
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 星野リゾート　アルツ磐梯
福島県耶麻郡磐梯町大字更科字清水
平6838-68
（電話　0242-74-5000）

猪苗代磐梯
高原IC

磐梯河東IC
料金割引

リフト１日券割引
　大人　4,700円⇒4,000円
　　※お申込者を含む１グループ５名様を割引対象
    ※ＩＣカード保証金５００円が別途必要となりますが、
　　　 ＩＣカード返却時にご返金いたします

【営業期間】12/23～3/25
【営業時間】
　平日
　　　8:30～16:30
　土日祝日・年末年始
　　　8:00～17:00
冬期営業期間中は無休

スキー場 星野リゾート　猫魔スキー場
福島県耶麻郡北塩原村大字桧原字猫
魔山1163
（電話　0241-32-3001）

猪苗代磐梯
高原IC

磐梯河東IC
料金割引

リフト１日券割引
　大人　4,000円⇒3,800円
    ※12/23～12/28の期間
　大人　4,500円⇒4,000円
    ※ＩＣカード保証金５００円が別途必要となりますが、
　   　ＩＣカード返却時にご返金いたします

【営業期間】12/2～5/6
【営業時間】
　平日
　　　8:00～16:00
　土日祝日・年末年始
　　　8:15～16:00
冬期営業期間中は無休

スキー場 グランデコスノーリゾート
福島県耶麻郡北塩原村大字桧原字荒
砂沢山
（電話　0241-32-2530）

猪苗代磐梯
高原IC

料金割引

リフト１日券＋食事券1,000円
　大人（高校生以上）　　5,700円⇒5,000円
　マスター（５０歳以上）　5,100円⇒4,500円
　子供（小・中学生）　　　4,500円⇒4,000円

【営業時間】
平日
　　8:30～16:00
土日祝
　　8:00～16:00
　　　※時期により営業時間が
　　　　異なります
冬期営業期間中は無休
　※営業期間については事前に
　　お問い合わせ願います

スキー場 沼尻スキー場
福島県耶麻郡猪苗代町大字蚕養字沼
尻山甲2855-434
（電話　0242-67-1250）

磐梯熱海IC
猪苗代磐梯

高原IC
料金割引

リフト1日券（1,000円割引）
　大人（中学生以上）　4,200円⇒3,200円
　小人（小学生）　　　　3,200円⇒2,200円
ちびっこひろば「どんぐり合衆国」
　ペア入場券（1,000円割引）
　　2,000円⇒1,000円

【営業期間】12/22～3/25
【営業時間】
　全日
　　　8:30～16:00
冬期営業期間中は無休

スキー場
猪苗代スキー場
スポーツパル「猪苗代プロス
キースクール」

福島県耶麻郡猪苗代町葉山7105
（猪苗代スキー場内・スノーハウスいな
わしろ内）
（電話　0242-63-0220）

猪苗代磐梯
高原IC

料金割引

スキー＆スノーボード（レギュラーレッスン）
　講習料割引（500円割引）
　　1日　　5,500円⇒5,000円
　　半日　4,000円⇒3,500円

【営業時間】
9:00～17:00
冬期営業期間中は無休
　※営業期間については事前に
　　お問い合わせ願います

スキー場
猪苗代リゾートスキー場
スポーツパル「猪苗代リゾー
トスキースクール」

福島県耶麻郡猪苗代町綿場7126
（電話　0242-65-2132）

猪苗代磐梯
高原IC

料金割引

スキー＆スノーボード（レギュラーレッスン）
　講習料割引（500円割引）
　　1日　　5,500円⇒5,000円
　　半日　4,000円⇒3,500円

【営業時間】
9:00～17:00
冬期営業期間中は無休
　※営業期間については事前に
　　お問い合わせ願います

温泉施設
裏磐梯グランデコ東急ホテル
ぶなの湯

福島県耶麻郡北塩原村大字桧原荒砂
沢山
（電話　0241-32-3200）

猪苗代磐梯
高原IC

料金割引

日帰り入浴料金割引（100円割引）
　大人（中学生以上）　1,000円⇒900円
　小学生　　　　　　　　　700円⇒800円
　4才～6才　　　　　　　　300円⇒200円
　　　※12/23～1/7及び2/10～2/11は割引対象外
　　　※バスタオル　　　300円
　　　※フェイスタオル　無料

