
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

スキー場 志賀高原焼額山スキー場
長野県下高井郡山ノ内町志賀高原焼額
山

信州中野IC 料金割引

焼額山エリアリフト１日券￥500引き
（12/21～3/31）おとな￥4500→￥4000
                       中高生・シニア￥3800→￥3300
（12/2～12/20・4/1～8）おとな￥3800→￥3300
                                   中高生・シニア￥3500→￥3000

【営業期間】12/2～4/8
【定休日】無休
※１回限り同伴４名（５名さま）利用可
※志賀高原はオートゲートシステムのため、
　リフト券（キーカード）の保証金￥500をお預かりさせ
ていただきます。
　返却時ご返金いたします。
※焼額山エリアは、小学生までリフト代無料になりま
す。
※シニア料金は60歳以上。中・高校生、シニアは年齢
が確認できるものが必要です。
※焼額山エリア券から志賀高原全山共通リフト券への
変更はできません。
※他の割引券との併用は不可
※気象状況により、営業内容の変更、休止する場合が
ございます。
　ご確認の上、お越しください。（TEL:0269-34-3117）

スキー場 戸狩温泉スキー場 長野県飯山市大字豊田６３５６－ニ
豊田飯山ＩＣ（約

25分）
料金割引

リフト１日券+温泉入浴券がついて
・大人4,750円→3,700円
・シニア（55歳以上）4,350円→3,300円
・中学生3,350円→2,700円
・小学生1,850円→1,200円

【営業時間】8：30～16：50
【定休日】無休
※他の割引券と併用できません。
※１印刷or１画面あたり１０名様まで利用可。

スキー場
ヤマボクワイルドスノー
パーク

長野県上高井郡高山村大字奥山田字山
田入3681-352

須坂長野東IC
小布施スマート

IC
料金割引 リフト１日券（大人・子供・シニア）　各１００円引き

【営業時間】平日9：00～16:30  土・日・祝日8:45～
16:30
【定休日】無休
※他の割引券との併用は出来ません
※同伴者５名まで適応

スキー場 妙高スキーパーク
新潟県妙高市関山6323-4
（電話　0255-82-4189）

妙高高原ＩＣ 料金割引

・ワンデイパック（リフト1日券＋食事1品1,000円以内1品付）
　大人2,500円、子ども2,000円にて購入可能

・スキー・スノーボードレンタルセット500円引き
　大人3,000円→2,500円
　小人2,500円→2,000円

【リフト営業時間】8：30～16：30
【定休日】シーズン中無休
※1件につき10名様有効

スキー場 赤倉温泉スキー場
新潟県妙高市赤倉温泉
（電話　0255-87-2125）

妙高高原ＩＣ 料金割引
・リフト、ゴンドラ1日券
　大人4,300円→3,800円

【有効期間】12/15～3/21まで
【営業時間】8：30～16：30
※1件につき4名様有効
※他の割引との併用不可

スキー場 妙高杉ノ原スキー場
新潟県妙高市杉野沢
（電話　0255-86-6211）

妙高高原ＩＣ 料金割引

・リフト1日券ご優待料金
大人　3,800円（通常価格4,500円～4,700円）
シニア・中学生　3,300円（通常価格3,900円～4,100円）

【営業時間】平日　8：30～16：30　　土休日　8：00～
16：30
1件につき5名まで有効
【定休日】無し
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http://www.princehotels.co.jp/ski/shiga/
http://www.togari.jp/
http://www.yamaboku.jp/
http://www.yamaboku.jp/
http://www.myoko-skipark.jp/ski_park/
http://www.akr-ski.com/
http://www.princehotels.co.jp/ski/myoko/
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スキー場 タングラムスキーサーカス 長野県上水内郡信濃町古海3575-8

信濃町IC（約20
分）

妙高高原IC（約
20分)

料金割引

リフト1日券4,200円→2,500円
モビル体験1,500円→1,200円
スノーラフティングスペシャルコース2,500円→2,000円
雪上車1,500円→1,200円

