
 

平成 29 年 11 月 30 日 

東日本高速道路株式会社 

 
ドラ割「ウィンターパスＴＭ2017-2018」を販売します 

～Ｌｅｔ’ｓ Ｇｏ！！ みんなでウィンタースポーツ！ ～ 

 

NEXCO 東日本（東京都千代田区）は、今シーズンのスキー・スノーボード・雪遊びなど、ウィンタースポーツのきっかけ

にもしていただける、お得な企画割引商品、ドラ割「ウィンターパス 2017-2018」を販売します。 

昨シーズンに実施しました、ドラ割「関越・上信越ウィンターパス 2016-2017」から、発着エリア・目的地（スキー場）エ

リアともに拡大しました。 

ウィンタースポーツ、温泉、観光等の際は、お得な本商品をぜひご利用ください。 

 ※9 月 27 日に発売計画をお知らせしています。今回は具体的な商品内容を含めたお知らせとなります。 

 

１．ご利用期間 

 平成 29 年 12 月 8 日（金）から 12 月 28 日（木）及び平成 30 年 1 月 4 日（木）から 4 月 9 日（月）のうち、連続する

最大 3 日間。クリスマス時期にもご利用いただけます。 

 ※日帰りでのご利用も可能です。 

 

２．商品概要 

 指定する発着エリアから目的地エリアまでの 1 往復を定額でご利用いただけます。 

 複数の発着エリア、複数の目的地エリアからご選択いただけます。 

  【発着エリア】首都圏、新潟（今回新設）、北陸（今回新設） 

          ※首都圏発着エリア内に、川越-花園発着エリアと岩槻-羽生発着エリアも新設。 

  【目的地エリア】湯沢、沼田・水上（今回新設）、白馬・志賀・妙高、軽井沢・菅平（今回新設）、那須（今回新設）、 

            猪苗代・磐梯（今回新設） 

  

 

 

 

 

 



３．対象車種及び販売価格 

【対象車種】ＥＴＣでご利用の普通車・軽自動車等（ＥＴＣコーポレートカードはご利用いただけません） 

【販売価格】 

 （1）首都圏発着 

プラン名 
発着エリア 

インターチェンジ 

目的地エリア 

 インターチェンジ 

販売価格 

普通車 軽自動車等 

湯沢プラン 

詳細：別紙 1（1） 

練馬、川口ＪＣＴ、三郷他 （首都圏） 
湯沢、六日町他 

6,500 円 5,200 円 

川越、入間他 （川越―花園） 5,500 円 4,400 円 

沼田・水上 

プラン 

詳細：別紙 1（2） 

練馬、川口ＪＣＴ、三郷他 （首都圏） 渋川伊香保、沼田、水

上他 

5,500 円 4,400 円 

川越、入間他 （川越-花園） 4,500 円 3,600 円 

白馬・志賀・妙高

プラン 

詳細：別紙 2（1） 

練馬、川口ＪＣＴ、三郷他 （首都圏） 長野、信州中野、妙高

高原他 

8,500 円 6,800 円 

川越、入間他 （川越-花園） 7,500 円 6,000 円 

軽井沢・菅平 

プラン 

詳細：別紙 2（2） 

練馬、川口ＪＣＴ、三郷他 （首都圏） 碓氷軽井沢、佐久、上

田菅平他 

6,500 円 5,200 円 

川越、入間他 （川越-花園） 5,500 円 4,400 円 

那須プラン 

 詳細：別紙 3（1） 

練馬、川口ＪＣＴ、三郷、湾岸市川他 （首都圏） 

西那須野塩原、那須他 
6,000 円 4,800 円 

岩槻、桶川北本他 （岩槻-羽生） 5,500 円 4,400 円 

猪苗代・磐梯 

プラン 

 詳細：別紙 3（2） 

練馬、川口ＪＣＴ、三郷、湾岸市川他 （首都圏） 猪苗代磐梯高原、磐梯

河東、二本松他 

8,500 円 6,800 円 

岩槻、桶川北本他 （岩槻-羽生） 8,000 円 6,400 円 

 

 （2）新潟発着 

プラン名 
発着エリア 

 インターチェンジ 

目的地エリア  

インターチェンジ 

販売価格 

普通車 軽自動車等 

湯沢プラン 

 詳細：別紙 4（1） 

新潟中央、豊栄新潟東港、新津、巻潟

東他  

湯沢、六日町他 4,700 円 3,700 円 

白馬・志賀・妙高

プラン 

 詳細：別紙 4（2） 

長野、信州中野、妙高

高原他 
6,000 円 4,800 円 

猪苗代・磐梯 

プラン 

 詳細：別紙 4（3） 

猪苗代磐梯高原、磐梯

河東、二本松他 
4,400 円 3,500 円 

 

（3）北陸発着 

プラン名 
発着エリア  

インターチェンジ 

目的地エリア  

インターチェンジ 

販売価格 

普通車 軽自動車等 

湯沢プラン 

 詳細：別紙 5（1） 

富山西、黒部他 （富山西-黒部） 

湯沢、六日町他 

8,500 円 6,800 円 

金沢西、小杉他 （金沢西-小杉） 10,000 円 8,000 円 

福井、白山他 （福井-白山） 12,500 円 10,000 円 

白馬・志賀・妙高

プラン 

 詳細：別紙 5（2） 

富山西、黒部他 （富山西-黒部） 

長野、信州中野、妙高

高原他 

6,000 円 4,800 円 

金沢西、小杉他 （金沢西-小杉） 7,500 円 6,000 円 

福井、白山他 （福井-白山） 10,000 円 8,000 円 

※北陸発着の各プランは、ＮＥＸＣＯ中日本との連携により実施します。 



4．ご利用方法 

 （1）インターネットから事前にお申し込みください。 

 （2）お申し込み時にご登録いただいたＥＴＣカードと車種のお車で、以下のとおりご利用ください。 

  

①⇒②の順でご利用ください。 

 

   ①往路：発着エリア内のＩＣから乗り、目的地エリア内のＩＣで降りる 

   ②復路：目的地エリア内のＩＣから乗り、発着エリア内のＩＣで降りる 

  【ご注意】 

   ・②復路⇒①往路の順でのご利用はできません。 

   ・①往路、②復路ともにエリア外とのご利用はできません。この場合、別途ご利用全区間分の通常料金となります。 

  ご利用方法の詳細につきましては、ＮＥＸＣＯ東日本ホームページ「ドラぷら」または「ドラぷらモバイル」でご確認くださ

い。 

 

5．お申込み方法 

 「ウィンターパス2017-2018」は、インターネットによる事前のお申し込みが必要となります。 

 「ドラぷら」または「ドラぷらモバイル」からお申し込みください。 

 ＰＣ版     http://www.driveplaza.com/trip/drawari/2017_winter_pass/ 

 モバイル版  http://m.driveplaza.com/travel/2017_winter_pass / 

 お申込み期間は、平成29年11月30日16時から平成30年4月9日までとなります。 

 

6．優待特典 

 目的地エリア周辺の対象スキー場・宿泊施設・温泉施設・観光施設やサービスエリア・パーキングエリア等、合わせて

100件超の施設と連携し、割引サービス等のお得な優待特典をご用意しました。詳細は別紙6のとおりですが、これからも

追加していきますので、「ドラぷら」または「ドラぷらモバイル」でご確認ください。 

 

7．アンケートプレゼント 

 「ウィンターパス2017-2018」ご利用後、アンケートにお答えいただきますと、抽選で目的地エリア内スキー場の来シーズ

ンリフト券等、素敵な商品をプレゼントします。詳細は、「ドラぷら」または「ドラぷらモバイル」でご確認ください。 

 

