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【2016/12/16時点】

カテゴリ 施設名 住所 最寄IC等 優待内容（見出し） 優待内容（詳細） 備考

関越自動車道（上）
越後川口ＳＡ
レストラン「火ぼたる」

長岡市川口町大字西川字沢入4375
関越道

越後川口ＳＡ
【営業時間】7：00～21：00
1券片につき1名さま有効

関越自動車道（下）
越後川口ＳＡ
レストラン「たかべん」

長岡市川口町大字西川口字沢入4420
関越道

越後川口ＳＡ
【営業時間】7：00～21：00
1券片につき1名さま有効

北陸自動車道（上）
米山ＳＡ
レストラン「米山」

柏崎市大字鯨波字若宮甲177
北陸

米山ＳＡ
【営業時間】7：00～22：00
1券片につき1名さま有効

北陸自動車道（下）
米山ＳＡ
レストラン「福浦」

新潟県柏崎市大字笠島字御堂前235
北陸

米山ＳＡ
【営業時間】7：00～22：00
1券片につき1名さま有効

会津松平氏庭園　御薬園
会津若松市花春町8-1
（電話　0242-27-2472）

磐越道
会津若松ＩＣ

料金割引

入園料金割引
大人320円→280円
高校生270円→240円
小中学生160円→140円

【開館時間】8：30～17：00
※最終入園受付は16：30
【休園日】無休
1券片につき5名さま有効
※ほかの割引との併用はできません

骨董倶楽部　昭和なつかし
館

会津若松市大町1-1-46
（電話　0242-27-0092）

磐越道
会津若松ＩＣ

料金割引 ①入館料金割引
一般200円→180円

【営業時間】10：00～18：00
【定休日】不定休
1券片につき5名さま有効

会津武家屋敷
会津若松市東山町大字石山字院内1
（電話　0242-28-2525）

磐越道
会津若松ＩＣ

料金割引

入場料金割引
一般850円→750円
中高生550円→470円
小学生450円→370円

※営業時間や休館日は事前にご確認ください
1券片につき5名さま有効

會津藩校　日新館
会津若松市河東町南高野字高塚山10
（電話　0242-75-2525）

磐越道
磐梯河東ＩＣ

料金割引

入館料金割引
大人620円→560円
中高生500円→450円
小学生450円→400円

【開館時間】9：00～17：00
※最終入館は16：00まで
【休館日】無休
1券片につき5名さま有効

会津田島祇園会館
南会津郡南会津町田島字大坪30-1
（電話　0241-62-5557）

磐越道
会津若松ＩＣ

料金割引
ドリンクサービス

入館料割引
大人500円→300円
お食事をされたお客さまへ、コーヒー・紅茶・ウーロン茶サービス

※営業時間や休館日は事前にご確認ください
1券片につき同伴者全員有効

道の駅「たじま」
南会津郡南会津町糸沢男鹿沼原
3242-6
（電話　0241-66-3333）

磐越道
会津若松ＩＣ

料金割引 ソフトクリーム50円割引

【開館時間】7：00～19：00
※12月～3月は18：00まで
【休館日】無休
1券片につき５名さま有効

奥会津博物館
南会津郡南会津町糸沢字西沢山
3692-20
（電話　0241-66-3077）

磐越道
会津若松ＩＣ

料金割引

入館料割引
大人300円→250円
高校生200円→150円
小中学生100円→50円

【開館時間】9：00～16：00
【休館日】無休
1券片につき同伴者全員有効

旧南会津郡役所
南会津郡南会津町田島字丸山甲
4681-1
（0241-62-3848）

磐越道
会津若松ＩＣ

料金割引 入館料割引
200円→150円

【開館時間】9：00～16：00
【休館日】毎週火曜日（祝祭日は翌日）
1券片につき同伴者全員有効

会津高原たかつえカント
リークラブ

南会津郡南会津町八木ノ沢16
（電話　0241-78-3191）

磐越道
会津若松ＩＣ

ドリンクサービス 来館時１ドリンクサービス
1券片につき同伴者全員有効
※営業時間や休館日は事前にご確認ください。

道の駅　山口温泉きらら
289

南会津郡南会津町山口字橋尻1
（電話　0241-71-1289）

磐越道
会津若松ＩＣ

料金割引 山口温泉入浴料金割引
大人700円→500円

【営業時間】10：00～20：00
【休館日】火曜日
1券片につき5名さま有効

会津東山温泉 原瀧
会津若松市東山町湯本235
（電話　0242-26-4126）

磐越道
会津若松ＩＣ

料金割引
日帰り入浴料金割引
大人1,080円→800円
小人540円→400円

【営業時間】13：00～20：00
休前日・休日は変更となる場合がありますので、当日お電話でご
確認ください

裏磐梯 裏磐梯レイクリゾート
耶麻郡北塩原村大字桧原字湯平山
1171-1
（電話　0241-37-1111）

磐越道
猪苗代磐梯高原Ｉ

Ｃ
料金割引

①宿泊されるお客さまにカフェ30％割引
②日帰り入浴料金割引
大人（中学生以上）1,200円→600円
小人（4歳以上小学生まで）800円→400円
※タオル代300円

【チェックイン/チェックアウト】
宿泊プランにより異なりますので、事前にご確認ください
【営業時間】9：00～11：00　13：30～21：00
※11/29～30は休館
1券片につき4名さま有効
※最終受付は20：00

アクアマリンいなわしろカ
ワセミ水族館

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

磐越道
猪苗代磐梯高原Ｉ

Ｃ
料金割引

入館料割引
大人（高校生以上）700円→630円
小中学生300円→270円

【開館時間】
3/21～11/30⇒9：30～17：00
12/1～3/20⇒9：30～16：00
【休館日】無休
1券片につき同伴者全員有効
※ほかの割引との併用はできません

野口英世記念館
耶麻郡猪苗代町大字三ツ和字前田81
（電話　0242-65-2319）

磐越道
猪苗代磐梯高原Ｉ

Ｃ
料金割引

入館料割引
大人（高校生以上）700円→630円
小中学生300円→270円

【営業時間】
4月～9月⇒9：00～17：30
10月～3月⇒9：00～16：30
※最終入館は30分前まで
※12/29～1/4は休館
1券片につき10名さま有効

阿賀野市 サントピアワールド
新潟県阿賀野市久保1番地の1
（電話　0250-68-3450）

磐越道
安田ＩＣ

料金割引
入園料割引
大人（中学生以上）1,100円→880円
子供（3歳以上小学生以下）600円→480円

【開園期間】3月19日（土）～11月27日（日）
　　　　　　　11月は1～7日・14日と土・日・祝日の営業
【開園時間】土・日・祝日　9：00～17：00
　　　　　　　上記以外の平日　10：00～16：00
1券片につき5名さま有効

新潟市水族館　マリンピア
日本海

新潟市中央区西船見町5932-445
（電話　025-222-7500）

磐越道
新潟中央ＩＣ

料金割引

入館料金割引
大人（高校生以上）1500円→1200円
小人（小・中学生）600円→480円
幼児（4歳以上）200円→160円

【開館時間】9：00～17：00
※券売は16：30まで
【休館日】12/29～1/1、3月の第1木曜日とその翌日
1券片につき5名さま有効

新潟市マンガ・アニメ情報
館

新潟市中央区八千代2-5-7　万代シ
ティＢＰ2　1階
（電話　025-240-4311）

磐越道
新潟中央ＩＣ

料金割引

常設展観覧料金割引
一般200円→160円
中・高校生100円→80円
小学生50円→40円
※小・中学生は土日祝日は無料

【開館時間】11：00～19：00(土・日・祝日は10：00開館）
【休館日】1/1（展示替えによる臨時休館あり）
1券片につき5名さま有効

新潟市マンガの家
新潟市中央区古町通6番町971-7
（電話　025-201-8923）

日東道
新潟亀田ＩＣ

プレゼント進呈 「マンガ・アニメのまち　にいがた」サポートキャラクター
花野小町・笹団五郎シールプレゼント

【開館時間】11：00～19：00
【休館日】毎週水曜日（祝日の場合は翌平日）、12/29～1/3
1券片につき5名さま有効

新潟市會津八一記念館
新潟市中央区万代3-1-1　メディア
シップ5階
（電話　025-282-7612）

日東道
新潟亀田IC

料金割引

入館料金割引
一般500円→400円
大学生300円→240円
高校生200円→160円
小・中学生100円→80円
※小・中学生は土日祝日は無料

【開館時間】10：00～18：00
【休館日】毎週月曜日
※休日の場合は開館し、翌日休館
1券片につき5名さま有効

会津

南会津

猪苗代

2016 新潟・北信濃・会津フリーパス優待サービス券利用可能施設一覧表

ＳＡレストラン
コーヒーサービス

ドリンクサービス コーヒー1杯無料サービス

料金の割引やドリンクサービス等『優待サービス券』がご利用できる施設一覧になります（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）
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新潟市美術館
新潟市中央区西大畑町5191-9
（電話　025-223-1622）

