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関越道
六日町
IC

八海山ロープウェー
南魚沼市山口1610

山頂展望台からは上信越の山々や快晴の日には日
本海佐渡島まで見渡せる絶景が広がります！

【営業時間】 平日8:20～16:00（下り16:20）土休日8:00～16：20（下り17:00） 
【電話番号】 025-775-3311　
【 定 休日】 期間中無休（～11/11まで）

往復乗車割引

※1件につき1回・5名様まで有効

大人1,800円→1,500円 子供900円→750円
大人2,100円→1,800円 子供1,050円→900円

～9/30

10/1～11/11

関越道
塩沢石打
IC

魚野の里　
南魚沼市姥島新田699

魚沼地区最大のお土産処。800種以上のお土産と
越後の郷土料理もご堪能いただけます。

【営業時間】 8:00～19:00（一部17:00）　
【電話番号】 025-775-3476　
【 定 休日】 無休

※米・ガム・アイス・レストラン料理など一部商品除く

ご購入商品

10％引

関越道
塩沢石打
IC

魚沼スイーツガーデン 
ナトゥーラ　
南魚沼市姥島新田701

コシヒカリの米粉を使用したオリジナルスイーツや
石窯焼きピザ・カフェもございます。

【営業時間】 9:00～17:00（土日は～20:00）　
【電話番号】 025-788-0588　
【 定 休日】 無休

※生菓子・レストラン料理など一部除く

ご購入商品

10％引

関越道
塩沢石打
IC

【営業時間】 9:00～17:00（冬期10:00～16:00） 
【電話番号】 025-783-7787　
【 定 休日】 水曜日（1～2月は火・水・木）

入館（有料）ご利用の方に
絵はがき1枚

※入館（有料）頂いたお申込者様のみ
プレゼント

四季折々の山野草を水彩で描き、絵のモデルの植
物も並べて展示しています。

外山康雄　野の花館
南魚沼市万条新田371-1

関越道
湯沢IC 石打ユングパルナス南魚沼市石打字土堂946

越後の山々を望める露天風呂や薬湯、塩サウナな
ど、7種の湯殿が楽しめる温泉宿です。

【営業時間】 5:30～23:00（8:00～10:00は清掃のため利用不可）
【電話番号】 025-783-7888　
【 定 休日】 無休

大人入浴料割引

900円→700円
※お申込者様を含む5名様まで有効

関越道
湯沢IC

【営業時間】 8:40～17:00　
【電話番号】 025-784-3326　
【 定 休日】 無休

ロープウェイ往復乗車券割引

※お申込者様を含む5名様まで有効

大人2,000円→1,800円
子供1,000円→900円

世界最大級166人乗りロープウェイで標高約
1,000mからの眺望をお楽しみください。

湯沢高原ロープウェイ 
/アルプの里　
湯沢町湯沢490

関越道
湯沢IC 本陣さくら亭　湯沢町湯沢1926-4

温泉入浴料割引

（バスタオル・フェイスタオル貸出付）
1500円→1000円

源泉掛け流しの露天風呂付大浴場

【営業時間】 15：00～18：00（日帰り温泉入浴、要事前確認）　
【電話番号】 025-775-7830　
【 定 休日】 不定休

関越道
湯沢IC 湯沢ニューオータニ　湯沢町湯沢330

日帰り温泉入浴料割引

※貸出用タオルは全て有料

大人1000円→900円
　　　　　500円→400円

湯沢ICより約5分。真心伝わる接客と癒しと健康を
もたらす「美肌の湯」を持つ宿。

【営業時間】 10：30～20：00（日帰り温泉入浴）　
【電話番号】 025-784-2191　
【 定 休日】 清掃時間あり、お問合せください

子ども（4才～12才）

関越道
湯沢IC

ロビーラウンジで使える
コーヒー券

プレゼント

湯沢ICから車で5分で気分は秘境の一軒宿。気軽
に温泉三昧。

【営業時間】 〔入館時間〕7：00～21：00　
【電話番号】 025-784-2351　
【 定 休日】 不定休

湯沢グランドホテル　
季里の湯 
湯沢町湯沢2494

関越道
湯沢IC

ホテル双葉　
湯沢町湯沢419

湯沢の高台にあり、7階の山々を見渡せる大浴場、
6階の山を間近に感じる大浴場が自慢

【営業時間】 14：00〔チェックイン〕～11：00〔チェックアウト〕　