【営業時間】リフト8：30～16：30　他施設10：00～16：00
【定休日】無休
※１回に適用できる人数は４名様まで。
※他の割引券と併用できません。

温泉施設 むれ温泉　天狗の館 長野県上水内郡飯綱町川上2755-345

信州中野IC
（25分）

信濃町IC
（20分）

料金割引
入館料割引
大人通常＠600円⇒＠500円

【営業時間】10：00～21：00
【定休日】毎月第３火曜日
※ご本人のみ有効
※他のクーポンとの併用不可
※大人料金のみ対象

宿泊 ホテル　後楽荘
新潟県妙高市赤倉温泉34-1
（電話　0255-87-2120）

妙高高原ＩＣ 料金割引 ご宿泊の方のお夕食時のお飲物代を5％割引
1回限り35名まで有効
他のクーポン券との併用不可

宿泊 ホテル　太閤
新潟県妙高市大字赤倉402
（電話　0255-70-4195）

妙高高原ＩＣ 料金割引 ・日帰り入浴100円引き
【休館日】12/10-12/15、1/23-1/25、4/1～4/6
【入館時間】11：00～21：00（清掃時除く）

宿泊 シャレー志賀 長野県下高井郡山ノ内町志賀高原 信州中野IC ドリンクサービス ウェルカムコーヒーサービス
【営業時間】7:00～22:00
【定休日】無休
※当館にご宿泊いただいたお客様が対象

宿泊 AIBIYA 長野県下高井郡山ノ内町平穏3032 信州中野IC 料金割引 宿泊料金10%割引

【営業時間】
チェックイン：～10:00
チェックアウト：15:00～21:00
【定休日】無休
※他の割引との併用はできません。

宿泊 ゲストハウスカナメ 長野県大町市平19755

安曇野IC
（約1時間）※

長野IC
（約1時間）
糸魚川IC

（約1時間）※

料金割引
宿泊料金10％割引
薪ストーブを使った焼き芋体験サービス

【営業時間】チェックイン16：00～チェックアウト10：00
【定休日】不定休

https://www.tangram.jp/
http://www.organic-resort.co.jp/index.php
http://www.korakuso.com/
https://www.h-taiko.net/
http://hostelaibiya.com/
http://tabiyado.jp/
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宿泊 ホテル国際21（株） 長野市県町５７６

長野IC（約18
分）

須坂長野東IC
（約18分）

料金割引 レストラン優待券（１０％ＯＦＦ）

【営業時間】17：30～21：00
【定休日】無休
※ご宿泊者対象
※他優待券との併用不可

観光・物産・飲食
道の駅あらい　くびき野情
報館

新潟県妙高市猪野山58-1
（電話　0255-70-1021）

新井スマートＩＣ 料金割引
・ホットコーヒー　150円→100円
・ソフトアイス　250円→200円

【営業時間】9：00～21：00（売店は9：30～16：30）
【定休日】なし

観光・物産・飲食 CHAMISE 長野県下高井郡山ノ内町平穏2997-4 信州中野IC 料金割引
CHAMISE DRINKメニュー一番人気
やまのうちジンジャー（COLD/HOT）　50%

【営業時間】11：30～18：00
【定休日】月曜日
※アレルギー等でジンジャーが苦手な場合は、他のド
リンクメニューで対応いたします。
※ORIGINAL DRINK内にて

観光・物産・飲食 HAKKO 長野県下高井郡山ノ内町平穏3010 信州中野IC 料金割引
大人気！HAKKO日替わりカレーランチ+ドリンク　20%割引
※通常1800円相当
※ドリンクはお好きなものをお選びください。