 

 

～おすすめご利用プラン～ 

（1）首都圏発着 猪苗代・磐梯プラン 

   普通車で行きを金曜日、帰りを日曜日（4時から24時までの時間帯）でご利用 

   ①行き：東北道 川口ＪＣＴ⇒磐越道 磐梯河東ＩＣ・・・6,080円 

         ～猪苗代・磐梯エリアのスキー場、温泉、観光等に加え、会津若松で観光等～ 

   ②帰り：磐越道 会津若松ＩＣ⇒東北道 川口ＪＣＴ・・・4,600円（休日割引適用） 

   ⇒ＥＴＣ通常料金10,680円のところ、8,500円でご利用いただけます。 

 

（2）首都圏発着 白馬・志賀・妙高プラン 

   普通車で行きを土曜日、帰りを月曜日（4時から24時までの時間帯）でご利用 

   ①行き：関越道 練馬ＩＣ⇒上信越道 妙高高原ＩＣ・・・4,470円（休日割引適用） 

         ～妙高エリアのスキー場、温泉、観光等を満喫～ 

   ②帰り：上信越道 妙高高原ＩＣ⇒関越道 練馬ＩＣ・・・5,930円 

   ⇒ＥＴＣ通常料金10,400円のところ、8,500円でご利用いただけます。 

 

このほか、曜日・日数・ご利用インターチェンジ等、お客さまのご利用に合わせた組み合わせが可能です。 

 

 

 



別紙1 

 

首都圏、川越-花園発着 湯沢プラン/沼田・水上プラン  詳細 

 

（1）湯沢プラン（首都圏、川越-花園発着）              （2）沼田・水上プラン（首都圏、川越-花園発着） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【湯沢エリア 対象インターチェンジ】                  【沼田・水上エリア 対象インターチェンジ】 

関越道：湯沢、塩沢石打、六日町                   関越道：渋川伊香保、赤城、昭和、沼田、月夜野、水上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【首都圏発着エリア 対象インターチェンジ】 

 関越道：練馬、大泉ＪＣＴ、所沢、三芳スマート 

 東北道：川口ＪＣＴ、浦和、岩槻、久喜、加須、羽生 

 常磐道：三郷、三郷ＪＣＴ、三郷料金所スマート、流山、柏、谷和原、谷田部、桜土浦、土浦北 

 圏央道：あきる野、日の出、青梅、桶川加納、白岡菖蒲、幸手、五霞、境古河、坂東、常総、つくば中央、つくば牛久 

 

【川越-花園発着エリア 対象インターチェンジ】 

 関越道：川越、鶴ヶ島、坂戸西スマート、東松山、嵐山小川、花園 

 圏央道：入間、狭山日高、圏央鶴ヶ島、坂戸、川島、桶川北本 

 

 



別紙2 

 

首都圏、川越-花園発着 白馬・志賀・妙高プラン/軽井沢・菅平プラン  詳細 

 

（1）白馬・志賀・妙高プラン（首都圏、川越-花園発着）      （2）軽井沢・菅平プラン（首都圏、川越-花園発着） 

【白馬・志賀・妙高エリア 対象インターチェンジ】        【軽井沢・菅平エリア 対象インターチェンジ】 

上信越道：長野、須坂長野東、小布施スマート、        上信越道：碓氷軽井沢、佐久平スマート、佐久、 

信州中野、豊田飯山、信濃町、妙高高原、           佐久小諸ＪＣＴ、小諸、東部湯の丸、上田菅平、 

中郷、新井スマート、上越高田                   坂城 

                               長野道 ：更埴 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【首都圏発着エリア 対象インターチェンジ】 

 関越道：練馬、大泉ＪＣＴ、所沢、三芳スマート 

 東北道：川口ＪＣＴ、浦和、岩槻、久喜、加須、羽生 

 常磐道：三郷、三郷ＪＣＴ、三郷料金所スマート、流山、柏、谷和原、谷田部、桜土浦、土浦北 

 圏央道：あきる野、日の出、青梅、桶川加納、白岡菖蒲、幸手、五霞、境古河、坂東、常総、つくば中央、つくば牛久 

 

【川越-花園発着エリア 対象インターチェンジ】 

 関越道：川越、鶴ヶ島、坂戸西スマート、東松山、嵐山小川、花園 

 圏央道：入間、狭山日高、圏央鶴ヶ島、坂戸、川島、桶川北本 

 



別紙3 

 

首都圏、岩槻-羽生発着 那須プラン/猪苗代・磐梯プラン  詳細 

 

（1）那須プラン（首都圏、岩槻-羽生発着）             （2）猪苗代・磐梯プラン（首都圏、岩槻-羽生発着） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【那須エリア 対象インターチェンジ】                 【猪苗代・磐梯エリア 対象インターチェンジ】 

東北道：西那須野塩原、黒磯板室、那須、             東北道：郡山、本宮、二本松 

那須高原スマート                       磐越道：磐梯熱海、猪苗代磐梯高原、磐梯河東、 

                                       会津若松 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【首都圏発着エリア 対象インターチェンジ】 

 関越道：練馬、大泉ＪＣＴ、所沢、三芳スマート、川越、鶴ヶ島、坂戸西スマート、東松山、嵐山小川、花園 

 東北道：川口ＪＣＴ、浦和 

 常磐道：三郷、三郷ＪＣＴ、三郷料金所スマート、流山、柏、谷和原、谷田部、桜土浦、土浦北 

 東関東道：湾岸市川、湾岸千葉、千葉北、四街道、佐倉、酒々井、富里、成田、大栄、佐原香取、潮来 

 圏央道：あきる野、日の出、青梅、入間、狭山日高、圏央鶴ヶ島、坂戸、川島、境古河、坂東、常総、つくば中央、 

つくば牛久、牛久阿見、阿見東、稲敷、稲敷東、神崎、下総 

 京葉道路：幕張、武石、穴川、貝塚、松ヶ丘、蘇我 

 新空港道：新空港 

 

【岩槻-羽生エリア発着エリア 対象インターチェンジ】 

 東北道：岩槻、久喜、加須、羽生 

 圏央道：桶川北本、桶川加納、白岡菖蒲、幸手、五霞 



別紙4 

 

新潟発着 湯沢プラン/白馬・志賀・妙高プラン/猪苗代・磐梯プラン  詳細 

 

（1）湯沢プラン（新潟発着）                       （2）白馬・志賀・妙高プラン（新潟発着） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【湯沢エリア 対象インターチェンジ】                  【白馬・志賀・妙高エリア 対象インターチェンジ】 

関越道：湯沢、塩沢石打、六日町                   上信越道：長野、須坂長野東、小布施スマート、 

                                               信州中野、豊田飯山、信濃町、妙高高原、 

                                               中郷、新井スマート、上越高田 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【新潟発着エリア 対象インターチェンジ】 

磐越道：新津、新津西スマート、新潟中央 

日東道：新潟亀田、新潟東スマート、新潟空港、豊栄スマート、豊栄新潟東港 

北陸道：新潟西、黒埼スマート、巻潟東 

 

 

（3）猪苗代・磐梯プラン（新潟発着） 

        

        

        

        

        

        

【猪苗代・磐梯エリア 対象インターチェンジ】 

東北道：本宮、二本松 

     （郡山ＩＣは対象外です） 

磐越道：磐梯熱海、猪苗代磐梯高原、磐梯河東、 

     会津若松 



                  別紙5 

 