日帰り入浴営業時間
12:00～16:00
無休
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https://www.alts.co.jp/
https://www.nekoma.co.jp/
http://www.grandeco.com/
http://www.numajiri-ski.jp/
http://www.sportspal.co.jp/
http://www.sportspal.co.jp/
http://www.sportspal.co.jp/
http://www.sportspal.co.jp/
http://www.sportspal.co.jp/
http://www.sportspal.co.jp/
http://www.grandeco.com/hotel_resort/
http://www.grandeco.com/hotel_resort/
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温泉施設 森の旅亭マウント磐梯
福島県耶麻郡猪苗代町大字若宮字上ノ
湯甲2985
（電話　0242-64-3911）

磐梯熱海ＩＣ
猪苗代磐梯

高原ＩＣ
料金割引

日帰り入浴料割引（100円割引）
　４歳以上　　650円⇒550円
　４歳未満　　無料

日帰り入浴営業時間
　10:30～16:00
不定休

宿泊 料金割引

１泊２食プラン　２名様以上
　　合計金額より1,000円引き
　　　※予約時にウインターパス申込済みである旨
　　　　お申し出願います

宿泊 料金割引
玄米いづれの品種も30キロ　500円割引
　　※予約時にウインターパス申込済みである旨
　　　お申し出願います

宿泊 裏磐梯国民宿舎
福島県耶麻郡北塩原村大字桧原字蛇
平原山1074−494
（電話　0241-32-2923）

猪苗代磐梯
高原ＩＣ

料金割引
２名様以上　1泊２食付き（5％割引）
　7,344円⇒6,977円
　　※お申込者を含む１グループを割引対象

チェックイン　15:00～19:00
チェックアウト　～10:00
無休

宿泊
ヒーリングインホワイトペン
ション

福島県耶麻郡猪苗代町字不動33-13
（電話　0242-65-2034）

猪苗代磐梯
高原ＩＣ

宿泊特典
ご夕食時自家製果実酒１杯サービス
　※ご宿泊者対象
　※お申込者を含む１グループをサービス対象

チェックイン　15:00～17:30
チェックアウト　～10:00
無休

宿泊 レイクサイドホテルみなとや
福島県耶麻郡猪苗代町長浜870
（電話　0242-65-2111）

猪苗代磐梯
高原ＩＣ

宿泊特典
ソフトドリンクサービス
　※ご宿泊ご利用時

チェックイン　16:00～
チェックアウト　～10:00
無休

宿泊 旅館白城屋
福島県耶麻郡猪苗代町大字蚕養字沼
尻山甲2855-104
（電話　0242-64-3214）

猪苗代磐梯
高原ＩＣ

宿泊特典
ソフトドリンクサービス（ボトル１本）
　※ご宿泊の夕食時

チェックイン　14:00～18:00
チェックアウト　～10:00
無休

宿泊
貸別荘＆コテージオールリ
ゾート・サービス

福島県耶麻郡猪苗代町字出雲壇35-1
（電話　0242-63-0355）

猪苗代磐梯
高原ＩＣ

宿泊特典

スパークリングワイン１本プレゼント
　※ご宿泊予約時にお申し出願います
　※１組様に１本
　※他の割引との併用は不可

チェックイン　15:00～17:00
チェックアウト　～10:00
無休

宿泊 ガストホフ　モンターニャ
福島県耶麻郡磐梯町磐梯字七ツ森
7351-2
（電話　0242-73-3733）

磐梯河東ＩＣ
猪苗代磐梯

高原ＩＣ
宿泊特典

夕食時地酒１本（300ｍｌ）サービス
　※お申込者を含む１組様（２人～３人）
　※お飲みにならない方はお持ち帰りもできます

チェックイン　15:00～18:00
チェックアウト　～10:00
無休

宿泊
レイクサイド　イン　ベイクド
ポテト

福島県耶麻郡北塩原村大字桧原字曽
原山1096-520
