『ウィンターパス2020 安比・八幡平エリア』 優待施設一覧表
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

宿泊

施設名

温泉ゲストハウス やすもり
(Onsen Guest House
Yasumori)

住所

岩手県八幡平市松尾寄木1-618-11
TEL 070-4462-6089
ﾒｰﾙ info.onseninn@gmail.com

最寄ＩＣ

西根IC
松尾八幡平IC

優待内容（見出し）

宿泊料金割引
宿泊特典

優待内容（詳細）

備考

※要予約（電話・メール・公式ＨＰ）
※チェックイン時にウィンターパス証明の提示をお願い致しま
①宿泊料金から1名様あたり100円割引
す。
②パノラマスキー場／下倉スキー場／安比高原スキー場のリフト割引券プレ ※小学生以上、１グループ最大５名様まで有効
ゼント
※他の割引やサービスとの併用不可
定休日：不定休

宿泊

天然温泉の宿
安暖庭（アンダンテ）

岩手県八幡平市松尾寄木1-590-339
TEL 0195-78-3477

西根IC
松尾八幡平IC

いこいの村岩手

岩手県八幡平市平笠24-1-4
TEL 0195-76-2161

宿泊

安比高原ログ・ハウス
森のなかまたち

岩手県八幡平市安比高原605-29
TEL 0195-73-5569
FAX 0195-63-3055
ﾒｰﾙ morinaka@appi-resort.com
Home Page 「安比高原 森のなかまたち」で
検索

松尾八幡平IC

宿泊

八幡平食の宿
ペンション パレット

岩手県八幡平市八幡平温泉郷
TEL：0195-78-2866
FAX：0195-78-3450

松尾八幡平IC

宿泊

【安比高原ペンション】
サンダーパパ

岩手県八幡平市安比高原605-35
TEL 0195－73－5241
ﾒｰﾙ thunderp@vega.ocn.ne.jp
Home Page 「安比高原サンダーパパ」で検
索

【安比高原ペンション】
リゾートイン・ミワ

岩手県八幡平市安比高原605-327
TEL 0195－73－6888
ﾒｰﾙ pension.miwa@m3.dion.ne.jp
Home Page 「安比高原リゾートイン・ミワ」で
検索

宿泊

宿泊

西根IC

松尾八幡平ＩＣ

松尾八幡平IC

料金割引

宿泊・割引特典

夕食時 グラスワインまたはソフトドリンク1杯サービス

・チェックイン時にウィンターパスの証明の提示をお願いしま
す。
・チェックイン15：00～
・チェックアウト～10：00

・チェックイン時・入浴受付の際、ウィンターパスの証明の提
示をお願いします。
・ご宿泊のお客さまに、八幡平リゾートスキー場と下倉スキー場の最安割引 ・宿泊予約について直接電話予約のみ対象。
券プレゼント
・日帰り入浴 営業時間
・夕食時 お酒又はソフトドリンク1本付
月･水～金10:00～20:00、日･祝 9:00～20：00、
・日帰り入浴 大人550円⇒400円
火 11:00～20：00、土・休前日10:00～15:00
(最終受付 20:00)

料金割引

【安比ドラ割トク増しプラン】 宿泊料より割引
ご宿泊料金割引（1泊2食プラン）
全日
大人（中学生以上）8,200円 ⇒ 7,700円
小学生・幼児
7,200円 ⇒ 6,700円

【安比ドラ割トク増しプラン】実施店
※要事前予約
電話予約が対象
各種旅行サイト（じゃらん等）経由の予約は対象外

料金割引

・ご宿泊室料 5％オフ
・八幡平リゾートスキー場と下倉スキー場の最安割引券プレゼント
・夕食時ソフトドリンクサービス

・チェックイン時にウィンターパスの証明の提示をお願いしま
す。
・チェックイン15：00～
・チェックアウト～10：00

宿泊特典

【安比ドラ割トク増しプラン】 宿泊料より割引
◆ 1泊2食付2名様以上 1泊1名に付 大人から小学生まで300円引き。
ドラ割申込確認メール画像orプリント提示で、1メールにつき乗車定員まで。
他割引きとの併用不可。
◆期間 12/7～27と1/6～4/6泊までの最大2連泊。

