
令和５年５月２日 現在

山域 山名 配布場所 郵便番号 住所 電話番号 備考

槍ヶ岳

槍ヶ岳（英語）

北穂高岳

涸沢岳

奥穂高岳

奥穂高岳（英語）

前穂高岳 上高地インフォーメーションセンター

西穂高岳

焼岳 北アルプス山小屋友交会加盟の山小屋
各山小屋で配布する
カードは異なります。

燕岳

大天井岳

常念岳

蝶ヶ岳

乗鞍岳

白馬岳頂上宿舎

猿倉荘

天狗山荘

白馬山荘

白馬大池山荘

栂池ヒュッテ

栂池山荘

白馬鑓温泉小屋

栂池ビジターセンター 399-9422 北安曇郡小谷村千国乙 070-4091-5204

好日山荘 白馬店 399-9301 北安曇郡白馬村北城5960 0261-85-2560

THE NORTH FACE GRAVITY hakuba 399-9301 北安曇郡白馬村北城5930-1 0261-85-2855

白馬村観光局 399-9301 北安曇郡白馬村北城7025 0261-72-7100

小谷村観光連盟 399-9494
北安曇郡小谷村大字中小谷丙131
小谷村役場内

0261-82-2233

天狗山荘

八方池山荘

五竜山荘

唐松岳頂上山荘

八方ゴンドラリフトのりば 399-9301 北安曇郡白馬村大字北城4258 0261-72-3280

好日山荘 白馬店 399-9301 北安曇郡白馬村北城5960 0261-85-2560

THE NORTH FACE GRAVITY hakuba 399-9301 北安曇郡白馬村北城5930-1 0261-85-2855

カフェひのき 398-0001
大町市平2811-17 1階西店舗 大町温泉郷
扇沢駅行バス停前

080-2045-4630

白馬村観光局 399-9301 北安曇郡白馬村北城7025 0261-72-7100

冷池山荘

キレット小屋

種池山荘

好日山荘 白馬店 399-9301 北安曇郡白馬村北城5960 0261-85-2560

THE NORTH FACE GRAVITY hakuba 399-9301 北安曇郡白馬村北城5930-1 0261-85-2855

カフェひのき 398-0001
大町市平2811-17 1階西店舗 大町温泉郷
扇沢駅行バス停前

080-2045-4630

大町市観光協会 398-0002 大町市大町3200 0261-22-0190

冷池山荘

種池山荘

新越山荘

針ノ木小屋

大沢小屋

扇沢駅 398-0001 大町市平2117 0261-22-2526

扇沢総合案内センター 398-0001 大町市平2117 0261-22-3220

好日山荘 白馬店 399-9301 北安曇郡白馬村北城5960 0261-85-2560

THE NORTH FACE GRAVITY hakuba 399-9301 北安曇郡白馬村北城5930-1 0261-85-2855

カフェひのき 398-0001
大町市平2811-17 1階西店舗 大町温泉郷
扇沢駅行バス停前

080-2045-4630

大町市観光協会 398-0002 大町市大町3200 0261-22-0190

新越山荘

針ノ木小屋

大沢小屋

餓鬼岳小屋

七倉山荘

船窪小屋

扇沢駅 398-0001 大町市平2117 0261-22-2526