（電話　0241-32-2127）

猪苗代磐梯
高原ＩＣ

宿泊特典
夕食時グラスワイン１杯サービス
　※ご宿泊利用時限定
　※お申込者を含む１グループをサービス対象

チェックイン　15:00～18:00
チェックアウト　～10:00
不定休

宿泊 食彩館　アルビン
福島県耶麻郡北塩原村大字桧原字蛇
平原山1074
（電話　0241-32-3190）

猪苗代磐梯
高原ＩＣ

宿泊特典
夕食時ハーフワイン１本サービス
　※２名様につき１本
　※宿泊利用時限定

チェックイン　15:00～20:00
チェックアウト　～10:00
無休

宿泊
レンタルハウス　談暖暖（だ
んのんだん）

福島県耶麻郡北塩原村大字桧原字曽
原山1096-605
（電話　0241-32-3560）

猪苗代磐梯
高原ＩＣ

景品等

ささやかなクッキープレゼント
　※ご宿泊予約されたお客様が対象
　※予約時にウインターパス申込済みである旨申出
　　　て下さい

チェックイン　15:00～20:00
チェックアウト　～12:00
不定休

会津猪苗代の宿　神田荘
福島県耶麻郡猪苗代町字横マクリ570-
1
（電話　0242-62-3402）

猪苗代磐梯
高原IC

チェックイン　15:00～20:00
チェックアウト　～9:30
不定休
　※　営業日については事前に
　　　お問合せ願います

http://m-bandai.inawasiro.com/
http://www.goshikinuma.jp/
https://white-p.net/
https://white-p.net/
http://www.h-minatoya.com/
http://www.bandaisan.or.jp/entry.html?id=86676
https://www.cottage.co.jp/
https://www.cottage.co.jp/
http://aizu-montana.com/
http://www.gurutto-aizu.com/detail/index_368.html
http://www.gurutto-aizu.com/detail/index_368.html
http://p-alvin.com/
http://dannondan.com/
http://dannondan.com/
http://www.kandasou.com/
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宿泊 休暇村　裏磐梯
福島県耶麻郡北塩原村大字桧原
（電話　0241-32-2421）

猪苗代磐梯
高原ＩＣ

料金割引

ご宿泊料金割引（1泊２食付きプラン）
　日曜・平日
　　　大人（中学生以上）　　1,000円割引
　　　小学生・幼児　　　　　　300円割引
　休前日・土曜日
　　　大人（中学生以上）　　　500円割引
　　　小学生・幼児　　　　　　300円割引
　　　　　※要事前予約
　　　　　※電話（ＦＡＸを含む）、または公式サイトからの
　　　　　　直接予約が対象
　　　　　※各種旅行サイト（じゃらん等）または旅行会社
　　　　　　（ＪＴＢ等）経由の予約は対象外
　　　　　※各種割引との併用不可

フロント営業時間
　7:00～21:00
チェックイン　15:00～18:00
チェックアウト　～10:00
無休

宿泊 ペンション　ハーティ
福島県耶麻郡北塩原村大字桧原字曽
原山1096-547
（電話　0241-32-2090）

猪苗代磐梯
高原ＩＣ

宿泊特典
夕食時グラスワインまたはソフトドリンク１杯サービス
　※ご夕食及び宿泊利用者でお申込者を含む１グループをサービ
ス対象

チェックイン　15:00～18:00
チェックアウト　～10:00
不定休

宿泊 ペンション　ヴァンブラン
福島県耶麻郡北塩原村裏磐梯剣ヶ峯
1093
（電話　0241-32-2224）

猪苗代磐梯
高原ＩＣ

料金割引

料金割引（10％割引）
　飲み物、お土産品を10％割引
　　※宿泊費に含まれるお飲み物は除く
　　※ご宿泊をされたお申込者を含む１グループを割引対象
　　※全日有効
　　※他の割引との併用は不可