【安比ドラ割トク増しプラン】実施店
このプランは事前予約が必要です。
ドラ割申込確認メール画像（プリント）の提示が必要です。
じゃらんネットや楽天トラベル経由では使えません。
チェックイン 15：00～
チェックアウト ～10：00

宿泊特典

【安比ドラ割トク増しプラン】 宿泊料より割引
◆ 1泊2食付き2名様以上 1泊1名につき大人（中学生以上）300円引き。
小学生200円引き。 ドラ割申込確認メール画像orプリント提示で、1メールに
つき小学生以上全員。他割引との併用不可。
◆期間 12/6～27と1/6～4/5泊までの最大2連泊。
◆精算条件 現金
◆自社HP該当プラン 1泊2食付きスタンダードプラン（全部屋タイプ）

【安比ドラ割トク増しプラン】実施店
このプランは事前予約が必要です。
ドラ割申込確認メール画像（プリント）の提示が必要です。
チェックイン 15：00～
チェックアウト ～10：00

『ウィンターパス2020 安比・八幡平エリア』 優待施設一覧表
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

宿泊

岩手県八幡平市安比高原605－28
【安比高原ペンション】
TEL 0195－73－5904
ペンション グラシアス エスタ ﾒｰﾙ estaba@lily.ocn.ne.jp
Home Page 「安比高原グラシアスエスタバ」
バ
で検索

宿泊

【安比高原ペンション】
あるぺじお

岩手県八幡平市安比高原605－48
TEL 0195－73－5750
ﾒｰﾙ arpeggio@appi-resort.com
Home Page 「安比高原 あるぺじお」で検索

【安比高原ペンション】
スターダスト

岩手県八幡平市安比高原165-17
TEL 0195-73-5132
ﾒｰﾙ stardust@appi-yado.net
ＨomeＰeage 「安比高原スターダスト」で検
索

宿泊

【安比高原ペンション】
ペンション アーラワッカ

岩手県八幡平市安比高原165-11
TEL 0195-68-7732
FAX 0195-68-7742
ﾒｰﾙ aara-wakka@kph.biglobe.ne.jp
Home Page 「アーラワッカ」で検索

宿泊

【安比高原ペンション】
ペンション アサンギ

岩手県八幡平市安比高原605-21
TEL 0195-73-5939
FAX 0195-73-5165
ﾒｰﾙ asangi@mvh.biglobe.ne.jp
Home Page 「アサンギ」で検索

【安比高原ペンション】
ペンション アリス

岩手県八幡平市安比高原165-9
TEL 0915-73-5064
e-mail alice@appi-resort.com
ＨomeＰeage [安比高原アリスHP］で検索
facebook [安比高原アリスFB]で検索
リンク希望HP 自社HPAddress

宿泊

宿泊

ｈｔｔｐｓ://www.alice.appi-resort.com/

最寄ＩＣ

松尾八幡平IC

松尾八幡平ＩＣ

松尾八幡平ＩＣ

松尾八幡平IC

松尾八幡平IC

松尾八幡平IC

優待内容（見出し）

優待内容（詳細）

備考

【安比ドラ割トク増しプラン】 宿泊料より割引
◆ 1泊2食付2名様以上 1泊1名に付
大人（中学生以上） 500円引き。小学生200円引き。
ドラ割申込確認メール画像ｏｒプリント提示で、1メールに付 4名まで。他割
引きとの併用不可。
◆期間 12/6～26と1／6～4/5泊までの最大2連泊。
■現金のみの精算となります。