扇沢総合案内センター 398-0001 大町市平2117 0261-22-3220

好日山荘 白馬店 399-9301 北安曇郡白馬村北城5960 0261-85-2560

THE NORTH FACE GRAVITY hakuba 399-9301 北安曇郡白馬村北城5930-1 0261-85-2855

カフェひのき 398-0001
大町市平2811-17 1階西店舗 大町温泉郷
扇沢駅行バス停前

080-2045-4630

大町市観光協会 398-0002 大町市大町3200 0261-22-0190

令和４年度　信州山カード配布場所一覧

北アルプス

白馬岳

唐松岳

鹿島槍ヶ岳

爺ヶ岳

針ノ木岳



令和５年５月２日 現在

山域 山名 配布場所 郵便番号 住所 電話番号 備考

令和４年度　信州山カード配布場所一覧

三俣山荘

雲ノ平山荘

水晶小屋

晴嵐荘

烏帽子小屋

野口五郎小屋

船窪小屋

七倉山荘

好日山荘 白馬店 399-9301 北安曇郡白馬村北城5960 0261-85-2560

THE NORTH FACE GRAVITY hakuba 399-9301 北安曇郡白馬村北城5930-1 0261-85-2855

大町市観光協会 398-0002 大町市大町3200 0261-22-0190

伊那市役所観光課 396-8617 伊那市下新田3050 0265-78-4111

南箕輪村役場産業課 399-4511 上伊那郡南箕輪村4825番地1 0265-72-2180

南アルプス長谷ビジターセンター 396-0401 伊那市長谷非持1400 配布終了

大芝高原　味工房 399-4511 上伊那郡南箕輪村2358-5 0265-76-0054

守屋山　西峰　山頂小屋　ラビットハウス

駒ヶ根市役所商工観光課 399-4192 駒ヶ根市赤須町20-1 0265-96-7724

駒ヶ根市観光案内所 399-4117 駒ヶ根市赤穂759-447駒ヶ根ファームス内 0265-81-7700

中央アルプス駒ヶ岳ロープウェイ千畳敷駅 399-4117 駒ヶ根市赤穂1番地 0265-83-3107

南アルプス長谷ビジターセンター 396-0401 伊那市長谷非持1400 配布終了

駒ヶ根市役所商工観光課 399-4192 駒ヶ根市赤須町20-1 0265-96-7724

駒ヶ根市観光案内所 399-4117 駒ヶ根市赤穂759-447駒ヶ根ファームス内 0265-81-7700

中央アルプス駒ヶ岳ロープウェイ千畳敷駅 399-4117 駒ヶ根市赤穂1番地 0265-83-3107

宮田村役場産業振興推進室 399-4392 上伊那郡宮田村98番地 0265-85-5864

宝剣山荘

天狗荘

駒ヶ岳頂上山荘

南アルプス長谷ビジターセンター 396-0401 伊那市長谷非持1400 配布終了

駒ヶ根市役所商工観光課 399-4192 駒ヶ根市赤須町20-1 0265-96-7724

駒ヶ根市観光案内所 399-4117 駒ヶ根市赤穂759-447駒ヶ根ファームス内 0265-81-7700

中央アルプス駒ヶ岳ロープウェイ千畳敷駅 399-4117 駒ヶ根市赤穂1番地 0265-83-3107

飯島町役場地域創造課 399-3797 上伊那郡飯島町飯島2537 0265-86-3111

