
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 ノルン水上スキー場
群馬県利根郡みなかみ町寺間479-139
(電話　0278-72-6688）

水上IC 料金割引
大人　1日リフト券＋お食事券（1,000円分） 5,500円→4,500円
子供　1日リフト券＋お食事券（1,000円分） 4,600円→3,800円
※子供 ＝ 小学生

【営業期間】8：00～22：00（シーズン期間中無休）
1グループにつき、1回まで5名さま有効
※ほかの割引券との併用はできません

スキー場 岩原スキー場
湯沢町土樽731-79
（電話　025-787-3211）

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件につき5名さま有効

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

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

リフト1日券購入特典
①レンタルセット（スキーまたはボード）料金割引
　（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
　中高生・シニア　全日1,200円割引
　※ただし、レンタルウェアレンタルは含みません

②スクール（一般レッスン）料金　平日のみ500円割引

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

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

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

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3,100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

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

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件につき5名さま有効

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

塩沢石打IC 料金割引

リフト1日券500円割引
大人　4,700円→4,200円
55歳以上・中高生　4,200円→3,700円
小学生　2,900円→2,400円

【定休日】シーズン中無休
【営業時間】平日：8：30～20：00、土日祝：8：00～20：00
1件につき5名さま有効

スキー場 キューピットバレイ
新潟県上越市安塚区須川
（電話　025-593-2041）

六日町IC 料金割引
ゴンドラリフト共通1日券
大人　4,300円→3,800円

【営業時間】8：30～17：00
1件につき5名さま有効

【関越エリア】『関越・上信越ウィンターパス2016-2017』優待施設一覧表

http://www.norn.co.jp/
http://www.iwa-ppara.com/
http://www.yuzawa-nakazato.com/
https://gala.co.jp/winter/index.html
http://www.yuzawakogen.com/
http://www.jkokusai.co.jp/
http://www.maiko-resort.com/winter/index.php
http://yukidaruma-kogen.com/
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スキー場 六日町八海山スキー場
新潟県南魚沼市山口
（電話　025-775-3311）

六日町IC 料金割引
リフト・ロープウェー1日券
大人　3,900円→3,400円
シニア・中高生　3,300円→2,800円

【営業時間】
平日：8：15～16：00
土休日：8：00～16：00
【除外日】12/30～1/9
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

スキー場 奥只見丸山スキー場
魚沼市湯之谷芋川字大鳥1317-3
（電話　025-795-2750）

小出IC 料金割引

リフト1日券割引
大人　4,000円→3,500円（大人限定）

スキーセット1日レンタル割引
大人　3,800円→3,300円
小人　2,600円→2,100円

【営業期間】11/26～1/3、3/18～5月中旬

スキー場 上越国際当間スキー場
十日町市当間
(電話　025-782-1028）

塩沢石打IC 料金割引
リフト一日券
大人4,000円→3,500円

【営業期間】12/17（土）～3/20（月）
1件につき5名さま有効

スキー場 まつだいファミリースキー場
十日町市松代5265
(電話　025-597-3330）

塩沢石打IC 料金割引
リフト一日券
2,500円→2,000円

【営業時間】12月17日（土）営業開始予定
平日 10:00～16:45
土日祝 9:00～16:45
ナイター 18:00～20:45

スキー場 松之山温泉スキー場
十日町市松之山天水島909
（電話　025-596-3133）

塩沢石打IC 料金割引
リフト一日券
大人　3,000円→2,000円
シニア・中学生　2,500円→1,500円

【営業時間】12月23日(金)営業開始予定
平日 9:30～17:00
土日祝9:00～17:00
※営業時間は天候、その他の状況に応じて変更する
場合もありますので、事前に電話等でご確認下さい。

