『ウィンターパス2021』猪苗代・磐梯エリア 優待施設一覧
新型コロナウイルスの感染拡大防止にともなう臨時休業および時間短縮営業を実施している場合がございます。
各優待施設の営業時間等ついては、事前にご確認ください。
GoＴｏトラベル地域共通クーポン券での優待施設のサービス利用については、別途記載がない場合は各施設へご確認願います。なお、ＧｏＴｏトラベル地域共通クーポン券は宿泊代の支払いにはご利用できません。

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

スキー場

スキー場

スキー場

スキー場

スキー場

住所

グランデコ スノーリゾート

〒969-2701
福島県耶麻郡北塩原村大字桧原字荒砂沢山
TEL 0241-32-2530
FAX 0241-32-3220

リステルスキーファンタジア

〒969-2696
福島県耶麻郡猪苗代町大字川桁リステルパーク
TEL 0242-66-2233
FAX 0242-66-2633

星野リゾート アルツ磐梯

〒969-3396
福島県耶麻郡磐梯町大字更科字清水平6838-68
TEL 0242-74-5000

星野リゾート 猫魔スキー場

〒969-2701
福島県耶麻郡北塩原村大字桧原字猫魔山1163
TEL 0241-21-3001

あだたら高原スキー場

〒964-0075
福島県二本松市奥岳温泉
TEL 0243-24-2141

最寄IC

猪苗代磐梯高原IC

猪苗代磐梯高原IC

磐梯河東IC

猪苗代磐梯高原IC

二本松IC

優待内容（見出し）

優待内容（詳細）

備考

料金割引

・リフト1日割引券
大人（中学生以上） 通常料金5,400円～5,800円 割引料金5,000円～5,400
円
子供（小学生）通常料金3,900円～4,200円 割引料金3,700円～4,000円
※1枚で5名さままで有効
※料金カレンダーC・Dの期間有効。A・B期間は現地料金がお得
※カレンダーについてはHPに記載

利用期間
2020年12月1日～2021年4月11日
営業時間
平日、土日祝
8:30～16:00
※時期により変動があります
定休日
無休

料金割引

・リフト１日券 20%割引き
大人
3,700円⇒2,960円
小人・シニア 2,700円⇒2,160円
※最大5名さままで

営業時間
8:30～16:30
定休日
無休

料金割引

・リフト1日券割引
大人
通常 4,900円⇒4,700円
子供（小学生）通常 2,100円⇒2,000円
※ご本人様含む5名さままで対象。

営業期間
2020.12.19～2021.3.28（予定）
定休日
無休

料金割引

・リフト1日券割引（猫魔単体）
大人
通常 4,200円 ⇒ 4,000円
子供（小学生） 通常 2,100円 ⇒ 2,000円
ただし、12/19〜1/5は 大人 通常 4,700円 ⇛ 4,500円となります。
※ご本人様含む5名さままで対象。

営業期間
2020.11.28～2021.5.5（予定）
定休日
1/12～3/4の火曜・水曜・木曜
（ただし2/11,23を除く。）

料金割引

1日リフト券
■大人（高校生以上～49歳）
休日 4,000円→3,500円
平日 3,200円→3,000円
■中学生、シニア（50歳以上・要証明）
休日 3,500円→3,000円
平日 2,800円→2,600円
■小学生
休日 2,300円→1,700円
平日 1,900円→1,700円
※未就学児は無料

【営業期間】12月26日～3月14日
※定休日：ホームページご確認下さい。
1グループ5名さま有効
※ほかの割引券との併用はできません
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スキー場

