
利用者優待がご利用できる施設一覧になります（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） 【2016/11/29時点】

エリア 施設種別 施設名 住所 電話番号 優待内容 備考 営業時間 定休日

美術館 高橋まゆみ人形館
長野県飯山市飯山
2941-1

0269-67-0139

入館料割引
大人
610円→510円
小･中学生人
410円→310円

※1券片につき同伴者全員有効
※ほかの割引との併用はできま
せん

4月～11月
9:00～17：00
12月～3月
10：00～16：00　※
最終入館　閉館時
間30分前

毎週水曜日
（祝日の場合
は開館）

スキー・ス
ケート場

志賀高原焼額山スキー場 長野県下高井郡山
ノ内町志賀高原焼
額山

0269-34-3117 料金割引
焼額山スキー場エリアリフト1
日券　正規料金より500円割
引
※小学生までのお子さまは、
リフト券無料となります。

スキー場営業日：2016年12月3日（土）
～2017年4月2日（日）
引換場所：焼額山スキー場内　リフト
券うりば
利用人数：5名さままでご利用いただ
けます。
※リフト料金の他に、キーカードの保
証料500円をお預かりさせていただき
ます。
　保証金は、キーカード返却時にお返
しいたします。
※シニア料金は60歳以上。（要証明
書）
※他の割引券との併用はできませ
ん。
※志賀高原全山リフト券や、他の券
種への変更はできません。

8：30～16：00 無休

スキー・ス
ケート場

斑尾高原スキー場 長野県飯山市斑尾
高原

0269-64-3214 ①大人エリアリフト１日券＋
食事券1,000円分（5,500円）
を4,600円
②シニア・中高生エリアリフト
１日券＋食事券1,000円分
（5,000円）を4,200円

営業期間：2016年12月17日～2017年
4月2日
引換え場所:斑尾高原スキー場リフト
券売場
※営業期間中のみ利用可能
※積雪状況により営業期間が変更に
なる場合があります
※他の割引券と併用不可
※シニア55歳以上

8:30～17:00 無休

温泉施設 白い温泉　渓谷の湯 長野県下高井郡山
ノ内町大字平穏
7148

0269-34-2207 宿泊されるお客様に、夕食
時にグラスビール1杯サービ
ス

外来入浴のお客様の入浴料
金割引
大人800円→600円
子供600円→400円

宿泊の方は、直接予約のみの対
応となります。

10時～14時 不定休

「信州めぐりフリーパス」利用者優待協賛施設一覧表

北信濃

https://www.ningyoukan.net/
http://www.princehotels.co.jp/ski/shiga/
http://www.madarao.jp/ski/
http://www.keikokunoyu.com/


エリア 施設種別 施設名 住所 電話番号 優待内容 備考 営業時間 定休日
温泉施設 志賀パレスホテル 長野県下高井郡山

ノ内町大字平穏
7148

0269-34-2221 売店の土産物商品10％割引 コンビニ商品は、除く 7時～21時 不定休

美術館 坂城町鉄の展示館 坂城町大字坂城６
３１３－２

0268-82-1128 料金割引
観覧料100円割引
一般400円→300円

【開館時間】9：00～17：00※入館
は16：30まで
【休館日】月曜日（月曜日が祝日
の時は、翌日休館）1券片につき2
名さま有効
他の割引との併用はできません