日東道
新潟亀田IC

料金割引

企画展・コレクション展観覧料金割引
①コレクション展
一般200円→160円
高・大学生150円→110円
小・中学生100円→70円
※小・中学生は土日祝日は無料
②企画展（9/16～9/25、11/3～1/15、1/28～3/5、3/18～3/27）
団体割引料金を適用します
中学生以下は無料

【開館時間】9：30～18：00
【休館日】毎週月曜日
※休日の場合は開館し、翌日休館
※臨時に休館となる場合がございますので、お問い合わせくださ
い
1券片につき5名さま有効

新潟市新津美術館
新潟市秋葉区蒲ヶ沢109-1
（電話　0250-25-1300）

磐越道
新津ＩＣ

料金割引
企画展観覧料金20％割引
※展覧会により観覧料金は異なります
※中学生以下は無料

【開館時間】10：00～17：00
【休館日】毎週月曜日
※休日の場合は開館し、翌日休館
（10/24、11/14、12/19、3/6は開館）
※展示替えに伴う臨時休館がございますので、お問い合わせくだ
さい
1券片につき5名さま有効

新潟市歴史博物館
新潟市中央区柳島町2-10
（電話　025-225-6111）

日東道
新潟亀田IC

料金割引

常設展観覧料金割引
一般300円→240円
高・大学生200円→160円
小・中学生100円→80円
※小・中学生は土日祝日は無料

【開館時間】9：30～18：00（10月以降は9：30～17：00）
※券売は閉館の30分前まで
【休館日】毎週月曜日（休日の場合は翌日）、休日の翌日（土・
日の場合は火曜日、9/20、9/23、10/11、11/4は開館）、12/26
～1/3
※臨時休館あり（1/30～2/6）
1券片につき5名さま有効

旧小澤家住宅
新潟市中央区上大川前通12番町2733
（電話　025-222-0300）

日東道
新潟亀田IC

料金割引

入館料金割引
一般200円→160円
小・中学生100円→80円
※小・中学生は土日祝日は無料

【開館時間】9：30～17：00
【休館日】毎週月曜日（休日を除く）、休日の翌日（土・日の場
合は火曜日、9/20、9/23、10/11、11/4は開館）、12/26～1/3
※臨時休館あり（10/1～10/2、1/30～2/6）
1券片につき5名さま有効
他の割引との併用はできません

新潟市新津鉄道資料館
新潟市秋葉区新津東町2-5-6
（電話　0250-24-5700）

磐越道
新津ＩＣ

料金割引

入館料金割引
一般300円→240円
高・大学生200円→160円
小・中学生100円→80円
※小・中学生は土日祝日は無料

【開館時間】9：30～17：30
※入館は16：30まで
【休館日】毎週火曜日（休日の場合は翌日）、12/28～1/3
1券片につき5名さま有効

旧齋藤家別邸
新潟市中央区西大畑町576
（電話　025-210-8350）

北陸道
新潟西ＩＣ

料金割引

入館料金割引
一般300円→240円
小・中学生100円→80円
※小・中学生は土日祝日は無料

【開館時間】9：30～17：00
【休館日】毎週月曜日、祝日の翌日
※休日の場合は開館し、翌日休館
※臨時に休館となる場合がございますので、お問い合わせくださ
い

新潟市文化財センター
新潟市西区木場2748-1
（電話　025-378-0480）

北陸道
黒埼スマートＩＣ

料金一部無料 有料体験のうち、「和同開珎づくり」を無料

【開館時間】9：00～17：00
※有料体験メニューの受付は16：00まで
【休館日】毎週月曜日
※休日の場合は開館し、翌日休館（9/20、9/23、10/11、11/4、
11/24は休館）
1券片につき5名さま有効

史跡古津八幡山
　弥生の丘展示館

新潟市秋葉区蒲ヶ沢264
（電話　0250-21-4133）

磐越道
新津ＩＣ

料金一部無料
有料体験のうち、下記メニューを無料
9月・11月、1月～3月⇒勾玉づくり又は管玉づくり
10月・12月⇒土笛づくり又は土鈴づくり

【開館時間】10：00～17：00
※有料体験メニューの受付は15：30まで
【休館日】毎週月曜日（10/24、11/14は開館）
※休日の場合は開館し、翌日休館（9/20、9/23は開館）
1券片につき5名さま有効

いくとぴあ食花
新潟市中央区清五郎336
（電話　025-384-8732）

磐越道
新潟中央ＩＣ

料金割引

■9/16～10/31、3/18～3/27まで
①キラキラガーデン入場料金割引
大人(高校生以上）300円⇒200円
小人(小中学生）200円⇒100円
または
②イルミネーション入場料割引(イルミネーション開催日に限る）
大人(高校生以上)500円⇒400円
小人(小中学生）300円⇒200円

■11/1～3/17まで
①イルミネーション入場料割引(イルミネーション開催日に限る）
大人(高校生以上)500円⇒400円
小人(小中学生）300円⇒200円
②プレゼント進呈（植物の種）