【安比ドラ割トク増しプラン】実施店
このプランは事前予約が必要です。
ドラ割申込確認メール画像（プリント）の提示が必要です。
チェックイン 15：00～
チェックアウト ～11：00

【安比ドラ割トク増しプラン】 宿泊料より割引
◆ご宿泊料金割引
大人（中学生以上） 10％オフ
他割引との併用不可。

【安比ドラ割トク増しプラン】実施店
・チェックイン時にウィンターパスの証明の提示をお願いしま
す。
・チェックイン15：00～
・チェックアウト～10：00

宿泊特典

【安比ドラ割トク増しプラン】 宿泊料より割引
◆ 1泊2食付2名様以上 1泊1名に付 大人（中学生以上） 500円引き。
ドラ割申込確認メール画像ｏｒプリント提示で、１メールに付 5名まで。他割
引きとの併用不可。
◆期間 12/7～27と1/6～4/6泊までの最大2連泊。

【安比ドラ割トク増しプラン】実施店
このプランは事前予約が必要です。予約の際「安比ドラ割トク
増しプラン」と申しつけください。
宿泊利用時に、ドラ割申込確認メール画像（プリント）の提示
が必要です。
チェックイン 15：00～
チェックアウト ～10：00

宿泊特典

【安比ドラ割トク増しプラン】安比高原アイスクリームプレゼント
ご宿泊人数分の安比高原アイスクリームをお付けします。
◆期間 2019/12/6～12/25、2020/1/6～4/6泊までの最大3連泊。
※連泊の場合でも、お一人につき安比高原アイスクリーム1つとなりますの
で、ご了承ください。

【安比ドラ割トク増しプラン】実施店
このプランは公式HPから該当プランの事前予約が必要です。
また、現地での、現金決済のみとなります。
※ドラ割申込確認メールの提示が必要です。
チェックイン: 15:00～
チェックアウト ～10:00

宿泊特典

【安比ドラ割トク増しプラン】安比高原アイスクリームプレゼント
ご宿泊人数分の安比高原アイスクリームをお付けします。
◆期間 2019/12/6～12/25、2020/1/6～4/6泊までの最大3連泊。
※連泊の場合でも、お一人につき安比高原アイスクリーム1つとなりますの
で、ご了承ください。

【安比ドラ割トク増しプラン】実施店
このプランは公式HPから該当プランの事前予約が必要です。
また、現地での、現金決済のみとなります。
※ドラ割申込確認メールの提示が必要です。
チェックイン: 15:00～
チェックアウト ～10:00

宿泊特典

【安比ドラ割トク増しプラン】 宿泊料より割引
◆ 1泊2食付2名様以上 1泊1名に付 大人（中学生以上） 600円～割
引、小学生300円～割引。朝食付割引プラン有り。
◆ ドラ割申込確認メール画像ｏｒプリント提示で、1メールに付 8名まで。他
割引きとの併用不可。
◆期間 12/20～28と1/4～3/31泊までの期間で最大2連泊。

【安比ドラ割トク増しプラン】実施店
ドラ割トク増しプランでアリスHPより事前予約が必要。
宿泊時にドラ割申込確認メール画像（プリント）の提示要。
チェックイン 15：00～ （AM8時から着替え・荷物お預かり
OK!)
チェックアウト ～10：00

宿泊特典

宿泊特典

『ウィンターパス2020 安比・八幡平エリア』 優待施設一覧表
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）

松尾八幡平IC

宿泊特典

【安比ドラ割トク増しプラン】
【安比ドラ割トク増しプラン】実施店
◆ ドラ割申込確認メール画像ｏｒプリント提示で、オリジナルグッズ プレゼン
このプランは事前予約が必要です。
ト。
ドラ割申込確認メール画像（プリント）の提示が必要です。
◆期間 12/20～27と1/6～4/5泊までの最大2連泊。