スキー場

宿泊

宿泊

宿泊

猪苗代スキー場
センターハウスばんだい
レストランみ・ら・ら

会津高原高畑スキー場

ペンション 七ツ森family

あるぱいんロッジ

裏磐梯国民宿舎

〒969-3102
福島県耶麻郡猪苗代町葉山7105
TEL 0242-62-5100

〒967-0515
福島県南会津郡南会津町大桃字一の間々20-3
TEL 0241-76-2231

〒969-3301
福島県耶麻郡磐梯町七ツ森7426-41
TEL 0242-73-2481
FAX 0242-73-2972

〒969-3113
福島県耶麻郡猪苗代町字土町38
TEL 0242-62-3350
FAX 0242-62-4120

〒969-2701
福島県耶麻郡北塩原村大字桧原五色沼入口
1074
TEL 0241-32-2923
FAX 0241-32-3288

猪苗代磐梯高原IC

会津若松IC

猪苗代磐梯高原IC
磐梯河東IC

猪苗代磐梯高原IC

【営業時間】
リフト営業開始～終了30分前まで
通常 8：30～16：00
ナイター営業日 8：30～22：00
（詳細はHPをご確認ください）

来店特典

・ソフトドリンク １杯無料

【営業期間】
12/26～3/21（予定）
※1月より定休日あり

料金割引

【リフト1日券＋食事券（1,000円分）】
○大人 5,300円 → 4,800円
○シニア 4,600円 → 4,100円
○子ども 3,600円 → 3,100円
※大人：高校生以上、シニア：60歳以上、子ども：小中学生
・他の割引との併用不可
・1件につき5名様まで有効

・ご宿泊のお客さまお一人さまワンドリンクサービス
〈ＧｏＴｏトラベル地域共通クーポン券併用可）

営業時間 16：00～10：00
定休日 不定休

宿泊特典

料金割引

・宿泊代１０％割引
※直接電話による予約のお客様のみ対象

【営業時間】
8：30～16：00

営業時間
8：00～21：00
チェックイン１５：００
チェックアウト１０：００
定休日
不定休

猪苗代磐梯高原IC

宿泊特典

・１泊２食付の宿泊のお客さま宿泊代５％割引

営業時間
7：00～21：30
チェックイン１５：００
チェックアウト１０：００
定休日
無休
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〒969-3111

宿泊

貸別荘＆コテージ オール・リ
福島県耶麻郡猪苗代町字出雲壇35-1
ゾート・サービス
TEL 0242-63-0355

猪苗代磐梯高原IC

会津猪苗代の宿 神田荘

〒969-3121
福島県耶麻郡猪苗代町字横マクリ570-1
TEL 0242-62-3402
FAX 0242-62-3405

宿泊

塩姫の宿 ホテル観山

〒966-0402
福島県耶麻郡北塩原村大字大塩字中島道北
5111
TEL 0241-33-2233
FAX 0241-33-2232

宿泊

〒969-2701
福島県耶麻郡北塩原村大字桧原字曽原山1095Ｇｕｅｓｔｈｏｕｓｅ Ｅｎ（ゲストハウ
60
猪苗代磐梯高原IC
ス えん）
TEL 0241-23-5552
FAX 0241-23-6071

