
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 鹿沢スノーエリア
群馬県吾妻郡嬬恋村村田代1017
（電話　0279-98-0611）

小諸IC 料金割引
大人1日リフト券
　500円引き
※3名様まで有効

【利用期間】
　12/1～4/7
※他の割引券との併用はできません。

スキー場 軽井沢スノーパーク
群馬県吾妻郡長野原町北軽井沢2032-16
（電話　0279-84-1227）

碓氷軽井沢IC 料金割引

大人１日券
　3500円→3000円
子供・シニア１日券（子供（4歳～小学生）　シニア（55歳以上））
　　2500円→2000円
※1グループにつき1回まで5名様有効

【利用期間】
　12/22～3/31
※ほかの割引券との併用はできません

スキー場 佐久スキーガーデン「パラダ」
長野県佐久市下平尾2681
TEL：0267-67-8100

佐久平スマート
IC

料金割引

1日リフト券＋お食事券（1,000円分）＋レンタル500円割引券
　大人　　　　　　5,200円→4,500円
　小人・シニア　4,200円→3,500円
※大人 ＝中学生以上、小人＝小学生以下、シニア＝55歳以上（要証明）
※レンタル割引券は手ぶらセット、スキー3点セット、ボード2点セット、ウェ
アのいずれかを1日料金から割引
※大人・シニアの1日リフト券と引き換えで「平尾温泉みはらしの湯」の大人
入浴料200円引き
※1回につき5名様有効

【営業時間】
　8:30～16:30
【営業期間】
　2018年12月21日～2019年3月24日予定
※他の割引券との併用不可

スキー場 軽井沢プリンスホテルスキー場 長野県北佐久郡軽井沢町軽井沢 碓氷軽井沢ＩＣ 料金割引

リフト1日券・4時間券
　300円引き
※5名様まで利用可
※小学生までリフト代無料になります。
※シニア料金は55歳以上。年齢が確認できるものが必要です。

【営業期間】
　11/3～3/31
【定休日】
　無休
※軽井沢はオートゲートシステムのため、リフト券（キー
カード）の保証金500円をお預かりさせていただきます。返
却時はご返金いたします。
※他の割引券との併用不可。
※除外日：12/29～1/4・2/9～2/10はご利用いただけませ
ん。

スキー場 湯の丸スキー場 長野県東御市湯の丸高原1270
小諸IC

東部湯の丸IC
料金割引

リフト1日券 500円引き
　大人1日券　4,000円→3,500円
　子供1日券　2,500円→2,000円
シニア(60歳以上)1日券　3,000円→2,500円

【営業時間】
　8：30～16：30
【定休日】
　無休
※有効期間12/23～3/21

日帰り温泉
温泉コミュニティセンター
道の駅　御牧乃湯

長野県東御市布下35-4 東部湯の丸IC 料金割引
レンタルタオル無料
※1回につき1グループ5名まで利用可能
※1回券・回数券利用のお客様のみ利用可能

【営業時間】
 10：00～21：00
【定休日】
毎月第三木曜日

日帰り温泉 湯楽里館 長野県東御市和3875 東部湯の丸IC 料金割引
レンタルタオル無料（通常300円）
※フロントにてご提示で、1グループ全員が対象

【営業時間】
  12月～2月　10：30～21：00
  3月～4月　　10：00～22：00
【定休日】
　毎月第3水曜日
※2019年1月15日～約1か月改修工事のため休館します。
　事前に確認をお願いします。

『ウィンターパス2018-2019 菅平・軽井沢エリア』 優待施設一覧表

http://www.kazawa.com/snow/
https://presidentresort.jp/snowpark.html
https://www.saku-parada.jp/
http://www2.princehotels.co.jp/ski/karuizawa/
http://www.yunomaru.co.jp/
http://www.tomi-kosya.com/mimakinoyu/mimakinoyu.html
http://www.tomi-kosya.com/mimakinoyu/mimakinoyu.html
http://tomi-kosya.com/yurari/
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『ウィンターパス2018-2019 菅平・軽井沢エリア』 優待施設一覧表

観光・物産・飲食 上田市観光会館
長野県上田市大手2‐8‐4
（電話0268-25-4403）

上田菅平ＩＣ プレゼント 上田の銘菓を1つ（160円相当）プレゼント

【営業時間】
　9:30～18:00
【定休日】
　無休
※年末年始は開館時間が変更になる場合がございますの
で、
   お越しの際は事前にご確認をお願いします。

観光・物産・飲食 ゆきむら夢工房
長野県上田市真田町長6090-1
（電話0268-72-2204）

上田菅平ＩＣ プレゼント 上田の銘菓を1つ（160円相当）プレゼント

【営業時間】
　8:30～17:15
【定休日】
　年末年始

観光・物産・飲食 ブライダルサロンオリオン
長野県北佐久郡軽井沢町軽井沢１０６０－
３９

碓氷軽井沢IC 料金割引

お手軽フォトプランセット（室内）
　　平日21,600円⇒15,120円、土日祝日24,840円⇒19,872円
お手軽フォトプランセット（ガーデン）
　　平日34,560円⇒24,192円、土日祝日41,040円⇒32,832円
※上記料金にはお2人の衣裳、ヘアメイク（女性）、撮影料、フォトフレー
ム、撮影データ10カット以上が含まれています。

