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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

関越自動車道（下）
越後川口ＳＡ
レストランコーナー

長岡市川口町大字西川口字沢入
4420

ドリンクサービス 【営業時間】7：00～21：00

関越自動車道（上）
越後川口ＳＡ
レストランコーナー

長岡市川口町大字西川字沢入
4375

ドリンクサービス 【営業時間】7：00～21：00

北陸自動車道（上）
米山ＳＡ
レストランコーナー

柏崎市大字鯨波字若宮甲177 ドリンクサービス 【営業時間】7：00～22：00

北陸自動車道（下）
米山ＳＡ
レストランコーナー

新潟県柏崎市大字笠島字御堂前235 ドリンクサービス 【営業時間】7：00～22：00

湯沢町歴史民俗資料館
　「雪国館」

湯沢町湯沢354-1
（電話　025-784-3965）

関越道
湯沢ＩＣ

料金割引
入館料金割引
　大人　500円→400円
　小中　250円→200円

【営業時間】9：00～17：00（受付は16：30まで）
【休館日】毎週水曜日（祝日の場合は翌日）
1件につき5名さま有効

雪国の宿　高半
かすみの間　文学資料室

湯沢町大字湯沢923
（電話　025-784-3333）

関越道
湯沢ＩＣ

料金割引
かすみの間　入館料金割引
　大人　500円→400円

【営業時間】9：00～17：00
【休館日】不定休

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 宿泊のお客さまにお酒又はジュース1本サービス
1件につき5名さま有効
※ほかの割引との併用はできません

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 ロビーラウンジで使えるコーヒー券プレゼント 【入館時間】7：00～21：00

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
日帰り入浴料金割引
　大人　1,100円→900円
　小人　600円→500円

【入館時間】8：00～17：00
※曜日により清掃時間が変わりますのでお問い合わ
せください
1件につき5名さま有効

湯沢ニューオータニ
湯沢町湯沢330
（電話：025-784-2191）

関越道
湯沢ＩＣ

料金割引
日帰り入浴料金割引
　大人　1,000円→900円
　子供　500円→400円

【入館時間】10：30～20：00
※清掃時間がある為、お問い合わせください

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

料金割引 温泉入浴料　1,000円→500円（タオル貸出付）
【営業時間】15：00～18：00（要事前確認）
【定休日】不定休
※ほかの割引との併用はできません

松泉閣　花月
湯沢町湯沢
（電話：025-784-2540）

関越道
湯沢ＩＣ

ドリンクサービス ご宿泊のお客さま限定　コーヒー券プレゼント（ラウンジにて使用）

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

関越道
湯沢ＩＣ

料金割引

日帰り入浴料金割引
　大人　1,100円→700円
　小学生　700円→400円
　幼児　300円→無料

【営業時間】14：00～19：30
【定休日】不定休
1件につき5名さま有効

魚沼キュイジーヌ料理　むら
んごっつぉ

湯沢町湯沢2455
（電話：0120-850-039　HATAGO井仙）

関越道
湯沢ＩＣ

ドリンクサービス お食事をご利用の方にソフトドリンク1杯サービス
【営業時間】ランチ11：30～14：00
【定休日】水曜日

魚沼市
ふれあい交流センター
こまみ

魚沼市青島2083-1
（電話：025-792-8001）

関越道
小出ＩＣ

プレゼント 特製タオルプレゼント
【営業時間】10：00～21：00
【定休日】火曜日（祝日の場合は営業）
1件につき3名さま有効

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】毎週水曜日
※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

【営業時間】10:00～22:00
※受付は21:30まで
【休館日】毎週水曜日
1件につき2名さままで有効

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

プレゼント 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
※点検のため臨時休館あり（お問い合わせください）
1件につき1名さままで有効

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 宿泊されるお客さま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

宮中島温泉　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

プレゼント 貸タオル無料サービス（クーポン1枚で1名様）

【営業時間】10:00～22:00
※受付は21:30まで
【チェックイン/チェックアウト】15：00/10：00
【定休日】毎週木曜日
1件につき1名さま有効
他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

