
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 ハンターマウンテン塩原 栃木県那須塩原市湯本塩原字前黒 西那須野塩原IC 料金割引

リフト券1日券＋お食事券（1,000円分）
　大人　5,700円→5,400円
　子供　4,700円→4,400円
※大人＝中学生以上、子供 ＝ 小学生
※1件につき5名様まで有効

【営業時間】
　平日8：30～16：30
　土日祝：8：00～16：30
※1月末まで及び4月以降は16：00終了。
※他の割引との併用不可

スキー場 マウントジーンズ那須 栃木県那須郡那須町大字大島
那須高原スマー

トIC
料金割引

リフト券1日券＋施設利用券（1,000円分）
　大人　　5,400円→4,900円
　子供　　4,500円→4,000円
　シニア　5,000円→4,500円
※大人＝中学生以上、子供 ＝ 小学生、シニア＝55歳以上（要提示）
※1件につき5名様まで有効

【営業時間】
　8：30～16：30
※2/1までは16：00終了。
※他の割引との併用不可

スキー場 那須温泉ファミリースキー場
栃木県那須郡那須町湯本字那須岳国有林
内
(電話　0287-76-2567）

那須IC 料金割引

大人（中学生以上）　1日リフト券
　 平日　1,800円→1,300円
　 休日　3,000円→2,500円
子供（小学生以上）　1日リフト券
　 平日　1,200円→700円
　 休日　2,000円→1,500円
※1件につき5名様まで有効

【営業時間】
　平日　9：00～16：00
　休日（土・日・祝日）　8：30～16：00
【除外日】
　12/29～1/3

スキー場 エーデルワイススキーリゾート 栃木県日光市川治温泉高原鶏頂山 西那須野塩原IC 料金割引

リフト券1日券＋お食事券（1,000円分）
【平日】大人　4,800円→4,300円
　　　　 子供　3,200円→2,700円
【土日祝】大人　5,400円→4,900円
　　　　　　子供　3,600円→3,100円
※大人＝中学生以上、子供 ＝3才以上
※12/29から1/4までは土日祝扱い
※1件につき5名様まで有効

【営業期間】
　12/22～3/31（予定）
【営業時間】
　8：30～16：10
※他の割引との併用不可

スキー場 会津高原だいくらスキー場
福島県南会津郡南会津町針生字昼滝山
857-150

西那須野塩原IC 料金割引

1日リフト券
　大人（中学生以上） 　4,000円→3,500円
　ミドル（50歳～59歳）　3,500円→3,000円
　シニア（60歳以上）　　3,000円→2,500円
　子供（小学生以上） 　2,500円→2,000円
※1件につき5名様まで有効
※割引適用期間　12/23～3/24

【営業期間】
　12/22～3/31（予定）
【営業時間】
　平日8：30～16：00　土日祝：8：00～16：30
※他の割引との併用不可

スキー場 会津高原高畑スキー場
福島県南会津郡南会津町大桃字一の間々
20-3

西那須野塩原IC 料金割引

1日リフト券＋食事券（1,000円分）
　大人（中学生以上）　5,200円→4,700円
　シニア（60歳以上）　 4,500円→4,000円
　こども（小中学生）　  3,500円→3,000円
※1件につき5名様まで有効

【営業期間】
　12/22～3/24（予定）
【営業時間】
　8：30～16：00
※他の割引との併用不可
※2月6日（水）以降、毎週水曜日は定休日となります。

『ウィンターパス2018-2019 那須・塩原エリア』 優待施設一覧表

https://www.hunter.co.jp/
http://www.mtjeans.com/
http://familyskiresort-nasu.com/
http://edelsnow.com/
http://daikura.net/
http://www.takahata-ski.net/
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『ウィンターパス2018-2019 那須・塩原エリア』 優待施設一覧表

スキー場 会津高原南郷スキー場 福島県南会津郡南会津町界字湯ノ入293 西那須野塩原IC 料金割引

1日券
　大人（高校生以上）　4,000円　→　3,500円
　小人（中学生まで）　 2,500円　→　2,000円
　シニア（50歳以上）　 3,200円　→　2,700円
※1回につき　5名様まで有効

【営業期間】
　12/22～3/31（予定）
【定休日】
　12/25～27、1/16～3/24までの毎週水・木曜日
　3/25～29
【営業時間】
　8：30～16：00
イベントナイター開催　1/12・13　2/9・10
ナイター開催時間　17：00～20：30
※他の割引併用不可

スキー場 グランディ羽鳥湖スキーリゾート 福島県岩瀬郡天栄村羽鳥湖高原
那須高原スマー

トIC
料金割引

リフト券1日券＋お食事券（1,000円分）
　【平日】大人　4,500円→3,800円
　　　　　 小人　3,000円→2,700円
　【土日祝】大人　5,300円→4,600円
　　　　　　  小人  3,500円→3,200円
※大人＝中学生以上、小人 ＝小学生以下
※12/28から1/3は土日祝扱い
※1件につき5名様まで有効

【営業期間】
　12/22～3/24（予定）
【営業時間】
　8：30～16：30
※他の割引との併用不可

http://www.nango-ski.com/
http://hatoriko.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。

道路名 エリア名 コーナー・テナント名 特典内容 備考

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

東北道 都賀西方ＰＡ（上） フードコート ホットコーヒー150円を100円（50円割引き）にて販売

東北道 上河内SA（上） フードコート ホットコーヒー100円引き（通常200円→100円）

東北道 上河内SA（下） ホットデリコーナー セルフ式販売コーヒー　通常150円のところ30円割引の120円にて販売

東北道 矢板北PA（上） フードコート お食事の方にコーヒーを1杯サービス
・提示につき、1名さまのみ有効
・他のサービスとの併用は不可

東北道 矢板北PA（下） フードコート ホットコーヒー50円引きサービス

『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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東北道 那須高原ＳＡ（上） フードコート（Nasu café ) セルフ式ホットコーヒー通常価格150円（税込）を、1杯100円（税込）で販売。
Nasu café の営業時間ＡＭ7：00～ＰＭ21：00ですが、フードコートにて
24時間対応。

東北道 那須高原SA（下） 
フードコート
高原カフェ

ホットコーヒー（通常価格M380円/S300円）50円引き

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

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

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
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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


