427-1 025-784-3758

商店 リゾートエキスポ 湯沢町大字湯沢2427-1 025-785-2870

商店 マツモトキヨシ越後湯沢駅前店 湯沢町大字湯沢2427-2 025-785-2260

商店 かんだ 湯沢町大字湯沢2442-2 025-784-2164

商店 うめのや茶店 湯沢町大字湯沢2874-2 025-784-3721

商店 とのや笹だんご店 湯沢町大字湯沢354-16 025-784-2234

商店 ひより堂あじいち 湯沢町大字湯沢372-10 090-3473-3014

商店 富士見屋酒店 湯沢町大字湯沢555-3 025-784-2623

商店 タカハシヤ 湯沢町湯沢2-1-4 025-784-2115

商店 肉の大久保 湯沢町湯沢2-6-1 025-784-2123

商店 旬菜菓　萬亀 湯沢町湯沢2-7-1 025-785-6660

商店 金生堂薬局 湯沢町湯沢3-3-1 025-784-2064

商店 浪花屋酒店 湯沢町湯沢1-4-3 025-784-3316

商店 ナカシン文具 湯沢町湯沢3-3-17 025-784-4315

商店 山新商店 湯沢町湯沢3-4-10 025-784-3441

商店 ミヤコヤ 湯沢町湯沢3-6-19 025-784-2215

商店 須藤金物店 湯沢町湯沢1-2-6 025-784-3511

商店 靴のヒロキヤ 湯沢町湯沢4-1-34 025-784-2077

コンビニ ファミリーマートエンゼルリゾート湯沢店 湯沢町大字土樽173-1 025-780-7855

コンビニ ファミリーマートエンゼルグランディア越後中里店 湯沢町大字土樽4707-1 025-787-2559

コンビニ セブンイレブン中越湯沢神立店 湯沢町大字神立1462-1 025-785-5547

コンビニ セブンイレブン越後湯沢東口店 湯沢町大字神立30 025-785-6077

コンビニ ファミリーマート湯沢奈良山店 湯沢町大字神立183-6 025-785-2210

GS 三国興業　苗場給油所 湯沢町大字三国52-1 025-789-2046
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GS 大塚金物店　岩原給油所 湯沢町大字土樽6195-2 025-787-3374

GS 鶴屋石油 湯沢町大字神立42-1 025-784-3334

レンタル レンタルショップ ポケット 湯沢町大字土樽1604-7 025-787-6652

レンタル リバティスポーツ岩原店 湯沢町大字土樽244-1 025-787-3722

レンタル ベアースポーツ 湯沢町大字土樽244-8 025-787-3570

レンタル いずみやレンタルスキーショップ 湯沢町大字土樽1678-3 025-787-3942

レンタル レンタルスキーショップベル 湯沢町大字土樽1606-1 025-787-5353

レンタル ダイシンスポーツ 湯沢町大字湯沢495-1 025-784-3515

レンタル レンタルサービス・ブースポーツ 湯沢町大字湯沢498-1 025-784-1510

レンタル ベンリ 湯沢町湯沢674-18 025-785-6818

レジャー スノーモビルランド湯沢 湯沢町大字土樽151-1 025-787-6600

レジャー 湯沢カルチャーセンター 湯沢町大字神立628-1 025-784-1511

レジャー 湯沢いちご村 湯沢町大字神立750-1 025-780-6011

タクシー アサヒタクシー 湯沢町大字湯沢1691-2 025-784-3410

タクシー ゆざわ魚沼タクシー 湯沢町大字湯沢1827 025-784-2025

他 田代スキースノーボードスクール 湯沢町大字三国1066 090-5559-9528

他 みつまたスノーボードスクール 湯沢町大字三俣742かぐらスキー場内 025-788-9487

他 道の駅みつまた 湯沢町大字三俣1000 070-6988-9976

他 ホンダハウス 湯沢町大字土樽6104 025-787-5526

他 Grooming＆DogHotel　HUG 湯沢町大字土樽6104-2 025-788-1383

他 剱水施設整備 湯沢町大字土樽65-16 025-787-3129

他 PC Don 湯沢町大字土樽232 025-780-7070

他 大勝自動車鈑金塗装 湯沢町大字土樽64-61 025-787-3806

他 森下組 湯沢町大字神立130 025-784-2357

他 湯沢リゾート 湯沢町大字神立266-1 025-784-1999

他 小出タイヤ商会 湯沢町大字神立1445-1 025-784-3379

他 アグリセンター湯沢（3/1～3/31営業） 湯沢町大字神立1532-1 025-785-5313

他 剱持崇紀司法書士事務所 湯沢町大字神立312-2 025-784-3808

他 ｽｷｰ&ｽﾉｰﾎﾞｰﾄﾞﾁｭｰﾝﾅｯﾌﾟﾌﾟﾛｼｮｯﾌﾟ　ｹﾑｽﾞ 湯沢町大字神立1057-1 025-788-1474

他 白旺舎 湯沢町大字神立374-8 025-784-2091

他 ユースポ！ 湯沢町大字神立628-1 湯沢カルチャーセンター内 025-785-2123

他 雪国観光舎越後湯沢温泉 湯沢町大字湯沢2431-1 025-785-5353

他 キラクヤ畳店 湯沢町大字湯沢287-丙 025-784-3130

他 湯沢町歴史民俗資料館「雪国館」 湯沢町大字湯沢354-1 025-784-3965

他 上原自動車工業 湯沢町大字湯沢2925 025-784-2223

他 ときわ住設 湯沢町大字湯沢1498 025-784-3370

他 つどい総業 湯沢町大字湯沢1728-1 025-784-2227

他 コマツデンキチェーン湯沢店 湯沢町大字湯沢1828-8 025-785-5437

他 S&Pダイコーサービス 湯沢町大字湯沢1922-7 025-785-5336

他 あおき花えん　湯沢店 湯沢町湯沢1-1-4 025-785-5726

他 南雲電業 湯沢町湯沢1-2-1 025-784-2626
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