
※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
優待内容
（見出し）

優待内容
（詳細）

適用人数 備考

温泉・宿泊施設 オーベルジュ　　　ラ･メイジュ 茅野市北山３４１３－１７ 料金割引 宿泊料金1名様につき500円割引 2名様以上 ディナーフェア開催日の割引は適用外です

温泉・宿泊施設 カナディアンログコテージTAKITARO 安曇野市穂高有明8953 ドリンクサービス 地元ハーフワインプレゼント
宿泊1グループにつき
ハーフワイン1本

温泉・宿泊施設 たてしな藍 長野県茅野市北山5522-450 お食事サービス
【お料理グレードアップ】
お肉料理を「信州牛の石焼き」にグレードアップ
（ご宿泊のお客様のみ）

制限なし
ご予約時に「信州めぐりフリーパス」利用とお伝え下さい。
（事前にお伝え頂けない場合は、対応ができない場合がございます）

温泉・宿泊施設 ペンション ピラタス ２ 茅野市北山4035-2148 ドリンクサービス
ワンドリンクサービス
ビール、ワイン、ジュース、コーラ、お茶、ミネラルウォーター等

お客様全員に宿泊日数分
サービス
（添い寝の幼児を除く）

ご予約時に「2018信州めぐりフリーパス」優待ご利用のむねをお申し
付けください。ＨＰ割引価格との併用ＯＫ。その他パック料金・特別プラ
ンとの併用はＮＧ。

温泉・宿泊施設 ホテル白銀 長野県下高井郡湯田中温泉 ドリンクサービス モーニングコーヒーサービス １人１杯サービス 内容をコピーしフロントに提出して下さい。

温泉・宿泊施設 安曇野パストラルユースホステル 長野県安曇野市穂高有明8508 料金割引
ユースホステル会員料金で宿泊優待します。
(おひとり様宿泊代金３４００円+税）
部屋に余裕があるときは個室でお泊りいただけます。

５名様まで

温泉・宿泊施設 四季の宿　すばる 長野県茅野市北山4035-2224
料金割引

ドリンクサービス
宿泊の方に、温泉入浴無料、ハーブ茶無料提供 制限無し

当宿ご利用の場合には、電話（0266-67-6134）での事前予約が必
要です。

温泉・宿泊施設 志賀パレスホテル
長野県下高井郡山ノ内町大字平穏
7148

料金割引
日帰り入浴割引　大人800円⇒500円　フェイスタオル付
※小学生以上500円です

1グループ
ご利用時間は、12時から17時までです。貸切等でご利用頂けない日
程もございますので事前にご確認くださいます様にお願い致します。
※小学生以上のお子様の入浴代も500円です。

温泉・宿泊施設 青空の扉　犬と泊まれるプチホテル
茅野市北山5513-90　蓼科ビレッジ緑
山152

ドリンクサービス
プレゼント

宿泊者限定：ご夕食時にグラスワイン or ソフトドリンクをサービス
更にチェックアウト時にお土産プレゼント：手作りの炒めしゃもじ

ドリンクサービスは、１名様
につき、1杯。
お土産は、1予約に対して
1本とさせていただきます。

温泉・宿泊施設 檜湯の宿　松伯 長野県安曇野市穂高有明7713－2 料金割引
日帰り温泉500円を400円に
宿泊費を500円引き（但し電話予約に限ります）

日帰り温泉：何名様でも
宿泊：2名様から、1名様ご
とに500円引き

お食事 京風　しなの料理　きよみず 長野県茅野市米沢3846‐4 お食事サービス
お食事をされた方に、本日のプチ甘味サービス！
他のサービス券との併用は出来ません。
セットに付いてくる場合は除きます。

お１人様から１グループ

お食事 蓼科花ファクトリー 長野県茅野市北山5720-1 お食事サービス ランチご利用のお客様にミニソフトのサービス ランチの数だけ可

観光施設 あづみ野F-1パーク 長野県安曇野市豊科南穂高1622-2 料金割引 ゴーカート走行、大人も子供も全プラン初回２００円割引 1グループ様全員
一人乗り、お子様身長１００センチから乗車できます。
二人乗りは、どなたでも乗車可能

特典をご利用の際は、「お申込み内容お知らせメールを印刷したもの」または「お申込み内容お知らせメールの携帯画面」を実施店舗にご呈示ください。

『２０１８信州めぐりフリーパス』 　優待施設一覧
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http://www.la-meije.com/
http://www5b.biglobe.ne.jp/~takitaro/
http://www.tateshina-ai.co.jp/
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http://www.shigapalace.co.jp/
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http://www.syouhaku.com/
http://wasyokukiyomizu.web.fc2.com/
https://www.facebook.com/madam.chiaki/
http://www.f-1park.com/