【電話番号】 025-784-3357　
【 定 休日】 不定休

ご宿泊のお客様に
お酒またはジュース

1本サービス
※予約時に〈ドラ割〉優待利用の申告が必要

関越道
湯沢IC 和みのお宿　滝乃湯　湯沢町湯沢345-1

竹林に囲まれた小粋な和風旅館。越後の旬材を創
作会席で愉しむ。

【営業時間】 15：00〔チェックイン〕～10：00〔チェックアウト〕　
【電話番号】 025-784-3421　
【 定 休日】 なし

ご宿泊のお客様夕食時に
地酒やソフトドリンクから選べる

※申込者様含む5名様まで
ワンドリンクサービス

関越道
湯沢IC

雪国の宿　高半　
かすみの間文学資料室　
湯沢町湯沢923

当館は川端康成先生が逗留して小説「雪国」を執
筆した宿です。資料室を見学いただけます。

【営業時間】 9：00～17：00　
【電話番号】 025-784-3333　
【 定 休日】 不定休

入館料割引

※中学生以下は無料となります
大人500円→400円

関越道
湯沢IC

むらんごっつぉが発信する「雪国ガストロノミー」。
食を通じた文化、知恵に出会えます。

【営業時間】 〔ランチ〕11：30～14：00　
【電話番号】 025-784-3361　
【 定 休日】 水曜日

ランチご利用のお客様

※お申込者様を含む4名様まで有効

ソフトドリンク
1杯サービス

魚沼キュイジーヌ料理　
むらんごっつぉ　
湯沢町湯沢2455

湯沢町

南魚沼市

http://www2.princehotels.co.jp/amuse/hakkaisan/
http://www.uono.co.jp
http://uonuma-sweets.com
http://www.toyama-yasuo.jp
http://www.yungparunas.com
http://www.yuzawakogen.com
http://yuzawagrandhotel.jp
http://www.sakura-tei.jp
https://www.yuzawa-newotani.jp
https://www.hotel-futaba.com
http://www.yuzawa-takinoyu.com
http://www.takahan.co.jp
http://hatago-isen.jp/murangozzo/


※原則、他の優待・特典との併用はできません。 ※写真はイメージです。 ※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。
～～～～大地の芸術祭 往復プラン～～～～
新潟観光ドライブパス新潟観光ドライブパス優待施設一覧優待施設一覧

関越道
六日町
IC

千手温泉　千年の湯　
十日町市水口沢121-7

新潟県を代表する加温も循環もしていない源泉か
け流しの温泉は、美肌の湯として自慢

【営業時間】 10：00～22：00　※受付は21：30まで　
【電話番号】 025-768-2988　
【 定 休日】 無休（点検のため臨時休館あり。要問合せ）

貸タオル

※お申込者様のみ
無料サービス

関越道
六日町
IC

壱番館　
十日町市八箇甲457-1

おいしいお米とひと手間かかった料理に、心がほっ
となごむ小さな旅館

【営業時間】 15：00〔チェックイン〕～10：00〔チェックアウト〕　
【電話番号】 025-757-8837　
【 定 休日】 なし

1泊2食付きでご宿泊のお客様
夕食時ワンドリンク
サービス
（お酒・ソフトドリンク）

関越道
六日町
IC

ホテルしみず　
十日町市本町2丁目223

駅から徒歩5分、国道117号に面した好立地、魚沼
産コシヒカリ食べ放題の朝食600円。

【営業時間】 15：00〔チェックイン〕～10：00〔チェックアウト〕　
【電話番号】 025-752-2058
【 定 休日】 年末年始

ご宿泊のお客様に
ウェルカムドリンク

※お申込者様と同室にご宿泊の方まで有効
1杯サービス

関越道
湯沢IC NASPAニューオータニ　

湯沢町湯沢2117-9

ニューオータニグループ唯一の本格的フォーシー
ズン型リゾートホテル

【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
【電話番号】 025-780-6111　
【 定 休日】 12/3～12/6