宿泊

宿泊

カントリーイン 雲のアルルカ
ン

〒969-3301
福島県耶麻郡磐梯町大字磐梯字七ツ森7426-30
TEL 0242-73-2035
FAX 0242-73-3876

猪苗代磐梯高原IC

猪苗代磐梯高原IC
会津若松IC

猪苗代磐梯高原IC
磐梯河東IC

宿泊特典

宿泊特典

・スパークリングワイン１本プレゼント
※１組さまに１本
※他の割引との併用は不可
※ご宿泊予約時にお申し出願います
※GoToトラベル地域共通クーポン券利用不可

・１グループさまごとに 切りもちプレゼント

営業時間
9：00～18：00
チェックイン１５：００
チェックアウト１０：００
定休日
無休

営業時間
7：00～20：00
定休日
不定休

・ドリンク（お酒、ソフトドリンク）１本 サービス

営業時間
チェックイン 15：00～
チェックアウト ～10：00
定休日
不定休

宿泊特典

・ご宿泊のお客さまに会津の雑貨をプレゼント

営業時間
チェックイン１６：００～２２：00
チェックアウト９：３０
定休日
不定休

宿泊特典

・夕食時グラスワイン１杯サービス
※お申込者を含む１グループがサービス対象
※GoToトラベル地域共通クーポン券利用可能

営業時間
チェックイン 15:00
チェックアウト 10:00
定休日
不定休

宿泊特典
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宿泊

宿泊

宿泊

宿泊

宿泊

ヒーリングイン ホワイトペン
ション

〒969-3287
福島県耶麻郡猪苗代町字不動33-13
TEL 0242-65-2034
FAX 0242-65-2540

LAKESIDE HOTEL みなとや

〒969-3285
福島県耶麻郡猪苗代町長浜870
TEL 0242-65-2111
FAX 0242-65-2114

翁島温泉 玉の湯旅館

〒969-3286
福島県耶麻郡猪苗代町大字磐根字本中島23367
猪苗代磐梯高原IC
TEL 0242-65-2611
FAX 0242-65-2624

ペンションヴァンブラン

〒969-2701
福島県耶麻郡北塩原村剣ヶ峯1093
TEL 0241-32-2224
FAX 0241-23-5005

ペンションぽぽんた

〒969-3283
福島県耶麻郡猪苗代町長田字手洗川西3838-6
TEL 0242-63-0369
FAX 0242-63-0379

猪苗代磐梯高原IC

猪苗代磐梯高原IC

猪苗代磐梯高原IC

猪苗代磐梯高原IC

宿泊特典

宿泊特典

宿泊特典

・夕食時ワンドリンクサービス（グラスワインまたはソフトドリンク）
※GoToトラベル地域共通クーポンはご夕食時のドリンク代やお土産代などに
ご利用できます。

営業時間
チェックイン１５：００
チェックアウト１０：００
定休日：不定休

・直接予約のお客さま お1人さま館内利用券500円プレゼント

営業時間 ２４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

・夕食時ソフトドリンク１本ずつサービス及び粗品プレゼント
※GoToトラベル地域共通クーポン券利用可能

営業時間
チェックイン１５：００～
チェックアウト ～１０：００
定休日：不定休

宿泊特典

・ご宿泊のお客さま（全員、子供は除く）に、グラスワイン提供
※GoToトラベル地域共通クーポン券利用不可

営業時間
チェックイン １５：００～
チェックアウト ～１０：００
定休日：なし

宿泊特典

・自家製果実酒１杯サービス
・自家製みそプレゼント

営業時間
チェックイン １６：００～
チェックアウト ～１０：００
定休日：なし
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〒969-2701
福島県耶麻郡北塩原村桧原字小野川原1092-3
TEL 0241-32-2421
FAX 0241-32-2422

・スタンダードプラン１泊２食料金を５％割引
※電話（FAX含む）又は公式サイトからの直接予約が対象。
各種旅行サイト（楽天、じゃらん等）経由、旅行会社（JTB等）経由の予約は対
象外。各種割引の併用不可。
※GoToトラベル地域共通クーポン券は宿泊代には利用不可。館内売店やラン
チ、日帰入浴では利用可能。

営業時間
問い合わせ時間 9：00～21：00
チェックイン 15：00
チェックアウト 10:00
定休日
なし。年に数日館内メンテナンス休館
日あり

料金割引

・宿泊代５％割引

営業時間
8：00～18：00
定休日
無休

営業時間
【ホテル】
チェックイン １５：３０～
チェックアウト ～１０：００

営業時間
定休日
不定休

宿泊

休暇村 裏磐梯

宿泊

〒969-2701
福島県耶麻郡北塩原村大字桧原字曽原山1096アウトドアと絵本のペンションも
87
猪苗代磐梯高原IC
くもく
TEL 0241-32-3010
FAX 0241-32-3074

宿泊

ホテル＆リストランテ イルレ
ガーロ

〒969-2701
福島県耶麻郡北塩原村大字桧原字剣ヶ峯1093
TEL 0241-37-1855
FAX 0241-32-3608

猪苗代磐梯高原IC

宿泊割引

・ホテル：宿泊料金１０％割引
※１室２名さま以上のご利用の場合
※他のサービスと併用不可
※GoToトラベル地域共通クーポン券は宿泊代への利用不可

猪苗代観光ホテル

〒969-3102
福島県耶麻郡猪苗代町葉山7105-270
TEL 0242-62-4132
FAX 0242-62-4118

猪苗代磐梯高原IC

料金割引

・日帰り入浴代 大人１人５００円を２００円引き
※GoToトラベル地域共通クーポン券利用可能

日帰り温泉

猪苗代磐梯高原IC

料金割引

12：00～18：00

1グループ5名さま有効
※ほかの割引券との併用はできません

日帰り温泉

あだたら山奥岳の湯

〒964-0075
福島県二本松市奥岳温泉
TEL 0243-24-2141

二本松IC

料金割引

・入浴料 大人 650円 → 550円
子供 450円 → 350円
※大人（中学生以上）
子供（4歳以上）

【営業日】
年中無休
※メンテナンスにより休業する場合があ
ります。
【営業時間】
１０：００～１８：００
（営業時間は変更となる場合がございま
す）
【最終受付】
閉館３０分前
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観光・物産・飲食 榮川酒造㈱「ゆっ蔵」