チェックイン　15:00～18:00
チェックアウト　～10:00
無休

観光・物産・飲食
アクアマリンいなわしろカワセ
ミ水族館

福島県耶麻郡猪苗代町大字長田字東
中丸3447-4
（電話　0242-72-1135）

猪苗代磐梯
高原ＩＣ

料金割引

入館料割引（10％割引）
　大人（高校生以上）　　700円⇒630円
　小・中学生　　　　　　　300円⇒270円
　未就学児　　　　　　　　無料

【営業時間】
3/21～11/30
　　9:30～17:00
　　　※入館は16:30までに
12/1～3/20
　　9:30～16:00
　　　※入館は15:30までに
無休

観光・物産・飲食
アウトドアスポーツクラブ
バックス

福島県耶麻郡北塩原村大字桧原字剣
ケ峯1093-955
（電話　0241-32-3039）

猪苗代磐梯
高原ＩＣ

料金割引

桧原湖ワカサギ釣り
　体験コース（200円割引）
　　※公式ＨＰもしくはＴＥＬ予約に限定
裏磐梯スノーシュー体験
　体験コース（200円割引）
　　※公式ＨＰもしくはＴＥＬ予約に限定

体験コースにより異なります
　※営業期間及び内容等
　　については事前にお問
　　い合わせ願います
無休

観光・物産・飲食 漆芸工房　角田
福島県耶麻郡北塩原村大字桧原字曽
原山1096-217
（電話　0241-23-7227）

猪苗代磐梯
高原ＩＣ

料金割引
体験メニュー（100円割引）
　※体験メニューについては事前にお問合せ願います
お買い物（10％割引）

10:00～16:00
不定休
　※休業日はＨＰに掲載しています

観光・物産・飲食 野口英世記念館
福島県耶麻郡猪苗代町大字三ツ和字
前田81
（電話　0242-85-7867）

猪苗代磐梯
高原ＩＣ

料金割引

入館料割引（50円割引）
　大人（高校生以上）　　　600円⇒550円
　こども（小・中学生）　　　300円⇒250円
　未就学児　　　　　　　　　無料
　　※お申込者を含む１グループ10名様まで割引対象
　　※他割引との併用不可。

【営業時間】
4月～10月
　9:00～17:30（入館締切17:00）
11月～3月
　9:00～16:30（入館締切16:00）
年末年始12/29～1/3休館

https://www.qkamura.or.jp/bandai/
http://p-hearty.travel.coocan.jp/
http://www.p-vinblanc.com/
https://www.aquamarine.or.jp/kawasemi/
https://www.aquamarine.or.jp/kawasemi/
https://www.bacss.jp/
https://www.bacss.jp/
https://www.tsunoda-shitsugei.com/
http://www.noguchihideyo.or.jp/
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観光・物産・飲食 しおやぐら
福島県耶麻郡猪苗代町新町4875-2
（電話　0242-62-2330）

