
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

宿泊
ファミリーロッジ旅籠屋
軽井沢店

長野県北佐久郡軽井沢町長倉1507-1
TEL 0267-45-8838

碓氷軽井沢IC 記念品プレゼント 特製ミニタオルプレゼント ※有料宿泊者人数分

宿泊 ホテル尖石
長野県茅野市豊平1616
TEL 0266-72-6844

八千穂高原IC 料金割引
【宿泊料金の割引】
1名様につき400円割引

宿泊
カナディアンログコテージ
TAKITARO

長野県安曇野市穂高有明8953
TEL 0263-81-5901

坂城IC 記念品プレゼント 地元のハーフワイン1本プレゼント ※1回につき1グループまで

宿泊 ゲストハウス　クロイツェル
長野県茅野市北山４０２６番地１２０８
東急リゾートタウン内
TEL 0266-60-2001

佐久IC
マシュマロ焼き

サービス
夕食後暖炉で焼きマシュマロサービス　到着時ワンドリンクサービス。女
性の方にラベンダーのサシェプレゼント

【営業時間】24時間
【チェックイン/チェックアウト】15：00/10：00
【定休日】12月31日から1月2日

スキー場 菅平高原スノーリゾート
長野県上田市菅平高原
TEL 0268-74-2137

上田菅平IC 料金割引

【リフト1日券】
(大人)  4,800円→4,200円  ※高校生以上
(小人)  2,800円→2,500円  ※小学生
(中学生)  3,800円→3,400円
(シニア)  3,800円→3,400円  ※60歳～69歳
(グランドシニア)  3,300円→2,800円  ※70歳以上

シーズン中は無休
・中学生・シニア・グランドシニアは要証明
・別途500円の保証金が必要
・他の割引券との併用はできません

スキー場 菅平スキーハウス
長野県上田市菅平高原1223
TEL 0268-74-2158

上田菅平IC 料金割引 レンタルグッズ料金割引
【営業時間】8:00～16：00
年末年始は除く

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）】
(大人) 5,400円→4,700円
(小人・シニア) 4,300円→3,600円
※大人：高校生以上、小人：中学生以下、シニア：55歳以上（要証
明）

【営業時間】8:30～16:30
【定休日】シーズン中無休
※1回につき5名様有効
※他の割引券との併用不可

スキー場
軽井沢スノーパーク
（プレジデントリゾート軽井沢）

群馬県吾妻郡長野原町北軽井沢
2032-16
TEL 0279-84-1227

碓氷軽井沢IC 料金割引

【リフト1日券】
(大人)  3700円→3200円
(子供)  2700円→2200円
(シニア)  2700円→2200円
※子供：4歳～小学生、シニア：60歳以上

【利用期間】
　12/21～3/29
1グループ5名様までご利用いただけます。
※ほかの割引券との併用はできません。

スキー場 八千穂高原スキー場
長野県南佐久郡佐久穂町千代里2093
TEL 0267-88-3866

八千穂高原IC
（佐久小諸JCT

経由）
料金割引

【リフト1日券+お食事　パック券】
(大人)  4800円→3800円
(高校生・ミドル・シニア)  3800円→2800円
　　　※食事券は平日1300円分／土日祝800円分となります

【リフト1日券+レンタル　パック券】
(大人)平日  7000円→6000円
(大人)土日祝  7500円→6500円
(高校生・ミドル・シニア)平日  6000円→5000円
(高校生・ミドル・シニア)土日祝  6500円→5500円
　　　※レンタルはスキーセットもしくはボードセットのみとあります

【リフト1日券+半日レッスン　パック券】
(大人)平日  7500円→6500円
(大人)土日祝  8000円→7000円
(高校生・ミドル・シニア)平日  6500円→5500円
(高校生・ミドル・シニア)土日祝  7000円→6000円
　　　※レッスンは初中級までのグループレッスンとなります