日帰り温泉 宝川温泉　汪泉閣
群馬県利根郡みなかみ町藤原1899
(電話　0278-75-2611）

水上IC 料金割引

日帰り入館料割引
大人　1,500円→1,200円
小人　1,000円→800円
（幼児は無料）

【定休日】年中無休（臨時休館あり）
【入館時間】9：00～17：00

日帰り温泉
♨湯テルメ谷川
（谷川温泉）

利根郡みなかみ町谷川514-12
（電話　0278-72-2619）

水上IC 料金割引

入浴料金割引
大人のみ
通常570円→470円
（泉質）
①アルカリ性単純温泉

【営業時間】10：00～20：00
【休館日】第3木曜日（祝日の場合は翌日）
1券片につき5名さま有効
※ほかの割引との併用不可

日帰り温泉
♨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）

湯沢IC 料金割引

日帰入浴料金割引
大人　900円→700円
（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
1件につき5名さままで有効
※臨時休業があるため、HPでご確認ください。

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

塩沢石打IC 料金割引 販売タオル200円→100円
【定休日】毎週水曜日
1件につき1名さま有効

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

塩沢石打IC 料金割引 宿泊されるお客様に夕食時、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

http://www.princehotels.co.jp/ski/hakkaisan/
http://www.okutadami.co.jp/ski/index.html
http://www.jkokusai.co.jp/ski
http://www.tokamachishikankou.jp/matudai/cgi-bin/ski/index.cgi
http://www.matsunoyama-ski.com/index.htm
http://www.takaragawa.com/
http://www9.wind.ne.jp/mizukikou/sub35.htm
http://www9.wind.ne.jp/mizukikou/sub35.htm
http://www.yungparunas.com/
http://www.yungparunas.com/
http://nakasato-yukura.com/
http://www.chitose.tv/
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日帰り温泉 宮中島温泉　ミオンなかさと
十日町市宮中巳4197
（電話　025-763-4811）

塩沢石打IC 料金割引 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】毎週木曜日
【チェックイン/チェックアウト】15：00/10：00
他の割引との併用はできません。
1件につき1名さま有効

日帰り温泉 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 ソフトドリンクサービス

【営業時間】10:00～22:00
※受付は21:30まで
【休館日】毎週水曜日
※12月無休、年末年始は営業時間の変更あり
※1件につき2名さま有効

日帰り温泉 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

【営業時間】10:00～22:00
※受付は21:30まで
【休館日】無休
※点検の為臨時休館あり
※12/31　20：00営業終了（19：30受付終了）
※1件につき1名さま有効

日帰り温泉
♨見晴らしの湯　こまみ
（青島温泉）

魚沼市青島2083-1
（電話　025-792-8001）

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）

日帰り温泉
♨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　025-795-2003）

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）

日帰り温泉 ゆきだるま温泉雪の湯
新潟県上越市安塚区
（電話　025-593-2041）

六日町IC 料金割引
入館料割引
大人　600円→500円

【営業時間】11：00～20：00
1件につき5名さま有効

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
【チェックイン/チェックアウト】
14：00/11：00

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

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

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
【チェックイン/チェックアウト】
15：00/10：00

宿泊 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）

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

宿泊
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）

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

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

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

宿泊 松泉閣　花月
湯沢町大字湯沢318-5
（電話　025-784-2540）

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

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

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

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

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

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://nakasato-mion.com/
http://kinare.jp/page_akashi.html
http://www.machidukuri-kawanishi.com/onsen/
http://park23.wakwak.com/%7Ekomami/
http://park23.wakwak.com/%7Ekomami/
http://ooyu-yupio.com/
http://ooyu-yupio.com/
http://www.yukidaruma-kogen.com/hotspring/
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/
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宿泊 HATAGO井仙
湯沢町大字湯沢2455
（電話　025-784-3361）