プレゼント 宿泊されるお客さまに「松之山温泉入浴錠」を1個プレゼント
【チェックイン/チェックアウト】
15：00/10：00

『新潟観光ドライブパス』優待施設一覧表

ＳＡレストラン
コーヒーサービ

ス

お食事をされた方にコーヒー1杯無料サービス
※1件につき1名さま有効

湯沢町

http://www.e-yuzawa.gr.jp/yukigunikan/
http://www.e-yuzawa.gr.jp/yukigunikan/
http://www.takahan.co.jp/
http://www.takahan.co.jp/
http://www.hotel-futaba.com/
http://yuzawagrandhotel.jp/
http://www.naspa.co.jp/
http://www.yuzawa-newotani.jp/
http://sakura-tei.jp/
http://www.shousenkaku-kagetsu.com/
http://murangozzo.com/lunch/index.html
http://murangozzo.com/lunch/index.html
http://www.iine-uonuma.jp/stay/higaeri_onsen/spa_komami.html
http://www.iine-uonuma.jp/stay/higaeri_onsen/spa_komami.html
http://nakasato-yukura.com/
http://kinare.jp/page_akashi.html
http://www.machidukuri-kawanishi.com/onsen/
http://www.hotel-simizu.com/
http://nakasato-mion.com/
http://www.tamakiya.com/
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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

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

プレゼント 宿泊されるお客さまに「日本三大薬湯うちわ」をプレゼント
【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：025-596-2100）

関越道
塩沢石打ＩＣ

プレゼント 宿泊されるお客さまに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の1丁目71番地26
（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
・ソフトクリーム　350円→250円に割引

【営業時間】9：00～17：30
【休館日】第2水曜日
1件につき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）11：00～24：00
（日）11：00～17：00
【定休日】無休

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 お食事のお客さまに限り、「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

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 お食事のお客さまに限り、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】毎週月曜日

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
麺類ご注文のお客さまに限り、①麺大盛or②麺特盛or③トッピング
1品サービスのいずれかサービス

【営業時間】11：00～22：00
【定休日】毎週水曜日

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

関越道
塩沢石打ＩＣ

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

【利用時間】8:30～17:00(季節により変更あり)
1件につき5名さままで有効

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 一泊2食付で宿泊されるお客さまは宿泊料金８%割引 【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 お食事されたお客さまの人数分「魚沼の水」プレゼント
【営業時間】10：30～20：00
【定休日】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人さまの合計額が1,000円を超える場合、料金を１割引
【営業時間】11：00～15：00
【定休日】不定休（お問い合わせください）

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の5%割引
【営業時間】9：30～18：00
【定休日】毎週日曜日

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 店内商品をお買い上げのお客さまに粗品プレゼント
【営業時間】9：30～18：00
【定休日】毎週月曜日

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

【営業時間】12：00～24：00
【定休日】毎週月曜日
※現金でのお支払いに限ります
※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丁目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
有機栽培コーヒーまたは有機栽培紅茶を１杯無料サービス、もしく
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】毎週水曜日
1件につき1名さま有効

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さまにつき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
【定休日】毎週火曜日

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

入館料金割引
　大人　800円→700円
　小中学生　400円→300円
　※企画展により入館料金が変更となる場合がございますが、100
円割引をいたします

【開館時間】10：00～17：00
※企画展により変更の場合あり
【休館日】毎週水曜日

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
入館料金割引
　大人　600円→500円
　小中学生　300円→200円

【入館時間】10：00～17：00
※入館は16：30まで
【休館日】毎週水曜日

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
入館料金割引
　大人　700円→600円
　小中学生　300円→200円