【営業時間】9：00～17：00
※時季催事により異なります
【定休日】不定休
1券片につき5名さま有効
※ほかの割引との併用はできません

新潟県立自然科学館
新潟市中央区女池南3-1-1
（電話　025-283-3331）

磐越道
新潟中央ＩＣ 料金割引 入館料金割引

大人570円→470円

【開館時間】
（平日）9：30～16：30
（土日祝）9：30～17：00
【休館日】毎週月曜日（祝日の場合は翌日）
1券片につき5名さま有効

新潟市岩室観光施設いわむ
ろや

新潟市西蒲区岩室温泉96-1
（電話　0256-82-1066）

北陸道
巻潟東ＩＣ 料金割引 岩室育ちのジャージー牛ソフトクリーム購入料金割引

300円→250円

【営業時間】9：00～19：00（売店）9：00～17：00
※館内施設により営業時間が異なります
【休館日】第1・3水曜日、ただし休日の場合は開館し、翌日休館

美味探究の宿　住吉屋
長岡市寺泊大町7745
（電話　0258-75-3228）

北陸道
中之島見附ＩＣ ドリンクサービス 宿泊されるお客さまに夕食時のソフトドリンクサービス１杯サービス

※一泊二食付のご予約されたお客さまが対象

【チェックイン/チェックアウト】
15：00/10：00
1券片につき1名さま有効

海笛の宿　丸金丸
長岡市寺泊野積1341-2
（電話　0258-75-3434）

北陸道
中之島見附ＩＣ ドリンクサービス 宿泊されるお客さまにソフトドリンク1本サービス

【チェックイン/チェックアウト】
15：00/10：00
1券片につき5名さま有効

やすらぎの宿　夕華
長岡市寺泊野積11630-17
（電話　0258-75-5032）

北陸道
中之島見附ＩＣ

三条燕ＩＣ
ドリンクサービス 「竹」・「松」コースで宿泊されるお客さまにグラスビールサービス

【チェックイン/チェックアウト】
15：00/10：00
1券片につき1組有効

魚の市場通り
　浜焼センター　金八

長岡市寺泊下荒町市場通り
（電話　0258-75-2552）

北陸道
中之島見附ＩＣ

プレゼント進呈 佐渡海洋深層水ミネラルウォーター（500ｍｌ）1本プレゼント

【営業時間】
（平日）8：30～17：00
（祝休日）8：00～17：00
【定休日】無休
1券片につき1名さま有効

魚の市場通り
　寺泊中央水産

長岡市寺泊下荒町9772-23
（電話　0258-75-3266）

北陸道
中之島見附ＩＣ

プレゼント進呈 ちょっぴりプレゼント（カットワカメ）

【営業時間】
（平日）8：30～17：00
（祝休日）8：00～17：00
【定休日】不定休
1券片につき1名さま有効

魚の市場通り
　海鮮茶屋　汐の華

長岡市寺泊下荒町9772-27
（電話　0258-75-3155）

北陸道
中之島見附ＩＣ

料金割引 お食事料金８％割引
※ご家族（団体は除く）でのご利用で現金払いの場合に限ります

【営業時間】11：00～16：00
【定休日】不定休

魚の市場通り
　ブルーシール寺泊

長岡市寺泊下荒町9772-35
（電話　0258-75-2520）

北陸道
中之島見附ＩＣ

ドリンクサービス お買い上げのお客さまにソフトドリンク1杯サービス
【営業時間】8：15～17：15
【定休日】無休

魚の市場通り
　シルクロード

長岡市寺泊下荒町市場通り
（電話　0258-75-2313）

北陸道
中之島見附ＩＣ

料金割引 ソフトクリーム50円割引

【営業時間】
（平日）8：30～17：00
（祝休日）8：00～17：00
【定休日】無休
1券片につき1名さま有効

新潟市

新潟市

寺泊温泉

寺泊

http://www.ncam.jp/
https://www.city.niigata.lg.jp/nam/
http://www.nchm.jp/
http://www.nchm.jp/ozawake/
http://www.ncnrm.com/
http://saitouke.jp/
https://www.city.niigata.lg.jp/kanko/rekishi/maibun/maibun/index.html
https://www.city.niigata.lg.jp/kanko/rekishi/maibun/kuni_furutsuhachiman/index.html
https://www.city.niigata.lg.jp/kanko/rekishi/maibun/kuni_furutsuhachiman/index.html
http://www.ikutopia.com/
http://www.sciencemuseum.jp/niigata/
http://www.iwamuroya.com/
http://www.iwamuroya.com/
http://www.h-sumiyoshiya.net/
http://www.niigata-inet.or.jp/teradomari/hotel/marukin/
http://www.yuuhana.jp/
http://www.week.co.jp/xp/00012743/p/catalog/
http://www.week.co.jp/xp/00012743/p/catalog/
http://www.teradomari.co.jp/
http://www.teradomari.co.jp/
http://www.shionohana.com/
http://www.shionohana.com/
http://www.niigata-inet.or.jp/teradomari/ameyoko/ameyoko.html
http://www.niigata-inet.or.jp/teradomari/ameyoko/ameyoko.html
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魚の市場通り
　山六水産

長岡市寺泊下荒町9772-38
（電話　0258-75-3161）

北陸道
中之島見附ＩＣ

プレゼント進呈 ちょっぴりプレゼント（カットワカメ）

【営業時間】
（平日）8：30～17：00
（祝休日）8：00～17：00
【定休日】無休
1券片につき1名さま有効

魚の市場通り
　角上魚類　本店

長岡市寺泊下荒町9772-20
（電話　0258-75-5745）

北陸道
中之島見附ＩＣ プレゼント進呈 ちょっぴりプレゼント（きざみのり）

【営業時間】
（平日）8：30～17：00
（祝休日）8：00～17：00
【定休日】無休
1券片につき1名さま有効

長岡 新潟県立歴史博物館
長岡市関原町１丁目字権現堂2247番
２
（電話　0258-47-6130）

関越道
長岡ＩＣ

プレゼント進呈または
料金割引

①歴史博物館オリジナルグッズプレゼントまたは
②秋季企画展「古代オリエント美術の愉しみ-MIHO　MUSEUMコレク
ション・エジプトから中国まで-」 （9/17～11/6）の観覧料金割引
　一般　820円→720円

【開館時間】9:30～17:00
※入館は16:30まで
【休館日】毎週月曜日（祝日の場合は翌日）
1券片につき5名さま有効

柏崎 明城焼・恒炎窯
柏崎市安田3506-5
（電話　0257-21-2122）

北陸道
柏崎ＩＣ

料金割引 全商品10％引
【営業時間】9：00～17：00
【定休日】不定休

原町温泉　ゆくら妻有
十日町市芋川乙3267
（電話　025-763-2944）

関越道
塩沢石打ＩＣ

料金割引 販売タオル購入料金割引
200円→100円

【営業時間】10：00～21：00
※入館は20：30まで
【定休日】水曜日
1券片につき1名さま有効
※ほかの割引との併用はできません

キナーレ　明石の湯
十日町市本町6
（電話　025-752-0117）

関越道
六日町ＩＣ

ドリンクサービス 入浴されるお客さまにソフトドリンクサービス

【開館時間】10：00～22：00
※受付は21：30まで
【休館日】水曜日、12月無休
1券片につき2名さま有効

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

関越道
六日町ＩＣ

貸しタオルサービス 貸しタオル無料サービス

【開館時間】10：00～22：00
※受付は21：30まで
【休館日】点検のため臨時休館あり
1券片につき1名さま有効

ひなの宿ちとせ
十日町市松之山湯本49-1
（電話　025-596-2525）

関越道
塩沢石打ＩＣ

ドリンクサービス 宿泊されるお客さまに夕食時、生ビール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】
14：00/10：00

ホテルしみず
十日町市本町2-223
（電話　025-752-2058）

関越道
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

宮中温泉　ミオンなかさと
十日町市宮中巳4197
（電話　025-763-4811）

関越道
塩沢石打ＩＣ

貸しタオルサービス 貸しタオル無料サービス

【営業時間】10：00～22：00
※受付は21：30まで
【定休日】木曜日
1券片につき1名さま有効
※ほかの割引との併用はできません

玉城屋旅館
十日町市松之山湯本13
（電話　025-596-2057）

関越道
塩沢石打ＩＣ

ドリンクサービス 宿泊されるお客様に夕食時、ソムリエ・酒匠おすすめの新潟地酒を一
杯サービス

【チェックイン/チェックアウト】
15：00/10：00

山の森のホテル　ふくずみ
 

十日町市松之山湯本1388-2
（電話　025-596-2323）

関越道
塩沢石打IC

ドリンクサービス 宿泊されるお客様に、夕食時グラスワイン１杯サービス
【チェックイン/チェックアウト】
15：00/10：00

白川屋旅館
十日町市松之山湯本55番地1
（電話　025-596-2003）

関越道
塩沢石打ＩＣ

ドリンクサービス 宿泊されるお客さまにモーニングコーヒー無料サービス
【チェックイン/チェックアウト】
15：00/10：00

凌雲閣 
十日町市松之山天水越81
（電話　026-596-2100）

関越道
塩沢石打ＩＣ

プレゼント進呈 宿泊されるお客様に1人1つ「松之山温泉入浴錠」をプレゼント
【チェックイン/チェックアウト】
15：00/10：00

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
（電話　025-757-2323）

関越道
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ド
350円→250円にて販売

【営業時間】9：00～18：00
11月～3月は17：30までの営業
【休館日】毎月第2水曜日
1券片につき1名さま有効

おかあの台所　ZIKKA
十日町市本町4丁目48番地6
（電話　025-755-5522）

関越道
六日町ＩＣ

ドリンクサービス お食事のお客さまに限りワンドリンクサービス

【営業時間】
(月～土)　11：30～14：00、17：00～26:00　（L.O. 25：
00）
(日)　11：00～14：00、17：00～22：00（L.O. 21：00）

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

関越道
六日町ＩＣ

プレゼント進呈 「そば団子」（2皿まで）サービス
【営業時間】11：00～21：00
【定休日】無休

越後松之山
　「森の学校」キョロロ

十日町市松之山松口1712-2
（電話　025-595-8311）

関越道
塩沢石打ＩＣ

料金割引

入館料金割引
大人500円→450円
小中高生300円→250円

【開館時間】9：00～17：00
※入館は16：30まで
【休館日】火曜日
1券片につき5名さま有効
ほかの割引との併用はできません

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

関越道
六日町ＩＣ

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

麺や新平
十日町市寿町1-1-22
（電話　025-761-7897）

関越道
六日町ＩＣ

プレゼント進呈 麺類ご注文のお客さまに麺大盛or麺特盛orトッピング1品サービス
【営業時間】11：00～22：00（L.O.21：30）
【定休日】水曜日

清津峡渓谷トンネル
十日町市小出2119
（電話　025-763-4800）

関越道
塩沢石打ＩＣ

料金割引
入坑料割引
大人（高校生以上）600円→550円
小人（小中生以下）300円→250円

【開坑時間】8：30～17：00(季節により変更あり）
※1/15～3/31まで休業
1券片につき5名さま有効

壱番館 十日町市八箇甲457-1
（電話　025-757-8837）

関越道
塩沢石打ＩＣ

料金割引 宿泊料金8%割引
※一泊2食付で宿泊されるのお客さまが対象

【チェックイン/チェックアウト】
15：00/10：00

十日町　小嶋屋
十日町市本町4丁目16-1
（電話　025-757-3155）

関越道
六日町ＩＣ

プレゼント進呈 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
【営業時間】10:30～20:00
【定休日】元旦を除き年中無休