1グループにつき、1回まで5名さま有効
※ほかの割引券との併用はできません

日帰り温泉 真田温泉 ふれあいさなだ館
長野県上田市真田町長7369-1
TEL 0268-72-2500

上田菅平IC タオル無料貸出し 入浴料金をお支払いの方にレンタルタオル無料貸出し
【営業時間】10:00～21:30
【定休日】火曜日（祝日の場合は変更あり）

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
TEL 0268-72-2204

上田菅平IC 記念品プレゼント 上田の銘菓を1つ（160円相当）プレゼント 年末年始（12/29～1/3）は休日

観光・物産・飲食 上田市観光会館
長野県上田市大手2-8-4 上田市観光
会館2階
TEL 0268-25-4403

上田菅平IC 記念品プレゼント 上田の銘菓を1つ（160円相当）プレゼント 年末年始は営業時間にご注意ください
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観光・物産・飲食
白樺湖畔
蓼科テディベア美術館

長野県北佐久郡立科町芦田八ヶ野
1522
TEL 0267-55-7775

佐久IC 料金割引

【入館料の割引】
(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

【営業時間】
9:30～17:00 （16:30受付終了）（11月～3月）
9:00～18:00 （17:30受付終了）（4月）
【定休日】毎週火曜日（11月のみ）
※1回につき1グループ

観光・物産・飲食 軽井沢ARTBOX
長野県北佐久郡軽井沢町軽井沢467-
21
TEL 0267-42-0381

碓氷軽井沢IC 料金割引 全品10％OFF
【営業時間】9:00～19:00
【定休日】火曜日

観光・物産・飲食 沢屋ジャムファクトリー
長野県北佐久郡軽井沢町発地2785番
地108
予約TEL：0267-46-2400

碓氷軽井沢IC 記念品プレゼント

ジャム作り体験＆工場見学ご利用の方に、沢屋オリジナルポストカード
をプレゼント。
■ジャム作り体験教室＆工場見学　（※ご予約制）
　　料金：お一人様2,800円（大人/子供共通）
　※2名様以上でのご予約承ります。（ご予約は前日お昼迄）

【営業時間】コースにより体験時間は異なる
【定休日】日曜日（一部体験コースは火曜日も定休）
※ジャム作り体験および工場見学された方

観光・物産・飲食 軽井沢千住博美術館
長野県北佐久郡軽井沢町長倉815
TEL  0267-46-6565

碓氷軽井沢IC 料金割引
【入館料の割引】
(一般) 1,200円→1,100円
(学生) 800円→700円

【営業時間】9:30～17:00 （入館は16:30まで）
【定休日】
火曜日（祝日の場合は開館）12月26日～2月 休館

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
TEL 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。