【営業時間】
　10:00～18:00 ※最終受付16:00
【定休日】
　火曜日

観光・物産・飲食
軽井沢・プリンスショッピングプ
ラザ

長野県北佐久郡軽井沢町軽井沢
（電話　0267-42-5211）

碓氷軽井沢ＩＣ 駐車場無料
駐車場1日無料サービス
※インフォメーションにて、駐車券をご持参のうえ「申込完了メール」を印刷
したものまたはメールの画面をご呈示ください。

http://www.ueda-cb.gr.jp/member/00_conventionshop.html
http://uedaguide.naganoblog.jp/e1662364.html
https://www.photorait.net/studio/200541/plan
http://www.karuizawa-psp.jp/
http://www.karuizawa-psp.jp/
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関越道 三芳ＰＡ（上） 『ＣＵＴＥ　ＣＲＥＡＭ』 クレミアソフトクリーム（バニラ）　50円引き（500円⇒450円） 提示につき、1名さまのみ有効

関越道 三芳ＰＡ（下） 『うまいもの茶屋』 小江戸川越だんご（醤油120円）を1本無料サービス（9～18時）
提示につき、1名さまのみ有効
品切れの場合は同等の代替え品にて対応

関越道 高坂ＳＡ（上） 『スナック・ラリー』 ホットコーヒー　100円引き 提示につき、1名さまのみ有効

関越道 高坂ＳＡ（下） ショッピングコーナー
ショッピングコーナーにてスキーリフト券をご購入のお客さまに、ガムのプレ
ゼント

提示につき、1名さまのみ有効
スキーリフト券販売終了とともに終了となります

関越道 嵐山ＰＡ（上） 屋外特設販売 ホットコーヒー　50円引き 提示につき、1名さまのみ有効

関越道 嵐山ＰＡ（下） ショッピングコーナー ホットコーヒー　50円引き 提示につき、1名さまのみ有効

関越道 上里ＳＡ（上） 『ＳＮＡＣＫ ＳＴＡＮＤ』 ソフトクリーム（バニラ）　50円引き 提示につき、1名さまのみ有効

関越道 上里ＳＡ（下） フードコート『どんぶり屋』
ホットコーヒーまたは、アイスコーヒーを100円に値下げ
・ホットコーヒー　通常200円を100円
・アイスコーヒー　通常250円を100円

提示につき、1名さまのみ有効

圏央道 菖蒲ＰＡ（集約） 『イロドリカフェ』 ホットコーヒー（ブラジル　イタリアン）　50円引き 他のサービスとの併用は不可

『ウィンターパス2018-2019』 ｻｰﾋﾞｽｴﾘｱ・ﾊﾟｰｷﾝｸﾞｴﾘｱ 優待一覧　
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上信越道 甘楽ＰＡ（上） ショッピングコーナー セルフ式ホットコーヒー（150円）　50円引き 提示につき、1名さまのみ有効

上信越道 甘楽ＰＡ（下） ショッピングコーナー セルフ式ホットコーヒー（150円）　50円引き 提示につき、1名さまのみ有効

上信越道 横川ＳＡ（上） レストラン お食事のお客さまにコーヒー１杯サービス 提示につき、1名さまのみ有効

上信越道 横川ＳＡ（下） レストラン お食事のお客さまにコーヒー１杯サービス 提示につき、1名さまのみ有効

上信越道 東部湯の丸ＳＡ（上） レストラン　BENIYA お食事のお客さまにソフトドリンク１杯サービス 提示につき、1名さまのみ有効

上信越道 東部湯の丸ＳＡ（下） レストラン お食事のお客さまにソフトドリンク１杯サービス 提示につき、1名さまのみ有効

東北道 蓮田ＳＡ（下） 『川越パターテ ドルチェ』 クレープ各種ご注文のお客さまに揚げニョッキサービス ・提示につき、1名さまのみ有効

東北道 羽生ＰＡ（下） 『美彩屋』 ソフトクリーム類　50円引き(350円→300円) ・提示につき、1名さまのみ有効

東北道 佐野SA（上） レストラン お食事のお客さまにコーヒー１杯サービス ・提示につき、1名さまのみ有効

東北道 佐野SA （下） レストラン ドリンクバーを410円(税込)→200円(税込)で販売
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常磐道 守谷SA㊤ インフォメーション 入浴剤（1個）プレゼント
ウインターパス2018-2019期間中先着50名様限りとなります。
引換時間　8：00～20：00

常磐道 守谷SA㊦ インフォメーション 入浴剤（1個）プレゼント
ウインターパス2018-2019期間中先着50名様限りとなります。
引換時間　7：00～19：00

常磐道 友部SA㊤ インフォメーション 入浴剤（1個）プレゼント
ウインターパス2018-2019期間中先着50名様限りとなります。
引換時間　8：30～19：00

常磐道 友部SA㊦ インフォメーション 入浴剤（1個）プレゼント
ウインターパス2018-2019期間中先着50名様限りとなります。
引換時間　7：30～18：00