9：00～17：00※入
館は16：30まで

月曜日（月曜
日が祝日の時
は、翌日休
館）

美術館 山ノ内町立志賀高原ロ
マン美術館

山ノ内町大字平穏
１４６５番地

0269-33-8855 入館料割引
大人５００円→４００円
小中学生３００円→２５０円

なし ９：００～１７：００
※入館は１６：３０
まで

毎週木曜日　※
ただし祝日は開
館。また作品入
れ替え等による
臨時休館あり。

美術館 北野美術館戸隠館 長野市戸隠３６８６
－１

026-254-3450 入館料200円引き 5人まで/1回
他の割引券との併用はできない

9：00～16：00（最
終入館15：30）

月曜　月曜祝日
の場合は翌日
火曜　冬期休館
11月24日頃～4
月20日頃

美術館 豪商の館　田中本家博物
館

長野県須坂市穀町
476

026-248-8008 入館料割引　50円引き 他の割引券との併用不可 9：30～17：00 毎週火曜日。
展示替えのた
め臨時休館有

美術館 長野県信濃美術館　東山
魁夷館

長野県長野市箱清
水1-4-4

026-232-0052 東山魁夷非売品ポストカード
2枚進呈

券片につき1名様有効
※ほかの割引との併用はできま
せん

9：00～17：00（入
館は16：30まで）

水曜日（祝休日
は開館、翌日休
館）、（年末年始
（12/28-1/1）

その他 シャレー志賀 長野県下高井郡山
ノ内町志賀高原一
の瀬

0269-34-2235 宿泊されるお客さまにオリジ
ナル絵はがきプレゼント

【チェックイン/チェックアウト】
13：00/9：30

7:00～22:00 無休

スキー・ス
ケート場

志賀高原スキー場 長野県下高井郡山
ノ内町平穏7148

0269-34-2588 粗品進呈 リフト券ご購入のお客様 8：30～16：30 無休

その他
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

0263-81-5901
コテージご宿泊のお客様に
信州産ハーフワイン1本プレ
ゼント

カップル及びグループに1本となり
ます。

PM3時～AM10時 無休

スポーツ・
アクティビ
ティ施設

あづみ野F-1パーク
長野県安曇野市豊
科南穂高1622-2

0263-72-6801 ビジター料金　200円引き
※他の割引との併用はできませ
ん。

９：００～１８：００ 無休

その他 安曇野ワイナリー
長野県安曇野市三
郷小倉６６８７－５

0263-77-7700 ワイン５％割引
他の割引券との併用はご遠慮くだ
さい。

9:00～17:30   冬
期　16:00まで

１２月３１日、
１月１日

日本アルプス

北信濃

http://www.shigapalace.co.jp/
http://www.tetsu-museum.info/
http://www.s-roman.sakura.ne.jp/
http://www.s-roman.sakura.ne.jp/
http://www.kitano-museum.or.jp/
http://www.tanakahonke.org/
http://www.tanakahonke.org/
http://www.npsam.com/
http://www.npsam.com/
http://www.shigakogen.jp/chalet/
http://www.shigakogen-ski.com/
http://www5b.biglobe.ne.jp/~takitaro/index.htm
http://www5b.biglobe.ne.jp/~takitaro/index.htm
http://www.f-1park.com/
http://www.ch-azumino.com/


エリア 施設種別 施設名 住所 電話番号 優待内容 備考 営業時間 定休日
美術館 安曇野山岳美術館 長野県安曇野市穂

高有明3613-26
0263-83-4743 入館料

一般・大学生：600円→500円
中学・高校生：300円→250円

※同乗者全員に割引を適用しま
す
※他の割引との併用はできませ
ん

10：00～16：00 毎週水・木曜
日（祝祭日の
場合は開
館）、冬期休
館期間があり
ます（詳細は
ＨＰでご確認く
ださい）。

美術館 安曇野ジャンセン美術館 長野県安曇野市穂
高有明4018-6

0263-83-6584 入館された方にプレゼント進
呈『休息する踊り子』のA3オ
リジナルポスター（1枚）プレ
ゼント

１券片につき１名さま有効
他のサービスとの併用はできませ
ん。

9:00～17:00（冬季
は10:00～16:00）

火曜（祝日、
GW、８月を除
く）・年末

美術館 絵本美術館&コテージ　森
のおうち

長野県安曇野市穂
高有明2215-9

0263-83-5670 入館料割引
大人800円→700円
小･中学生500円→400円
3才以上250円→200円

1券片につき5名様まで有効
他の割引券とは併用できません。

9:30～17:00(1、2
月16:30まで、最終
入館は閉館30分
前、変更日あり･
館HPカレンダー
参照)

木曜日(展示
替え休館･祝
日振替休館･1
月上旬連続休
館あり。G.W.と
お盆の週は無
休)