猪苗代磐梯
高原ＩＣ

来店特典 当店特製の小皿１枚をプレゼント

【営業時間】
11:00～18:00
定休日：火曜日
　※　祝日の場合は営業いたします

観光・物産・飲食 中華料理レストラン西湖
福島県耶麻郡猪苗代町大字翁沢字長
浜870
（電話　0242-65-2111）

猪苗代磐梯
高原ＩＣ

来店特典
ソフトドリンクサービス
※お食事ご利用時

【営業時間】
　昼11:00～14:30
　夜16:00～20:00
　　※ラストオーダー20:00
不定休

観光・物産・飲食
喜多方ラーメン来夢　喜多方
本店

福島県喜多方市字稲荷宮7
（電話　0241-23-0287）

会津若松ＩＣ 来店特典 ラーメン１杯につき半熟煮玉子サービス

【営業時間】
11:00～22:00
　※　ラストオーダー22:00
無休

観光・物産・飲食
喜多方ラーメン来夢　会津若
松門田店

福島県会津若松市門田町大字飯寺字
村西865-1
（電話　0242-29-0455）

会津若松ＩＣ 来店特典 ラーメン１杯につき半熟煮玉子サービス

【営業時間】
11:00～24:00
　※　ラストオーダー23:45
無休

観光・物産・飲食
喜多方ラーメン来夢　猪苗代
店

福島県耶麻郡猪苗代町字梨木西71-1
（電話　0242-72-1720）

猪苗代磐梯
高原ＩＣ

来店特典 ラーメン１杯につき半熟煮玉子サービス

【営業時間】
11:00～21:00
　※　ラストオーダー21:00
無休

観光・物産・飲食
喜多方ラーメン来夢　会津若
松駅前店

福島県会津若松市扇町122-2
（電話　0242-93-6277）

会津若松ＩＣ 来店特典 ラーメン１杯につき半熟煮玉子サービス

【営業時間】
11:00～24:00
　※　ラストオーダー23:45
無休

観光・物産・飲食
喜多方ラーメン来夢　郡山北
店

福島県郡山市喜久田町字四十坦6-13
（電話　024-973-7742）

郡山ＩＣ 来店特典 ラーメン１杯につき半熟煮玉子サービス

【営業時間】
11:00～24:00
　※　ラストオーダー23:45
無休

http://sioyagura.la.coocan.jp/
http://www.h-minatoya.com/restaurant.html
http://www.umai-kitakata.co.jp/nakama/kitakatahonten.html
http://www.umai-kitakata.co.jp/nakama/kitakatahonten.html
http://www.umai-kitakata.co.jp/nakama/aizumonden.html
http://www.umai-kitakata.co.jp/nakama/aizumonden.html
http://www.umai-kitakata.co.jp/nakama/inawashiro.html
http://www.umai-kitakata.co.jp/nakama/inawashiro.html
http://www.umai-kitakata.co.jp/nakama/aizuekimae.html
http://www.umai-kitakata.co.jp/nakama/aizuekimae.html
http://www.umai-kitakata.co.jp/nakama/koriyamakita.html
http://www.umai-kitakata.co.jp/nakama/koriyamakita.html


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。

道路名 エリア名 コーナー・テナント名 特典内容 備考

東北道 蓮田ＳＡ（上） ピクニック
・アイスコーヒー200円（50円引）の150円にて販売またはホットコーヒー
150円（50円引）の100円にて販売
・揚げたこ焼き450円（50円引）の400円にて販売

東北道 蓮田ＳＡ（下） PIZZA SAVOY クレミアソフト50円引きサービス

東北道 Pasar羽生（下） 美彩屋 ソフトクリーム類を50円引き(350円→300円)サービス

東北道 佐野SA （下）  スナックコーナー
バニラソフトクリーム通常365円⇒315円
※50円割引販売

東北道 佐野SA （下） レストラン ドリンクバーを410円(税込)→200円(税込)で販売

東北道 上河内SA（上） スナックコーナー ホットコーヒー50円引き（通常200円→150円）

東北道 上河内SA（下） ホットデリコーナー
セルフ式販売コーヒー通常150円のところ
30円割引の120円にて販売

東北道 那須高原SA（上）
フードコート
Ｎａｓｕ　ｃａｆｅ

森林ノ牧場バニラソフトクリームを
通常価格　￥410（税込）→割引価格　￥360（税込）

東北道 那須高原SA （下） 
フードコート
高原カフェ

ホットコーヒー（通常価格M380円/S300円）50円引き

東北道 安達太良ＳＡ（上） レストラン お食事の方にソフトドリンク（当店指定）を1杯サービス ・提示につき、1名さまのみ有効

東北道 安達太良ＳＡ（下） レストラン お食事の方にソフトドリンク（当店指定）を1杯サービス
・提示につき、1名さまのみ有効
・他のサービスとの併用は不可

『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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磐越道 五百川ＰＡ（上） スナックコーナー 500円以上のお食事の方にコーヒーを1杯サービス
・提示につき、1名さまのみ有効
・他のサービスとの併用は不可

磐越道 五百川ＰＡ（下） スナックコーナー 500円以上のお食事の方にコーヒーを1杯サービス
・提示につき、1名さまのみ有効
・他のサービスとの併用は不可

磐越道 磐梯山ＳＡ（上） レストラン ホットコーヒーを110円（税込）で販売
・提示につき、1名さまのみ有効
・他のサービスとの併用は不可

磐越道 磐梯山ＳＡ（下） ショッピングコーナー ホットコーヒーを100円（税込）で販売
・提示につき、1名さまのみ有効
・他のサービスとの併用は不可