宿泊特典

【安比ドラ割トク増しプラン】 宿泊料より割引
◆１泊２食付２名様以上 １泊１名に付き ３００円割引（子供含む）
ドラ割申し込み確認メール画像orプリント提示で、１メールに付１台定員５名
様まで。ワゴン車の場合その定員まで。
◆期間 12/25～27と1/4～4/6泊まで

【安比ドラ割トク増しプラン】実施店
このプランは事前予約が必要です。
チェックイン 15:00～
チェックアウト ～10:00

松尾八幡平ＩＣ

宿泊特典

【安比ドラ割トク増しプラン】
◆ 1泊2食付2名様以上 のご予約で
①貸切露天風呂、1泊につき1回無料（通常40分1,000円税別）
②ミネラルウォータープレゼント（大人お一人様につき1本）
◆期間 １／6～４／6泊までの最大２連泊。

【安比ドラ割トク増しプラン】実施店
このプランは事前予約が必要です。
宿泊利用時に、ドラ割申込確認メール画像（プリント）の提示
が必要です。
チェックイン 15:00～
チェックアウト ～10:00

盛岡IC

宿泊割引

基本プランの１泊２食料金から10％引き
※ウインターパス期間中に限る
※電話での直接予約、公式HPからの予約に限る

・１泊につき５名様まで
・ご予約時にお申し出の場合に限る
（ご予約後にお申し出の場合は対象外）
・基本プラン以外のプランは対象外

料金割引

リフト5時間券＋食事券800円
大人 6,100円⇒4,800円
※1件につき5名様まで有効

優待期間
12/14～3/31
平日・土曜日
8:30～
日祝日・年末年始
8:00～
冬期営業期間中は無休

料金割引

リフト１日券 大人（高校生以上）
おとな 正価4,200円→優待3,700円（高校生以上）
シニア 正価3,500円→優待3,000円（満50才以上）
小学生 正価2,900円→優待2,400円

岩手県八幡平市安比高原605-33
宿泊

【安比高原ペンション】
TEL 0195－73－5166
ペンション アーベント倶楽部 ﾒｰﾙ kogen＠appi-abend.com
Home Page 「アーベント倶楽部」で検索

宿泊

【安比高原ペンション】
STEP

宿泊

【安比高原ペンション】
LA VISTA安比高原

宿泊

休暇村岩手網張温泉

スキー場

安比高原スキー場

岩手県八幡平市安比高原６６１－７
TEL 0195－73-5225
e-mail mail@appi-step.com
HomeＰeage [安比高原STEP]で検索

岩手県八幡平市安比高原605-30
(電話 0195-73-5301）
e-mail appi@dormy-hotels.com
ＨomeＰeage [LA VISTA安比高原で検索］
リンク希望HP 自社HPAddress
https://www.hotespa.net/hotels/appi/

岩手県岩手郡雫石町長山小松倉14-3

岩手県八幡平市安比高原
TEL 0195-73-5111

松尾八幡平IC

松尾八幡平IC

優待内容（詳細）

備考

営業期間 2019年12月21日～2020年3月22日（予定）
スキー場

八幡平リゾート

岩手県八幡平市松尾寄木1-509-1

松尾八幡平IC

営業時間
8：30～16：30
※他の優待特典との併用は出来ません
※未就学児は幼児券をご利用ください（割引対象外）

『ウィンターパス2020 安比・八幡平エリア』 優待施設一覧表
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
営業期間 2019年12月21日～2020年3月22日（予定）

