
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 GALA湯沢スキー場
湯沢町大字湯沢字芧平1039-2
（電話　025-785-6543）

湯沢IC 料金割引
場内リフト1日券
大人　4,600円→3,800円
子供　2,300円→1,900円

【営業期間】12/16～5/6
【営業時間】8：00～17：00
※4/2以降27日までの平日⇒16：00まで

スキー場 湯沢高原スキー場
湯沢町大字湯沢490
（電話　025-784-3326）

湯沢IC 料金割引

①ロープウェイ・リフト1日券500円引き
・大人4,200円→3,700円
・子供3,000円→2,500円
・シニア3,300円→2,800円

②レンタル特典割引（1,000円引き）

【営業期間】シーズン中無休
【営業時間】8：30～17：00
1件につき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 かぐらスキー場
湯沢町三俣742
（電話　025-788-9221）

湯沢IC 料金割引

Mt.Naeba1日券
大人5,700円→5,200円
シニア5,000円→4,500円
中高生4,300円→3,800円

【営業時間】8：00～17：00
1件につき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 苗場スキー場
湯沢町三国
（電話　025-789-4117）

湯沢IC 料金割引

Mt.Naeba1日券
大人5,700円→5,200円
シニア5,000円→4,500円
中高生4,300円→3,800円

【営業時間】8：00～17：00
1件につき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 NASPAスキーガーデン
湯沢町湯沢2117-9
（電話　025-780-6888）

湯沢IC 料金割引
リフト1日券
大人（中学生以上）4,200円→3,400円
子供（小学生以下）3,200円→2,600円

【営業期間】シーズン中無休
【営業時間】8：30～17：00
1件につき5名様有効
※ほかの割引券との併用はできません

温泉施設 キナーレ　明石の湯
十日町市本町6
（電話　025-752-0117）

六日町IC ドリンクサービス １枚につき２名様までソフトドリンクサービス

【休館日】毎週水曜日
【営業時間】10：00～22：00
※受付は21：30まで
12月無休
12/31　 10：00～20：00
1/1　　　13：00～22：00

温泉施設 千手温泉　千年の湯
十日町市水口沢121-7
（電話　025-768-2988）

六日町IC 料金割引 貸タオル無料サービス（クーポン1枚で1名様）

【休館日】無休
【営業時間】10：00～22：00
※受付は21：30まで
※点検のため臨時休館あり
12/31 20:00営業終了(19:30受付終了)

宿泊 ホテルしみず
十日町市本町2-223
（電話　025-752-2058）

六日町IC ドリンクサービス 宿泊のお客様にウェルカムドリンクサービス
【チェックイン/チェックアウト】
15：00/10：00
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https://gala.co.jp/winter/
http://www.yuzawakogen.com/
http://www.princehotels.co.jp/ski/kagura/
http://www.princehotels.co.jp/ski/naeba/
http://naspa.co.jp/ski/
http://kinare.jp/page_akashi.html
http://www.machidukuri-kawanishi.com/onsen/
http://hotel-simizu.com/
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宿泊 ホテル双葉
湯沢町大字湯沢419
（電話　025-784-3357）

湯沢IC ドリンクサービス 宿泊のお客様にウェルカムドリンクサービス
【チェックイン/チェックアウト】
15：00/10：00

宿泊 湯沢グランドホテル
湯沢町大字湯沢2494
（電話　025-784-2351）

湯沢IC ドリンクサービス 夕食時、日本酒またはソフトドリンク1杯サービス
【チェックイン/チェックアウト】
15：00/10：00

宿泊 雪国の宿　高半
湯沢町大字湯沢923
（電話　025-784-3333）

湯沢IC 料金割引
かすみの間　文学資料室　入館料金割引
大人500円→400円

【チェックイン/チェックアウト】
15：00/10：00

観光・物産・飲食
道の駅クロス10十日町
　越後妻有おみやげ館

十日町市本町6丁目
（電話　025-757-2323）

六日町IC 料金割引
越後妻有おみやげ館喫茶コーナーにて
　・ジェラート　350円→250円にて販売

【休館日】第2水曜日
【営業時間】9：00～18：00
11月～3月　9：00～17：30
12/31　休み
※1件につき1名様有効

観光・物産・飲食 ＺＩＫＫＡ食堂
十日町市本町4丁目48番地６
（電話　025-755-5522）

六日町ＩＣ ドリンクサービス お食事の方に限り、ワンドリンクサービス
【定休日】日曜日
【営業時間】（月～土）18：30～26：00（Ｌｏ.25：30）
1/9,10,11　休み