【入館時間】10：00～17：00
※入館は16：30まで
【休館日】毎週水曜日・木曜日
※水曜・木曜が祝日の場合はその翌日

清田山キャンプ場
十日町市清田山乙1742
（電話：025-763-3001）

関越道
塩沢石打ＩＣ

料金割引 5,000円以上の施設利用料をお支払いの際に500円割引

【営業期間】5月～10月
【定休日】営業期間中は無休
【申込先】清田山自然運動公園管理組合
※予約受付時間は13：00～17：00

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
※ほかの割引との併用はできません

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

十日町市

小千谷

http://www.iiyuyado.com/
http://shirakawaya.sakura.ne.jp/index.html
http://www.ryounkaku.net/
http://cross10.or.jp/
http://cross10.or.jp/
http://zikka.jp/
http://www.kojimaya.co.jp/
http://www.week.co.jp/gourmet/20066/
http://www.week.co.jp/gourmet/127590/
http://nakasato-kiyotsu.com/
http://tokamachi-ryokan.com/ichibankan.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.city.tokamachi.lg.jp/shisetsu/S014/1455683886481.html
http://kinare.jp/
http://kinare.jp/
http://www.echigo-tsumari.jp/facility/base/nohbutai
http://www.echigo-tsumari.jp/artwork/hachi_seizo_tashima_museum_of_picture_book_art
http://ggghibli.org/seidayama-camp/
http://www.ojiyasunplaza.jp/nishikigoi.html
http://www.ojiyasunplaza.jp/
http://www.ojiyasunplaza.jp/
http://www.hegisoba.com/
http://www.hegisoba.com/
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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

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

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：0257-21-1188）
（「藍民芸館」電話：0257-21-1199）

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）
※11月から16：30閉館
【休館日】毎週水曜日、年末年始（冬季休館：12/7～
3/3）、7/26
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

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

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】10：00～21：00（12月～3月は10：00～20：
00）
※休館日前日は17：00閉館　いずれも閉館30分前に
受付終了　ただし休館日前日の祝祭日は通常どおり営
業

【休館日】7/11、8/22、9/12、9/26、10/10、10/24、
11/14、11/28（6/30～12/4の期間中定休日）
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

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
※予約時に「優待サービス利用」とお伝えください

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

長岡市 新潟県立歴史博物館 長岡市関原1丁目字権現堂2247番2
関越道
長岡ＩＣ

プレゼント進呈
料金割引

・歴史博物館オリジナルグッズプレゼントまたは、
・秋季企画展「川中島の戦い～上杉謙信と武田信玄～」（9/16～
10/29）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
【休館日】毎週月曜日（月曜日が祝日の場合は、翌日）
1件につき5名さま有効

相川郷土博物館
佐渡市相川坂下町20番地
（電話：0259-74-4312）

- 料金割引
入館料金割引
　大人　300円→240円

【営業時間】8：30～17：00

史跡佐渡奉行所跡
佐渡市相川広間町1番地1
（電話：0259-74-2201） - 料金割引

入館料金割引
　大人　500円→400円

【営業時間】8：30～17：00
※入館は16：30まで

史跡　佐渡金山
佐渡市下相川1305
（電話：0259-74-2389） - 料金割引

史跡　佐渡金山内カフェで販売している金箔コーヒー・金箔ソフトク
リームを100円引き
※時期によって、販売物が異なる場合がございます

【営業時間】
8月～10月：8：00～17：30
11月～12月：8：30～17：00

佐渡博物館
佐渡市八幡2041
（電話：0259-52-2447）

- 料金割引
入館料金割引
　大人　500円→400円

【営業時間】8：30～17：00

新穂歴史民俗資料館
佐渡市新穂瓜生屋492番地
（電話：0259-22-3117） - 料金割引

入館料金割引
　大人　200円→160円

【営業時間】8：30～17：00
※入館は16：30まで
【休館日】毎週月曜日

佐渡國小木民俗博物館
（千石船展示館）

佐渡市宿根木270番地2
（電話：0259-86-2604）

- 料金割引
入館料金無料
　大人　500円→400円

【営業時間】8：30～17：00

海運資料館「幸丸」展示館 佐渡市小木町1941番地1 - 料金割引
入館料金割引
　大人　200円→160円

【営業時間】8：30～17：00

佐渡市

蓬平温泉

柏崎

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/
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://nbz.or.jp/
https://www.visitsado.com/spot/detail0403/?no_cache=1
https://www.city.sado.niigata.jp/z_ot/cultural_property/museum/08/index.shtml
http://www.sado-kinzan.com/
https://www.city.sado.niigata.jp/sadobunka/denbun/museum/sadohaku/index_sado.htm
https://www.city.sado.niigata.jp/z_ot/cultural_property/museum/06/index.shtml
http://shukunegi.com/spot/ogiminzokuhakubutsukan/
http://shukunegi.com/spot/ogiminzokuhakubutsukan/
https://www.city.sado.niigata.jp/sadobunka/denbun/museum/ogi/index_ogisiryo.htm