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

関越道
六日町ＩＣ

料金割引 お1人さまの会計額が1,000円を超える場合、料金10％割引
【営業時間】11：00～15：00
【定休日】不定休

和の風
十日町市千歳町3-7-10
（電話　025-752-0123）

関越道
六日町ＩＣ

料金割引 店内商品の購入料金5％割引
【営業時間】9：30～18：00
【定休日】日曜日

きもの絵巻館
十日町市寿町3-2-15
（電話　025-757-9529）

関越道
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
【営業時間】9：30～18：00
【定休日】月曜日

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

関越道
六日町ＩＣ

料金割引 1組3,000円以上のご利用で500円割引
※現金でのお支払いに限ります

【営業時間】12：00～24：00
【定休日】月曜日
※ほかの割引との併用はできません

manma&café　ユキマツ
リ

十日町市本町6　道の駅クロステン内
（電話　025-752-6770）

関越道
六日町ＩＣ

ドリンクサービス 券1枚につき、コーヒーor紅茶1杯無料のサービス、または1杯無料ド
リンク券をプレゼント

【営業時間】10：00～18：00
【定休日】水曜日

十日町市

http://yamaroku-suisan.com/
http://yamaroku-suisan.com/
http://www.kakujoe.co.jp/niigata/teradomari.php
http://www.kakujoe.co.jp/niigata/teradomari.php
http://nbz.or.jp/
http://kouengama.wixsite.com/kouengama
http://nakasato-yukura.com/
http://kinare.jp/
http://www.machidukuri-kawanishi.com/onsen/
http://www.chitose.tv/
http://hotel-simizu.com/
http://nakasato-mion.com/
http://www.tamakiya.com/
http://www.iiyuyado.com/
http://www.iiyuyado.com/
http://shirakawaya.sakura.ne.jp/
http://www.ryounkaku.net/
http://cross10.or.jp/shop/omiyagekan/
http://cross10.or.jp/shop/omiyagekan/
http://zikka.jp/
http://www.kojimaya.co.jp/
http://www.matsunoyama.com/kyororo/
http://www.matsunoyama.com/kyororo/
http://www.localplace.jp/t100055384/
http://nakasato-kiyotsu.com/
http://www.tokamachishikankou.jp/stay/tokamachi/ichibankan/
http://www.hegisoba.co.jp/shop-info/honten.html
http://www.tokamachishikankou.jp/eat/tokamachi/soba_kiyobee/
http://www.tokamachishikankou.jp/gift/kimono/wanokaze/
http://www.kimonoemakikan.co.jp/
http://www.snow-food.jp/
http://www.snow-food.jp/
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妻有焼陶芸センター
十日町市新宮甲2289番地
（電話　025-758-2502）

関越道
六日町ＩＣ

料金割引
陶芸体験料をお一人につき500円割引
　・ろくろ体験4,000円⇒3,500円
　・手びねり体験3,000円　⇒2,500円

【営業時間】9:00～15:00（体験受付時間）
【定休日】火曜日
※1月休館、2月～3月は火曜日・水曜日が定休日

越後妻有里山現代美術館
キナーレ

十日町市本町６
（電話　025-761-7767）

関越道
塩沢石打IC

料金割引

入館料割引
大人800円→700円　小中学生400円→300円
※企画展によって入館料が変更になる場合がありますが、100円値引
きいたします。

【開館時間】10:00～17:00 （企画展によって変更あり）
【定休日】水曜日

まつだい「農舞台」
十日町市松代3743-1
（電話　025-595-6180）

関越道
塩沢石打IC

料金割引
入館料割引
大人600円→500円
小中学生300円→200円

【開館時間】10:00～17:00（最終入館16:30）
【定休日】水曜日

絵本と木の実の美術館
十日町市真田甲2310-1
（電話　025-752-0066）

関越道
塩沢石打IC

料金割引
入館料割引
大人700円→600円
小中学生300円→200円

【開館時間】10:00～17:00（最終入館16:30）
【定休日】水曜日・木曜日（水・木が祝日の場合は翌日）
※11/30～翌年4月まで閉館

苗場スキー場
湯沢町三国202
（電話　025-789-4117）

関越道
湯沢ＩＣ

料金割引

苗場エリア1日券割引
大人5,000円→4,500円
シニア4,500円→4,000円
中高生4,000円→3,500円

年末年始（12/29-1/3）
大人5,200円→4,700円
シニア4,700円→4,200円
中高生4,200円→3,700円

【営業時間】
12/10(土)～5/7（日）
※4月以降は土休日営業

かぐらスキー場

湯沢町三俣742
（みつまたステーション　電話
025-788-9221）
（田代ステーション　電話　025-
789-3111）

関越道
湯沢ＩＣ

料金割引

かぐらエリア1日券500円割引
大人4,700円→4,200円
シニア4,200円→3,700円
中高生3,800円→3,300円
※小学生以下はリフト券無料

【営業時間】
かぐら・みつまたエリア⇒11/19（土）～5/28（日）
田代エリア⇒12/10（土）～5/7（日）

フォレストアドベンチャー
湯沢中里

湯沢町土樽5044-1
（電話：025-787-3301）

関越道
湯沢ＩＣ

料金割引

料金割引
大人　3,700円→3,400円
子供　2,700円→2,400円
※大人：18歳以上　子供：5歳～17歳までかつ身長110㎝以上の方、
体重130㎏以下の方
※子供だけのご利用不可　子供2名までにつき保護者（18歳以上）1名
のご参加が必要

【営業期間】4/29～10/30
【営業時間】9：00～17：00
※最終受付15：00まで
【定休日】月曜日～金曜日
※土曜・日曜・祝日のみ営業
1券片につき5名さま有効
他のクーポン券などと併用不可

湯沢中里ファミリーショー
トコース

湯沢町土樽5044-1
（電話：025-787-3301）

関越道
湯沢ＩＣ

料金割引

9ホールプレーフィー
大人2,200円⇒1,900円
子供1,700円⇒1,400円
※子供：中学生以下
料金にゴルフクラブ、使用球は含まず。

【営業期間】4/16～10/31
【営業時間】8:00～17:00(最終スタート16:00まで）
【定休日】期間中無休
1券片につき5名様まで適用
いずれも他のクーポン券などと併用不可

湯沢中里スキー場
湯沢町土樽5044-1
（電話：025-787-3301）

関越道
湯沢ＩＣ

料金割引

リフト1日券割引
大人4,200円→3,600円
中高生・シニア3,300円→2,700円
子供2,200円→1,700円
1日券購入者特典
①レンタルセット（スキーまたはボード割引）
　平日：大人1,200円割引、小学生900円割引
　土休日：大人400円割引、小学生300円割引
　全日：中高生・シニア1,200円割引
※レンタルウェアは含まず
②スクール（一般レッスン）平日のみ500円値引き

【営業期間】12/17～4/2
【営業時間】8:00～17:00(平日8:30～16:30）
【定休日】期間中無休
1券片につき5名さま有効

湯沢高原ロープウェイ
湯沢町湯沢490
（電話：025-784-3326）

関越道
湯沢ＩＣ

料金割引
ロープウェイ往復乗車券
大人1,800円→1,600円
子供900円→800円

【営業期間】11/20まで

湯沢高原スキー場
湯沢町湯沢490
（電話：025-784-3326）

関越道
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3,100円→2,600円

②レンタル特典割引（1,000円引き）

【営業時間】8：30～17：00
1件につき5名さま有効
※ほかの割引券との併用はできません

NASPAスキーガーデン
ＮＡＳＰＡニューオータニ

湯沢町湯沢2117-9
（電話：025-780-6111）

関越道
湯沢ＩＣ

料金割引

【マレットゴルフ】
料金割引（9ホール×2ラウンド）
大人　1,100円⇒800円
子供　800円⇒600円

【営業期間】6/1～11/20
【営業時間】9:00～17:00
※受付は16：00まで

NASPAスキーガーデン
ＮＡＳＰＡニューオータニ

湯沢町湯沢2117-9
（電話：025-780-6111）

関越道
湯沢ＩＣ

料金割引

【日帰り温泉】
大浴場入浴割引料金
大人　1,100円⇒900円
子供　600円⇒500円

【営業時間】8：00～17：00
※曜日により清掃時間が変わりますのでお問合せください。

NASPAスキーガーデン
ＮＡＳＰＡニューオータニ

湯沢町湯沢2117-9
（電話：025-780-6111）

関越道
湯沢ＩＣ

料金割引

【NASPAスキーガーデン】
リフト1日券割引
大人4,200円→3,400円
シニア（５５歳以上）3,700円→3,400円
子供（小学生以下）3,200円→2,600円