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

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

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

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

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

宿泊 音羽屋旅館
湯沢町大字湯沢419
（電話　025-784-3412）

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

宿泊 湯元眺望閣　湯居間蔵
湯沢町大字湯元933
（電話　025-784-2033）

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

宿泊 ＫＫＲ湯沢ゆきぐに
湯沢町湯沢2574
（電話　025-784-3424）

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

宿泊 玉城屋旅館 
十日町市松之山湯本13
（電話　025-596-2057）

塩沢石打IC ドリンクサービス 夕食時にソムリエ、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

宿泊 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）

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

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

塩沢石打IC ドリンクサービス 宿泊される方にモーニングコーヒー無料
【チェックイン/チェックアウト】
15：00/10：00

宿泊 凌雲閣 
十日町市松之山天水越81
（電話　025-596-2100）

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

宿泊 壱番館
十日町市八箇甲457-1
（電話　025-757-8837）

塩沢石打IC 料金割引 一泊2食付で宿泊のお客様は8%引き
【チェックイン/チェックアウト】
15：00/10：00

宿泊 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）

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件につき1名さま有効

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

観光・物産・飲食
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）

塩沢石打IC 料金割引

入館料金の割引
大人500円→450円
小中高生300円→250円

【営業時間】9：00～17：00
※入館は16:30まで
【休館日】火曜日
※1件につき5名さま有効、他の割引との併用不可

観光・物産・飲食 清津峡渓谷トンネル
新潟県十日町市小出2119
（電話　025-763-4800）

塩沢石打IC 料金割引
大人（高校生以上）600円→550円
小人（小中生以下）300円→250円

【営業時間】8:30～17:00(季節により変更あり)
※1/15～3/31まで冬季休業
※1件につき5名様まで

観光・物産・飲食
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）

塩沢石打IC 料金割引
通常入館料大人800円→700円　小中学生400円→300円
　（※企画展によって通常入館料が変更になる場合がありますが、100円引
きは固定）

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

観光・物産・飲食 農舞台
十日町市松代3743-1
（電話　025-595-6180）

塩沢石打IC 料金割引 通常入館料大人600円→500円　小中学生300円→200円
【営業時間】10:00～17:00（最終入館16:30）
【定休日】水曜日

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

【営業時間】9：00～18：00
※11月～3月9：00～17：30
【休館日】第2水曜日
※1件につき1名さま有効

http://hatago-isen.jp/
http://www.yuzawa-takinoyu.com/
http://www.sakura-tei.jp/
http://www.otowaya-jp.com/
http://yuimakura.jp/
http://www.kkryuzawa.com/
http://www.tamakiya.com/
http://www.iiyuyado.com/
http://shirakawaya.sakura.ne.jp/
http://www.ryounkaku.net/
http://tokamachi-ryokan.com/ichibankan.html
https://www.hgp.co.jp/inf/Z00/egc/
http://hotel-simizu.com/
http://www.matsunoyama.com/kyororo/
http://www.matsunoyama.com/kyororo/
http://nakasato-kiyotsu.com/
http://kinare.jp/
http://kinare.jp/
http://www.echigo-tsumari.jp/facility/base/nohbutai
http://cross10.or.jp/shop/omiyagekan/
http://cross10.or.jp/shop/omiyagekan/


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

観光・物産・飲食 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）

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

【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）
【定休日】無休

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皿まで）サービス

【営業時間】11：00～21：00
【定休日】無休
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
【営業時間】17：30～24：00
【定休日】月曜日

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

【営業時間】11：00～22：00（LO.21：30）
【定休日】水曜日

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
【営業時間】10:30～20:00
【定休日】元旦を除き年中無休

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
【営業時間】11:00～15:00
【定休日】不定休

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
【営業時間】9:30～18:00
【定休日】日曜日

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
【営業時間】9:30～18:00
【休館日】毎週月曜日

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

【営業時間】12:00～24:00
【定休日】月曜日
※現金でのお支払いに限ります
※ほかのクーポンとの併用はできません。

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

【営業時間】10:00～18:00
【定休日】水曜日
※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。
1件につき1名さま有効

観光・物産・飲食 妻有焼陶芸センター
十日町市新宮甲2289番地
（電話　025-758-2502）

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】*1月休館
*2-3月は火・水曜日が定休日

http://zikka.jp/
http://www.kojimaya.co.jp/
http://www.localplace.jp/t100055384/
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.city.tokamachi.lg.jp/shisetsu/S014/1455683886481.html

	関越エリア