北陸発着 湯沢プラン/白馬・志賀・妙高プラン  詳細 

 

 （1）湯沢プラン（北陸発着）                       （2）白馬・志賀・妙高プラン（北陸発着） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【湯沢エリア 対象インターチェンジ】                  【白馬・志賀・妙高エリア 対象インターチェンジ】 

関越道：湯沢、塩沢石打、六日町                   上信越道：長野、須坂長野東、小布施スマート、 

                                               信州中野、豊田飯山、信濃町、妙高高原、 

                                               中郷、新井スマート、上越高田 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【富山西-黒部発着エリア 対象インターチェンジ】 

北陸道：富山西、富山、流杉スマート、立山、滑川、魚津、黒部 

 

【金沢西-小杉発着エリア 対象インターチェンジ】 

北陸道：金沢西、金沢東、金沢森本、小矢部、砺波、高岡砺波スマート、小杉 

 

【福井-白山発着エリア 対象インターチェンジ】 

北陸道：福井、福井北、丸岡、金津、加賀、片山津、安宅スマート、小松、美川、徳光スマート、白山 

 



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 寄ＩＣ 優待内容（見出し） 優待内容（詳細） 備考

スキー場 GALA湯沢スキー場
湯沢町大字湯沢字 平1039-2
（電話　025-785-6543）

湯沢IC 料金割引
場内リフト1日券
大人　4,600円→3,800円
子供　2,300円→1,900円

【営業期間】12/16～5/6
【営業時間】8：00～17：00
※4/2以降27日までの平日⇒16：00まで

スキー場 湯沢高原スキー場
湯沢町大字湯沢490
（電話　025-784-3326）

湯沢IC 料金割引

①ロープウェイ・リフト1日券500円引き
・大人4,200円→3,700円
・子供3,000円→2,500円
・シニア3,300円→2,800円

②レンタル特典割引（1,000円引き）

【営業期間】シーズン中無休
【営業時間】8：30～17：00
1件につき5名様有効
※ほかの割引券との併用はできません

スキー場 かぐらスキー場
湯沢町三俣742
（電話　025-788-9221）

湯沢IC 料金割引

Mt.Naeba1日券
大人5,700円→5,200円
シニア5,000円→4,500円
中高生4,300円→3,800円

【営業時間】8：00～17：00
1件につき5名様有効
※ほかの割引券との併用はできません

スキー場 苗場スキー場
湯沢町三国
（電話　025-789-4117）

湯沢IC 料金割引

Mt.Naeba1日券
大人5,700円→5,200円
シニア5,000円→4,500円
中高生4,300円→3,800円

【営業時間】8：00～17：00
1件につき5名様有効
※ほかの割引券との併用はできません

温泉施設 キナーレ　明石の湯
十日町市本町6
（電話　025-752-0117）

六日町IC ドリンクサービス １枚につき２名様までソフトドリンクサービス

【休館日】毎週水曜日
【営業時間】10：00～22：00
※受付は21：30まで
12月無休
12/31　 10：00～20：00
1/1　　　13：00～22：00

温泉施設 千手温泉　千年の湯
十日町市水口沢121-7
（電話　025-768-2988）

六日町IC 料金割引 貸タオル無料サービス（クーポン1枚で1名様）

【休館日】無休
【営業時間】10：00～22：00
※受付は21：30まで
※点検のため臨時休館あり
12/31 20:00営業終了(19:30受付終了)

宿泊 ホテルしみず
十日町市本町2-223
（電話　025-752-2058）

六日町IC ドリンクサービス 宿泊のお客様にウェルカムドリンクサービス
【チェックイン/チェックアウト】
15：00/10：00

観光・物産・飲食
道の駅クロス10十日町
　越後妻有おみやげ館

十日町市本町6丁目
（電話　025-757-2323）

六日町IC 料金割引
越後妻有おみやげ館喫茶コーナーにて
　・ジェラート　350円→250円にて販売

【休館日】第2水曜日
【営業時間】9：00～18：00
11月～3月　9：00～17：30
12/31　休み
※1件につき1名様有効

観光・物産・飲食 ＺＩＫＫＡ食堂
十日町市本町4丁目48番地６
（電話　025-755-5522）

六日町ＩＣ ドリンクサービス お食事の方に限り、ワンドリンクサービス
【定休日】日曜日
【営業時間】（月～土）18：30～26：00（Ｌｏ.25：30）
1/9,10,11　休み

『ウィンターパス2017-2018 湯沢エリア』優待施設一覧表
別紙6



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 寄ＩＣ 優待内容（見出し） 優待内容（詳細） 備考

『ウィンターパス2017-2018 湯沢エリア』優待施設一覧表

観光・物産・飲食 小嶋屋総本店　本店
十日町市中屋敷758-1
（電話　025-768-3311）

六日町ＩＣ プレゼント進呈 「そば団子」2本（1皿まで）サービス

【定休日】無休
【営業時間】11：00～21：00
12月31日　11:00～17:00
1月1日　休み

観光・物産・飲食 サバス
十日町市神明町カーサ353　1F
（電話　025-750-1248）

六日町IC 料金割引 食後のコーヒーを１００円にてサービス
【定休日】月曜日
【営業時間】17：30～24：00
12/31　休み

観光・物産・飲食 麺や新平
十日町市寿町1-1-22
（電話　025-761-7897）

六日町IC 料金割引
麺類ご注文のお客様
麺大盛or麺特盛orトッピング1品サービス

【定休日】水曜日
【営業時間】11：00～22：00（Ｌｏ.21：30）
12/31　11：00～15：00
1/1　休み

観光・物産・飲食 十日町　小嶋屋
十日町市本町4丁目16-1
（電話　025-757-3155）

六日町IC ドリンクサービス お食事していただいたお客様人数分ミネラルウォータープレゼント
【定休日】元日を除き年中無休
【営業時間】10：30～20：00

観光・物産・飲食 そばや清兵衛
十日町市名ヶ山1896-2
（電話　025-757-1298）

六日町IC 料金割引 お１人様の合計額が1,000円を超える場合、１割引き
【定休日】木曜日
【営業時間】11：00～15：00

観光・物産・飲食 和の風
十日町市千歳町3-7-10
（電話　025-752-0123）

六日町IC 料金割引 店内商品　レジにて5%割引
【定休日】 日曜日
【営業時間】9：30～18：00

観光・物産・飲食 きもの絵巻館
十日町市寿町3-2-15
（電話　025-757-9529）

六日町IC プレゼント進呈 お買い上げのお客様に粗品進呈
【休 館 日】毎週月曜日
【営業時間】9：30～18：00
12/30～1/3　休み

観光・物産・飲食 モダン食堂KICHI
十日町市若宮町372大清ビル1F
（電話　025-752-6493）

六日町IC 料金割引 1組3,000円以上のご利用で500円割引

【定休日】月曜日
【営業時間】12：00～24：00
※現金でのお支払に限ります
※ほかのクーポンとの併用不可

観光・物産・飲食 manma&caf 　ユキマツリ
十日町市本町6丁目道の駅クロステン内
（電話　025-752-6770）

六日町IC ドリンクサービス
クーポン券1枚につき、コーヒーor紅茶1杯無料のサービス
もしくは一杯無料ドリンク券をプレゼント

【定休日】水曜日
【営業時間】10：00～18：00
宴会・イベントがある場合貸切となる為、閉店時間を繰
り上げる場合あり。12/31　休み



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 寄ＩＣ 優待内容（見出し） 優待内容（詳細） 備考

スキー場 ノルン水上スキー場
群馬県利根郡みなかみ町寺間479-139
(電話　0278-72-6688）

水上IC 料金割引
大人　1日リフト券＋お食事券（1,000円分） 5,500円→4,500円
子供　1日リフト券＋お食事券（1,000円分） 4,600円→3,800円
※子供 ＝ 小学生