【営業期間】12/22～4/9
1券片につき5名様まで有効

GALA湯沢スキー場
湯沢町湯沢字茅平1039-2
（電話：025-785-6421）

関越道
湯沢ＩＣ

料金割引

①場内1日券割引
大人　4,600円→3,800円
子供　2,300円→1,900円

②スクール10％割引

【営業期間】12/17（土）～5/7(日)
【営業時間】8：00～17：00

岩原スキー場
湯沢町土樽731-79
（電話　025-787-3211）

関越道
湯沢ＩＣ

料金割引
リフト1日券割引
大人4,000円→3,500円

【営業期間】12/17（土）～3/20（月）
1券片につき5名さま有効

♨湯元共同浴場　山の湯
湯沢町湯沢930
（電話：025-784-2246）

関越道
湯沢ＩＣ

料金割引

入浴料金割引
大人20％割引
（泉質）
単純硫黄温泉
（低張性アルカリ性高温泉）

【定休日】火曜日（祝日の場合は後日振替）
1件につき5名さままで有効

♨下湯沢共同浴場　駒子の
湯

湯沢町湯沢148
（電話：025-785-7660）

関越道
湯沢ＩＣ

料金割引

入浴料金割引
大人20％割引
（泉質）
ナトリウム・カルシウム塩化温泉
（低張性弱アルカリ性高温泉）

【定休日】木曜日（祝日の場合は後日振替）
1件につき5名さままで有効

湯沢

http://www.city.tokamachi.lg.jp/shisetsu/S014/1455683886481.html
http://smcak.jp/
http://smcak.jp/
http://www.echigo-tsumari.jp/facility/base/nohbutai
http://www.echigo-tsumari.jp/artwork/hachi_seizo_tashima_museum_of_picture_book_art
http://www.princehotels.co.jp/ski/naeba/
http://www.princehotels.co.jp/ski/kagura/
http://www.yuzawa-nakazato.com/
http://www.yuzawa-nakazato.com/
http://www.yuzawa-nakazato.com/
http://www.yuzawakogen.com/
http://www.yuzawakogen.com/
http://www.naspa.co.jp/ski/
http://www.naspa.co.jp/ski/
http://www.naspa.co.jp/ski/
http://www.naspa.co.jp/ski/
http://www.naspa.co.jp/ski/
http://www.naspa.co.jp/ski/
http://www.galaresort.jp/summer/
http://www.iwa-ppara.com/
http://yuzawaonsen.com/01yama.html
http://yuzawaonsen.com/02koma.html
http://yuzawaonsen.com/02koma.html
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♨土樽共同浴場　岩の湯
湯沢町土樽6191-87
（電話：025-787-2787）

関越道
湯沢ＩＣ

料金割引

入浴料金割引
大人20％割引
（泉質）
アルカリ性単純温泉
（低張性アルカリ性低温泉）

【定休日】水曜日（祝日の場合は後日振替）
1件につき5名さままで有効

♨三俣共同浴場　街道の湯
湯沢町三俣1021
（電話：025-788-9229）

関越道
湯沢ＩＣ

料金割引

入浴料金割引
大人20％割引
（泉質）
アルカリ性単純温泉
（低張性アルカリ性高温泉）

【定休日】火曜日（祝日の場合は後日振替）
1件につき5名さままで有効

♨二居共同浴場　宿場の湯
湯沢町三国537
（電話：025-789-5855）

関越道
湯沢ＩＣ

料金割引

入浴料金割引
大人20％割引
（泉質）
単純温泉
（低張性弱アルカリ性高温泉）

【定休日】木曜日（祝日の場合は後日振替）
1件につき5名さままで有効

ホテル双葉
湯沢町大字湯沢419
(電話：025-784-3357）

関越道
湯沢ＩＣ

ドリンクサービス
【チェックイン/チェックアウト】
14：00/11：00

ナスパニューオータ二
湯沢町大字湯沢2117-9
（電話：025-780-6111）

関越道
湯沢ＩＣ

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

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

関越道
湯沢ＩＣ

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

湯沢ニューオータニホテル
湯沢町大字湯沢330
（電話：025-784-2191）

関越道
湯沢ＩＣ

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

露天大岩風呂の宿
　湯沢東映ホテル

湯沢町大字湯沢3459
（電話：025-784-2150）

関越道
湯沢ＩＣ

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

越後のお宿　いなもと
湯沢町大字湯沢2497
（電話：025-784-2251）

関越道
湯沢ＩＣ

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

松泉閣　花月
湯沢町大字湯沢318-5
（電話：025-784-2540）

関越道
湯沢ＩＣ

ドリンクサービス
【チェックイン/チェックアウト】
14：00/11：00

一望千里　御湯宿　中屋
湯沢町大字湯沢924
（電話：025-784-3522）

関越道
湯沢ＩＣ

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

雪国の宿　高半
湯沢町大字湯沢923
（電話：025-784-3333）

関越道
湯沢ＩＣ

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

HATAGO井仙
湯沢町大字湯沢2455
（電話：025-784-3361）

関越道
湯沢ＩＣ

ドリンクサービス
【チェックイン/チェックアウト】
14：00/11：00

和みのお宿　滝乃湯
湯沢町大字湯沢345-1
（電話：025-784-3421）

関越道
湯沢ＩＣ

ドリンクサービス
【チェックイン/チェックアウト】
15：00/11：00

本陣　さくら亭
湯沢町大字湯沢1926-4
（電話：025-775-7830）

関越道
湯沢ＩＣ

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

音羽屋旅館
湯沢町大字湯沢419
（電話：025-784-3412）

関越道
湯沢ＩＣ

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

湯本眺望閣　湯居間蔵
湯沢町大字湯元933
（電話：025-784-2033）

関越道
湯沢ＩＣ

ドリンクサービス
【チェックイン/チェックアウト】
15：00/11：00

ＫＫＲ湯沢ゆきぐに
湯沢町湯沢2574
（電話：025-784-3424）

関越道
湯沢ＩＣ

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

舞子高原ホテル
南魚沼市舞子2056-108
（電話：025-783-4100）

関越道
塩沢石打ＩＣ

料金割引

【「飯士の湯」日帰り入浴料金割引】
大人　1,000円→700円
55歳以上・中高生　900円→600円
小学生　700円→400円

【ホテル宿泊者】
大人1名につき、館内売店で使える500円分のお買いもの券プレゼン
ト。

【休館日】11/21～12/16

舞子スノーリゾート
南魚沼市舞子2056-108
（電話：025-783-4100）

関越道
塩沢石打ＩＣ

料金割引

【舞子スノーリゾート】
リフト1日券＋1,000円分の食事券付パック＋平日限定スパ入浴券付
※土日祝はスパ300円割引
大人　4,800円(通常価格：土日祝5,700円相当　平日6,500円相当)
55歳以上　4,300円(通常価格：土日祝5,200円　平日5,900円相当)
中高生　4,300円(通常価格：土日祝5,200円　平日5,900円相当)
小学生　3,000円(通常価格：土日祝3,900円　平日4,500円相当)
※レンタルセット500円割引、スク－ルレギュラ－レッスン500円割
引