※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
優待内容
（見出し）

優待内容
（詳細）

適用人数 備考

特典をご利用の際は、「お申込み内容お知らせメールを印刷したもの」または「お申込み内容お知らせメールの携帯画面」を実施店舗にご呈示ください。

『２０１８信州めぐりフリーパス』 　優待施設一覧

観光施設 アンフォルメル中川村美術館
長野県上伊那郡中川村大草２１２４番
地

プレゼント 当美術館のオリジナル絵ハガキ１セットプレゼント 1名様につき1セット

観光施設 イルフ童画館 岡谷市中央町2-2-1 料金割引

入館料金割引
●一般　　　500円　→　400円
●中高生　　300円　→　200円
●小学生　　150円　→　100円

1グループ ※ほかのサービスとの併用はできません

観光施設 サーキットあづみ野 長野県北安曇郡池田町広津4108 料金割引 レンタルカートプラン　全プラン初回２００円引き 1グループ全員
土日祝祭日以外は、完全予約制となります。
イベント日など多数ありますので、できるだけご予約、またはお電話に
て走行確認をしてからお越しください。

観光施設 なべくら高原・森の家 長野県飯山市大字照岡1571-15 料金割引 喫茶メニューのソフトドリンク100円引き 1グループ

観光施設 安曇野アートヒルズミュージアム 長野県安曇野市穂高有明8161-1 料金割引
●ガラス制作体験　体験料5％OFF
●エミール・ガレ美術館　入場料（小学生以上）800円→720円
●安曇野おみやげ処　ソフトクリーム150円引き

1グループ4名様まで

●他の割引と併用不可
●ガラス制作体験は1600円以上の体験が対象
   （付属品、送料は対象外）
●ソフトクリームのラストオーダーは閉館の30分前です
●営業時間　5月～10月は9時～18時　11月は9時～17時

観光施設 安曇野山岳美術館 安曇野市穂高有明3613-26 料金割引
【料金割引】
一般・大学生：600円→500円
中学・高校生：300円→250円

同伴者全員有効

開館時間／10：00～16：00（16時まで入館可）
休館日／木曜日（祝祭日は開館）ＧＷ、8月は無休、
             冬期休館（12月11日～翌3月9日）
※ほかの割引との併用はできません

観光施設 安曇野市豊科近代美術館 長野県安曇野市豊科5609-3 プレゼント 安曇野市豊科近代美術館オリジナルポストカードプレゼント １名様につき１枚プレゼント

観光施設 安曇野清流川下り　あめんぼう 安曇野市明科東川手１３３６３ 料金割引 体験料おとな1000円引き、こども500円引き 2名様以上

観光施設 絵本美術館&コテージ　森のおうち 長野県安曇野市穂高有明2215-9 料金割引 美術館入館料、小学生以上100円引き、3才以上50円引き 2名様まで

観光施設 駒ヶ根シルクミュージアム 長野県駒ケ根市東伊那４８２番地 料金割引
入場料金割引
一般（高校生以上）３００円→２００円、
小・中学生１００円→５０円

４名様まで有効
定休日　水曜日（ただし祝日の場合は開館、翌日休業）
※ほかの割引との併用はできません

観光施設 高橋まゆみ人形館 長野県飯山市飯山2941-1 料金割引 入館料100円引き 入館者全員

観光施設 豪商の館　田中本家博物館 長野県須坂市穀町476番地 料金割引 入館料割引　50円割引 1グループ 他の割引との併用はできません。

観光施設 坂城町鉄の展示館 坂城町大字坂城6313-2 料金割引
入館料割引
●一般　400円→300円

2名様まで ※他の割引との併用はできません
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https://www.informelmuseum.com/
http://www.ilf.jp/
http://www.circuit-azumino.com/
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観光施設 山ノ内町立志賀高原ロマン美術館
長野県下高井郡山ノ内町大字平穏
1465（上林温泉）

料金割引
入館料：大人５００円→４００円、
           小中学生３００円→２５０円

１グループ

観光施設 山下清・放浪美術館 長野県茅野市ちの2764-3
料金割引
プレゼント

入館料１００円割引
山下清・絵はがき1枚プレゼント。（常時）

1グループ全員 他の割引券との併用はできません。

観光施設 志賀高原中央エリアスキー場
長野県下高井郡山ノ内町大字平穏
7149

料金割引

【料金割引】
①東館山ゴンドラリフト往復
●大人（中学生以上） 　　1,800円　→　1,700円
●子ども（小学生以下） 　　900円　→　850円
②高天ヶ原サマーリフト往復
●大人（中学生以上） 　　850円　→　770円
●子ども（小学生以下） 　450円　→　410円
③前山サマーリフト往復
●大人（中学生以上） 　　600円　→　540円
●子ども（小学生以下） 　300円　→　270円