【営業期間】12/20～3/31（シーズン期間中無休）
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

スキー場 大穴スキー場
群馬県利根郡みなかみ町大穴277
（電話0278-72-2354)

水上IC 料金割引 大人１日券割引　3,000円→2,500円（土日祝日のみ・年始除く）

【営業期間】12/23～3/21
【営業時間】8：00～16：30
１グループにつき、１回まで５名様有効
※ほかの割引券との併用はできません

スキー場 ホワイトバレースキー場
群馬県利根郡みなかみ町谷川温泉内
（電話　0278-72-5094）

水上IC 料金割引
　 平日　大人１日券+お食事券（1,200円分）　5,400円→4,300円
土日祝　大人１日券+お食事券（1,200円分）　5,400円→4,900円

※ほかの割引券との併用はできません
　１グループにつき、１回まで５名様有効
　営業　オープンからシーズンクローズまで

スキー場
水上高原・奥利根温泉
藤原スキー場

群馬県利根郡みなかみ町藤原4957-1
（電話　0278-75-2321）

水上IC 料金割引

藤原スキー場リフト1日券　3500円  ホテルサンバード入浴券
1000円
昼食券（ラーメン、カレー、牛丼）800円、通常料金5300円⇒割引料
金3900円

【営業時間】8：30～16：45
  1グループにつき5名まで有効
他の割引券との併用はできません

スキー場 水上宝台樹スキー場
群馬県利根郡みなかみ町藤原3839-1
（電話　0278-75-2557）

水上IC 料金割引 大人１日リフト券+お食事券（1,000円分）　5,300円→4,500円
５名様有効
※ほかの割引券との併用はできません

スキー場 片品オグナほたかスキー場
群馬県利根郡片品村花咲字武尊山
（電話　0278-58-2133）

沼田IC 料金割引
土日祝年末年始　大人１日リフト券+お食事券（800円分）4,800円→
4,200円
平日　大人１日リフト券+お食事券（800円分）4,３00円→4,１00円

５名様有効
※ほかの割引券との併用はできません
※ファーストトラックは別途料金がかかります

スキー場 スノーパーク尾瀬戸倉
群馬県利根郡片品村戸倉329
（電話　0278-58-7511）

沼田IC 料金割引
平日　大人１日券3,700円→3,200円　小人1日券2,600円→2,100円
土日祝日　大人１日券4,400円→3,900円　小人1日券2,600円→
2,100円

シーズン中利用可能
１枚につき４名様まで利用可能
※ほかの割引券との併用はできません

スキー場
温泉施設

ホワイトワールド尾瀬岩鞍
群馬県利根郡片品村土出2609
（電話　0278-58-7777）

沼田IC 料金割引
岩鞍リゾート日帰り入浴割引き　大人600円→400円　小人400円→
300円

【受付時間】12：00～16：00
１回５名様まで有効
※その他割引券との併用不可
※館内貸切やメンテナンス等でご利用できない場合も
あり

スキー場 たんばらスキーパーク
群馬県沼田市玉原高原
（電話　0278-23-9311）

沼田IC 料金割引 大人リフト１日券　通常4,500円→3,500円
【営業期間】11/23～5/6
【営業時間】平日8：30～16：00　特定日8：00～16：00
１回につき５名様まで有効※他優待券との併用不可

スキー場 川場スキー場
群馬県利根郡川場村大字谷地 2755-2
（電話　0278-52-3345）

沼田IC 料金割引

大人１日リフト券+お食事券（1,000円分）+商品券（500円）　6,100円
→5,600円
子供１日リフト券+お食事券（1,000円分）+商品券（500円）　4,800円
→4,300円

【期間】12/16～3/21
１グループにつき、１回４名様まで有効
※他の割引券との併用はできません

スキー場
温泉施設

草津国際スキー場
群馬県吾妻郡草津町草津白根国有林
158林班（電話　0279-88-8111）

渋川伊香保IC 料金割引
大人１日リフト券　4,200円→3,700円
※使用済みリフト券で温泉施設20％OFF

【期間】12/23～3/21
１グループにつき、１回５名様まで有効
※他の割引券との併用はできません

『ウィンターパス2017-2018 沼田・水上エリア』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 寄ＩＣ 優待内容（見出し） 優待内容（詳細） 備考

スキー場 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

信州中野IC 料金割引

焼額山エリアリフト１日券￥500引き
（12/21～3/31）おとな￥4500→￥4000
                       中高生・シニア￥3800→￥3300
（12/2～12/20・4/1～8）おとな￥3800→￥3300
                                   中高生・シニア￥3500→￥3000

【営業期間】12/2～4/8
【定休日】無休
※１回限り同伴４名（５名さま）利用可
※志賀高原はオートゲートシステムのため、
　リフト券（キーカード）の保証金￥500をお預かりさせていただきます。
　返却時ご返金いたします。
※焼額山エリアは、小学生までリフト代無料になります。
※シニア料金は60歳以上。中・高校生、シニアは年齢が確認できるものが必要です。
※焼額山エリア券から志賀高原全山共通リフト券への変更はできません。
※他の割引券との併用は不可
※気象状況により、営業内容の変更、休止する場合がございます。
　ご確認の上、お越しください。（TEL:0269-34-3117）

スキー場
ヤマボクワイルドスノーパー
ク

長野県上高井郡高山村大字奥山田字山
田入3681-352

須坂長野東IC
小布施スマー

トIC
料金割引 リフト１日券（大人・子供・シニア）　各１００円引き

【営業時間】平日9：00～16:30  土・日・祝日8:45～16:30
【定休日】無休
※他の割引券との併用は出来ません
※同伴者５名まで適応

スキー場 妙高スキーパーク
新潟県妙高市関山6323-4
（電話　0255-82-4189）

妙高高原ＩＣ 料金割引

・ワンデイパック（リフト1日券＋食事1品1,000円以内1品付）
　大人2,500円、子ども2,000円にて購入可能

・スキー・スノーボードレンタルセット500円引き
　大人3,000円→2,500円
　小人2,500円→2,000円

【リフト営業時間】8：30～16：30
【定休日】シーズン中無休
※1件につき10名様有効

スキー場 赤倉温泉スキー場
新潟県妙高市赤倉温泉
（電話　0255-87-2125）

妙高高原ＩＣ 料金割引
・リフト、ゴンドラ1日券
　大人4,300円→3,800円

【有効期間】12/15～3/21まで
【営業時間】8：30～16：30
※1件につき4名様有効
※他の割引との併用不可

スキー場 妙高杉ノ原スキー場
新潟県妙高市杉野沢
（電話　0255-86-6211）

妙高高原ＩＣ 料金割引

・リフト1日券ご優待料金
大人　3,800円（通常価格4,500円～4,700円）
シニア・中学生　3,300円（通常価格3,900円～4,100円）

【営業時間】平日　8：30～16：30　　土休日　8：00～16：30
1件につき5名まで有効
【定休日】無し

温泉施設 むれ温泉　天狗の館 長野県上水内郡飯綱町川上2755-345

信州中野IC
（25分）

信濃町IC
（20分）

料金割引
入館料割引
大人通常＠600円⇒＠500円

【営業時間】10：00～21：00
【定休日】毎月第３火曜日
※ご本人のみ有効
※他のクーポンとの併用不可
※大人料金のみ対象

宿泊 ホテル　白銀 長野県下高井郡山ノ内町平穏5976-1 信州中野IC お料理サービス 料理一品サービス

【営業時間】0:00～24:00
【定休日】無休
※チェックイン18：00以降の場合は連絡要
※食事場所は宿泊人数に応じて変更になります

宿泊 シャレー志賀 長野県下高井郡山ノ内町志賀高原 信州中野IC ドリンクサービス ウェルカムコーヒーサービス
【営業時間】7:00～22:00
【定休日】無休
※当館にご宿泊いただいたお客様が対象