【営業期間】12/10～4/2

上越国際スキー場
南魚沼市樺野沢112-1
（電話　025-782-1030）

関越道
塩沢石打IC

料金割引 リフト1日券割引
大人4,000円→3,500円

【営業期間】12/17（土）～3/20（月）
1券片につき5名さま有効

上越国際当間スキー場
十日町市当間
（電話　025-758-3291）

関越道
塩沢石打IC

料金割引
リフト1日券割引
大人 4,000円→3,500円

【営業期間】12/17（土）～3/20（月）
1券片につき5名さま有効

宿泊されるお客さまにウエルカムドリンク1杯サービス

http://yuzawaonsen.com/03iwa.html
http://www.yuzawaonsen.com/04kaido.html
http://www.yuzawaonsen.com/05shuku.html
http://www.hotel-futaba.com/
http://www.naspa.co.jp/
http://yuzawagrandhotel.jp/
http://www.yuzawa-newotani.jp/
http://www.toei.co.jp/hotel/yuzawa/
http://www.toei.co.jp/hotel/yuzawa/
http://www.oyadoinamoto.jp/
http://www.shousenkaku-kagetsu.com/
http://www.onyuyado-nakaya.co.jp/
http://www.takahan.co.jp/
http://hatago-isen.jp/
http://www.yuzawa-takinoyu.com/
http://www.sakura-tei.jp/
http://www.otowaya-jp.com/
http://www.yuimakura.jp/
http://www.kkryuzawa.com/
http://www.maiko-resort.com/
http://www.maiko-resort.com/
http://www.jkokusai.co.jp/
http://www.jkokusai.co.jp/
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ホテルグリーンプラザ上越
南魚沼市樺野沢112-1
（電話　025-782-1030）

関越道
塩沢石打IC

ドリンクサービス 宿泊されるお客さまにウェルカムドリンク1杯サービス
【チェックイン/チェックアウト】
15：00/11：00
1券片につき1名さま有効

六日町高原ホテル
※12/16～むいか温泉ホテ
ルに名称変更

南魚沼市小栗山2910-114
（電話：025-773-3311）

関越道
六日町ＩＣ

料金割引

【六日町高原ホテル】
※12/16～むいか温泉ホテルに名称変更
日帰り温泉利用料金割引
大人　600円→400円
小学生　400円→300円

【営業期間】9/16～9/30、10/8～11/23、12/16～4/2（団体貸
切日等あり）
【営業時間】12：00～18：00

ムイカスノーリゾート
南魚沼市小栗山2910-114
（電話：025-773-3311）

関越道
六日町ＩＣ

料金割引

【ムイカスノーリゾート】
リフト1日券500円割引
大人3,900円→3,400円
シニア・中高生3,000円→2,500円
小学生2,000円→1,500円
スキ－セットレンタル1日大人4,000円→3,000円、小人3,000円→
2,500円
スク－ル1日5,000円→4,000円、半日3,500円→3,000円

【営業期間】12/16～4/2

八海山ロープウエー
南魚沼市山口1610
（電話：025-775-3311）

関越道
六日町ＩＣ

料金割引

【八海山ロープウェー】
～9月30日
大人　1,800円→1,500円
子供　900円→750円

10月1日～11月13日
大人　2,000円→1,700円
子供　1,000円→850円

【営業期間】～11/13

六日町八海山スキー場
南魚沼市山口1610
（電話：025-775-3311）

関越道
六日町ＩＣ

料金割引

【六日町八海山スキー場】
リフト1日券
大人　3,900→3,400円
シニア・中高生　3,300円→2,800円

【営業期間】
12月17日～12月29日、
1月10日～3月26日
（※除外日12月30日～1月9日）

♨ハッカ石温泉　石打ユン
グパルナス

南魚沼市石打土堂946
（電話：025-783-7888）

関越道
湯沢ＩＣ

料金割引

日帰入浴料金割引
大人通常900円⇒700円（200円引き）
（泉質）
ナトリウム塩化物温泉
（低張性弱アルカリ性高温泉）

【定休日】無休
※臨時休業あり　HPで確認ください。
1枚につき5名さままで有効

♨見晴らしの湯　こまみ
（青島温泉）

魚沼市青島2083-1
（電話：025-792-9754）

関越道
小出ＩＣ

プレゼント進呈
1組につきフェイスタオルを最大2名様分プレゼント
（泉質）
ナトリウム・カルシウム、硫酸塩・塩化物泉

【営業時間】10：00～21：00
※受付は20：30まで
【定休日】火曜日（祝日の場合は営業）

♨交流センター　ユピオ
（大湯温泉）

魚沼市大湯温泉182-1
新潟県営　奥只見レクリエーション
都市公園内
（電話：025-792-8001）

関越道
小出ＩＣ

料金割引
入浴料金を無料
（泉質）
弱アルカリ性単純泉

【営業時間】10：00～18：00
【定休日】火曜日（祝日の場合は翌日）

小千谷市　錦鯉の里
小千谷市城内1-8-22
（電話：0258-83-2233）

関越道
小千谷IC

料金割引
入館料金割引
大人510円→410円
小中学生300円→200円

【営業時間】9：00～18：00
【定休日】年末年始
1券片につき5名さま有効
※ほかの割引との併用はできません
※施設、飼育の都合による臨時休館あり

小千谷市総合産業会館
サンプラザ　逸品館

小千谷市城内1-8-25　サンプラザ2
階
（電話：0258-83-4800）

関越道
小千谷IC

料金割引
２階売店「逸品館」での物産商品購入料金３％割引
※一部の商品を除きます

【営業時間】9：00～17：30
【定休日】年末年始
1券片につき5名さま有効

小千谷そば　角屋
サンプラザ店

小千谷市城内1-8-25　サンプラザ1
階
（電話：0258-83-4648）

関越道
小千谷IC

料金割引 お食事料金５％割引
【営業時間】10：30～14：30
【定休日】不定休
1券片につき5名さま有効

ラーメンつり吉
小千谷店

小千谷市城内1-8-25　サンプラザ1
階
（電話：0258-89-7136）

関越道
小千谷IC

プレゼント ラーメンをご注文のお客さまに１００円分のトッピングサービス
【営業時間】11：00～21：30
【定休日】毎週水曜日（祝日の場合は翌日）
1券片につき2名さま有効

和風レストラン　里
小千谷市城内1-8-25　サンプラザ1
階
（電話：0258-83-4851）

関越道
小千谷IC

ドリンクサービス お食事されるお客さまにソフトドリンク1杯サービス
【営業時間】11：00～14：30、16：30～21：00
【定休日】水曜日
1券片につき1名さま有効

LUZLUZ
小千谷市城内1-8-25　サンプラザ2
階
（電話：0258-83-2244）

関越道
小千谷IC

料金割引
ジェラート２種盛り料金割引
　３８０円→３３０円

【営業時間】11：30～16：30、17：30～24：00
【定休日】不定休
1券片につき1名さま有効

よもぎひら温泉
　和泉屋

長岡市蓬平町1508-2
（電話：0258-23-2231）

関越道
小千谷IC

ドリンクサービス 宿泊されるお客さまにお酒１本またはワンドリンク１本サービス
チェックイン/チェックアウト時間はご確認ください
1券片につき5名さま有効
※予約時に「優待サービス券利用」とお伝えください