その他 キッチン＆やど　ぶたの
しっぽ

安曇野市穂高有明
2186-157

0263-83-5958 夕食付宿泊のお客さまに、
グラスワインまたはソフトドリ
ンクを1杯サービスします。

他の割引券との併用は出来ませ
ん。

チェックイン16時、
チェックアウト10時

無休

その他 安曇野市天蚕センター 長野県安曇野市穂
高有明３６１８－２４

0263-83-3835 天蚕製品2,000円以上の購
入で100円割引

特になし 4月～10月まで9：
00～17：00　11月
～3月まで9：00～
15：00

月曜日、　祝
日の翌日、年
末年始

温泉施設 お宿たんたん　安曇野
温泉　ドッグラン

長野県安曇野市穂
高有明7392-13

0263-87-1419 ご宿泊のお客様にドリンク
サービス

他の割引券と併用できません 15:00-10:00 不定休

美術館 安曇野髙橋節郎記念
美術館

長野県安曇野市穂
高北穂高408-1

0263-81-3030 入館料を団体料金割引
常設展入館料
一般400円→350円
高校生・大学生300円→250
円

企画展入館料
一般600円→500円
高校生・大学生400円→300
円
※中学生以下、障がい者及
びその介助者1名様は入館
料が無料

他の割引券との併用はできませ
ん。

9時～17時 月曜日（祝日
の場合はその
翌日）、祝日
の翌日、年末
年始

日本アルプス

http://azumino.mt-museum.jp/
http://www.musee-de-jansem.jp/
http://www.morinoouchi.com/
http://www.morinoouchi.com/
http://www.sippo.net/
http://www.sippo.net/
http://azumino.tensan.jp/
http://www.city.azumino.nagano.jp/site/setsuro-muse/
http://www.city.azumino.nagano.jp/site/setsuro-muse/


エリア 施設種別 施設名 住所 電話番号 優待内容 備考 営業時間 定休日
博物館 安曇野市豊科郷土博

物館
長野県安曇野市豊
科4289-8

0263-72-5672 入館料について、団体料金
を適用する。
（一般入館者100円のところ
を、団体料金80円とする。）

特になし 午前9時から午後
5時（入館は午後4
時30分まで）

月曜日（祝日の
場合は開館）、
祝日の翌日、年
末年始（12月28
日～1月4日）

美術館 安曇野市豊科近代美術
館

長野県安曇野市豊
科5609-3

0263-73-5638 安曇野市豊科近代美術館オ
リジナルポストカードプレセ
ント

（なし） 9:00～17:00※最
終入館は16:30ま
で

月曜日、およ
び祝祭日の翌
日、年末年始

その他 ホテルバーモラル軽井沢 長野県北佐久郡軽
井沢町発地湯川原
1097-12

0267-45-2300 全宿泊プラン料金の10％割
引

直接の電話予約に限ります。
他の割引との併用はできません。

予約受付9：00～
17：00

無休

その他 旧軽井沢ホテル東雲サロ
ン

長野県北佐久郡軽
井沢町軽井沢野沢
原1278-16

0267-41-3577 全宿泊プラン料金の10％割
引

直接の電話予約に限ります。
他の割引との併用はできません。

予約受付9：00～
17：00

無休

美術館 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

0267-55-7755 入館料金割引
大人（高校生以上）　1,400円
→　1,200円
子供（小・中学生）　　800円
→　　600円
幼児（3歳以上）　　　 300円
→　　200円

他の割引との併用はできません。 4月～10月9：00～
18：00、11月～3月
9：30～17：00

4月～10月は
無休、11月～
3月は毎週火
曜日

テーマ
パーク

軽井沢タリアセン 長野県北佐久郡軽
井沢大字長倉217

0267-46-6161 入園・入館1割引
（施設利用料は除く）

1回に4名様まで、他の割引券との
併用はできません。またお会計後
の割引はできません。

9:00～17:00（2016
年12月1日から
2017年1月15日ま
では10:00～
16:00）

2016年12月1日
～1月15日は
火・水・木定休
日、12月26日～
1月1日年末年
始休園、1月16
日～2月28日冬
季休園

その他 上田市観光会館 長野県上田市大手
2-8-4

0268-23-5408 プレゼント進呈

クリアファイル１つプレゼント

上田市観光会館2階窓口にお越し
ください。
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、事前にご確認ください。