日帰り温泉大浴場入浴割引

※1件につき5名様まで有効

大人1100円→900円
子ども600円→500円

関越道
湯沢IC

「雪国」湯沢の暮らしや歴史と、川端康成の小説
『雪国』に関連した展示。

【営業時間】 9:00～17：00（最終入館16：30） 
【電話番号】 025-784-3965　
【 定 休日】 水曜日

入館料割引

※お申込者様含む5名様まで有効

大人500円→400円
小中学生250円→200円

湯沢町歴史民俗資料館
「雪国館」
湯沢町湯沢354-1

関越道
六日町
IC

道の駅 
クロステン 十日町　
十日町市本町六の一丁目71-26

ギネスブックにも登録された世界最大級の数を誇
る「幸せを呼ぶ傘つるし雛」は必見です。

【営業時間】 9：00～18：00　
【電話番号】 025-757-2323　
【 定 休日】 第2水曜日

ソフトクリーム（350円）

※お申込者様のみ

100円OFF

関越道
六日町
IC

2003年の第2回大地の芸術祭で誕生した現代
アートを展示する美術館

【営業時間】 10：00～17：00　
【電話番号】 025-761-7767　
【 定 休日】 水曜日

入館料

※入館料は企画展により異なるため、
現地でご確認ください

※「大地の芸術祭パスポート」の販売は対象外

100円割引

越後妻有里山
現代美術館「キナーレ」　
十日町市本町六の一丁目71-2

関越道
六日町
IC

和の風　
十日町市千歳町3-7-10

きもの販売のほか、着物生地を使った絵葉書、手ぬ
ぐいやバッグなどの小物もあつかう。 

【営業時間】 9：30～18：00　
【電話番号】 025-752-0123　
【 定 休日】 日曜日

店内商品の購入料金

5％OFF

関越道
六日町
IC

そばや清兵衛　
十日町市真田丙1896-2

100％玄そばは地産地消。こだわりは製粉。香り・
のどごし・コシと三拍子そろったそばが味わえる。

【営業時間】 11：00～15：00　
【電話番号】 025-757-1298　
【 定 休日】 木曜日

お会計1,000円以上で

10％OFF

関越道
六日町
IC

越後十日町 小嶋屋　
十日町市本町4-16-1

新潟名物「へぎそば」の元祖。コシのある歯ごたえと
つるりとしたのど越しをご賞味ください。

【営業時間】 10：30～20：00　
【電話番号】 025-757-3155　
【 定 休日】 水曜日

お食事の方に
おいしい天然水「魚沼の水」500ｍｌ

プレゼント

関越道
六日町
IC

麺や新平　
十日町市寿町1-1-22

自家製の肉味噌と芝麻醤をたっぷりと使用した濃
厚担々麺が大人気。黒烏龍茶のサービスあり！

【営業時間】 11：00～22：00（LO21:30)　
【電話番号】 025-761-7897　
【 定 休日】 水曜日

大盛or100円トッピング

※お申込者様のみ
サービス

関越道
塩沢石打
IC

ミオンなかさと　
十日町市宮中己4197

貸タオル
（バスタオル・フェイスタオル）

※お申込者様のみ
無料サービス

宮中島の湯は褐色のやわらかな湯です。つるつる感
は美肌効果も期待できます。

【営業時間】 10：00～22：00　
【電話番号】 025-763-4811　
【 定 休日】 木曜日

関越道
塩沢石打
IC

ゆくら妻有　
十日町市芋川乙3267

体の芯までしっかり温まる源泉かけ流しの
塩化物泉

【営業時間】 10：00～21：00　
【電話番号】 025-763-2944
【 定 休日】 水曜日

フェイスタオル

※お申込者様のみ
サービス

十日町市

http://www.naspa.co.jp
http://www.e-yuzawa.gr.jp/yukigunikan/
http://www.machidukuri-kawanishi.com/onsen/
http://tokamachi-ryokan.com/ichibankan.html
http://www.hotel-simizu.com
http://cross10.or.jp
http://kinare.jp
https://ja-jp.facebook.com/wanokaze/
http://sobaya-seibe.favy.jp
http://www.hegisoba.co.jp
http://nakasato-mion.com
http://nakasato-yukura.com
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関越道
塩沢石打
IC