同伴者8名様まで有効

各リフト営業時間　9：00～16：00（時期、リフトにより異なる）
※各リフト定休日ありまた天候状況により運休の場合あり
※各リフト営業期間中のみ利用可能
　（①～③ の各リフト営業期間はHP”志賀高原リゾート”で検索）
※他の割引券等と併用不可

観光施設 信州塩尻農業公園チロルの森 塩尻市大字北小野相吉5050 料金割引
入園料割引：大人（中学生以上）800円
　　　　　　　　子ども（3歳～小学生）400円

5名様まで
他の割引との併用はできません。
3歳以下・65歳以上　無料（証明書の提示確認あり）
障がい者、付添1名：500円

観光施設 田淵行男記念館 長野県安曇野市豊科南穂高5078-2 料金割引 入館料お一人様につき100円割引 2名様まで

観光施設
日本電産サンキョー
オルゴール記念館すわのね

長野県諏訪郡下諏訪町５８０５ 料金割引
入館料割引
●大人　　1,000円　→　900円
●小中学生　　500円　→　450円

同伴者全員有効 ※他の割引券との併用はできません

観光施設 白樺湖畔　蓼科テディベア美術館 北佐久郡立科町芦田八ヶ野1522 料金割引

入館料割引
●高校生以上 　 1,400円　→　1,200円
●小・中学生 　 800円　→　　600円
●3歳以上 　300円　→　　200円

1グループ 他の割引との併用はできません。

観光施設 八ヶ岳サイクリング 茅野市湖東641-2 ドリンクサービス
レンタルバイク利用またはガイドツアー参加のお客様コーヒー無
料

1グループ
レンタルバイクやガイドツアーは予約を優先します。
ご予約の際に優待利用の旨をお伝えください。

観光施設
富士見台高原ロープウェイ
ヘブンスそのはら

長野県下伊那郡阿智村智里3731-4 料金割引
ロープウェイ往復券及びロープウェイ・リフト券
大人200円割引　小中学生100円割引

1回につき5名様まで有効

他割引券との併用不可
ナイトツアー及び雲海harborの利用不可
平成30年5月21日～7月6日、9月18日～10月5日の間は運休とな
ります
営業時間　9：00～16：30（ロープウェイのぼり最終16：00）

観光施設 北澤美術館 長野県諏訪市湖岸通り1-13-28 料金割引
入館割引
大人1000円⇒900円
中学生500円⇒400円

５名まで ほかの割引との併用はできません

観光施設 木曾くらしの工芸館 塩尻市大字木曽平沢２２７２－７ 料金割引 お買い物の合計金額より５％割引 1名から 他の割引との併用はできません。
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http://www.s-roman.sakura.ne.jp/
http://houro.net/
http://www.shigakogen.co.jp/
http://www.tirol.gr.jp/
http://tabuchi-museum.com/
http://www.nidec-sankyo.co.jp/museum/
http://www.nidec-sankyo.co.jp/museum/
http://www.1027.jp/
http://www.yatsugatakecycling.com/
http://www.mt-heavens.com/
http://www.mt-heavens.com/
http://kitazawamuseum.kitz.co.jp/
http://www.kiso.or.jp/


※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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『２０１８信州めぐりフリーパス』 　優待施設一覧

観光施設 蓼科高原 バラクライングリッシュ ガーデン 長野県茅野市北山栗平5047 料金割引 大人（高校生以上）入園料100円割引 5名様まで

１申込につき5名まで
その他割引との併用不可
精算後の適用不可
中学生以下入園無料

観光施設 富士見高原リゾート　八峯苑鹿の湯 長野県諏訪郡富士見町境12067 料金割引
天空の遊覧カート
通常価格1台2,100円（税込）⇒優待価格1台2,000円（税込）

お申し込み者（団体単位）
乗車台数分

18：00以降「星空のナイトカート」も運行しておりますので、
こちらも優待適用させていただきます。

観光物産 大雪渓酒造直営店　花紋大雪渓
長野県北安曇郡池田町大字会染
9642-2

料金割引 お買い物金額から5％割引 1グループ 他の割引券との併用は出来ません。

4 / 4 

http://barakura.co.jp/
http://happoen.jp/skycart.html
http://www.jizake.co.jp/