よもぎひら温泉
　福引屋（ふくびきや）

長岡市蓬平温泉
（電話：0258-23-2221）

関越道
長岡南越路スマー

トＩＣ
ドリンクサービス 宿泊されるお客さまにお酒１本またはワンドリンク１本サービス

チェックイン/チェックアウト時間はご確認ください
1券片につき5名さま有効
※予約時に「優待サービス券利用」とお伝えください

よもぎひら温泉
　よもやま館

長岡市蓬平町甲130-1
（電話：0258-23-2121）

関越道
長岡南越路スマー

トＩＣ
ドリンクサービス 宿泊されるお客さまにお酒１本またはワンドリンク１本サービス

チェックイン/チェックアウト時間はご確認ください
1券片につき5名さま有効
※予約時に「優待サービス券利用」とお伝えください

明城焼・恒炎窯 柏崎市安田3506-5
（電話：0257-21-2122）

北陸道
柏崎ＩＣ

料金割引 全商品購入料金１０％割引
【営業時間】9：00～17：00
【定休日】不定休
1券片につき5名さま有効

柏崎コレクションビレッジ

柏崎市青海川181番地
（「痴娯の家」電話：0257-22-
0777）
（「黒船館」電話：0257-21-

北陸道
米山ＩＣ

料金割引
「痴娯の家」・「黒船館」・「藍民芸館」各館入館料金割引
大人　５００円→４００円
小・中学生　３００円→２００円

【開館時間】9：30～17：00（季節により変更有）
【休館日】毎週水曜日、年末年始（冬季休館：12/7～3/3）
1券片につき5名さま有効

木村茶道美術館
柏崎市緑町3-1（松雲山荘園内）
（電話：0257-23-8061）

北陸道
柏崎ＩＣ

料金割引
入場料金割引
（展示室）大人　４００円→３６０円
（屋内茶室）大人　１，０００円→９００円

【開館時間】10：00～16：30
※最終入館は16：00まで
【休館日】毎週月曜日（祝日の場合は翌日）及び12/1～3/31
1券片につき5名さま有効

日本海フィッシャーマンズ
ケープ

柏崎市青海川133-1
（電話：0257-23-6293）

北陸道
米山ＩＣ

ドリンクサービス 「サバサンド」を購入されたお客さまにソフトドリンク１杯サービス
【営業時間】9：30～17：00
【定休日】年末年始
1券片につき1名さま有効

南魚沼

魚沼

小千谷

蓬平温泉

https://www.hgp.co.jp/inf/Z00/egc/
http://www.muikamachi.com/
http://www.muikamachi.com/
http://www.muikamachi.com/
http://www.muikamachi.com/
http://www.princehotels.co.jp/amuse/hakkaisan/
http://www.princehotels.co.jp/ski/hakkaisan/
http://www.yungparunas.com/
http://www.yungparunas.com/
http://park23.wakwak.com/%7Ekomami/
http://park23.wakwak.com/%7Ekomami/
http://ooyu-yupio.com/
http://ooyu-yupio.com/
http://www.ojiyasunplaza.jp/nishikigoi.html
http://www.ojiyasunplaza.jp/
http://www.ojiyasunplaza.jp/
http://www.hegisoba.com/
http://www.hegisoba.com/
http://www.ojiyasunplaza.jp/osyokuji.html
http://www.yomogi-izumiya.com/
http://www.yomogi-izumiya.com/
http://www.fukubikiya.co.jp/
http://www.fukubikiya.co.jp/
http://www.yomoyama.co.jp/
http://www.yomoyama.co.jp/
http://www.colle-vill.com/
http://sadoukan.jp/
http://www.nfcnet.co.jp/
http://www.nfcnet.co.jp/
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高柳じょんのび村
柏崎市高柳町高尾10-1
（電話：0257-41-2222）

北陸道
柏崎ＩＣ

料金割引

じょんのび村入館料金(入浴料金）割引
大人　５５０円→４５０円
６５歳以上　４５０円→３５０円
小人（３歳～小学生）　３５０円→２５０円

【開館時間】10：00～20：30（12月～3月は10：00～19：30）
※休館日前日は16：30閉館、ただし休館日前日の祝祭日は通常ど
おり営業
【休館日】10/11、25、11/8、24、12/6、13、1/5、10、17、
24、31、2/7、14、21、28、3/7、14、21
1券片につき4名さま有効

浪花屋　夕凪亭
柏崎市鯨波3-11-6
（電話：0257-23-3030）

北陸道
米山ＩＣ

料金割引 ラウンジのソフトドリンク料金、売店商品の購入料金１０％割引
【営業時間】8：00～18：00
【定休日】不定休
1券片につき5名さま有効

のうか民宿 さとの茶屋
　花いかだ

柏崎市東条2122-1
（電話：0257-31-5555）

北陸道
柏崎ＩＣ

ドリンクサービスとプレ
ゼント

宿泊されるお客さまにソフトドリンク１杯サービスとプチプレゼント
【チェックイン/チェックアウト】15：00/11：00
1券片につき3名さま有効

ドナルド・キーン・セン
ター柏崎

柏崎市諏訪町10-17
（電話：0257-28-5755）

北陸道
柏崎ＩＣ

料金割引

入館料金割引
　大人　５００円→４００円
　中高生　２００円→１６０円
　小学生　１００円→８０円

【開館時間】10：00～17：00
※受付は16：30まで
【休館日】毎週月曜日（冬季休館：12/26～3/9）
※月曜日が休日、振替休日の場合は翌日
1券片につき5名さま有効

上越市立水族博物館
上越市西本町4-19-27
（電話　025-543-2449）

北陸道
上越ＩＣ

料金割引

入館料金割引
高校生以上900円→630円
小・中学生400円→280円
幼児200円→140円

【開館時間】9：00～17：00
【休館日】毎週月曜日
※月曜祝日の場合は開館
1券片につき5名さま有効

高田城　三重櫓
上越市本城町6-1
（電話　025-526-5915）

上信越道
上越高田ＩＣ

または
北陸道

上越ＩＣ

料金割引
入館料金割引
一般300円→150円
小・中・高校生150円→70円

【開館時間】9：00～17：00
【休館日】毎週月曜日　※月曜祝日の場合は開館
※1月～2月の間は金・土・日および祝日のみ開館
1券片につき5名さま有効

ゆきだるま温泉雪の湯
上越市安塚区
（電話　025-593-2041）

北陸道
上越ＩＣ

料金割引
入館料割引
大人600円→500円

【営業時間】11：00～20：00
【休館日】冬シーズンは無休
1券片につき5名さま有効

キューピットバレイ
上越市安塚区
（電話　025-593-2041）

北陸道
上越ＩＣ

料金割引
ゴンドラリフト共通1日券割引
大人4,300円→3,800円

【営業時間】8：30～17：00
【休館日】冬シーズンは無休
1券片につき5名さま有効

糸魚川フォッサマグナ
ミュージアム

糸魚川市大字一ノ宮1313（美山公園
内）
（電話　025-553-1880）

北陸道
糸魚川ＩＣ

料金割引
入館料金割引
大人500円→400円
高校生以下　無料

【開館時間】9：00～17：00
※受付は16：30まで
【休館日】11/30まで無休
1券片につき5名さま有効

翡翠園
糸魚川市大字蓮台寺2-11-1
（電話　025-552-9277※事務所）

北陸道
糸魚川ＩＣ

料金割引
入館料金割引
100円引き

【営業時間】9：00～16：00
【定休日】12月～3月中旬の毎週火曜日
（祝日の場合は翌水曜日）
1券片につき5名さま有効

谷村美術館・玉翠園
糸魚川市大字京ケ峰2-1-13
（電話　025-552-9277※事務所）

北陸道
糸魚川ＩＣ

料金割引
入館料金割引
100円引き

【営業時間】9：00～16：00
【定休日】12月～3月中旬の毎週火曜日
（祝日の場合は翌水曜日）
1券片につき5名さま有効

道の駅あらい　くびき野情
報館

妙高市大字猪野山58番地1
（電話　0255-70-1021）

上信越道
新井スマートＩＣ

料金割引
ホットコーヒーまたはソフトアイスの料金割引
・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】
（館内売店）9：30～16：30
（情報館）9：00～21：00
【定休日】無休
1券片につき1名さま有効

四季彩館　ひだなん
妙高市大字猪野山58番地1
道の駅あらい内
（電話　0255-70-5252）

上信越道
新井スマートIC

料金割引 レストランにて１０％割引

【営業時間】
（食堂）平日11：00～19：30、土日祝10：30～19：30
（直売所）平日8：00～19：30、土日祝7：30～19：30
【定休日】元旦
1券片につき1回有効

ホテル太閤
妙高市赤倉402
（電話　0255-70-4195）

上信越道
妙高高原ＩＣ

料金割引
日帰り入浴料金割引
大人800円→700円

【営業時間】14：00～21：00

ホテル後楽荘
妙高市赤倉温泉34-1
（電話　0255-87-2120）

上信越道
妙高高原ＩＣ

料金割引 宿泊されるお客さま夕食時お飲物5％割引
チェックイン/チェツクアウト時間、休業日はお問い合わせくださ
い

自然旅人の宿　モン・セル
ヴァン

妙高市二俣1526-334
（電話　0255-87-3143）

上信越道
妙高高原ＩＣ

ドリンクサービス
宿泊されるお客さまに
ウェルカムドリンクのサービス

チェックイン/チェツクアウト時間、休業日はお問い合わせくださ
い

ロッジコクハ
妙高市大字関川2433-22
（電話　0255-86-2259）

上信越道
妙高高原ＩＣ

料金割引 宿泊料金10％割引
チェックイン/チェツクアウト時間、休業日はお問い合わせくださ
い

プチホテル・デ・ゾービー
ブ

妙高市二俣1526-611
（電話　0255-77-4565）

上信越道
妙高高原ＩＣ

料金割引 宿泊料金お一人様につき500円引
チェックイン/チェツクアウト時間、休業日はお問い合わせくださ
い

レストラン　Ｍassa（マ
サ）

妙高市二俣1526-611
（電話　0255-77-4565）

上信越道
妙高高原ＩＣ

ドリンクサービス 食後のコーヒーまたは紅茶サービス
【営業時間】12：00～14：00、18：00～21：00
【定休日】毎週火曜/第1・3水曜
1券片につき4名さま有効