4 / 7 ページ

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

赤泊郷土資料館
佐渡市赤泊2458番地
（電話：0259-87-3141）

- 料金割引
入館料金割引
　高校生以上　200円→160円

【営業時間】8：30～17：00

ゆきだるま温泉「雪の湯」
上越市安塚区須川4820
（電話：025-593-2041）

北陸道
上越ＩＣ

料金割引
入館料金割引
　大人　600円→550円
　小学生　500円→450円

【営業時間】11：00～18：00
【休館日】毎週月曜日

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

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　※月曜祝日の場合は翌日
1件につき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
（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
共通券600円→500円

【開館時間】9：00～16：30
【休館日】12/4
1件につき5名さま有効

翡翠園、谷村美術館・玉翠
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
1件につき5名さま有効

ランドマーク妙高高原
妙高市大字関川2413-1
（電話　0255-86-5130）

上信越道
妙高高原ＩＣ

料金割引
入館料金割引
大人のみ100円引き

【営業時間】10：00～22：00
※最終入館21：00
※メンテナンス等による休館あり
1件につき5名さま有効

Country Inn カナディアンハ
ウス

妙高市田口1394
（電話　0255-87-2186）

上信越道
妙高高原ＩＣ

プレゼント進呈
ウエルカムドリンク（ソフトドリンク）
粗品進呈

1件につき5名さま有効

赤倉荘
妙高市赤倉30
（電話　0255-87-2043）

上信越道
妙高高原ＩＣ

料金割引
ドリンクサービス

・宿泊料金割引
「湯の華コース」11,500円→10,500円
・ドリンクサービス
お一人様につき地酒1合もしくはエスプレッソコーヒー1杯サービス

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

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（自動販売機の飲み物
以外）

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

赤倉ホテル
妙高市赤倉486
（電話　0255-87-2001）

上信越道
妙高高原ＩＣ

料金割引
日帰り入浴料金割引
大人1,000円→800円

【入館時間】10：00～20：00

Dancing Snow-myoko
outdoor adｖentures

妙高市田切218-196
（電話　0255-77-4931）

上信越道
妙高高原ＩＣ

料金割引 アウトドアツアー料金5％割引

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件で5名さま有効
※ほかの割引との併用はできません

若松城天守閣
会津若松市追手町1-1
（電話　0242-27-4005）

磐越道
会津若松ＩＣ

料金割引
入場料金割引
鶴ヶ城天守閣茶室麟閣共通入場料金1割引き
大人510円→450円　小人150円→135円

【開館時間】8：30～17：00
※最終入場16：30
【定休日】無休

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（団体割引料金適用）
大人620円→560円

【開館時間】9：00～16：00
【休館日】無休
1件につき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件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月は18：00まで
【休館日】無休
1件につき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件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）

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件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件につき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
1件につき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（団体割引適用）
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）
1件につき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）

磐越道
新潟中央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）、
1券片につき5名さま有効

上越市

糸魚川市

妙高市

会津若松市

南会津町

https://www.city.sado.niigata.jp/sadobunka/denbun/museum/akadomari/index_aka.htm
http://www.niigata-kankou.or.jp/sys/data?page-id=11623
http://www.city.joetsu.niigata.jp/soshiki/bunka/takada-castle.html
http://www.city.itoigawa.lg.jp/fmm/
http://www.city.itoigawa.lg.jp/fmm/
http://gyokusuien.jp/access/
http://gyokusuien.jp/access/
https://loco.yahoo.co.jp/place/g-tjHp0nbStwE/?utm_source=dd_spot&sc_e=sydd_spot_ttl
http://www.canadian-h.com/
http://www.canadian-h.com/
http://akakuraso.com/
http://h-taiko.net/
http://www.korakuso.com/
http://www.akakura-hotel.com/
http://www.dancingsnow.com/ja/index_j.php
http://www.dancingsnow.com/ja/index_j.php
http://www.tsurugajo.com/oyakuen/
http://www.tsurugajo.com/turugajo/shiro-top.html
http://www.nisshinkan.jp/
http://gionkaikan.biz-web.jp/kannnai.htm
http://aizukogen-yume.jp/tajima/index.php
http://www.minamiaizu.org/kyouiku/cat/000013.php
http://www.minamiaizu.org/kanko/spot/cat2/000436.php
http://takatsuecc.com/
http://takatsuecc.com/
http://www.kirara289.jp/
http://www.marinepia.or.jp/
http://www.marinepia.or.jp/
http://museum.nmam.jp/
http://house.nmam.jp/
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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2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
※展示替えにより臨時休館あり
1件につき5名さま有効