8：30～17：15（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
ご確認ください。）

無休

美術館 軽井沢千住博美術館 389-0111　長野県
北佐久郡軽井沢町
長倉815

0267-46-6565 料金割引
入館料100円割引
一般1,200円→1,100円
高・大学生800円→700円

1券辺につき5名さま有効
※ほかの割引との併用はできません
※12/26～2/28は冬期休館
※中学生以下と障がい者の方は無料
です

9：30～17：00
※入館は16：30ま
で

毎週火曜日
（祝日の場合
は開館）

日本アルプス

東信州

http://azuminohaku.jp/
http://azuminohaku.jp/
http://www.azumino-museum.com/
http://www.azumino-museum.com/
http://www.hotelbalmoral-karuizawa.jp/
http://www.karuizawa-shinonome.com/
http://www.karuizawa-shinonome.com/
http://www.1027.jp/
http://www.1027.jp/
http://www.karuizawataliesin.com/
http://www.senju-museum.jp/


エリア 施設種別 施設名 住所 電話番号 優待内容 備考 営業時間 定休日
温泉施設 たてしな藍 長野県茅野市蓼科

高原横谷峡
0266-67-5030 ご宿泊のお客様について、

お肉料理を「信州牛の石焼」
にグレードアップ

ご予約時に「信州めぐりフリーパ
ス」利用とお伝え下さい。（事前に
お伝え頂けない場合は、対応でき
ない場合があります）

15：00～10：30 無休

温泉施設 蓼科温泉ホテル親湯 長野県茅野市北山
4035

0266-67-2020 ドリンクサービス 宿泊されるお客さまに夕食時のド
リンク１杯サービス
※一泊二食付のご予約されたお
客さまが対象

24時間 無休

温泉施設 上諏訪温泉　しんゆ 長野県諏訪市湖岸
通り2-6-30

0266-54-2020 ドリンクサービス 宿泊されるお客さまに夕食時のド
リンク１杯サービス
※一泊二食付のご予約されたお
客さまが対象

24時間 無休

その他 京風　しなの料理　きよみ
ず

長野県茅野市米沢
３８４６－４

0266-75-0807 お食事の方にプチ甘味サー
ビス！

お1人様から１グループまでご利
用戴けます。
他のサービス券との併用は出来
ません。
セットに付いている場合は除く。

昼食：11時30分～
14時　夕食：17時
30分～20時30分
（LO）

無休（但　平
日の夕食は完
全予約制）

温泉施設 蓼科温泉　水明閣 長野県茅野市北山
蓼科　８６０６－７

0266-67-2735 入浴料　１，２００円を５０％
引き　６００円
掛け流しの蓼科三室源泉を
お楽しみください。

他の割引券と併用できません 午前１１時から１８
時まで。

不定休

その他 たてしなの小さな家 長野県茅野市北山
5522-448蓼科ビ
レッジ滝見平145

090-4132-1804 ペンション宿泊費用の割引 連泊のお客様については1泊目の
み割引（詳細はご予約時にご確認
願います。）

24時間 無休

動植物園 蓼科アミューズメント水
族館

長野県茅野市北山
４０３５－２４０９

0266-67-4880 入館料金
大人（中学生以上）1470円→
1200円
小学生　840円→750円
幼児（3歳以上）420円→350
円

他の割引券との併用はできませ
ん

平日9：30～17：00
土日祝9:30~17:30
（入館受付は閉館
1時間前まで）

無休（メンテナ
ンスのための
臨時休館あ
り。詳しくは
ホームページ
をご確認くださ
い）

美術館 公益財団法人 ハーモ美
術館

長野県諏訪郡下諏
訪町10616-540

0266-28-3636 入館料100円割引、お好きな
絵はがきを1枚プレゼント

他の優待割引券と併用できませ
ん

9:00～18:00（4月
～9月）、9:00～
17:00（10月～3
月）

無休

その他 （株）フロンティア蓼科／
Rosa蓼科

茅野市北山蕨原５
６６２

0266-77-5375 農園見学と弊社製造の薔薇
化粧品の割引販売　ハ－ブ
ティ－接待　等

・１回に３０～４０人位は可能
・降雪時不可

９時～１６時 無休

諏訪

http://www.tateshina-ai.co.jp/
http://www.tateshina-shinyu.com/
http://www.kamisuwa-shinyu.com/
http://wasyokukiyomizu.web.fc2.com/
http://wasyokukiyomizu.web.fc2.com/
http://t-suimei.com/
http://tshouse14.wixsite.com/tatesina-small-house
http://www.tateshina-aquarium.jp/
http://www.tateshina-aquarium.jp/
http://www.harmo-museum.jp/
http://www.harmo-museum.jp/
http://rosa-tateshina.co.jp/
http://rosa-tateshina.co.jp/