〒969-3302
福島県耶麻郡磐梯町大字更科字中曽根平684111
TEL
0242-73-2300
FAX 0242-73-2586

観光・物産・飲食 磐梯酒造㈱

〒969-3301
福島県耶麻郡磐梯町大字磐梯字金上壇2568
TEL 0242-73-2002
FAX 0242-73-2028

観光・物産・飲食 中華料理 西湖

〒969-3285
福島県耶麻郡猪苗代町長浜870
TEL 0242-65-2111
FAX 0242-65-2114

観光・物産・飲食 しおや蔵

〒969-3122
福島県耶麻郡猪苗代町新町4875-2
TEL 0242-62-2330
FAX 0242-62-4659

観光・物産・飲食 美蕎旬菜 三城

〒969-3184
福島県耶麻郡猪苗代町三ツ和字波波帰目1106-1
猪苗代磐梯高原IC
ＴＥＬ ０２４２－６５－２８２８
ＦＡＸ ０２４２－６５－２１１８

磐梯河東IC

磐梯河東IC

猪苗代磐梯高原IC

猪苗代磐梯高原IC

来店特典

・ご来店のお客さま
営業時間 10：00～16：30
（ウィンターパス2021申込のお客さまのみ）に特製きき猪口（小）１個プレゼン
定休日 水曜日 大型連休、１２月を除く
ト
（12月は土・日・祝日休み）
※GoToトラベル地域共通クーポン券利用可能

来店特典

・当社商品をお買い上げの方に、白金磐梯山（300ml）１本プレゼント
※GoToトラベル地域共通クーポン券利用不可

営業時間
９：３０～１８：００
定休日
日曜・祝日

料金割引

・ご飲食のお客さまにお会計時に３％OFF

営業時間
１１：００～１４：３０
１６：００～２０：３０
定休日：不定休

来店特典

・お客さまに季節のメニュー一品をサービス
・お客さまにしおや蔵特製小皿を１枚プレゼント
※GoToトラベル地域共通クーポン券利用不可

営業時間
１１：００～１８：００
定休日
月曜日

料金割引

営業時間
飲食代５％割引
１１：００～１６：００
※GoToトラベル地域共通クーポン券利用と優待サービスとの併用はできませ
※夜は予約のお客さまのみ営業
ん。
定休日
水曜日 変更あり

『ウィンターパス2021』猪苗代・磐梯エリア 優待施設一覧
新型コロナウイルスの感染拡大防止にともなう臨時休業および時間短縮営業を実施している場合がございます。
各優待施設の営業時間等ついては、事前にご確認ください。
GoＴｏトラベル地域共通クーポン券での優待施設のサービス利用については、別途記載がない場合は各施設へご確認願います。なお、ＧｏＴｏトラベル地域共通クーポン券は宿泊代の支払いにはご利用できません。

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。

観光・物産・飲食 野口英世記念館

観光・物産・飲食

ホテル＆リストランテ イルレ
ガーロ

〒969-3284
福島県耶麻郡猪苗代町大字三ツ和字前田81
ＴＥＬ 0242-85-7867
ＦＡＸ 0242-23-7122

〒969-2701
福島県耶麻郡北塩原村大字桧原字剣ヶ峯1093
TEL 0241-37-1855
FAX 0241-32-3608

猪苗代磐梯高原IC

料金割引

入館料割引 個人料金各50円引き
※GoToトラベル地域共通クーポン券利用可能

・レストラン：ワンドリンクサービス
※お食事のご注文の際スタッフにお伝えください。
猪苗代磐梯高原IC

来店特典

営業時間
11～3月 ９：００～１６：３０
4～10月 ９：００～１７：３０
※入場締切各３０分前
定休日
無し（※12/29～1/3を除く）

営業時間
【レストラン】
昼１１：３０～１４：３０
※他の割引との併用不可
夜１７：３０～１９：３０
※GoToトラベル地域共通クーポン券利用と優待サービスとの併用はできませ
定休日：火曜日及びその他不定休あり
ん。