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
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件につき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
企画展観覧料金を団体割引
※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
（7/31、8/14、9/18、10/2、10/30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件につき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）
※観覧券の販売は閉館の30分前まで
【定休日】毎週月曜日（休日の場合は翌日）、休日の翌
日
※臨時休館あり
1件につき5名さま有効
ほかの割引との併用はできません

新潟市文化財　旧小澤家住
宅

新潟市中央区上大川前通12番町2733番
地
（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
※臨時休館あり（9/30～10/1他）
1件につき5名さま有効

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）
1件につき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（休日を除く）、休日の翌日
※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件につき5名さま有効

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Ｉ

Ｃ
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
【定休日】毎週月曜日
※休日の場合は開館し、翌日休館（7/18、9/19、
9/26、10/10、10/17、11/24休館）
1件につき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
7月、8月、9月、11月⇒勾玉づくり又は管玉づくり
6月、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（7/31、8/14は開館）
※休日の場合は開館し、翌日休館
1件につき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

プレゼント進呈 プレゼント進呈（植物の種または球根）

【営業時間】時季催事により異なります
ただし、優待特典の利用可能時間は
9：00～17：00までです。
【定休日】不定休
1件につき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、及び夏期）9：30～17：00
※2017年の夏期は7/15(土）～8/27（日）
【休館日】
毎週月曜日（祝日の場合は翌日、その他開館カレン
ダーに基づく）
1件につき5名さま有効

水の駅「ビュー福島潟」
新潟市北区前新田乙493
（電話　025-387-1491）

日東道
豊栄新潟東港

ＩＣ
料金割引

入館料金100円引
大人400円→300円
小中学生200円→100円

【開館時間】
（平日）9：00～17：00
入館は16：30まで
【定休日】毎週月曜日（休日の場合は翌日）
1件につき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
【定休日】第1・3水曜日、ただし休日の場合は開館し、
翌日休館
1件につき5名さま有効

黒姫童話館・童話の森ギャ
ラリー

長野県上水内郡信濃町野尻3807-30
（電話　026-255-2250）

上信越道
信濃町ＩＣ

料金割引

・入館料金割引（ギャラリーとの共通）
一般800円→700円　小中学生500円→400円
・入館料金割引（黒姫童話館）
一般600円→500円　小中学生400円→300円

【営業時間】9：00～17：00（最終入館16：30）
【休館日】9月、10月の末日（土日、祝祭日の場合はそ
の翌日）
※童話の森ギャラリーは前記のほか展示替休館あり

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）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
【プラネタリウム投影日】土、日、祝休日、7/22～8/20
は休館日を除く毎日
投影時間：11：00、13：00、14：00、15：00
【休館日】月曜日（8/14と休祝日を除く）及び休祝日の
翌日、7/3～7/7

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（8/14と休祝日を除く）及び休祝日の
翌日

新潟市

http://aizuyaichi.or.jp/
http://www.ncam.jp/
https://www.city.niigata.lg.jp/nam/
http://www.nchm.jp/
http://www.nchm.jp/ozawake/
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/
http://www.pavc.ne.jp/%7Ehishikui/
http://www.iwamuroya.com/
http://www.iwamuroya.com/
http://douwakan.com/
http://douwakan.com/
http://www.city.nagano.nagano.jp/museum/
http://www.tgk.janis.or.jp/%7Etogakushi-museum/index.html
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鬼無里ふるさと資料館 長野県長野市鬼無里1659
（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（休祝日を除く）及び休祝日の翌日
（但し、8月と10月は休館日）