宿泊 ゲストハウスカナメ 長野県大町市平19755

安曇野IC
（約1時間）※

長野IC
（約1時間）
糸魚川IC

（約1時間）※

料金割引
宿泊料金10％割引
薪ストーブを使った焼き芋体験サービス

【営業時間】チェックイン16：00～チェックアウト10：00
【定休日】不定休

『ウィンターパス2017-2018 白馬・志賀・妙高エリア』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 寄ＩＣ 優待内容（見出し） 優待内容（詳細） 備考

『ウィンターパス2017-2018 白馬・志賀・妙高エリア』優待施設一覧表

観光・物産・飲食 なべくら高原・森の家 長野県飯山市大字照岡1571-15 豊田飯山IC プレゼント 森の家オリジナル絵はがきプレゼント
【営業時間】8：00～17：00
【定休日】火曜日
※グループ全員にプレゼント

観光・物産・飲食 市立大町山岳博物館 長野県大町市大町8056-1

安曇野IC
（約40分）※

長野IC
（約80分）
糸魚川IC

（約95分）※

料金割引
通常入館料
大人４００円、高校生３００円、小中学生２００円のところ
大人３５０円、高校生２５０円、小中学生１５０円（各５０円割引）

【営業時間】9：00～17：00 （入館は16：30まで）
【定休日】月曜日、祝日の翌日、年末年始
※1回につきお一人様が利用可能です
※他の割引券との併用はできません

観光・物産・飲食
大町・青木湖アドベンチャー
クラブ

長野県大町市平20780-1

安曇野IC
（約45分）※

長野IC
（約50分）
糸魚川IC

（約70分）※

料金割引

星空の散歩　スノーシュー・かんじきで夜の雪原を歩こう、
スノーシューとかんじき両方を体験するツアー　半日・１日コース、
クロスカントリースキー　半日・１日コースなどアクティビティ５％割
引。

【営業時間】9：00～17：00
【定休日】不定休
※１回につき５名様まで割引
※精算後の適用はできません
※要予約

観光・物産・飲食 髙橋まゆみ人形館 長野県飯山市飯山2941-1 豊田飯山IC 料金割引 一般入館　100円引き
【営業時間】10：00～16：00
【定休日】毎週水曜日
※他の割引との併用不可

観光・物産・飲食 塩の道ちょうじや 長野県大町市大町2572 長野IC 料金割引 入館料100円割引き

【営業時間】9：00～16：00（12月～2月）
　　　　　　　 9：00～16：30（3月、4月）
【定休日】毎週水曜日
※1回に5名様まで適用できます
※他の割引と併用はできません

観光・物産・飲食 須坂市旧小田切家住宅 長野県須坂市大字須坂423番地１ 須坂長野東IC 料金割引
観覧料割引
300円→240円（２割引）

【営業時間】9:00～17:00（１月及び２月のみ9:30～16:30)
【定休日】木曜日（祝日の場合は開館）
※中学生以下は無料

観光・物産・飲食 須坂クラシック美術館 長野県須坂市大字須坂371番地６ 須坂長野東IC 料金割引
観覧料割引
300円→240円（２割引）

【営業時間】9:00～17:00（１月及び２月のみ9:30～16:30)
【定休日】木曜日（祝日の場合は開館）
※中学生以下は無料

※目的地エリア外になりますのでご注意ください



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 寄ＩＣ 優待内容（見出し） 優待内容（詳細） 備考

スキー場 鹿沢スノーエリア 群馬県吾妻郡嬬恋村田代1017 上田菅平IC 料金割引 大人１日リフト券　５００円引き
他の割引券との併用はできません。
３名様まで有効

スキー場 軽井沢スノーパーク
群馬県吾妻郡長野原町北軽井沢2032-
16

碓氷軽井沢IC 料金割引
大人１日券　3500円→3000円
子供１日券　2500円→2000円

【営業期間】シーズン期間中無休
1グループにつき1回まで5名様有効
※ほかの割引券との併用はできません

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
佐久IC

佐久平スマー
トIC

料金割引 リフト1日券500円引き

【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 峰の原高原スキー場 長野県須坂市峰の原3153 上田菅平IC 料金割引 「レストランみね」ソフトドリンク100円引き

【営業時間】8：30～16.：30
【定休日】無休
※1回で4名様までご利用可能
※他の割引券との併用不可

スキー場
宿泊

ＫＯＮＧ 長野県須坂市仁礼3153－595
上田菅平IC

須坂長野東IC
料金割引

宿泊者に限る
　リフト券割引￥3800→￥3000
　　高校生￥2500→￥2000
　　中学生以下￥1800→￥0

【営業時間】7:00～22:00
【定休日】不定休

宿泊 山野草の宿　二人静 長野県駒ヶ根市赤穂4－161 駒ヶ根IC※ ドリンクサービス 地酒またはソフトドリンク1杯サービス
【営業時間】0:00～24：00
【定休日】不定休
※他の割引との併用不可

宿泊 白樺湖ロイヤルホテル 茅野市北山3419
諏訪IC※

諏訪南IC※
料金割引

レイトアウト割引
チェックアウト後、 大１７時までお部屋を利用できます。
通常3,000円→1,000円にてご利用頂けます。

【営業時間】チェックイン15：00～チェックアウト10：00
【定休日】無休
※事前に必ずご連絡をお願いします。
※予約状況により、レイトアウトが出来ない場合があり
ます。
※利用不可日
12/8、12/28、1/5、1/6、1/16、1/20、2/10

宿泊 ペンション　ワイルドフラワー
長野県北佐久郡立科町大字芦田八ケ野
410－3

佐久IC
東部湯の丸IC

料金割引 宿泊料金１０％オフ
【営業時間】15:00-21:00
【定休日】不定休
※他の割引とは併用が出きません

観光・物産・飲食 Good Old Land 長野県安曇野市穂高有明7542-85 安曇野IC※ ドリンクサービス
甘味をご注文頂いた方に、南部鉄器でお出ししております有機煎
茶、有機紅茶、有機コーヒーのいずれかをお付けします。

【営業時間】10：00～17：00 （L.O. 16：30）
【定休日】火曜日、水曜日
※安曇野の森の奥にあります。
　HPより「Google Map」や「行き方動画」をご確認の上、
お越し下さい

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
諏訪IC※

諏訪南IC※
料金割引 大人（高校生以上）入園料100円割引

【営業時間】9:30～17:00（4月 9:00～18:00）
【定休日】無休（冬期不定休）
※1申込につき5名まで
※その他割引との併用不可
※精算後の適用は出来ません
※中学生以下入園無料

『ウィンターパス2017-2018 軽井沢・菅平エリア』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 寄ＩＣ 優待内容（見出し） 優待内容（詳細） 備考