『ウィンターパス2021』猪苗代・磐梯エリア 優待施設一覧
新型コロナウイルスの感染拡大防止にともなう臨時休業および時間短縮営業を実施している場合がございます。
各優待施設の営業時間等ついては、事前にご確認ください。
GoＴｏトラベル地域共通クーポン券での優待施設のサービス利用については、別途記載がない場合は各施設へご確認願います。なお、ＧｏＴｏトラベル地域共通クーポン券は宿泊代の支払いにはご利用できません。

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

SA・PA

SA・PA

SA・PA

SA・PA

SA・PA

SA・PA

SA・PA

SA・PA

道路名

東北道

東北道

東北道

東北道

東北道

東北道

東北道

東北道

エリア名

蓮田ＳＡ（上）

蓮田ＳＡ（下）

佐野ＳＡ（上）

佐野ＳＡ（下）

那須高原ＳＡ（上）

那須高原ＳＡ（下）

安達太良ＳＡ（上）

安達太良ＳＡ（下）

優待内容

コーナー・テナント名

インフォメーション

インフォメーション

インフォメーション

インフォメーション

インフォメーション

インフォメーション

レストラン

フードコート

備考

除菌ウェットティッシュ プレゼント

・ウィンターパス2021期間中先着50名さ
ま限り
引き換え時間 8:00～20:00（12/15現在）
（インフォメーション開設時間内）
※仙台・新潟発着プランは対象外です。

除菌ウェットティッシュ プレゼント

・ウィンターパス2021期間中先着50名さ
ま限り
引き換え時間 7:00～19:00（12/15現在）
（インフォメーション開設時間内）
※仙台・新潟発着プランは対象外です。

除菌ウェットティッシュ プレゼント

・ウィンターパス2021期間中先着50名さ
ま限り
引き換え時間 8:00～20:00（12/15現在）
（インフォメーション開設時間内）
※仙台・新潟発着プランは対象外です。

除菌ウェットティッシュ プレゼント

・ウィンターパス2021期間中先着50名さ
ま限り
引き換え時間 7:00～19:00（12/15現在）
（インフォメーション開設時間内）
※仙台・新潟発着プランは対象外です。

除菌ウェットティッシュ プレゼント

・ウィンターパス2021期間中先着50名さ
ま限り
引き換え時間 8:30～19:00（12/15現在）
（インフォメーション開設時間内）
※仙台・新潟発着プランは対象外です。

除菌ウェットティッシュ プレゼント

・ウィンターパス2021期間中先着50名さ
ま限り
引き換え時間 8:00～18:30（12/15現在）
（インフォメーション開設時間内）
※仙台・新潟発着プランは対象外です。

お食事の方に缶コーヒー（当店指定）を1缶サービス

・ウィンターパス2021申込メール提示、１
名さまのみ有効
・他のサービスとの併用は不可
【営業時間】12/15現在
(平日)11:00～15:00(LO14:50)
(土日祝)11:00～20:00(LO19:50)

お食事された方にコーヒー（ホット・アイス）１杯サービス

・ウィンターパス2021申込メール提示、１
名さまのみ有効
・他のサービスとの併用は不可
【営業時間】12/15現在
24H

『ウィンターパス2021』猪苗代・磐梯エリア 優待施設一覧
新型コロナウイルスの感染拡大防止にともなう臨時休業および時間短縮営業を実施している場合がございます。
各優待施設の営業時間等ついては、事前にご確認ください。
GoＴｏトラベル地域共通クーポン券での優待施設のサービス利用については、別途記載がない場合は各施設へご確認願います。なお、ＧｏＴｏトラベル地域共通クーポン券は宿泊代の支払いにはご利用できません。