南アルプス長谷ビジターセンター 396-0401 伊那市長谷非持1400 配布終了

伊那市商工観光部山岳高原観光課
（南ア北部山岳遭難防止対策協会事務局）

396-0402 伊那市長谷溝口１３９４番地 0265-98-3130

伊那市役所観光課 396-8617 伊那市下新田3050 0265-78-4111

南アルプス長谷ビジターセンター 396-0401 伊那市長谷非持1400 配布終了

南アルプス林道バス営業所 396-0403 伊那市長谷黒河内1847-2 0265-98-2821

伊那市商工観光部山岳高原観光課
（南ア北部山岳遭難防止対策協会事務局）

396-0402 伊那市長谷溝口１３９４番地 0265-98-3130

南アルプス長谷ビジターセンター 396-0401 伊那市長谷非持1400 配布終了

南アルプス林道バス営業所 396-0403 伊那市長谷黒河内1847-2 0265-98-2821

道の駅 歌舞伎の里大鹿 399-3502 下伊那郡大鹿村大河原390 0265-39-2844

大鹿村役場総務課 399-3502 下伊那郡大鹿村大河原354 0265-48-6095

聖岳
池口岳

遠山郷観光協会 399-1311 飯田市南信濃和田548-1 0260-34-1071

立科町役場　蓼科出張所（産業振興課） 384-2309 北佐久郡立科町大字芦田八ヶ野1001 0267-55-6201

信州たてしな観光協会 384-2309 北佐久郡立科町大字芦田八ヶ野743 0267-55-6654

茅野市役所観光課 391-8501 茅野市塚原２丁目６番１号 0266-72-2101 配布終了

茅野市観光案内所 391-0001 茅野市ちの3506番地　モンエイトビル2階 0266-73-8550

蓼科山頂ヒュッテ

蓼科山荘

しらびそ小屋

稲子湯旅館

北八ヶ岳 白駒の池 白駒荘

青苔荘

北八ヶ岳 高見石小屋

黒百合ヒュッテ

茅野市役所観光課 391-8501 茅野市塚原２丁目６番１号 0266-72-2101 配布終了

茅野市観光案内所 391-0001 茅野市ちの3506番地　モンエイトビル2階 0266-73-8550

茅野市観光案内所 391-0001 茅野市ちの3506番地　モンエイトビル2階 0266-73-8550

茅野市役所観光課 391-8501 茅野市塚原２丁目６番１号 0266-72-2101 配布終了

原村役場　観光課 391-0192 諏訪郡原村6549－1 0266-79-7929

原村観光案内所 391-0111
諏訪郡原村18101-1
（たてしな自由農園原村店内）

0266-74-2501

硫黄岳山荘 硫黄岳のみ

赤岳頂上山荘 赤岳のみ

赤岳天望荘 赤岳のみ

赤岳鉱泉 赤岳のみ

行者小屋 阿弥陀岳のみ

北アルプス

鷲羽岳

蓼科山

天狗岳

中央アルプス

経ヶ岳

木曽駒ヶ岳
木曽駒ヶ岳（英語）

宝剣岳

空木岳
南駒ヶ岳

南アルプス

甲斐駒ヶ岳
鋸岳
仙丈ケ岳

塩見岳

八ヶ岳

硫黄岳
赤岳
赤岳（英語）
阿弥陀岳
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雨飾高原キャンプ場 399-9511 北安曇郡小谷村中土 0261-85-1045

