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優待施設の追加や優待内容等が変更になる場合がございます。

カテゴリ 施設名 住所 最寄ＩＣ
優待内容（見出

し）
優待内容（詳細） 備考

北陸自動車道（上）
米山ＳＡ
レストランコーナー

柏崎市大字鯨波字若宮甲177 ドリンクサービス 【営業時間】7：00～22：00

北陸自動車道（下）
米山ＳＡ
レストランコーナー

新潟県柏崎市大字笠島字御堂前235 ドリンクサービス 【営業時間】7：00～22：00

明城焼・恒炎窯
柏崎市安田3506-5
（電話：0257-21-2122）

北陸道
柏崎ＩＣ

料金割引 全商品購入料金１０％割引
【営業時間】9：00～17：00
【定休日】不定休
1券片につき5名さま有効

柏崎コレクションビレッジ

柏崎市青海川181番地
（「痴娯の家」電話：0257-22-0777）
（「黒船館」電話：0257-21-1188）
（「藍民芸館」電話：0257-21-1199）

北陸道
米山ＩＣ

料金割引
「痴娯の家」・「黒船館」・「藍民芸館」各館入館料金割引
大人　５００円→４００円
小・中学生　３００円→２００円

【開館時間】9：30～17：00（季節により変更有）
※11月から16：30閉館
【休館日】毎週水曜日、年末年始（冬季休館：12/7～
3/3）、7/26
1券片につき5名さま有効
※ほかの割引との併用はできません

木村茶道美術館
柏崎市緑町3-1（松雲山荘園内）
（電話：0257-23-8061）

北陸道
柏崎ＩＣ

料金割引
入場料金割引
（展示室）大人　４００円→３６０円
（屋内茶室）大人　１，０００円→９００円

【開館時間】10：00～16：30
※最終入館は16：00まで
【休館日】毎週月曜日（祝日の場合は翌日）及び12/1
～3/31
1券片につき5名さま有効

日本海フィッシャーマンズ
ケープ

柏崎市青海川133-1
（電話：0257-23-6293）

北陸道
米山ＩＣ

ドリンクサービス 「サバサンド」を購入されたお客さまにソフトドリンク１杯サービス
【営業時間】9：30～17：00
【定休日】年末年始
1券片につき1名さま有効

高柳じょんのび村
柏崎市高柳町高尾10-1
（電話：0257-41-2222）

北陸道
柏崎ＩＣ

料金割引

じょんのび村入館料金(入浴料金）割引
大人　５５０円→４５０円
６５歳以上　４５０円→３５０円
小人（３歳～小学生）　３５０円→２５０円

【開館時間】10：00～21：00（12月～3月は10：00～20：
00）
※休館日前日は17：00閉館　いずれも閉館30分前に
受付終了　ただし休館日前日の祝祭日は通常どおり営
業

浪花屋　夕凪亭
柏崎市鯨波3-11-6
（電話：0257-23-3030）

北陸道
米山ＩＣ

料金割引 ラウンジのソフトドリンク料金、売店商品の購入料金１０％割引
【営業時間】8：00～18：00
【定休日】不定休
1券片につき5名さま有効

のうか民宿 さとの茶屋
　花いかだ

柏崎市東条2122-1
（電話：0257-31-5555）

北陸道
柏崎ＩＣ

ドリンクサービス
とプレゼント

宿泊されるお客さまにソフトドリンク１杯サービスとプチプレゼント
【チェックイン/チェックアウト】15：00/11：00
1券片につき3名さま有効
※予約時に「優待サービス利用」とお伝えください

ドナルド・キーン・センター柏
崎

柏崎市諏訪町10-17
（電話：0257-28-5755）

北陸道
柏崎ＩＣ

料金割引

入館料金割引
　大人　５００円→４００円
　中高生　２００円→１６０円
　小学生　１００円→８０円

【開館時間】10：00～17：00
※受付は16：30まで
【休館日】毎週月曜日（冬季休館：12/26～3/9）
※月曜日が休日、振替休日の場合は翌日
1券片につき5名さま有効

長岡市 新潟県立歴史博物館 長岡市関原1丁目字権現堂2247番2
関越道
長岡ＩＣ

プレゼント進呈
料金割引

・歴史博物館オリジナルグッズプレゼントまたは、
・秋季企画展「川中島の戦い～上杉謙信と武田信玄～」（9/16～
10/29）の観覧料金割引　一般820円→720円