エリア 施設種別 施設名 住所 電話番号 優待内容 備考 営業時間 定休日
美術館 イルフ童画館 長野県岡谷市中央

町2‐2‐1
0266-24-3319 入館料金割引

一般500円→400円
中高生300円→200円
小学生150円→100円

※ほかのサービスとの併用はでき
ません

10:00～19:00 水曜日（祝日は
開館）、12/29～
1/3、展示替え
による臨時休館
あり

美術館 北澤美術館 長野県諏訪市湖岸
通り1-13-28

0266-58-6000 入館料金割引
大人1000円→900円
中学生500円→400円

１券片につき５名様有効
＊ほかの割引との併用はできま
せん

4～9月　9：00～
18：00　10～3月
9：00～17：00

無休（2017年
４月1・2日、10
月31日は臨時
休館予定）

博物館 諏訪湖時の科学館　儀
象堂

長野県諏訪郡下諏
訪町３２８９

0266-27-0001 入館料１００円引き １回に適用できる人数５名 9:00～17:00
9:30～16:30
(12月～2月)

無休、毎週木
曜日(12月～2
月)、年末年始

博物館 岡谷蚕糸博物館-シル
クファクトおかや-

長野県岡谷市郷田
１－４－８

0266-23-3489 入館料割引
一般個人500円→400円
中高生個人→300円→200円
小学生150円→100円

特に無し 9：00～17：00
製糸工場・まゆ
ちゃん工房は
9：00～12：00
13：00～16：00

毎週水曜日（そ
の日が祝日の
場合は開館）、
祝日の翌日、
12/29～1/3、そ
の他臨時休館
日あり

博物館 日本電産サンキョーオ
ルゴール記念館すわの
ね

長野県諏訪郡下諏
訪町５８０５

0266-26-7300 入館料割引
大人１，０００円→９００円
小中学生５００円→４５０円

1券片につき同伴者全員有効
※他の割引券との併用はできま
せん

９：００～１７：３０
（１２月～２月は１
７：００まで）

毎年２月第１
水・木曜日

美術館 木曽路美術館 長野県木曽郡上松
町寝覚２４０９番地

0264-24-0116 入館料割引
500円→400円

他割引との併用不可 10：00～16：00 月曜日（冬期
不定休、要問
合せ）

その他 木曽がmori-mori　ねざ
め亭

長野県木曽郡上松
町寝覚２４０９

0264-24-0116 プレゼント進呈
食堂にておひとり様1250円
以上のお食事されたお客
様、および売店にて合計
2000円以上のお土産をご購
入されたお客様へ、領収証
の提示で素敵なプレゼント
※木曽ひのき製の栞や箸な
ど

他割引との併用不可 9：00～16：00 11月末まで無
休、12月～3
月は不定休
（要問合せ）

温泉施設 阿南温泉かじかの湯
長野県下伊那郡阿
南町富草4923

0260-22-2000
入浴料金割引
大人500円→400円

他の割引券と併用不可。
スタンプ押印不可。

午前10時から午
後9時（最終受付
午後8時30分）

毎週水曜日
（祝日は営業）

温泉施設 こまくさの湯 長野県駒ヶ根市赤
穂759-4

0265-81-8100 大人入浴料金　50円引き
　（610円→560円）

・1回につき5名様まで割引
・他の割引券と併用はできません

午前10時～午後８
時（入館受付　午
後8時まで）

第2・第4水曜
日 祝祭日の
場合は翌日休
みその他 国民宿舎　すずらん荘 長野県駒ヶ根市赤

穂5-1198
0265-83-5155 宿泊料金（1泊2食付プランに

限る）1000円OFF
電話予約に限る 受付時間　8：00～

21：00
不定休（休館
日有）

伊那路

木曽路

諏訪

http://www.ilf.jp/
http://kitazawamuseum.kitz.co.jp/
http://gishodo.jp/
http://gishodo.jp/
http://www.silkfact.jp/
http://www.silkfact.jp/
http://www.nidec-sankyo.co.jp/museum/index.html
http://www.nidec-sankyo.co.jp/museum/index.html
http://www.nidec-sankyo.co.jp/museum/index.html
https://www.facebook.com/木曽路美術館-398901526832269/
http://www.kiso-jin.com/
http://www.kiso-jin.com/
http://kajikanoyu.com/
http://www.komakusanoyu.com/
http://www.suzuranso.com/


