
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 国民宿舎　竜山荘
山形県山形市蔵王温泉938-4
TEL　023-694-9457

山形蔵王IC
山形上山IC

宿泊特典
・夕食時ワンドリンクサービス
　（アルコールまたはソフトドリンク）

チェックイン時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～

宿泊 ペンション ビートル
山形県上山市小倉字大森1968-47
TEL　023-673-1651
FAX 023-673-1651

山形蔵王IC
山形上山IC

料金割引
・宿泊料より割引
　１泊2食付2名様以上 1泊1名につき300円引き（子供含む）

事前予約が必要
じゃらんNETなどの予約サイト経由の予約は対象外。
2/8～10、2/22・23は除外日

宿泊 ペンションぼくのうち

山形県山形市蔵王温泉904
TEL　023-694-9542
e-mail  bokunouchi@gmail.com
HomePage　「ぼくのうち　蔵王温泉」で検索

山形蔵王IC
山形上山IC

宿泊特典

【蔵王ドラ割トク増しプラン】　宿泊料より割引
◆1泊2食付き2名以上　1泊1名につき
　大人（中学生以上）　300円引き
　小人（小学生以下）　200円引き
　ドラ割申込確認メールの画面提示 or 印刷したものを提示
　1メールにつき4名まで
　他割引との併用不可
◆年末年始を除く（2019/12/28～2020/1/5）
■現金のみの精算

【蔵王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面（印刷したもの）の提示が必要で
す。
予約はTEL or メールのみ
チェックイン 15：00～
チェックアウト ～11：00

宿泊 和歌の宿 わかまつや
山形県山形市蔵王温泉951-1
TEL 023-694-9525
FAX 023-694-9516

山形蔵王IC
山形上山IC

宿泊特典 ・夕食時ワンドリンクサービス
・チェックイン時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 深山荘　高見屋
山形県山形市蔵王温泉54
TEL 023-694-9333
FAX 023-694-2166

山形蔵王IC
山形上山IC

宿泊特典
・リフト1日券　5000円⇒4700円
・売店10％割引

宿泊 タカミヤビレッジ　ホテル樹林
山形県山形市蔵王温泉上ノ台814
TEL 023-694-9511
FAX 023-694-9517

山形蔵王IC
山形上山IC

宿泊特典
・リフト1日券　5000円⇒4700円
・売店10％割引

宿泊 たかみや瑠璃倶楽リゾート
山形県山形市蔵王温泉三度川1118-7
TEL 023-694-2520
FAX 023-694-2521

山形蔵王IC
山形上山IC

宿泊特典
・リフト1日券　5000円⇒4700円
・売店10％割引

宿泊 名湯舎　創
山形県山形市蔵王温泉48
TEL 023-666-6531
FAX 023-666-6532

山形蔵王IC
山形上山IC

宿泊特典
・リフト1日券　5000円⇒4700円
・売店10％割引

宿泊 ホテルハモンドたかみや
山形県山形市蔵王温泉上ノ代94-1
TEL 023-694-2121
FAX 023-694-2141

山形蔵王IC
山形上山IC

宿泊特典
・リフト1日券　5000円⇒4700円
・売店10％割引

『ウィンターパス2020 蔵王エリア』 優待施設一覧表

http://www.ryuzanso-zao.com/
http://www.beetle-net.com/
http://bokunouchi.com/
http://www.wakamatuya.co.jp/
https://www.zao.co.jp/takamiya/
https://www.zao.co.jp/jurin/
https://www.zao.co.jp/rurikura/
https://www.meitoya.com/
https://www.zao.co.jp/hammond/index.html
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宿泊 ホテルルーセント　タカミヤ
山形県山形市蔵王温泉942
TEL 023-694-9135
FAX 023-694-9519