【開館時間】9：30～17：00
※入館は16：30
【休館日】毎週月曜日（月曜日が祝日の場合は、翌日）
1件につき5名さま有効

相川郷土博物館
佐渡市相川坂下町20番地
（電話：0259-74-4312）

- 料金割引
入館料金割引
　大人　300円→240円

【営業時間】8：30～17：00

史跡佐渡奉行所跡
佐渡市相川広間町1番地1
（電話：0259-74-2201） - 料金割引

入館料金割引
　大人　500円→400円

【営業時間】8：30～17：00
※入館は16：30まで

史跡　佐渡金山
佐渡市下相川1305
（電話：0259-74-2389） - 料金割引

史跡　佐渡金山内カフェで販売している金箔コーヒー・金箔ソフトク
リームを100円引き
※時期によって、販売物が異なる場合がございます

【営業時間】
8月～10月：8：00～17：30
11月～12月：8：30～17：00

佐渡博物館
佐渡市八幡2041
（電話：0259-52-2447）

- 料金割引
入館料金割引
　大人　500円→400円

【営業時間】8：30～17：00

新穂歴史民俗資料館
佐渡市新穂瓜生屋492番地
（電話：0259-22-3117） - 料金割引

入館料金割引
　大人　200円→160円

【営業時間】8：30～17：00
※入館は16：30まで
【休館日】毎週月曜日

佐渡國小木民俗博物館
（千石船展示館）

佐渡市宿根木270番地2
（電話：0259-86-2604）

- 料金割引
入館料金無料
　大人　500円→400円

【営業時間】8：30～17：00

海運資料館「幸丸」展示館 佐渡市小木町1941番地1 - 料金割引
入館料金割引
　大人　200円→160円

【営業時間】8：30～17：00

赤泊郷土資料館
佐渡市赤泊2458番地
（電話：0259-87-3141）

- 料金割引
入館料金割引
　高校生以上　200円→160円

【営業時間】8：30～17：00

ゆきだるま温泉「雪の湯」
上越市安塚区須川4820
（電話：025-593-2041）

北陸道
上越ＩＣ

料金割引
入館料金割引
　大人　600円→550円
　小学生　500円→450円

【営業時間】11：00～18：00
【休館日】毎週月曜日

高田城　三重櫓
上越市本城町6-1
（電話　025-526-5915）

上信越道
上越高田ＩＣ

料金割引
入館料金割引
一般300円→150円
小・中・高校生150円→70円

【開館時間】9：00～17：00
【休館日】毎週月曜日　※月曜祝日の場合は翌日
1件につき5名さま有効

新潟市水族館
　マリンピア日本海

新潟市中央区西船見町5932-445
（電話　025-222-7500）

磐越道
新潟中央ＩＣ

料金割引

入館料金割引
大人（高校生以上）1500円→1200円
小人（小・中学生）600円→480円
幼児（4歳以上）200円→160円

【開館時間】9：00～17：00
※券売は16：30まで
1件につき5名さま有効

新潟市マンガ・アニメ情報館
新潟市中央区八千代2-5-7　万代シティ
ＢＰ2　1階
（電話　025-240-4311）

磐越道
新潟中央ＩＣ

料金割引

常設展観覧料金割引（団体割引適用）
一般200円→160円
中・高校生100円→80円
小学生50円→40円
※小・中学生は土日祝日は無料

【開館時間】11：00～19：00(土・日・祝日は10：00開館）
1件につき5名さま有効

上越市

『新潟観光ドライブパス』優待施設一覧表

佐渡市

お食事をされた方にコーヒー1杯無料サービス
※1件につき1名さま有効

ＳＡレストラン
コーヒーサービ

ス

柏崎

http://www.colle-vill.com/
http://sadoukan.jp/
http://www.nfcnet.co.jp/
http://www.nfcnet.co.jp/
http://www.jon-nobi.com/
http://www.naniwaya.co.jp/
https://www.city.kashiwazaki.lg.jp/noson/sangyo/nogyo/gurinturizumu/tomaru/1511191304.html
https://www.city.kashiwazaki.lg.jp/noson/sangyo/nogyo/gurinturizumu/tomaru/1511191304.html
http://www.donaldkeenecenter.jp/
http://www.donaldkeenecenter.jp/
http://nbz.or.jp/
https://www.visitsado.com/spot/detail0403/?no_cache=1
https://www.city.sado.niigata.jp/z_ot/cultural_property/museum/08/index.shtml
http://www.sado-kinzan.com/
https://www.city.sado.niigata.jp/sadobunka/denbun/museum/sadohaku/index_sado.htm
https://www.city.sado.niigata.jp/z_ot/cultural_property/museum/06/index.shtml
http://shukunegi.com/spot/ogiminzokuhakubutsukan/
http://shukunegi.com/spot/ogiminzokuhakubutsukan/
https://www.city.sado.niigata.jp/sadobunka/denbun/museum/ogi/index_ogisiryo.htm
https://www.city.sado.niigata.jp/sadobunka/denbun/museum/akadomari/index_aka.htm
http://www.niigata-kankou.or.jp/sys/data?page-id=11623
http://www.city.joetsu.niigata.jp/soshiki/bunka/takada-castle.html
http://www.marinepia.or.jp/
http://www.marinepia.or.jp/
http://museum.nmam.jp/
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カテゴリ 施設名 住所 最寄ＩＣ
優待内容（見出