雪の冒険王国「八幡平ウインターランド」
入場料 正価1,200円→優待1,000円（小学生以上）
スキー場

八幡平リゾート

岩手県八幡平市松尾寄木1-509-1

松尾八幡平IC

入場料割引
※ウインターランド内のソリ、エスカレーター利用可能
※ソリ以外はアイテム別に有料でのご利用となります。

スキー場

たざわ湖スキー場

秋田県仙北市田沢湖生保内字下高野732

スキー場

岩手高原スノーパーク

岩手県岩手郡雫石町長山岩手山22-362

スキー場

日帰り温泉

日帰り温泉

岩手高原スノーパーク

岩手県岩手郡雫石町長山岩手山22-362

アクティブリゾーツ岩手八幡平 岩手県八幡平市松尾寄木第一地割590-5

八幡平ハイツ

岩手県八幡平市松尾寄木1-590-4
TEL 0195-78-2121
FAX 0195-78-2041

盛岡IC

料金割引

盛岡IC

料金割引

盛岡IC

松尾八幡平IC

松尾八幡平IC

割引パック券

営業時間
10:00～15:30（予定）
※他の優待特典との併用は出来ません
※未就学児は幼児券をご利用ください（割引対象外）

リフト一日券 大人（高校生以上）正価4100円⇒優待3100円

リフト運行時間 平日9：00～16：00
土休日・年末年始8：30～16：00
優待期間12/20～3/31
※他の優待特典とは併用できません。
※小雪等の自然条件により優待期間が短縮する場合もあり
ます。

大人通常1日券（OPEN～17:00） 4,900円 → 4,400円
※1件につき５名様まで有効

優待期間 12/14～4/5
営業時間 8:30～21:00（金・土・祝前日22:00）

※他の優待特典との併用は出来ません

※冬期間中は無休

【50パック券】
リフト１日券＋食事・ドリンクがセットになったお得なパック券
6,300円 → 5,000円
※1件につき５名様まで有効
※他の優待特典との併用は出来ません

料金割引

日帰り入浴割引
大人1,000円⇒500円
小人（小学生）500円⇒250円

料金割引

日帰り入浴料割引
大人 630円 ⇒ 530円
子供 300円 ⇒ 200円

優待期間 12/14～4/5
営業時間 8:30～21:00（金・土・祝前日22:00）
※冬期間中は無休

営業時間 14：30～21：00（最終受付20：00）
バスタオル200円 フェイスタオル100円 レンタルあります。

営業時間
8:00～20:00（休前日は15:00）
（月・水・金の9:30～10:30は清掃の為利用不可）
定休日
無休

『ウィンターパス2020 安比・八幡平エリア』 優待施設一覧表
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

日帰り温泉

日帰り温泉

日帰り温泉

日帰り温泉

施設名

住所

八幡平市自然休養村なかや 岩手県八幡平市松尾寄木2-512
TEL 0195-78-3132
ま荘
FAX 0195-78-3380

道の駅雫石あねっこ（橋場温 岩手県岩手郡雫石町橋場坂本118-10
TEL 019-692-5577
泉）
FAX 019-691-2300

雫石プリンスホテル

休暇村乳頭温泉郷

岩手県岩手郡雫石町高倉温泉
TEL 019-693-1114
FAX 019-693-2336

秋田県仙北市田沢湖駒ヶ岳2-1

観光・物産・飲食

サラダファーム

岩手県八幡平市平笠2-6-333
TEL 0195-75-2500

観光・物産・飲食

八幡平サーキット
サンマリノグランプリ

岩手県八幡平市松尾寄木5－2－8
TEL 0195-78-4646

最寄ＩＣ

優待内容（見出し）

松尾八幡平IC

料金割引

盛岡IC

盛岡IC

料金割引

料金割引

優待内容（詳細）

備考

日帰り入浴料割引
大人
600円 ⇒ 540円
子供（小学生） 300円 ⇒ 270円

営業時間
10:00～21:00（21:00閉館）
定休日
年中無休

日帰り入浴料割引
大人
520円 ⇒ 420円
子供（小学生） 310円 ⇒ 210円

営業時間
温泉館 9:00～21:00(受付20:30まで)
物産館 8:30～18:00
※冬期間（12/2～3/31）は9:00～17:00
休館日
1/1、12月上旬(ﾒﾝﾃﾅﾝｽ作業のため休館予定。
詳しくはHP･電話にてご確認願います。)