雨飾荘 399-9511 北安曇郡小谷村中土18926-1 0261-85-1607

小谷温泉 大湯元 山田旅館 399-9511 北安曇郡小谷村中土18836 0261-85-1221

好日山荘 白馬店 399-9301 北安曇郡白馬村北城5960 0261-85-2560

THE NORTH FACE GRAVITY hakuba 399-9301 北安曇郡白馬村北城5930-1 0261-85-2855

小谷村観光連盟 399-9494
北安曇郡小谷村大字中小谷丙131
小谷村役場内

0261-82-2233

戸隠遭対協事務局（北部産業振興事務所内） 381-4102 長野市戸隠豊岡1554 026-254-2324

戸隠観光協会 381-4101 長野市戸隠3517 026-254-2888

飯綱高原観光協会 380-0888 長野市上ケ屋2471−84 026-239-3185

道の駅中条 381-3205 長野市中条住良木1704 026-267-2188

道の駅おがわ 381-3302 上水内郡小川村高府1502−2 026-269-3262

セブンイレブン信州中条村店 381-3205 長野市中条住良木1036 026-268-3232

信州むしくらの湯 やきもち家 381-3202 長野市中条日下野5286 026-267-2641

小赤沢温泉「楽養館」 949-8321 栄村大字堺18212-2 025-767-2297

苗場山自然体験交流センター 949-8321 栄村大字堺字赤石沢国有林10-ロ林小班

鳥甲山 小赤沢温泉「楽養館」 949-8321 栄村大字堺18212-2 025-767-2297

岩菅山（裏岩菅山） 山ノ内町役場観光商工課観光施設係 381-0498 山ノ内町大字平穏3352-1 0269-33-1107

上田市観光課 386-0024 上田市大手2-8-4　観光会館内 0268-23-5408

上田市真田地域自治センター産業観光課 386-2292 上田市真田町長7178-1 0268-72-4330

菅平高原国際リゾートセンター 386-2204 上田市菅平高原1223-1751 0268-74-2003

菅平牧場　売店 386-2204 上田市菅平高原1278-288 0268-74-3621

上田地域振興局商工観光課 386-8555 上田市材木町1-2-6 0268-25-7140

天狗温泉浅間山荘 384-0801 小諸市甲4766-2 0267-22-0959

高峰高原ビジターセンター 384-0000 小諸市高峰高原 0267-23-3124

高峰高原ホテル 384-0041 小諸市菱平704 0267-25-3000

高峰マウンテンホテル 384-0000 小諸市高峰高原 0267-23-1712

ランプの宿　高峰温泉 384-0041 小諸市菱平704-1 0267-25-2000

菱野温泉　常盤館 384-0041 小諸市菱平762-2 0267-22-0516

菱野温泉　薬師館 384-0041 小諸市菱平740-1 0267-22-0077

安藤百福記念自然体験活動指導者養成センター 384-0071 小諸市大久保1100 0267-24-0825

火山館

上田市観光課 386-0024 上田市大手2-8-4　観光会館内 0268-23-5408

上田市丸子地域自治センター産業観光課 386-0492 上田市上丸子1612 0268-42-1048

別所温泉観光協会 386-1431 上田市別所温泉1853-3 0268-38-3510

鹿教湯温泉観光協会 386-0323 上田市鹿教湯温泉1434 0268-44-2331

塩田の里交流館（とっこ館） 386-1433 上田市手塚792 0268-39-7250

上田地域振興局商工観光課 386-8555 上田市材木町1-2-6 0268-25-7140

滝見の湯 384-1211 南佐久郡南相木村5633-1 0267-91-7700

長者の森 384-1201 南佐久郡北相木村木次原5616-6 0267-77-2726

十文字小屋

甲武信小屋

金峰山 金峰山小屋

木曽おんたけ観光局(本局) 397-0001 木曽郡木曽町福島2012-5 0264-25-6000

開田高原　観光案内所 397-6101 木曽郡木曽町開田高原末川1895 0264-42-3350

王滝観光案内所 397-0201 木曽郡王滝村2758-1 0264-48-2257

王滝村観光案内所窓口 397-0201 木曽郡王滝村2758-1 0264-48-2257

御嶽山ビジターセンター　やまテラス王滝 397-0201 木曽郡王滝村田の原3162 070-3996-6222 9月10日～

御嶽山ビジターセンター　さとテラス三岳 397-0101 木曽郡木曽町三岳10491-12 0264-24-0197 9月12日～

道の駅　木曽福島 397-0001 木曽郡木曽町福島4061-1 0264-21-1818

道の駅　三岳 397-0101 木曽郡木曽町三岳10491-9 0264-46-2011

木曽地域振興局商工観光課 397-8550 木曽郡木曽町福島2757-1 0264-25-2228

木曽町役場観光商工課 397-8588 木曽郡木曽町福島2326-6 0264-22-4285

JR木曽福島駅　待合室 397-0001 木曽郡木曽町福島2010-2

御嶽山　開田口

御岳ロープウェイ山麓駅 397-0101 木曽郡木曽町三岳1番地

出光浪合バイパスSS（浪合石油） 395-0501 下伊那郡阿智村浪合437-15 0265-47-2358

道の駅　信州平谷（9:00～16:00) 395-0601 下伊那郡平谷村321

　【備　　考】

・山カードの配布は、配布場所の営業時間内のみとなります。詳しくはホームページ等をご覧ください。

・山カードは、多くの方に手にして頂くため、1人1枚の配布とさせて頂きます。

・配布場所へは、マスク着用のうえお越しいただき３密を避けるなど、新型コロナウィルス感染防止にご協力ください。

・配布場所は今後も順次追加予定です。

その他

雨飾山

高妻山
戸隠山
飯縄山

虫倉山

大川入山

御座山

甲武信ヶ岳

御嶽山

苗場山

四阿山

浅間山（前掛山）

独鈷山