し）
優待内容（詳細） 備考

新潟市マンガの家
新潟市中央区古町通6番町971-7
（電話　025-201-8923）

磐越道
新潟中央ＩＣ

プレゼント進呈
「マンガ・アニメのまち　にいがた」サポートキャラクター
花野小町・笹団五郎シールプレゼント

【開館時間】11：00～19：00
【休館日】毎週水曜日（祝日の場合は翌平日）、
1券片につき5名さま有効

新潟市會津八一記念館
新潟市中央区万代3-1-1　メディアシップ
5階
（電話　025-282-7612）

日東道
新潟亀田IC

料金割引

入館料金2割引
一般500円→400円
大学生300円→240円
高校生200円→160円
小・中学生100円→80円
※小・中学生は土日祝日は無料

【開館時間】10：00～18：00
【休館日】毎週月曜日
※休日の場合は開館し、翌日休館
※展示替えにより臨時休館あり
1件につき5名さま有効

新潟市美術館
新潟市中央区西大畑町5191-9
（電話　025-223-1622）

日東道
新潟亀田IC

料金割引

企画展・コレクション展観覧料金割引
①コレクション展
一般200円→160円
高・大学生150円→110円
小・中学生100円→70円
※小・中学生は土日祝日は無料
②企画展
団体割引料金を適用します
中学生以下は無料

【開館時間】9：30～18：00
【休館日】毎週月曜日
※休日の場合は開館し、翌日休館
※臨時に休館となる場合がございますので、お問い合
わせください
1件につき5名さま有効

新潟市歴史博物館
新潟市中央区柳島町2-10
（電話　025-225-6111）

日東道
新潟亀田IC

料金割引

常設展観覧料金割引
一般300円→240円
高・大学生200円→160円
小・中学生100円→80円
※小・中学生は土日祝日は無料

【開館時間】9：30～18：00（10月以降は9：30～17：00）
※観覧券の販売は閉館の30分前まで
【定休日】毎週月曜日（休日の場合は翌日）、休日の翌
日
※臨時休館あり
1件につき5名さま有効
ほかの割引との併用はできません

新潟市文化財　旧小澤家住
宅

新潟市中央区上大川前通12番町2733番
地
（電話　025-222-0300）

日東道
新潟亀田IC

料金割引

入館料金割引
一般200円→160円
小・中学生100円→80円
※小・中学生は土日祝日は無料

【開館時間】9：30～17：00
【休館日】毎週月曜日（休日を除く）、休日の翌日
※臨時休館あり（9/30～10/1他）
1件につき5名さま有効

旧齋藤家別邸
新潟市中央区西大畑町576
（電話　025-210-8350）

北陸道
新潟西ＩＣ

料金割引

入館料金割引
一般300円→240円
小・中学生100円→80円
※小・中学生は土日祝日は無料

【開館時間】9：30～17：00
【休館日】毎週月曜日（休日を除く）、休日の翌日
※臨時に休館となる場合がございますので、お問い合
わせください
1件につき5名さま有効

新潟市文化財センター
新潟市西区木場2748-1
（電話　025-378-0480）

北陸道
黒埼スマートＩ

Ｃ
料金一部無料 有料体験のうち、「和同開珎づくり」を無料

【開館時間】9：00～17：00
※有料体験メニューの受付は16：00まで
【定休日】毎週月曜日
※休日の場合は開館し、翌日休館（7/18、9/19、
9/26、10/10、10/17、11/24休館）
1件につき5名さま有効

いくとぴあ食花
新潟市中央区清五郎336
（電話　025-384-8732）

磐越道
新潟中央ＩＣ

プレゼント進呈 プレゼント進呈（植物の種または球根）

【営業時間】時季催事により異なります
ただし、優待特典の利用可能時間は
9：00～17：00までです。
【定休日】不定休
1件につき5名さま有効
※ほかの割引との併用はできません

新潟県立自然科学館
新潟市中央区女池南3-1-1
（電話　025-283-3331）

磐越道
新潟中央ＩＣ

料金割引
入館料金割引
大人570円→470円

【開館時間】
(平日）9：30～16：30
（土日祝、及び夏期）9：30～17：00
※2017年の夏期は7/15(土）～8/27（日）
【休館日】
毎週月曜日（祝日の場合は翌日、その他開館カレン
ダーに基づく）
1件につき5名さま有効

新潟市

http://house.nmam.jp/
http://aizuyaichi.or.jp/
http://www.ncam.jp/
http://www.nchm.jp/
http://www.nchm.jp/ozawake/
http://www.nchm.jp/ozawake/
http://saitouke.jp/
https://www.city.niigata.lg.jp/kanko/rekishi/maibun/maibun/index.html
http://www.ikutopia.com/
http://www.sciencemuseum.jp/

	往復型