エリア 施設種別 施設名 住所 電話番号 優待内容 備考 営業時間 定休日
その他 駒ヶ根ふるさとの家 長野県駒ヶ根市東

伊那507-1
0265-82-8391 1泊2食料金より大人800円・

子供500円・幼児300円引き
・ご利用の2日前まで受け付け
・ご利用の1週間前よりキャンセル
料発生

予約受付時間　8：
00～20:00

水曜休館

その他 天竜舟下り 長野県飯田市松尾
新井7170

0265-24-3345 乗船料金大人（中学生以上）
2,400円を2,200円
小人（小学生）　　1,200円を
1,100円

他の割引・旅行会社様のご予約と
の併用はできません。
ご予約の上ご利用ください。

9：30～16：00（季
節により変わりま
す）

無休

美術館 信州高遠美術館 長野県伊那市高遠
町東高遠４００番地

0265-94-3666 入館者１名につき１００円割
引

他の割引券との併用はできませ
ん

９：００～１７：００ 毎週火曜日、
祝祭日の翌
日、年末年始

博物館 伊那市立高遠町歴史
博物館

長野県伊那市高遠
町４５７番地

0265-94-4444 入館者１名につき１００円割
引

他の割引券との併用はできませ
ん。

９：００～１７：００ 毎週月曜日、
祝祭日の翌
日、年末年始

博物館 伊那市民俗資料館 長野県伊那市高遠
町東高遠２０７４番
地

0265-94-4044 入館者１名につき５０円割引 他の割引券との併用はできませ
ん。

９：００～１７：００ 毎週水曜日、
祝祭日の翌
日、年末年始

体験施設 三和観光農園 飯田市北方３４４２
－３

0265-25-4729 りんご狩り（＠６００）+パイ作
り（＠１，２００）+ソフトクリー
ム（＠３５０）+お土産(
りんごジュース（＠５００）+ブ
ルーベリージャム（＠１，００
０）＝＠３０００にて
　　　（６５０円お得です）
Ｈ２８・１１月３０日まで受付
可能

上記お一人様料金にて２名様か
ら受付可能　特に予約の必要なし
（予約もOK）

８：３０～１７：００
（入園１５；３０）

無休

温泉施設 露天こぶしの湯 長野県駒ケ根市赤
穂23-170　駒ヶ根
高原家族旅行村内

0265-83-7228 大人入浴料金　50円引き
（610円→560円）

・1回につき5名様まで
・他の割引券と併用不可

10:00～21:00 第2・第4木曜日
※定休日が祝
日の場合は変
更となります

博物館 駒ケ根シルクミュージア
ム

長野県駒ケ根市東
伊那４８２番地

0265-82-8381 入場料金割引
一般（高校生以上）３００円→
２００円、小・中学生１００円
→５０円

１券片につき４名さま有効
　※ほかの割引との併用はできま
せん

９：００～１７：００
（１２月～３月　閉
館１６：３０）

水曜日（ただ
し祝日の場合
は開館、翌日
休業）

伊那路

http://www.furusatonoie.com/
http://gokai-tenryu.com/
http://www.inacity.jp/shisetsu/library_museum/takato_museum/index.html
http://www.inacity.jp/shisetsu/library_museum/rekishihakubutsukan/index.html
http://www.inacity.jp/shisetsu/library_museum/rekishihakubutsukan/index.html
http://www.inacity.jp/shisetsu/library_museum/shiryokan/index.html
http://www.clio.ne.jp/home/sanwa/
https://www.chuo-alps.com/family/kobushi/
https://komagane-silk.com/
https://komagane-silk.com/