観光・物産・飲食 小嶋屋総本店　本店
十日町市中屋敷758-1
（電話　025-768-3311）

六日町ＩＣ プレゼント進呈 「そば団子」2本（1皿まで）サービス

【定休日】無休
【営業時間】11：00～21：00
12月31日　11:00～17:00
1月1日　休み

観光・物産・飲食 サバス
十日町市神明町カーサ353　1F
（電話　025-750-1248）

六日町IC 料金割引 食後のコーヒーを１００円にてサービス
【定休日】月曜日
【営業時間】17：30～24：00
12/31　休み

観光・物産・飲食 麺や新平
十日町市寿町1-1-22
（電話　025-761-7897）

六日町IC 料金割引
麺類ご注文のお客様
麺大盛or麺特盛orトッピング1品サービス

【定休日】水曜日
【営業時間】11：00～22：00（Ｌｏ.21：30）
12/31　11：00～15：00
1/1　休み
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https://www.hotel-futaba.com/
http://yuzawagrandhotel.jp/
http://www.takahan.co.jp/
http://cross10.or.jp/shop/omiyagekan/
http://cross10.or.jp/shop/omiyagekan/
https://tabelog.com/niigata/A1504/A150403/15014250/
http://www.kojimaya.co.jp/
https://tabelog.com/niigata/A1504/A150403/15005054/
https://tabelog.com/niigata/A1504/A150403/15013929/
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観光・物産・飲食 十日町　小嶋屋
十日町市本町4丁目16-1
（電話　025-757-3155）

六日町IC ドリンクサービス お食事していただいたお客様人数分ミネラルウォータープレゼント
【定休日】元日を除き年中無休
【営業時間】10：30～20：00

観光・物産・飲食 そばや清兵衛
十日町市名ヶ山1896-2
（電話　025-757-1298）

六日町IC 料金割引 お１人様の合計額が1,000円を超える場合、１割引き
【定休日】木曜日
【営業時間】11：00～15：00

観光・物産・飲食 和の風
十日町市千歳町3-7-10
（電話　025-752-0123）

六日町IC 料金割引 店内商品　レジにて5%割引
【定休日】 日曜日
【営業時間】9：30～18：00

観光・物産・飲食 きもの絵巻館
十日町市寿町3-2-15
（電話　025-757-9529）

六日町IC プレゼント進呈 お買い上げのお客様に粗品進呈
【休 館 日】毎週月曜日
【営業時間】9：30～18：00
12/30～1/3　休み

観光・物産・飲食 モダン食堂KICHI
十日町市若宮町372大清ビル1F
（電話　025-752-6493）

六日町IC 料金割引 1組3,000円以上のご利用で500円割引

【定休日】月曜日
【営業時間】12：00～24：00
※現金でのお支払に限ります
※ほかのクーポンとの併用不可

観光・物産・飲食 manma&café　ユキマツリ
十日町市本町6丁目道の駅クロステン内
（電話　025-752-6770）

六日町IC ドリンクサービス
クーポン券1枚につき、コーヒーor紅茶1杯無料のサービス
もしくは一杯無料ドリンク券をプレゼント

【定休日】水曜日
【営業時間】10：00～18：00
宴会・イベントがある場合貸切となる為、閉店時間を繰
り上げる場合あり。12/31　休み

3 / 3 ページ

http://www.tokamachishikankou.jp/eat/tokamachi/soba_kiyobee/
http://www.tokamachishikankou.jp/gift/kimono/wanokaze/
http://www.kimonoemakikan.co.jp/
https://r.gnavi.co.jp/g8n56gvz0000/
http://www.snow-food.jp/