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（8/14と休祝日を除く）及び休祝日の
翌日

萩野屋　長野店
長野県長野市篠ノ井西寺尾赤川2328-2
（電話　026-293-2300）

上信越道
長野IC

プレゼント進呈 あんず飴プレゼント

【営業時間】9：00～19：00
【定休日】無休
1件につき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】7/3～7/6
1件につき4名さま有効
※ほかの割引との併用はできません

高社の湯（ゆうリゾートホテ
ル）

長野県下高井郡山ノ内町大字夜間瀬
9216
（電話　0269-33-7373）

上信越道
信州中野IC

料金割引
入浴料金割引
大人600円→500円

【営業時間】11：00～19：30
【定休日】不定休
※ほかの割引との併用はできません

奥志賀高原ブルーエ
長野県下高井郡山ノ内町夜間瀬12377-
32
（電話　0269-24-2870）

上信越道
信州中野IC

料金割引
宿泊料金割引
当館直接予約の大人の方1名様ごと500円割引

硯川ホテル
長野県下高井郡山ノ内町平穏7148-10
（電話　0269-34-2921）

上信越道
信州中野IC

料金割引
日帰り入浴料金割引
800円→600円

お宿　ことぶき
長野県下高井郡山ノ内町大字平穏1406
上林温泉
（電話　0269-33-2986）

上信越道
信州中野IC

料金割引 日帰り入浴料金10％割引

【営業時間】13：00～19：00
【定休日】不定休（要問合せ）
1件につき5名さま有効
※ほかの割引との併用はできません

志賀グランドホテル

長野県下高井郡山ノ内町大字平穏
7149-16
志賀高原一ノ瀬
（電話　0269-34-2202）

上信越道
信州中野IC

料金割引
日帰り入浴料金10％割引
宿泊代金10％割引

【営業時間】13：00～
【定休日】不定休（要問合せ）
1件につき5名さま有効
※ほかの割引との併用はできません

春欄の宿　さかえや
長野県下高井郡山ノ内町平穏2171
（電話　0269-33-2531）

上信越道
信州中野IC

ドリンクサービス 1ドリンクサービス

東館山ゴンドラリフト
長野県下高井郡山ノ内町大字平穏7149
（志賀高原発哺温泉地区）
（電話　0269-34-2231）

上信越道
信州中野IC

料金割引

ゴンドラリフト往復割引
大人通常割引1,800円→1,700円
子ども通常往復900円→850円
（※子どもは小学生以下）

【運行期間】6/3～7/9は土日のみ、7/15～9/3は毎日
営業、9/3以降は土日祝のみ予定
【運行時間】9：00～16：00予定
1件につき5名さま有効
※ほかの割引との併用はできません

高天ヶ原サマーリフト
長野県下高井郡山ノ内町大字平穏7149
（志賀高原天ヶ原地区）
（電話　0269-34-2041）

上信越道
信州中野IC

料金割引

サマーリフト往復割引
大人通常往復850円→770円
子ども通常往復450円→410円
（※子どもは小学生以下）

【運行期間】7/15～8/31の毎日
【運行時間】8：50～16：10予定
1件につき5名さま有効
※ほかの割引との併用はできません

前山サマーリフト
長野県下高井郡山ノ内町大字平穏7148
（志賀高原硯川地区）
（電話　0269-34-2108）

上信越道
信州中野IC

料金割引

サマーリフト往復割引
大人通常往復600円→540円
子ども通常往復300円→270円
（※子どもは小学生以下）

【運行期間】6/10～10月下旬の毎日予定
【運行時間】8：45～16：10予定
1件につき5名さま有効
※ほかの割引との併用はできません

ふるさとの宿　天川荘
長野県下高井郡山ノ内町大字平穏1263
（電話　0269-33-2444）

上信越道
信州中野IC

料金割引
宿泊代金現金支払いの場合、税抜き価格より5％値引き
（カード支払いの場合は不可）

【チェックイン/チェックアウト】
15：00/10：00

オードヴィー奥志賀
長野県下高井郡山ノ内町夜間瀬12377-
26
（電話　0269-34-2751）

上信越道
信州中野IC

料金割引

①宿泊料金割引
税抜き料金から5％引き
平日）1泊2食付　ひとり旅　9,800円→9,310円（税別）
土・祝前日）1泊2食付　ひとり旅　11,500円→10,920円（税別）
平日）1泊2食付　2名1室　8,300円→7,880円（税別）
土・祝前日）1泊2食付　2名1室　9,300円→8,830円（税別）
※3名以上も適用あり