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。

SA・PA

SA・PA

SA・PA

SA・PA

SA・PA

SA・PA

SA・PA

SA・PA

関越道

関越道

関越道

関越道

関越道

関越道

磐越道

磐越道

三芳ＰＡ（上）

三芳ＰＡ（下）

高坂ＳＡ（上）

高坂ＳＡ（下）

上里ＳＡ（上）

上里ＳＡ（下）

五百川ＰＡ（上）

五百川ＰＡ（下）

インフォメーション

インフォメーション

インフォメーション

インフォメーション

インフォメーション

インフォメーション

フードコート

フードコート

除菌ウェットティッシュ プレゼント

・ウィンターパス2021期間中先着50名さ
ま限り
引き換え時間 8:00～20:00（12/15現在）
（インフォメーション開設時間内）
※仙台・新潟発着プランは対象外です。

除菌ウェットティッシュ プレゼント

・ウィンターパス2021期間中先着50名さ
ま限り
引き換え時間 7:00～19:00（12/15現在）
（インフォメーション開設時間内）
※仙台・新潟発着プランは対象外です。

除菌ウェットティッシュ プレゼント

・ウィンターパス2021期間中先着50名さ
ま限り
引き換え時間 8:00～20:00
（インフォメーション開設時間内）
※仙台・新潟発着プランは対象外です。

除菌ウェットティッシュ プレゼント

・ウィンターパス2021期間中先着50名さ
ま限り
引き換え時間 7:00～19:00（12/15現在）
（インフォメーション開設時間内）
※仙台・新潟発着プランは対象外です。

除菌ウェットティッシュ プレゼント

・ウィンターパス2021期間中先着50名さ
ま限り
引き換え時間 8:00～20:00（12/15時点）
（インフォメーション開設時間内）
※仙台・新潟発着プランは対象外です。

除菌ウェットティッシュ プレゼント

・ウィンターパス2021期間中先着50名さ
ま限り
引き換え時間 7:00～19:00（12/15現在）
（インフォメーション開設時間内）
※仙台・新潟発着プランは対象外です。

500円以上のお食事の方にコーヒーを１杯サービス

・ウィンターパス2021申込メール提示、１
名さまのみ有効
・他のサービスとの併用は不可
【営業時間】12/15現在
7:30～19:30

500円以上のお食事の方にコーヒーを１杯サービス

・ウィンターパス2021申込メール提示、１
名さまのみ有効
・他のサービスとの併用は不可
【営業時間】12/15現在
7:00～19:00

『ウィンターパス2021』猪苗代・磐梯エリア 優待施設一覧
新型コロナウイルスの感染拡大防止にともなう臨時休業および時間短縮営業を実施している場合がございます。
各優待施設の営業時間等ついては、事前にご確認ください。
GoＴｏトラベル地域共通クーポン券での優待施設のサービス利用については、別途記載がない場合は各施設へご確認願います。なお、ＧｏＴｏトラベル地域共通クーポン券は宿泊代の支払いにはご利用できません。

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。

SA・PA

SA・PA

SA・PA

SA・PA

磐越道

磐越道

磐越道

磐越道

磐梯山ＳＡ（上）

磐梯山ＳＡ（下）

阿武隈高原ＳＡ（上）

阿武隈高原ＳＡ（下）

500円以上のお食事の方にホットコーヒーを１杯サービス

・ウィンターパス2021申込メール提示、１
名さまのみ有効
・他のサービスとの併用は不可
【営業時間】12/15現在
8:00～20:00

ホットコーヒーを1杯サービス

・ウィンターパス2021申込メール提示、１
名さまのみ有効
・他のサービスとの併用は不可
【営業時間】12/15現在
8:00～20:00

ホットコーヒーを５０円引き

・ウィンターパス2021申込メール提示、１
名さまのみ有効
・他のサービスとの併用は不可
※新潟発着プランは対象外です。
【営業時間】12/15現在
8:00～20:00

ショッピングコーナーホットコーヒーを５０円引き

・ウィンターパス2021申込メール提示、１
名さまのみ有効
・他のサービスとの併用は不可
※新潟発着プランは対象外です。
【営業時間】12/15現在
8:00～20:00

フードコート

ショッピングコー
ナー

ショッピングコー
ナー