妙高　杉ノ原スキー場
妙高市杉野沢
（電話　0255-86-6211）

上信越道
妙高高原ＩＣ

料金割引

リフト・ゴンドラ1日券
大人　4,500円→4,000円
シニア（55才以上）・中学生　3,900円→3,400円
※12/19（木）～1/9（月）は上記料金にプラス200円かかります

【営業時間】
平日　8：30～16：30
土休日　8：00～16：30
1券片につき5名まで有効
【定休日】無し

赤倉温泉スキー場
新潟県妙高市赤倉温泉
（電話　0255-87-2125）

上信越道
妙高高原ＩＣ

料金割引 1日券　大人4,300円→3,800円

坂城町　鉄の展示館
長野県埴科郡坂城町坂城6313-2
（電話　0268-82-1128）

上信越道
坂城IC

料金割引
観覧料100円割引
一般400円→300円

【開館時間】9：00～17：00
※入館は16：30まで
【休館日】月曜日（月曜日が祝日の時は、翌日休館）
1券片につき2名さま有効
ほかの割引との併用はできません

びんぐし湯さん館
長野県埴科郡坂城町網掛2002番地4
（電話　0268-81-7000）

上信越道
坂城IC

料金割引
入館料金割引
大人（中学生以上）500円→450円、小学生300円→250円
（但し、20時以降の割引はいたしません）

【営業時間】10：00～21：00
※入館は20：30まで
【休館日】毎月第4水曜日
1券片につき5名さま有効
ほかの割引との併用はできません

長野県信濃美術館 東山魁
夷館

長野県長野市箱清水1-4-4
（電話　026-232-0052）

上信越道
長野IC
または

須坂長野東IC

プレゼント進呈 東山魁夷非売品絵葉書1枚プレゼント

【開館時間】9:00～17:00
※最終入館は16：30まで
【休館日】水曜日
1券片につき1名さま有効
※ほかの割引との併用はできません

長野市立博物館
長野県長野市小島田町1414
八幡原史跡公園内
（電話　026-284-9011）

上信越道
長野IC

料金割引

入館料金割引
（常設展）一般300円→240円、高校生150円→120円、小中学生100
円→80円
（プラネタリウム※土日祝日のみ）一般250円→200円、高校生120円
→100円、小中学生50円→40円

【開館時間】9:00～16：30
※入館は16:00まで
【休館日】月曜日及び休祝日の翌日

坂城

糸魚川

妙高

上越

柏崎

http://www.jon-nobi.com/
http://www.naniwaya.co.jp/
https://www.city.kashiwazaki.lg.jp/noson/sangyo/nogyo/gurinturizumu/tomaru/1511191304.html
https://www.city.kashiwazaki.lg.jp/noson/sangyo/nogyo/gurinturizumu/tomaru/1511191304.html
http://www.donaldkeenecenter.jp/
http://www.donaldkeenecenter.jp/
http://www.joetsu-suihaku.jp/
http://www.city.joetsu.niigata.jp/soshiki/bunka/takada-castle.html
http://www.yukidaruma-kogen.com/hotspring/
http://yukidaruma-kogen.com/
http://www.city.itoigawa.lg.jp/fmm/
http://www.city.itoigawa.lg.jp/fmm/
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戸隠地質化石博物館
長野県長野市戸隠栃原3400
（電話　026-252-2228）

上信越道
長野IC

料金割引 入館料金割引
一般200円→160円、高校生100円→80円、小中学生50円→40円

【開館時間】9:00～16：30
※入館は16:00まで
【休館日】月曜日及び休祝日の翌日

鬼無里ふるさと資料館
長野県長野市鬼無里165
（電話　026-256-3270）

上信越道
長野IC

料金割引 入館料金割引
一般200円→160円、高校生100円→80円、小中学生50円→40円

【開館時間】9:00～16：30
※入館は16:00まで
【休館日】月曜日及び休祝日の翌日（10月は無休）

信州新町美術館・有島生馬
記念館・信州新町化石博物
館

長野県長野市信州新町上条88-3
（電話　026-262-3500）

上信越道
長野IC

料金割引 入館料金割引（3館共通）
一般500円→400円、高校生300円→240円、小中学生200円→160円

【開館時間】9:00～16：30
※入館は16:00まで
【休館日】月曜日及び休祝日の翌日

いこいの村アゼィリア飯綱
長野県長野市上ケ屋2471-79
（電話　026-239-2522）

上信越道
長野IC

料金割引 入館料金割引
大人500円→400円、小学生300円→250円

※営業時間や休館日は事前にご確認ください。
1券片につき4名さま有効
※ほかの割引との併用はできません

国民宿舎　松代荘
長野県長野市松代町東条3541
（電話　026-278-2596）

上信越道
長野IC

料金割引
入浴料金
大人510円→410円

【営業時間】10：00～22：00
※最終入館は21：30まで
【定休日】無休
1券片につき4名さま有効

山ノ内町 道の駅北信州やまのうち
長野県下高井郡山ノ内町大字佐野
393-2
（電話　0269-31-1008）

上信越道
信州中野ＩＣ

ドリンクサービス お食事されたお客さまにりんごジュース１杯サービス

【営業時間】
売店：8：30～18：00　食堂：11：00～16：00
【定休日】不定休
1券片につき5名さま有効

信州フルーツランド　信州
中野インター店

長野県中野市草間安源寺境1356-1
（電話　0269-22-2530）

上信越道
信州中野IC

プレゼント進呈 1,000円以上お買い上げのお客さまにりんご1個プレゼント

【営業時間】8：30～17：30
【定休日】無し
1券片につき5名さま有効
※ほかの割引との併用はできません

高野辰之記念館
長野県中野市大字永江1809
（電話　0269-38-3070）

上信越道
豊田飯山ＩＣ

料金割引 入館料金割引
一般　300円⇒230円、高校生150円⇒100円

【開館時間】
12月～2月：9：30～16：00　3月～11月：9：00～17：00
※入館は閉館30分前まで
【休館日】
12月～3月の祝日以外の月曜日、4月～11月は無休

中山晋平記念館
長野県中野市大字新野76番地
（電話　0269-22-7050）

上信越道
信州中野ＩＣ

料金割引
入館料金割引
大人　300円　→　230円、高校生　 150円　→　100円　（中学生
以下無料）

【開館時間】
12月～2月：9：30～16：00　3月～11月：9：00～17：00
※入館は閉館30分前まで
【休館日】
12月～3月の祝日以外の月曜日、4月～11月は無休

中野市立博物館
長野県中野市大字片塩１２２１番地
（電話　0269-22-2005）

上信越道
信州中野ＩＣ

料金割引

入館料金割引
大人200円⇒160円　高校生１００円⇒８０円　中学生以下無料
プラネタリウム割引
大人400円⇒320円　高校生2００円⇒160円　中学生以下無料

【開館時間】
12月～2月：9：00～17：00　3月～11月：10：00～16：00
【休館日】
毎週火曜日（ただし祝日は開館）

麻釜温泉公園ふるさとの湯
長野県下高井郡野沢温泉村大字豊郷
8734
（電話　0269-85-3700）

上信越道
豊田飯山IC

料金割引 入館料金割引
大人500円→400円、子ども300円→200円

【営業時間】10：00～20：00（最終入館19：30）
【定休日】毎週木曜日（休日の場合は翌日）
※ほかの割引との併用はできません

日本スキー博物館
長野県下高井郡野沢温泉村大字豊郷
8270
（電話　0269-85-3418）

上信越道
豊田飯山IC

料金割引 入館料金割引
大人300円→260円、小中学生150円→120円

【開館時間】9：00～16：00
【休館日】毎週木曜日

野沢温泉スパリーナ
長野県下高井郡野沢温泉村大字豊郷
6748
（電話　0269-85-4567）

上信越道
豊田飯山IC

料金割引 入館料金割引
大人700円→600円、小学生以下3歳以上500円→400円

【営業時間】12：00～20：00
（冬季_12～3月「無休」：6：00～20：00（お風呂受付_13：00
～20：00、レストラン_12：00～19：30））
【定休日】毎週水曜日（メンテナンス休館11/7～11/18）
※1券片につき4名さま有効

上田市 上田市観光会館
長野県上田市大手2-8-4
（電話　0268-23-5408）

上信越道
上田菅平

プレゼント進呈 シール又はオリジナルクリアファイルプレゼント
【営業時間】8：30～18：00
【休園日】無休
1券片につき1名さま有効

中野市

野沢温泉

長野市
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