②ご宿泊いただいたお客さま全員にりんごジュースおひとり1缶プ
レゼント

※ほかの割引との併用はできません

志賀高原ホテル一望閣
長野県下高井郡山ノ内町志賀高原熊の
湯ほたる温泉
（電話　0269-34-2031）

上信越道
信州中野IC

料金割引
プレゼント進呈

①ご宿泊の方に志賀高原オリジナルステッカープレゼント（1人1
枚、滞在中1回）
②日帰り入浴料金割引　800円→600円

【営業時間】
日帰り入浴12：00～16：30
※ほかの割引との併用はできません

株式会社　遠藤酒造場
長野県須坂市大字須坂29番地
（電話　026-245-0117）

上信越道
須坂長野東IC

プレゼント進呈
2,000円以上お買い上げにつき色ガラス猪口1個サービス（お一人
様最大2個まで）

【営業時間】8：30～17：00

トレインギャラリーNAGANO
長野県須坂市福島418
（電話　026-248-4188）

上信越道
須坂長野東IC

料金割引

入館料金1割引き

お食事のお客さまへの入館割引
大人800円→600円
小人400円→300円

【営業時間】10：00～15：00
※ほかの割引との併用はできません

田中本家博物館
長野県須坂市穀町476
（電話　026-248-8008）

上信越道
須坂長野東IC

料金割引
入館料金割引
750円→700円

【営業時間】9：30～17：00
【定休日】毎週火曜日（10月、11月は無休）

能登忠
長野県須坂市大字須坂304
（電話　026-245-0053）

上信越道
須坂長野東IC

ドリンクサービス お食事時に食前酒（ノンアルコールもあり）をお付けします
【営業時間】11：00～21：00（ラストオーダー）
※入店は20：00まで
【定休日】不定休

長野

http://www.city.nagano.nagano.jp/museum/Kinasa/
http://www.ngn.janis.or.jp/%7Eshinmachi-museum/fossil_mus/fos-mus.html
http://www.ngn.janis.or.jp/%7Eshinmachi-museum/fossil_mus/fos-mus.html
http://www.ngn.janis.or.jp/%7Eshinmachi-museum/fossil_mus/fos-mus.html
http://www.matusirosou.com/
http://www.kitashiga.jp/spa.html
http://www.kitashiga.jp/spa.html
http://bleuet-okushiga.com/
http://www.suzurikawa-hotel.com/
http://www.fudoson.com/
http://gurand-h.com/
http://search.shibuonsen.net/facilities/detail/sakaeya/
http://www.shigakogen.co.jp/highlight/sky-sourse
http://www.shigakogen.co.jp/highlight/sky-sourse
http://www.shigakogen-ski.com/summer-lift
http://www.amagawaso.jp/
http://www2.plala.or.jp/edv/
http://ichibokaku.jp/
http://www.keiryu.jp/
http://w1.avis.ne.jp/%7Efukachan/
http://www.tanakahonke.org/
http://www.notochu.jp/
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高橋まゆみ人形館
長野県飯山市飯山2941-1
（電話　0269-67-0139）

上信越道
豊田飯山IC

料金割引
入館料金割引
大人610円→510円、小人410円→310円

【開館時間】9：00～17：00（最終入館16：30）
【休館日】毎週水曜日
※ほかの割引との併用はできません

上田城址公園内（旧上田市
民会館）

長野県上田市二の丸1-2
（電話　0268-27-1410）

上信越道
上田菅平

料金割引
特別企画展「400年の時を経て蘇る上田城」
入館料団体割引適用
大人300円→240円、小人150円→120円

【営業時間】9：00～17：00（16：30最終入場）
【休館日】7/6、7/13、8/24、8/31、9/7、9/14、9/21、
9/28、11/9、11/16
1件につき6名さま有効

https://www.ningyoukan.net/
http://www.ueda-cb.gr.jp/kikakuten2017/
http://www.ueda-cb.gr.jp/kikakuten2017/
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