山形蔵王IC
山形上山IC

宿泊特典
・リフト1日券　5000円⇒4700円
・売店10％割引

宿泊 ホテル　喜らく
山形県山形市蔵王温泉935-25
TEL 023-694-2222
FAX 023-694-9162

山形蔵王IC
山形上山IC

宿泊特典
・リフト1日券　5000円⇒4700円
・夕食時グラスワイン1杯サービス

宿泊 源泉湯宿　蔵王プラザホテル
山形県山形市蔵王温泉2
TEL 023-694-9111
FAX 023-694-9345

山形蔵王IC
山形上山IC

宿泊特典
・リフト1日券　5000円⇒4700円
・売店1000円以上お買い上げで5%割引

宿泊 最上高湯 善七乃湯
山形県山形市蔵王温泉825
TEL 023-694-9422
FAX 023-694-9415

山形蔵王IC
山形上山IC

宿泊特典 ・館内利用券お1人様　500円分プレゼント

宿泊 吉田屋　旅館
山形県山形市蔵王温泉13
TEL 023-694-9223
FAX 023-694-9404

山形蔵王IC
山形上山IC

宿泊特典 ・リフト1日券　5000円⇒4700円 アーリーチェックイン 12時～

宿泊 季の里
山形市蔵王温泉1271-1
TEL 023-694-2288
FAX 023-694-2287

山形蔵王IC
山形上山IC

宿泊特典 ・館内利用券お1人様　300円券プレゼント

宿泊 おおみや旅館
山形市蔵王温泉46
TEL 023-694-2112
FAX 023-694-2115

山形蔵王IC
宿泊特典

・蔵王四季のホテル・蔵王国際ホテルの湯めぐり無料
・売店で3000円（税別）以上お買い上げの方にオリジナルグッズプレゼント
・チェックイン前・チェックアウト後のご入浴・お荷物お預かり無料
・蔵王温泉スキー場 リフト引換券　割引販売
　1日券　5000円⇒4500円
　2日券　9600円⇒8800円
　3日券　13800円⇒12800円

宿泊 蔵王四季のホテル
山形市蔵王温泉1272
TEL 023-693-1211
FAX 023-693-1213

山形蔵王IC
宿泊特典

・おおみや旅館・蔵王国際ホテルの湯めぐり無料
・売店で3000円（税別）以上お買い上げの方にオリジナルグッズプレゼント
・チェックイン前・チェックアウト後のご入浴・お荷物お預かり無料
・蔵王温泉スキー場 リフト引換券　割引販売
　1日券　5000円⇒4500円
　2日券　9600円⇒8800円
　3日券　13800円⇒12800円

https://www.zao.co.jp/lucent/
http://www.zao-kiraku.co.jp/index2.html
http://www.zao-plaza.com/
http://www.oohira.co.jp/
https://zao-yoshidaya.com/index.html
http://www.zao-kinosato.co.jp/
http://www.oomiyaryokan.jp/
http://www.zao-shikinohotel.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。

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

『ウィンターパス2020 蔵王エリア』 優待施設一覧表

宿泊 蔵王国際ホテル
山形市蔵王温泉933
TEL 023-694-2111
FAX 023-694-2113

山形蔵王IC
宿泊特典

・おおみや旅館・蔵王四季のホテルの湯めぐり無料
・売店で3000円（税別）以上お買い上げの方にオリジナルグッズプレゼント
・チェックイン前・チェックアウト後のご入浴・お荷物お預かり無料
・蔵王温泉スキー場 リフト引換券　割引販売
　1日券　5000円⇒4500円
　2日券　9600円⇒8800円
　3日券　13800円⇒12800円