『ウィンターパス2017-2018 軽井沢・菅平エリア』優待施設一覧表

観光・物産・飲食
大雪渓酒造　酒蔵直営店
花紋大雪渓

長野県北安曇郡池田町大字会染9642-2 安曇野IC※ 料金割引 お買い物金額から5％割引
【営業時間】9：00～18：00
【定休日】無休(年末年始を除く)
※他の割引との併用は出来ません

観光・物産・飲食
絵本美術館&コテージ　森の
おうち

安曇野市穂高有明2215-9 安曇野IC※ 料金割引 入館料、大人･小中学生100円引き、3歳以上50円引き

【営業時間】9：30～16:30（12月～2月）　～17:00（3月～
4月） ( 終入館は閉館30分前)。変更日有り。館HPカ
レンダー参照。
【定休日】木曜日。1/4～12冬休み。展示替えのための
休館有り。
※1回2名様まで
※他の割引券と併用不可

観光・物産・飲食
竹田扇之助記念国際糸操り
人形館

長野県飯田市座光寺2535番地 喬木IC※ 料金割引
入館料割引
大人400円→300円
小中学生・高校生200円→150円

【営業時間】9:00～17:00
【定休日】毎週月曜日、祝祭日の翌日、年末年始

※目的地エリア外になりますのでご注意ください



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 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

大人　リフト券1日券＋お食事券（1,000円分）5,700円→5,200円
子供　リフト券1日券＋お食事券（1,000円分）4,700円→4,200円
※大人＝中学生以上、子供 ＝ 小学生

【営業期間】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。
※1件につき5名さま有効、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

大人　リフト券1日券＋施設利用券（1,000円分）5,400円→4,900円
子供　リフト券1日券＋施設利用券（1,000円分）4,500円→4,000円
シニア　リフト券1日券＋施設利用券（1,000円分）5,000円→4,500円
※大人＝中学生以上、子供 ＝ 小学生、シニア＝55歳（要提示）

【営業期間】8：30～16：30
※2/2までは16：00終了。
※1件につき5名さま有効、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

【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
1件につき5名さま有効

『ウィンターパス2017-2018 那須エリア』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 寄IC 優待内容（見出し） 優待内容（詳細） 備考

スキー場 星野リゾート　アルツ磐梯
福島県耶麻郡磐梯町大字更科字清水平
6838-68
（電話　0242-74-5000）

猪苗代磐梯
高原IC

磐梯河東IC
料金割引

リフト１日券割引
　大人　4,700円⇒4,000円
　　※お申込者を含む１グループ５名様を割引対象

【営業期間】12/23～3/25
【営業時間】
　平日
　　　8:30～16:30
　土日祝日・年末年始
　　　8:00～17:00
冬期営業期間中は無休

スキー場 星野リゾート　猫魔スキー場
福島県耶麻郡北塩原村大字桧原字猫魔
山1163
（電話　0241-32-3001）

猪苗代磐梯
高原IC

磐梯河東IC
料金割引

リフト１日券割引
　大人　4,000円⇒3,800円
※12/23～1/3の期間
　大人　4,500円⇒4,000円

【営業期間】12/2～5/6
【営業時間】
　平日
　　　8:00～16:00
　土日祝日・年末年始
　　　8:15～16:00
冬期営業期間中は無休

スキー場 グランデコスノーリゾート
福島県耶麻郡北塩原村大字桧原字荒砂
沢山
（電話　0241-32-2530）

猪苗代磐梯
高原IC

料金割引

リフト１日券＋食事券1,000円
　大人（高校生以上）　　5,700円⇒5,000円
　マスター（５０歳以上）　5,100円⇒4,500円
　子供（小・中学生）　　　4,500円⇒4,000円

【営業時間】
平日
　　8:30～16:00
土日祝
　　8:00～16:00
　　　※時期により営業時間が
　　　　異なります
冬期営業期間中は無休
　※営業期間については事前に
　　お問い合わせ願います

スキー場 沼尻スキー場
福島県耶麻郡猪苗代町大字蚕養字沼尻
山甲2855-434
（電話　0242-67-1250）

磐梯熱海IC
猪苗代磐梯

高原IC
料金割引

リフト1日券（1,000円割引）
　大人（中学生以上）　4,200円⇒3,200円
　小人（小学生）　　　　3,200円⇒2,200円
ちびっこひろば「どんぐり合衆国」
　ペア入場券（1,000円割引）
　　2,000円⇒1,000円

【営業期間】12/22～3/25
【営業時間】
　全日
　　　8:30～16:00
冬期営業期間中は無休

スキー場
猪苗代スキー場
スポーツパル「猪苗代プロス
キースクール」

福島県耶麻郡猪苗代町葉山7105
（猪苗代スキー場内・スノーハウスいなわ
しろ内）
（電話　0242-63-0220）

猪苗代磐梯
高原IC

料金割引

スキー＆スノーボード（レギュラーレッスン）
　講習料割引（500円割引）
　　1日　　5,500円⇒5,000円
　　半日　4,000円⇒3,500円

【営業時間】
9:00～17:00
冬期営業期間中は無休
　※営業期間については事前に
　　お問い合わせ願います

スキー場
猪苗代リゾートスキー場
スポーツパル「猪苗代リゾー
トスキースクール」

福島県耶麻郡猪苗代町綿場7126
（電話　0242-65-2132）

猪苗代磐梯
高原IC

料金割引

スキー＆スノーボード（レギュラーレッスン）
　講習料割引（500円割引）
　　1日　　5,500円⇒5,000円
　　半日　4,000円⇒3,500円

【営業時間】
9:00～17:00
冬期営業期間中は無休
　※営業期間については事前に
　　お問い合わせ願います

温泉施設
裏磐梯グランデコ東急ホテ
ル　ぶなの湯

福島県耶麻郡北塩原村大字桧原荒砂沢
山
（電話　0241-32-3200）

猪苗代磐梯
高原IC

料金割引

日帰り入浴料金割引（100円割引）
　大人（中学生以上）　1,000円⇒900円
　小学生　　　　　　　　　700円⇒800円
　4才～6才　　　　　　　　300円⇒200円
　　　※12/23～1/7及び2/10～2/11は割引対象外
　　　※バスタオル　　　300円
　　　※フェイスタオル　無料

日帰り入浴営業時間
12:00～16:00
無休

『ウィンターパス2017-2018 猪苗代・磐梯エリア』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 寄IC 優待内容（見出し） 優待内容（詳細） 備考