【営業時間】10:00～19:00
※季節のより営業時間の変動あり
※バス専用（大型車）駐車場は対象外となります。

観光・物産・飲食 京風　しなの料理　きよみず
長野県茅野市米沢3846‐4
TEL 0266‐75‐0807

八千穂高原IC デザートサービス お食事をされた方に、本日のプチ甘味サービス

【営業時間】
昼食　11:30～15:00 14:00(LO)
夕食　17:30～20:30(LO)
※平日の夕食は完全予約制
※1回につき1グループまで

観光・物産・飲食
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
TEL 0266-77-2019

八千穂高原IC 料金割引
【入園料の割引】
(大人) 100円引き
※大人：高校生以上

【営業時間】
【11月～3月】9:30～17:00
【4月～9月】9:00～18:00
※天候等により休園の場合あり

観光・物産・飲食 山下清・放浪美術館
長野県茅野市ちの2764-3
TEL 0266-72-9908

佐久IC 料金割引
【入館料の割引】
(大人)  800円→700円  ※高校生以上
(子ども)  400円→300円  ※小・中学生

【営業時間】
　【4月～9月】9：30-18：00
　【10月～3月】9：30-17：00

観光・物産・飲食 田淵行男記念館
長野県安曇野市豊科南穂高5078-2
TEL 0263-72-9964

坂城IC 料金割引
【入館料の割引】
(大人)  310円→200円
※大人：高校生以上

【営業時間】9:00～17:00
【定休日】月曜日 （祝日の場合はその翌日）
　　　　　　祝日の翌日
※臨時休館あり

観光・物産・飲食 安曇野市豊科近代美術館
長野県安曇野市豊科5609-3
TEL 0263-73-5638

坂城IC 記念品プレゼント オリジナルポストカードプレゼント

【営業時間】9:00～17:00 （最終入館は16:30）
【定休日】月曜日
　　　　　　祝日の翌日
※1名につき1枚

観光・物産・飲食
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

坂城IC 記念品プレゼント オリジナルグッズ(非売品)　おひとつプレゼント
【営業時間】9:00～17:00
※1名様限定

https://1027.jp/
https://1027.jp/
http://artbox.jp/
https://www.sawaya-jam.com/factory.html
https://www.senju-museum.jp/
http://www.karuizawa-psp.jp/
http://www.karuizawa-psp.jp/
http://wasyokukiyomizu.web.fc2.com/
https://barakura.co.jp/
https://barakura.co.jp/
http://houro.net/index.html
http://azumino-bunka.com/facility/tabuchi-museum/
http://www.azumino-museum.com/
http://www.jizake.co.jp/store.html
http://www.jizake.co.jp/store.html
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関越道 三芳PA㊤ 新井園本店 1000円以上お買い上げのお客さまにペットボトルのお茶（350ｍｌ）１本プレゼント 提示につき、1名さまのみ有効

関越道 三芳PA㊦ うまいもの茶屋 「小江戸川越だんご」を1本プレゼント
・品切れの場合は同等の代替え品にて対応
・提示につき、１名さまのみ有効

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

関越道 高坂SA㊦ レストランコーナー
お食事をされたお客さまに「キューピーコーワ ゴールドドリンク（50ml）」を
1本プレゼント

期間中、先着50名さま
時間　7：00～19：00
提示につき、1名さまのみ有効

関越道 嵐山PA㊤ テイクアウトコーナー 「ホットコーヒー」を50円引き 提示につき、1名さまのみ有効

関越道 嵐山PA㊦ 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 寄居PA㊦ テイクアウトコーナー 「ホットコーヒー」を50円引き 提示につき、1名さまのみ有効

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

関越道 上里SA㊦ ショッピングコーナー 「ホットコーヒー」を100円引き 提示につき、1名さまのみ有効

関越道 駒寄PA㊤ ショッピングコーナー 「ホットコーヒー」を50円引き 提示につき、1名さまのみ有効
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関越道 駒寄PA㊦ テイクアウトコーナー 「ソフトクリーム」を50円引き 提示につき、1名さまのみ有効

関越道 赤城高原SA㊤ レストラン お食事を1000円以上されたお客さまにドリンク1杯無料サービス 提示につき、1名さまのみ有効

関越道 赤城高原SA㊦ レストラン お食事をされたお客さまに「ホットコーヒー」を1杯サービス 提示につき、4名さままで有効

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

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

北関東道 太田強戸PA 「ヨリミチカフェ」 「ホットコーヒー（ブラジル・アメリカン）」を50円引き 提示につき、1名さまのみ有効

圏央道 狭山PA(外) テイクアウトコーナー 「ホットコーヒー」を50円引き 提示につき、1名さまのみ有効

圏央道 菖蒲PA イロドリカフェ 「ホットコーヒー（イタリアン・アメリカン）」を50円引き
他のサービスとの併用は不可
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
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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㊤ MOMI＆TOY'S・（株）アルデゴ 「クレープ」を50円引き 提示につき、1名さまのみ有効

東北道 蓮田SA㊦ 川越パターテ　ドルチェ
「河越抹茶タピオカドリンク」、「河越ほうじ茶タピオカドリンク」をご注文のお客さま
に
ミニバニラソフトクリームをカップで1個無料サービス。

提示につき、1名さまのみ有効

東北道 羽生PA㊦ 美彩屋 ソフトクリーム類を50円引き 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418円(税込)→200円(税込)で販売 提示につき、1名さまのみ有効

常磐道 守谷SA㊤ インフォメーション 入浴剤（1個）またはハンドタオル（1枚）プレゼント
ウインターパス2020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）またはハンドタオル（1枚）プレゼント
ウインターパス2020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）またはハンドタオル（1枚）プレゼント
ウインターパス2020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）またはハンドタオル（1枚）プレゼント
ウインターパス2020期間中先着50名様限りとなります。
引換時間　7：30～18：00