廃校になった小学校を丸ごと再利用した「空間絵
本」の美術館

【営業時間】 10：00～17：00　※10・11月は10：00～16：00　
【電話番号】 025-752-0066　
【 定 休日】 水・木曜日

入館料

※入館料は現地でご確認ください
※「大地の芸術祭パスポート」の販売は対象外

100円割引

絵本と木の実の美術館　
十日町市真田甲2310-1

関越道
塩沢石打
IC

あてま高原の起伏を生かした個性的な18ホール。上
質なホスピタリティにもきっとご満足いただけます。

【営業時間】 7:00～（自然条件により変動）
【電話番号】 025-758-4888　
【 定 休日】 無休（12月初旬まで）

ゴルフプレーの方練習場ボール

※お申込者様を含む1組（最大4名）様まで有効

50球サービス

あてま高原リゾート
ベルナティオゴルフコース
十日町市珠川

関越道
塩沢石打
IC

妻有焼陶芸センター　
十日町市新宮2289

新潟県唯一の国宝「火焔型土器」の地で、楽しく焼
物体験をしませんか。

【営業時間】 9：00～16：30　
【電話番号】 025-758-2502　
【 定 休日】 火・水曜日

※7/15～8/31を除く

手びねり体験
　3,000円→2,500円

電動ロクロ体験
　4,000円→3,500円

関越道
塩沢石打
IC

清津峡渓谷トンネル　
十日町市小出

入抗料

※お申込者様含む5名様まで有効

大人600円→550円
小人300円→250円

リニューアルにより、雄大で荘厳な峡谷美と現代
アートの融合による新たな美の世界が出現。

【営業時間】 8：30～16：30　
【電話番号】 025-763-4800　
【 定 休日】 なし（冬期休業期間有）

関越道
塩沢石打
IC

「都市と農村の交換」というテーマのもと、地域の資
源を発掘し発信する総合文化施設。

【営業時間】 10：00～17：00　
【電話番号】 025-595-6180　
【 定 休日】 水曜日

入館料

※入館料は企画展により異なるため、
現地でご確認ください

※「大地の芸術祭パスポート」の販売は対象外

100円割引

まつだい雪国農耕
文化村センター「農舞台」　
十日町市松代3743-1

関越道
塩沢石打
IC

ひなの宿　ちとせ　
十日町市松之山湯本49-1

ご宿泊のお客様ご夕食時1人1杯

※予約時にドラ割優待利用と予め申告が必要

生ビールサービス

日本の原風景と呼ばれる棚田やブナ林、里山の暮
らしに囲まれた松之山温泉の宿。

【営業時間】 14：00〔チェックイン〕～10：00〔チェックアウト〕　
【電話番号】 025-596-2525　
【 定 休日】 不定休

関越道
塩沢石打
IC

山の森のホテル　
ふくずみ　
十日町市松之山湯本1388-2

屋上の貸切露天風呂は屋根がなく、夜には星空が
広がります。朝は野鳥の囀りも。

【営業時間】 15：00〔チェックイン〕～10：00〔チェックアウト〕　
【電話番号】 025-596-2323　
【 定 休日】 不定休

ご宿泊のお客様に
生ビール1杯
サービス

関越道
塩沢石打
IC

白川屋旅館　
十日町市松之山湯本55-1

日本三大薬湯松之山温泉にある小さな宿です。お
料理に力を入れております。

【営業時間】 15：00〔チェックイン〕～10：00〔チェックアウト〕　
【電話番号】 025-596-2003　
【 定 休日】 不定休

ご宿泊のお客様に
モーニングコーヒー

サービス

関越道
塩沢石打
IC

松之山温泉　凌雲閣
十日町市松之山天水越81

国登録有形文化財の木造三階建て本館と、日本三
大薬湯の松之山温泉でお寛ぎください。

【営業時間】 15：00〔チェックイン〕～10：00〔チェックアウト〕　
【電話番号】 025-596-2100　
【 定 休日】 不定休

ご宿泊のお客様に

※お1人様1個

「松之山温泉入浴錠」を
プレゼント

関越道
塩沢石打
IC

苗場山麓ジオパークの大地、津南高原に広がる
オールシーズン型リゾート施設。

【営業時間】 9:00～21:00（日帰り温泉入浴）　
【電話番号】 025-765-4611　
【 定 休日】 無休

ニュー・
グリーンピア津南　
津南町秋成12300

温泉入浴料割引

※お申込者様を含む5名様まで有効

大人500円→400円
小学生300円→200円

関越道
塩沢石打
IC

露天風呂が人気の日帰り入浴施設で、館内にある
地元農家の高原野菜直売所もオススメです。

【営業時間】 10:00～21:00
【電話番号】 025-765-5888 　
【 定 休日】 火曜日

入浴料割引

大人600円→500円
小学生300円→200円

竜ヶ窪温泉 竜神の館
津南町谷内7031 

津南町

http://www.city.tokamachi.lg.jp/shigoto_sangyo/E001/1455021542896.html
http://ehontokinomi-museum.jp
http://www.belnatio-golf.com
http://nakasato-kiyotsu.com/tunnel
http://www.echigo-tsumari.jp/facility/base/nohbutai
https://chitose.tv
https://www.iiyuyado.com
http://shirakawaya.sakura.ne.jp
http://www.ryounkaku.net
https://new-greenpia.com
http://www.ryugakubo.com
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