『ウィンターパス2017-2018 猪苗代・磐梯エリア』優待施設一覧表

温泉施設 森の旅亭マウント磐梯
福島県耶麻郡猪苗代町大字若宮字上ノ
湯甲2985
（電話　0242-64-3911）

磐梯熱海ＩＣ
猪苗代磐梯

高原ＩＣ
料金割引

日帰り入浴料割引（100円割引）
　４歳以上　　650円⇒550円
　４歳未満　　無料

日帰り入浴営業時間
　10:30～16:00
不定休

宿泊 料金割引

１泊２食プラン　２名様以上
　　合計金額より1,000円引き
　　　※予約時にウインターパス申込済みである旨

　　　お申し出願います

宿泊 料金割引
玄米いづれの品種も30キロ　500円割引
　　※予約時にウインターパス申込済みである旨
　　　お申し出願います

宿泊 裏磐梯国民宿舎
福島県耶麻郡北塩原村大字桧原字蛇平
原山1074 494
（電話　0241-32-2923）

猪苗代磐梯
高原ＩＣ

料金割引
２名様以上　1泊２食付き（5％割引）
　7,344円⇒6,977円
　　※お申込者を含む１グループを割引対象

チェックイン　15:00～19:00
チェックアウト　～10:00
無休

宿泊
ヒーリングインホワイトペン
ション

福島県耶麻郡猪苗代町字不動33-13
（電話　0242-65-2034）

猪苗代磐梯
高原ＩＣ

宿泊特典
ご夕食時自家製果実酒１杯サービス
　※ご宿泊者対象
　※お申込者を含む１グループをサービス対象

チェックイン　15:00～17:30
チェックアウト　～10:00
無休

宿泊 レイクサイドホテルみなとや
福島県耶麻郡猪苗代町長浜870
（電話　0242-65-2111）

猪苗代磐梯
高原ＩＣ

宿泊特典
ソフトドリンクサービス
　※ご宿泊ご利用時

チェックイン　16:00～
チェックアウト　～10:00
無休

宿泊 旅館白城屋
福島県耶麻郡猪苗代町大字蚕養字沼尻
山甲2855-104
（電話　0242-64-3214）

猪苗代磐梯
高原ＩＣ

宿泊特典
ソフトドリンクサービス（ボトル１本）
　※ご宿泊の夕食時

チェックイン　14:00～18:00
チェックアウト　～10:00
無休

宿泊
貸別荘＆コテージオールリ
ゾート・サービス

福島県耶麻郡猪苗代町字出雲壇35-1
（電話　0242-63-0355）

猪苗代磐梯
高原ＩＣ

宿泊特典

スパークリングワイン１本プレゼント
　※ご宿泊予約時にお申し出願います
　※１組様に１本
　※他の割引との併用は不可

チェックイン　15:00～17:00
チェックアウト　～10:00
無休

宿泊 ガストホフ　モンターニャ
福島県耶麻郡磐梯町磐梯字七ツ森7351-
2
（電話　0242-73-3733）

磐梯河東ＩＣ
猪苗代磐梯

高原ＩＣ
宿泊特典

夕食時地酒１本（300ｍｌ）サービス
　※お申込者を含む１組様（２人～３人）
　※お飲みにならない方はお持ち帰りもできます

チェックイン　15:00～18:00
チェックアウト　～10:00
無休

宿泊
レイクサイド　イン　ベイクド
ポテト

福島県耶麻郡北塩原村大字桧原字曽原
山1096-520
（電話　0241-32-2127）

猪苗代磐梯
高原ＩＣ

宿泊特典
夕食時グラスワイン１杯サービス
　※ご宿泊利用時限定
　※お申込者を含む１グループをサービス対象

チェックイン　15:00～18:00
チェックアウト　～10:00
不定休

宿泊 食彩館　アルビン
福島県耶麻郡北塩原村大字桧原字蛇平
原山1074
（電話　0241-32-3190）

猪苗代磐梯
高原ＩＣ

宿泊特典
夕食時ハーフワイン１本サービス
　※２名様につき１本
　※宿泊利用時限定

チェックイン　15:00～20:00
チェックアウト　～10:00
無休

宿泊
レンタルハウス　談暖暖（だ
んのんだん）

福島県耶麻郡北塩原村大字桧原字曽原
山1096-605
（電話　0241-32-3560）

猪苗代磐梯
高原ＩＣ

景品等

ささやかなクッキープレゼント
　※ご宿泊予約されたお客様が対象
　※予約時にウインターパス申込済みである旨申出
　　　て下さい

チェックイン　15:00～20:00
チェックアウト　～12:00
不定休

会津猪苗代の宿　神田荘
福島県耶麻郡猪苗代町字横マクリ570-1
（電話　0242-62-3402）

チェックイン　15:00～20:00
チェックアウト　～9:30
不定休
　※　営業日については事前に
　　　お問合せ願います

猪苗代磐梯
高原IC
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宿泊 休暇村　裏磐梯
福島県耶麻郡北塩原村大字桧原
（電話　0241-32-2421）

猪苗代磐梯
高原ＩＣ

料金割引

ご宿泊料金割引（1泊２食付きプラン）
　日曜・平日
　　　大人（中学生以上）　　1,000円割引
　　　小学生・幼児　　　　　　300円割引
　休前日・土曜日
　　　大人（中学生以上）　　　500円割引
　　　小学生・幼児　　　　　　300円割引
　　　　　※要事前予約
　　　　　※電話（ＦＡＸを含む）、または公式サイトからの
　　　　　　直接予約が対象
　　　　　※各種旅行サイト（じゃらん等）または旅行会社
　　　　　　（ＪＴＢ等）経由の予約は対象外
　　　　　※各種割引との併用不可

フロント営業時間
　7:00～21:00
チェックイン　15:00～18:00
チェックアウト　～10:00
無休

宿泊 ペンション　ハーティ
福島県耶麻郡北塩原村大字桧原字曽原
山1096-547
（電話　0241-32-2090）

猪苗代磐梯
高原ＩＣ

宿泊特典
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
　※ご夕食及び宿泊利用者でお申込者を含む１グループをサービ
ス対象

チェックイン　15:00～18:00
チェックアウト　～10:00
不定休

宿泊 ペンション　ヴァンブラン
福島県耶麻郡北塩原村裏磐梯剣ヶ峯
1093
（電話　0241-32-2224）

猪苗代磐梯
高原ＩＣ

料金割引

料金割引（10％割引）
　飲み物、お土産品を10％割引
　　※宿泊費に含まれるお飲み物は除く
　　※ご宿泊をされたお申込者を含む１グループを割引対象
　　※全日有効
　　※他の割引との併用は不可

チェックイン　15:00～18:00
チェックアウト　～10:00
無休

観光・物産・飲食
アクアマリンいなわしろカワ
セミ水族館

福島県耶麻郡猪苗代町大字長田字東中
丸3447-4
（電話　0242-72-1135）

猪苗代磐梯
高原ＩＣ

料金割引

入館料割引（10％割引）
　大人（高校生以上）　　700円⇒630円
　小・中学生　　　　　　　300円⇒270円
　未就学児　　　　　　　　無料

【営業時間】
3/21～11/30
　　9:30～17:00
　　　※入館は16:30までに
12/1～3/20
　　9:30～16:00
　　　※入館は15:30までに
無休

観光・物産・飲食
アウトドアスポーツクラブ
バックス

福島県耶麻郡北塩原村大字桧原字剣ケ
峯1093-955
（電話　0241-32-3039）

猪苗代磐梯
高原ＩＣ

料金割引

桧原湖ワカサギ釣り
　体験コース（200円割引）
　　※公式ＨＰもしくはＴＥＬ予約に限定
裏磐梯スノーシュー体験
　体験コース（200円割引）
　　※公式ＨＰもしくはＴＥＬ予約に限定

体験コースにより異なります
　※営業期間及び内容等
　　については事前にお問
　　い合わせ願います
無休

観光・物産・飲食 漆芸工房　角田
福島県耶麻郡北塩原村大字桧原字曽原
山1096-217
（電話　0241-23-7227）

猪苗代磐梯
高原ＩＣ

料金割引
体験メニュー（100円割引）
　※体験メニューについては事前にお問合せ願います
お買い物（10％割引）

10:00～16:00
不定休
　※休業日はＨＰに掲載しています

観光・物産・飲食 野口英世記念館
福島県耶麻郡猪苗代町大字三ツ和字前
田81
（電話　0242-85-7867）

猪苗代磐梯
高原ＩＣ

料金割引

入館料割引（50円割引）
　大人（高校生以上）　　　600円⇒550円
　こども（小・中学生）　　　300円⇒250円
　未就学児　　　　　　　　　無料
　　※お申込者を含む１グループ10名様まで割引対象
　　※他割引との併用不可。