宿泊 五感の湯つるや
山形県山形市蔵王温泉710
TEL　023-694-9112
FAX 023-694-9124

山形上山IC 宿泊特典
・有料貸切風呂の無料利用特典をプレゼント
　※ご滞在中1回となります。

チェックイン：15：00～
チェックアウト：～10：00

※他の優待特典との併用はできません。

宿泊 ペンションステラ
上山市小倉字大森1968－54
TEL 023-679-2320
FAX 023-672-8328

山形上山IC 料金割引 ・ご宿泊にてご出発の際、PETボトルドリンク2本サービス

営業時間
15：00～10：00

定休日
　無休

宿泊 ペンション木いちご
上山市小倉字大森1968－43
TEL 023-679-2177
FAX 023-679-2168

山形上山IC 料金割引 ・ご宿泊料金5％割引
定休日
　無休

宿泊 ペンションノエル
上山市蔵王坊平高原
TEL 023-679-2230
FAX 023-679-2508

山形上山IC 宿泊特典 ・夕食時ソフトドリンクまたはグラスワインをサービス
定休日
　不定休

宿泊 仙渓園　月岡ホテル
上山市新湯1番33号
TEL 023-672-1212
FAX  023-672-1216

かみのやま温泉
IC

宿泊特典 ・「ゆかた美人」チケット付き（柄浴衣レンタル券）※大人女性宿泊者のみ
定休日
　無休

宿泊 旅館　静山荘
上山市葉山5-63
TEL 023-672-0634
FAX 023-673-3345

かみのやま温泉
IC

宿泊特典 ・日本酒（徳利）またはソフトドリンクサービス　1名につき1本となります
定休日
　無休

宿泊 果実の山　あづま屋
上山市新湯1-23
TEL 023-672-2222
FAX 023-672-2225

かみのやま温泉
IC

宿泊特典 ・ご宿泊のお客様に夕食時お酒（1合）または、ソフトドリンク1杯サービス
定休日
　不定休

宿泊 別館　ふじや旅館
上山市河崎3-8-34
TEL 023-672-2515
FAX 023-672-1045

かみのやま温泉
IC

宿泊特典 ・ご宿泊のお客様に夕食時お酒（1合）または、ソフトドリンク1杯サービス
定休日
　不定休

宿泊 彩花亭時代屋
上山市葉山9-5
TEL 023-672-2451
FAX 023-672-4602

かみのやま温泉
IC

宿泊特典 ・お1人様1杯ソフトドリンクサービス
定休日
　不定休

宿泊 はたごの心　橋本屋
上山市葉山4-15
TEL 023-672-0295
FAX 023-672-0425

かみのやま温泉
IC

宿泊特典 ・夕食時ソフトドリンクサービス（大人1名ずつ）
定休日
　無休

http://www.zao-kokusaihotel.jp/
http://www.tsuruyahotel.co.jp/
http://p-stella.com/
http://ki-ichigo.net/
https://www.pension-noel.com/
https://tsukioka.co.jp/
http://www.kaminoyama-seizansou.com/
http://azuma-ya.co.jp/
https://hpdsp.jp/fujiyaryokan/
https://saikatei-jidaiya.jp/
http://hasimotoya.com/
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スキー場 蔵王ライザワールド
山形県上山市蔵王坊平高原
TEL:023-679-2311
FAX:023-679-2316

かみのやま温泉
IC

山形上山IC
料金割引

・リフト1日券
 　大人　1日券　3700円⇒3400円
 　子供　1日券  2400円⇒2300円

営業時間
 　8：30～16：00

スキー場 蔵王猿倉スキー場
上山市蔵王字蔵王山 2843-1
TEL023-679-2211
FAX023-679-2606

かみのやま温泉
IC

山形上山IC
来店特典

・ドリンクバーチケット(９０分ご利用可能) または、
 ソフトクリーム１個プレゼント

営業時間　8:30～17:00
 レストハウス内のレジに「ウインターパス」をご提示いただけれ
ば、どちらか一つをプレゼントいたします。

日帰り温泉 源七露天の湯
山形県山形市蔵王温泉荒敷862-1
TEL 023-693-0268

山形蔵王IC
山形上山IC

料金割引
・日帰り入浴料割引
　大人入浴料50円割引（2名様まで）

・ウィンターパスの証明の提示をお願いします。

日帰り温泉 最上高湯 善七乃湯
山形県山形市蔵王温泉825
TEL 023-694-9422

山形蔵王IC
料金割引

・日帰り入浴料割引
　中学生以上　1000円→900円
　小学生　　　　500円→450円
　小学生未満　無料

営業時間（日帰り入浴）
　12:00～19:00
  19:30～22:00

 ※メンテナンスクローズあり
　（SNS・TELにて確認ください。）

観光・物産・飲食 湯旅屋　高湯堂 山形市蔵王温泉19
山形蔵王IC
山形上山IC

来店特典
1. 温泉コーデショップ：1,000円以上のお買いもので10%OFF
2.有料休憩スペース：1時間以上のご利用で昔懐かし“スマートボール”1プレ
イサービス