【営業時間】11:00～15:00 17:00～23:00
【定休日】毎週月曜日
※他の割引との併用不可

観光・物産・飲食 市立大町山岳博物館 長野県大町市大町8056-1

安曇野IC
（約40分）※

長野IC
（約80分）
糸魚川IC

（約95分）※

料金割引
通常入館料
大人４００円、高校生３００円、小中学生２００円のところ
大人３５０円、高校生２５０円、小中学生１５０円（各５０円割引）

【営業時間】9：00～17：00 （入館は16：30まで）
【定休日】月曜日、祝日の翌日、年末年始
※1回につきお一人様が利用可能です
※他の割引券との併用はできません

観光・物産・飲食
大町・青木湖アドベン
チャークラブ

長野県大町市平20780-1

安曇野IC
（約45分）※

長野IC
（約50分）
糸魚川IC

（約70分）※

料金割引

星空の散歩　スノーシュー・かんじきで夜の雪原を歩こう、
スノーシューとかんじき両方を体験するツアー　半日・１日コース、
クロスカントリースキー　半日・１日コースなどアクティビティ５％割
引。

【営業時間】9：00～17：00
【定休日】不定休
※１回につき５名様まで割引
※精算後の適用はできません
※要予約

観光・物産・飲食 なべくら高原・森の家 長野県飯山市大字照岡1571-15 豊田飯山IC プレゼント 森の家オリジナル絵はがきプレゼント
【営業時間】8：00～17：00
【定休日】火曜日
※グループ全員にプレゼント

観光・物産・飲食 髙橋まゆみ人形館 長野県飯山市飯山2941-1 豊田飯山IC 料金割引 一般入館　100円引き
【営業時間】10：00～16：00
【定休日】毎週水曜日
※他の割引との併用不可

http://www.kokusai21.jp/restaurants/
http://www.eki-arai.com/2014021065.html
http://www.eki-arai.com/2014021065.html
http://chamise-yamanouchi.com/
http://wakuwaku-yamanouchi.com/hakko/
http://www.omachi-sanpaku.com/
http://www.avis.ne.jp/~aokiko
http://www.avis.ne.jp/~aokiko
http://www.nabekura.net/
http://www.ningyoukan.net/
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観光・物産・飲食 塩の道ちょうじや 長野県大町市大町2572 長野IC 料金割引 入館料100円割引き

【営業時間】9：00～16：00（12月～2月）
　　　　　　　 9：00～16：30（3月、4月）
【定休日】毎週水曜日
※1回に5名様まで適用できます
※他の割引と併用はできません

観光・物産・飲食 須坂市旧小田切家住宅 長野県須坂市大字須坂423番地１ 須坂長野東IC 料金割引
観覧料割引
300円→240円（２割引）

【営業時間】9:00～17:00（１月及び２月のみ9:30～
16:30)
【定休日】木曜日（祝日の場合は開館）
※中学生以下は無料

観光・物産・飲食 須坂クラシック美術館 長野県須坂市大字須坂371番地６ 須坂長野東IC 料金割引
観覧料割引
300円→240円（２割引）

【営業時間】9:00～17:00（１月及び２月のみ9:30～
16:30)
【定休日】木曜日（祝日の場合は開館）
※中学生以下は無料

※白馬・志賀・妙高エリア対象外となりますのでご注意ください

http://www.alps.or.jp/choujiya/
http://www.culture-suzaka.or.jp/
http://www.culture-suzaka.or.jp/
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関越道 Pasar三芳（上） CUTE CREAM クレミアソフト50円引きサービス

関越道 三芳ＰＡ（下）
・スナックコーナー「おはやし」
・UCCボックスコーヒーコーナー

ホットコーヒー50円引きサービス

関越道 高坂ＳＡ（上） スナックコーナ　ラリー
ラリーで販売している　肉まん
300円のところ　100円引きの200円で販売

関越道 高坂ＳＡ（下） キーズカフェ
氷温熟成豆のホットコーヒー、アイスコーヒー、カフェラテ、
アイスカフェラテを、サイズアップサービス
（R（レギュラー）サイズからL（ラージ）サイズ）