【営業時間】
4月～10月
　9:00～17:30（入館締切17:00）
11月～3月
　9:00～16:30（入館締切16:00）
年末年始12/29～1/3休館

観光・物産・飲食 しおやぐら
福島県耶麻郡猪苗代町新町4875-2
（電話　0242-62-2330）

猪苗代磐梯
高原ＩＣ

来店特典 当店特製の小皿１枚をプレゼント

【営業時間】
11:00～18:00
定休日：火曜日
　※　祝日の場合は営業いたします
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観光・物産・飲食 中華料理レストラン西湖
福島県耶麻郡猪苗代町大字翁沢字長浜
870
（電話　0242-65-2111）

猪苗代磐梯
高原ＩＣ

来店特典
ソフトドリンクサービス
※お食事ご利用時

【営業時間】
　昼11:00～14:30
　夜16:00～20:00
　　※ラストオーダー20:00
不定休

観光・物産・飲食
喜多方ラーメン来夢　喜多
方本店

福島県喜多方市字稲荷宮7
（電話　0241-23-0287）

会津若松ＩＣ 来店特典 ラーメン１杯につき半熟煮玉子サービス

【営業時間】
11:00～22:00
　※　ラストオーダー22:00
無休

観光・物産・飲食
喜多方ラーメン来夢　会津
若松門田店

福島県会津若松市門田町大字飯寺字村
西865-1
（電話　0242-29-0455）

会津若松ＩＣ 来店特典 ラーメン１杯につき半熟煮玉子サービス

【営業時間】
11:00～24:00
　※　ラストオーダー23:45
無休

観光・物産・飲食
喜多方ラーメン来夢　猪苗
代店

福島県耶麻郡猪苗代町字梨木西71-1
（電話　0242-72-1720）

猪苗代磐梯
高原ＩＣ

来店特典 ラーメン１杯につき半熟煮玉子サービス

【営業時間】
11:00～21:00
　※　ラストオーダー21:00
無休

観光・物産・飲食
喜多方ラーメン来夢　会津
若松駅前店

福島県会津若松市扇町122-2
（電話　0242-93-6277）

会津若松ＩＣ 来店特典 ラーメン１杯につき半熟煮玉子サービス

【営業時間】
11:00～24:00
　※　ラストオーダー23:45
無休

観光・物産・飲食
喜多方ラーメン来夢　郡山
北店

福島県郡山市喜久田町字四十坦6-13
（電話　024-973-7742）

郡山ＩＣ 来店特典 ラーメン１杯につき半熟煮玉子サービス

【営業時間】
11:00～24:00
　※　ラストオーダー23:45
無休
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東北道 蓮田ＳＡ（上） ピクニック
・アイスコーヒー200円（50円引）の150円にて販売またはホットコーヒー
150円（50円引）の100円にて販売
・揚げたこ焼き450円（50円引）の400円にて販売

東北道 蓮田ＳＡ（下） PIZZA SAVOY クレミアソフト50円引きサービス

東北道 Pasar羽生（下） 美彩屋 ソフトクリーム類を50円引き(350円→300円)サービス

東北道 佐野SA （下）  スナックコーナー
バニラソフトクリーム通常365円⇒315円
※50円割引販売

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 上河内SA（上） スナックコーナー ホットコーヒー50円引き（通常200円→150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 那須高原SA（上）
フードコート
Ｎａｓｕ　ｃａｆｅ

森林ノ牧場バニラソフトクリームを
通常価格　￥410（税込）→割引価格　￥360（税込）

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

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

『ウィンターパス2017-2018』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 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

磐越道 五百川ＰＡ（上） スナックコーナー 500円以上の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

磐越道 五百川ＰＡ（下） スナックコーナー 500円以上の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

磐越道 磐梯山ＳＡ（上） レストラン ホットコーヒーを110円（税込）で販売
・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

磐越道 磐梯山ＳＡ（下） ショッピングコーナー ホットコーヒーを100円（税込）で販売
・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

関越道 Pasar三芳（上） CUTE CREAM クレミアソフト50円引きサービス

関越道 三芳ＰＡ（下）

・スナックコーナー「おはや
し」
・UCCボックスコーヒーコー
ナー

ホットコーヒー50円引きサービス

関越道 高坂ＳＡ（上） スナックコーナ　ラリー
ラリーで販売している　肉まん
300円のところ　100円引きの200円で販売

関越道 高坂ＳＡ（下） キーズカフェ
氷温熟成豆のホットコーヒー、アイスコーヒー、カフェラテ、
アイスカフェラテを、サイズアップサービス
（R（レギュラー）サイズからL（ラージ）サイズ）

※ご注文時の事前ご提示に限ります。
※御本人様を含む2名様2点分をサービス致します。
※指定以外のメニュー、サイズでのサービスには対応できませ
ん。
※メニュー品切れの際は、代替品に変更させていただく場合が
ございます。

関越道 嵐山ＰＡ（上） テイクアウトコーナー ホット、アイスコーヒー50円引きサービス
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関越道 嵐山ＰＡ（下） テイクアウトコーナー ホット、アイスコーヒー50円引きサービス

関越道 寄居ＰＡ（上） 外売店「気まぐれ屋」 うわばみ焼き（6個入300円）を50円引きサービス

関越道 寄居ＰＡ（下） 外スナックコーナー ソフトアイス各種４０円引きの２５０円での販売

関越道 上里ＳＡ（上） ＳＮＡＣＫ　ＳＴＡＮＤ ソフトクリーム（バニラ）を50円引きサービス

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円にて提供。
・ホットコーヒー　通常　２００円(税込)を１００円(税込)
・アイスコーヒー 通常 ２５０円(税込)を１００円(税込)

関越道 駒寄ＰＡ（上） スナックコーナー ホットコーヒー50円引きサービス

関越道 駒寄ＰＡ（下） 外実演コーナー ソフトクリーム50円引きサービス

関越道 赤城高原ＳＡ（上） レストラン レストランにて食事をされた方にドリンク無料サービス
12月21日～（予定）
※提示されたご本人様のみ

関越道 赤城高原ＳＡ(下） レストラン お食事のお客さまにホットコーヒー1杯サービス ※4名様まで対象

上信越道 甘楽ＰＡ（上）
第２スナックコーナー
（テイクアウトコーナー）

甘楽限定ブレンドコーヒー（300円）を50円引サービス

上信越道 甘楽ＰＡ（下） ショッピングコーナー セルフ式ホットコーヒー（150円）を50円引サービス

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
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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

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

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

上信越道 松代ＰＡ（上） ショッピングコーナー ホットコーヒー50円引き

上信越道 松代ＰＡ（下） ショッピングコーナー ホットコーヒー50円引き

上信越道 小布施ＰＡ（上） ショッピングコーナー 売店レジにてソフトクリームをご注文の方に限り50円引き

上信越道 小布施ＰＡ（下） ショッピングコーナー 売店レジにてソフトクリームをご注文の方に限り50円引き

長野道 姨捨ＳＡ（上） カフェ・ショップ ソフトクリーム８０円割引サービス ※目的地エリア外のSAになりますので、ご注意ください

長野道 姨捨ＳＡ（下） スナック・ベーカリー ソフトクリーム８０円割引サービス ※目的地エリア外のSAになりますので、ご注意ください

関越道 越後川口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

関越道 越後川口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

北陸道 米山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

北陸道 米山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