日帰り入浴料割引（50%割引）
大人
620円 ⇒ 310円
子供（小学生） 310円 ⇒ 155円

営業時間
5:00AM～10:00AM
2:00PM～10:00PM
定休日
2019年12月1日（日）～12月12日（木）、
2020年4月1日（水）～4月10日（金）

盛岡IC

料金割引

日帰り入浴割引
大人（中学生以上） 600円⇒500円

日帰り入浴受付時間 11:00～17:00
バスタオルレンタル：310円
フェイスタオル販売：210円

西根IC

料金割引

『名物 あじたまのソフトクリーム』を50円引き

営業時間
たまご館 9:00～17:00
定休日
年中無休

松尾八幡平IC

料金割引

・一般レンタル走行料金 10%オフ

3月中旬頃オープン予定
(詳細はお問い合わせください)

『ウィンターパス2020 安比・八幡平エリア』 優待施設一覧表
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

観光・物産・飲食

小岩井農場まきば園

岩手県岩手郡雫石町丸谷地36-1

観光・物産・飲食

酒蔵 あさ開 地酒物産館

岩手県盛岡市大慈寺10-34

最寄ＩＣ

優待内容（見出し）

盛岡IC

料金割引

盛岡IC
盛岡南IC

粗品進呈
料金サービス

優待内容（詳細）

備考

・12/6～1/13 小岩井ウィンターイルミネーション
まきば園入場料割引：
大人（中学生以上）800円→400円、
子供（5歳～小学生）300円→150円。
※申込者含む5名まで。
・1/14～4/6 農場ソフトクリーム10％割引

ウィンターイルミネーション営業時間
15：30～20：00（土曜日21：00）
休園日12/31、1/1、2/25～3/6

燗にしてなお美味しい純米酒 300ml １本
有料試飲100円値引き

酒蔵見学 9:00～16:00 (15:30受付終了）
事前の予約をお願いします

『ウィンターパス2020』 ｻｰﾋﾞｽｴﾘｱ・ﾊﾟｰｷﾝｸﾞｴﾘｱ 優待一覧
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

鶴巣ＰＡ（上）

スナックコーナー

指定のお食事をご注文の方にホットコーヒー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

鶴巣ＰＡ（下）

スナックコーナー

指定のお食事をご注文の方にホットコーヒー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

長者原ＳＡ（上）

レストラン

お食事された方にコーヒー（ホット・アイス）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

長者原ＳＡ（下）

レストラン

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

前沢ＳＡ（上）

レストラン

お食事された方にホットコーヒー１杯サービス

東北道

前沢ＳＡ（下）

レストラン

お食事された方にドリンクバーサービス

東北道

北上金ヶ崎ＰＡ（上） スナックコーナー

ホットコーヒー50円引

東北道

北上金ヶ崎ＰＡ（下） スナックコーナー

ホットコーヒー50円引

東北道

紫波ＳＡ（上）

レストラン

お食事された方にホットコーヒー1杯サービス

東北道

紫波ＳＡ（下）

レストラン

ホットコーヒー50円引

東北道

矢巾PA（下）

フードコート
ショッピングコーナー

お食事された方/商品ご購入の方にホットコーヒー1杯サービス

『ウィンターパス2020』 ｻｰﾋﾞｽｴﾘｱ・ﾊﾟｰｷﾝｸﾞｴﾘｱ 優待一覧
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

東北道

滝沢PA（上）

フードコート

お食事された方に生たまご1個トッピングサービス

東北道

滝沢PA（下）

フードコート

お食事された方に生たまご1個トッピングサービス

東北道

岩手山ＳＡ（上）

レストラン
（レストラン工事中の場合は
フードコートの予定）

お食事された方にホットコーヒー1杯サービス

東北道

岩手山ＳＡ（下）

レストラン
（レストラン工事中の場合は
ベーカリーの予定）

お食事された方にホットコーヒー（ホット・アイス）1杯サービス

備考

