
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 鹿沢スノーエリア 群馬県吾妻郡嬬恋村田代1017 上田菅平IC 料金割引 大人１日リフト券　５００円引き
他の割引券との併用はできません。
３名様まで有効

スキー場 軽井沢スノーパーク
群馬県吾妻郡長野原町北軽井沢2032-
16

碓氷軽井沢IC 料金割引
大人１日券　3500円→3000円
子供１日券　2500円→2000円

【営業期間】シーズン期間中無休
1グループにつき1回まで5名様有効
※ほかの割引券との併用はできません

スキー場 佐久スキーガーデン「パラダ」 長野県佐久市下平尾2681
佐久IC

佐久平スマート
IC

料金割引 リフト1日券500円引き

【営業時間】8:30～16:30
【定休日】シーズン中無休
※1回につき5名様有効
※他の割引券との併用不可

スキー場 峰の原高原スキー場 長野県須坂市峰の原3153 上田菅平IC 料金割引 「レストランみね」ソフトドリンク100円引き

【営業時間】8：30～16.：30
【定休日】無休
※1回で4名様までご利用可能
※他の割引券との併用不可

スキー場
宿泊

ＫＯＮＧ 長野県須坂市仁礼3153－595
上田菅平IC

須坂長野東IC
料金割引

宿泊者に限る
　リフト券割引￥3800→￥3000
　　高校生￥2500→￥2000
　　中学生以下￥1800→￥0

【営業時間】7:00～22:00
【定休日】不定休

スキー場
温泉施設

草津国際スキー場
群馬県吾妻郡草津町草津白根国有林
158林班

碓氷軽井沢IC 料金割引
大人１日リフト券　4,200円→3,700円
※使用済みリフト券で温泉施設20％OFF

【期間】12/23～3/21
１グループにつき、１回５名様まで有効
※他の割引券との併用はできません

宿泊 山野草の宿　二人静 長野県駒ヶ根市赤穂4－161 駒ヶ根IC※ ドリンクサービス 地酒またはソフトドリンク1杯サービス
【営業時間】0:00～24：00
【定休日】不定休
※他の割引との併用不可

宿泊 白樺湖ロイヤルホテル 茅野市北山3419
諏訪IC※

諏訪南IC※
料金割引

レイトアウト割引
チェックアウト後、最大１７時までお部屋を利用できます。
通常3,000円→1,000円にてご利用頂けます。

【営業時間】チェックイン15：00～チェックアウト10：00
【定休日】無休
※事前に必ずご連絡をお願いします。
※予約状況により、レイトアウトが出来ない場合があり
ます。
※利用不可日
12/8、12/28、1/5、1/6、1/16、1/20、2/10

宿泊 ペンション　ワイルドフラワー
長野県北佐久郡立科町大字芦田八ケ野
410－3

佐久IC
東部湯の丸IC

料金割引 宿泊料金１０％オフ
【営業時間】15:00-21:00
【定休日】不定休
※他の割引とは併用が出きません
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http://www.kazawa.com/snow/
https://presidentresort.jp/snowpark.html
http://www.saku-parada.jp/
http://www.minenohara.biz/
http://www.kong-minenohara.com/
https://www.kusatsu-kokusai.com/green/index
http://www.futarishizuka.com/
http://www.royalhill.co.jp/
http://www.wildflowersmegamiko.wixsite.com/index
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観光・物産・飲食 Good Old Land 長野県安曇野市穂高有明7542-85 安曇野IC※ ドリンクサービス
甘味をご注文頂いた方に、南部鉄器でお出ししております有機煎
茶、有機紅茶、有機コーヒーのいずれかをお付けします。

【営業時間】10：00～17：00 （L.O. 16：30）
【定休日】火曜日、水曜日
※安曇野の森の奥にあります。
　HPより「Google Map」や「行き方動画」をご確認の上、
お越し下さい

観光・物産・飲食
蓼科高原 バラクラ イングリッ
シュ ガーデン

長野県茅野市北山栗平5047
諏訪IC※

諏訪南IC※
料金割引 大人（高校生以上）入園料100円割引

【営業時間】9:30～17:00（4月　9:00～18:00）
【定休日】無休（冬期不定休）
※1申込につき5名まで
※その他割引との併用不可
※精算後の適用は出来ません
※中学生以下入園無料

観光・物産・飲食
大雪渓酒造　酒蔵直営店　花
紋大雪渓

長野県北安曇郡池田町大字会染9642-
2

安曇野IC※ 料金割引 お買い物金額から5％割引
【営業時間】9：00～18：00
【定休日】無休(年末年始を除く)
※他の割引との併用は出来ません

観光・物産・飲食
絵本美術館&コテージ　森の
おうち

安曇野市穂高有明2215-9 安曇野IC※ 料金割引 入館料、大人･小中学生100円引き、3歳以上50円引き

【営業時間】9：30～16:30（12月～2月）　～17:00（3月
～4月） (最終入館は閉館30分前)。変更日有り。館HP
カレンダー参照。
【定休日】木曜日。1/4～12冬休み。展示替えのための
休館有り。
※1回2名様まで
※他の割引券と併用不可

観光・物産・飲食
竹田扇之助記念国際糸操り
人形館

長野県飯田市座光寺2535番地 喬木IC※ 料金割引
入館料割引
大人400円→300円
小中学生・高校生200円→150円

【営業時間】9:00～17:00
【定休日】毎週月曜日、祝祭日の翌日、年末年始

※軽井沢・菅平エリア対象外となりますのでご注意ください

http://goodoldland.com/
http://barakura.co.jp/
http://barakura.co.jp/
http://www.jizake.co.jp/
http://www.jizake.co.jp/
http://www.morinoouchi.com/
http://www.morinoouchi.com/
http://www.city.iida.lg.jp/site/puppet/sisetsu-takeda.html
http://www.city.iida.lg.jp/site/puppet/sisetsu-takeda.html
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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)
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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



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

『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　

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