※ご注文時の事前ご提示に限ります。
※御本人様を含む2名様2点分をサービス致します。
※指定以外のメニュー、サイズでのサービスには対応できませ
ん。
※メニュー品切れの際は、代替品に変更させていただく場合が
ございます。

関越道 嵐山ＰＡ（上） テイクアウトコーナー ホット、アイスコーヒー50円引きサービス

関越道 嵐山ＰＡ（下） テイクアウトコーナー ホット、アイスコーヒー50円引きサービス

関越道 寄居ＰＡ（上） 外売店「気まぐれ屋」 うわばみ焼き（6個入300円）を50円引きサービス

関越道 寄居ＰＡ（下） 外スナックコーナー ソフトアイス各種４０円引きの２５０円での販売

関越道 上里ＳＡ（上） ＳＮＡＣＫ　ＳＴＡＮＤ ソフトクリーム（バニラ）を50円引きサービス

関越道 上里ＳＡ（下） フードコート　どんぶり屋
ホットコーヒーまたは、アイスコーヒーを１００円にて提供。
・ホットコーヒー　通常　２００円(税込)を１００円(税込)
・アイスコーヒー　通常　２５０円(税込)を１００円(税込)

『ウィンターパス2017-2018』 ｻｰﾋﾞｽｴﾘｱ・ﾊﾟｰｷﾝｸﾞｴﾘｱ 優待一覧　
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関越道 駒寄ＰＡ（上） スナックコーナー ホットコーヒー50円引きサービス

関越道 駒寄ＰＡ（下） 外実演コーナー ソフトクリーム50円引きサービス

関越道 赤城高原ＳＡ（上） レストラン レストランにて食事をされた方にドリンク無料サービス
12月21日～（予定）
※提示されたご本人様のみ

関越道 赤城高原ＳＡ(下） レストラン お食事のお客さまにホットコーヒー1杯サービス ※4名様まで対象

上信越道 甘楽ＰＡ（上）
第２スナックコーナー
（テイクアウトコーナー）

甘楽限定ブレンドコーヒー（300円）を50円引サービス

上信越道 甘楽ＰＡ（下） ショッピングコーナー セルフ式ホットコーヒー（150円）を50円引サービス

上信越道 横川ＳＡ（上） レストラン お食事のお客さまにコーヒー１杯サービス

上信越道 横川ＳＡ（下） レストラン お食事のお客さまにコーヒー１杯サービス

上信越道 東部湯の丸ＳＡ（上） レストラン　BENIYA お食事のお客さまにソフトドリンク１杯サービス

上信越道 東部湯の丸ＳＡ（下） レストラン お食事のお客さまにソフトドリンク１杯サービス

上信越道 松代ＰＡ（上） ショッピングコーナー ホットコーヒー50円引き
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上信越道 松代ＰＡ（下） ショッピングコーナー ホットコーヒー50円引き

上信越道 小布施ＰＡ（上） ショッピングコーナー 売店レジにてソフトクリームをご注文の方に限り50円引き

上信越道 小布施ＰＡ（下） ショッピングコーナー 売店レジにてソフトクリームをご注文の方に限り50円引き

長野道 姨捨ＳＡ（上） カフェ・ショップ ソフトクリーム８０円割引サービス ※目的地エリア外のSAになりますので、ご注意ください

長野道 姨捨ＳＡ（下） スナック・ベーカリー ソフトクリーム８０円割引サービス ※目的地エリア外のSAになりますので、ご注意ください

関越道 越後川口ＳＡ（上） レストラン お食事のお客さまにコーヒー１杯サービス ・提示につき、1名さまのみ有効

関越道 越後川口ＳＡ（下） レストラン お食事のお客さまにコーヒー１杯サービス ・提示につき、1名さまのみ有効

北陸道 米山ＳＡ（上） レストラン お食事のお客さまにコーヒー１杯サービス ・提示につき、1名さまのみ有効

北陸道 米山ＳＡ（下） レストラン お食事のお客さまにコーヒー１杯サービス ・提示につき、1名さまのみ有効