東北初！温泉街の滞在がもっと楽しくなる
温泉コーデショップオープン

・開店日
　プレオープン：12/28
　グランドオープン：1/10

・営業時間
　9：30～12：00
　14：00～19：30

・定休日
　火曜・水曜（※2月は無休予定）

観光・物産・飲食
蔵王おみやげセンター
まるしち

山形県山形市蔵王温泉955-9
TEL 023-694-9502

山形蔵王IC
山形上山IC

料金割引
・商品　税抜き価格より5%割引
　※酒・たばこは除きます

・他割引との併用は不可
・クレジットカードでの割引は不可

観光・物産・飲食
蔵王中央ロープウェイ
レストハウス１０２

山形県山形市蔵王温泉940-1
山形蔵王IC
山形上山IC

料金割引 「コーヒー」を100円引き

営業期間
12月下旬～3月下旬（予定）

営業時間
9:00～15:30

http://www.zaoliza.co.jp/smmr/
http://www.zao-sarukura.co.jp/
http://zao-gen7.com/index.html
http://www.oohira.co.jp/
https://zao-takayudo.jp/
http://maru-7.com/
http://maru-7.com/
http://zaochuoropeway.co.jp/jp/winter/rest.php
http://zaochuoropeway.co.jp/jp/winter/rest.php
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観光・物産・飲食 蔵王ロープウェイ
山形県山形市蔵王温泉２２９－３
TEL 023-694-9518

山形蔵王IC
山形上山IC

来店特典
・レストラン山頂(地蔵山頂駅併設）でご利用できる『ソフトドリンク券』プレゼント
※正規料金でロープウェイ4区間券（蔵王山麓駅～地蔵山頂駅：往復券）購
入のお客様に購入時にプレゼント

・『レストラン山頂｝営業時間内での利用（9：00～15：00）
・ロープウェイ4区間券購入のお客様、同伴5名様まで（本人
含む）
・ウィンターパス2020申込『完了メール画像』または『完了
メール印刷物』の提示が必要
※他の優待特典との併用はできません。

観光・物産・飲食 公益財団法人斎藤茂吉記念館
上山市北町字弁天1421番
TEL 023-672-7227
FAX 023-672-2626

山形上山IC
来店特典
料金割引

・絵葉書1枚プレゼント
・入館料50円引き

営業時間
9：00～17：00（最終受付16：45）

定休日
　年末年始12/28～1/3
　毎週水曜日

観光・物産・飲食 鮮魚かねに
上山市十日町2－12
TEL 023-672-1602
FAX 023-672-1602

かみのやま温泉
IC

来店特典 ・ランチご注文の方に一品サービス

営業時間
ランチ　11：00～14：00

定休日
　日・祝

観光・物産・飲食 有限会社　大國屋
上山市二日町9-1
TEL 023-672-2843
FAX 023-672-2847

かみのやま温泉
IC

料金割引
・「かみのやまかりんとう」・「上山あげまん」・「上山ゆべし」お買い上げの方
５％引き

営業時間
8：00～19：00

定休日
　第4日曜

観光・物産・飲食 株式会社　中條屋
上山市沢丁6ｰ7
TEL 023-672-0329
FAX 023-673-1066

かみのやま温泉
IC

料金割引 ・中條饅頭全品10％引き（バラ売りは除く）

営業時間
6：00～17：00

定休日
　水曜日

宿泊
日帰り温泉

葉山舘
上山市葉山5-10
TEL 023-672-0885
FAX 023-672-3333

かみのやま温泉
IC

宿泊特典
料金割引

・日帰り入浴（通常1,100円→880円）※要確認
・宿泊の場合夕食時にグラスワインまたはソフトドリンクサービス

定休日
　無休

宿泊
日帰り温泉

旅館　三恵
上山市葉山4-21
TEL 023-672-0804
FAX 023-672-0641

かみのやま温泉
IC

宿泊特典
料金割引

・宿泊者大人1名につきソフトドリンク1杯サービス
・日帰り入浴100円引き

営業時間
　日帰り入浴　10：00～15：00

定休日
　不定休

http://zaoropeway.co.jp/
https://www.mokichi.or.jp/
http://www.e-kigyo.jp/kaneni/
http://daikokuya-k.com/
http://hayamakan.com/
https://www.ryokan-mitsue.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。

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㊤ 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

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 都賀西方ＰＡ（下） 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 ホットコーヒー通常価格200円（税込）を、1杯100円（税込）で販売。 提示につき、1名さまのみ有効

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 ヤシオポーク生姜焼き定食をご注文のお客さまに生卵1個サービス

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

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。

『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　
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東北道 那須高原SA（下） レストラン お食事のお客さまにコーヒー又はアイスコーヒー１杯サービス 提示につき、ご利用人数分有効

東北道 安達太良ＳＡ（上） レストラン お食事の方にソフトドリンク（当店指定）を１杯サービス ・提示につき、１名さまのみ有効

東北道 安達太良ＳＡ（下） レストラン お食事の方にソフトドリンク（当店指定）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

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

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
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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


