
優待施設一覧

No. 施設名 優待内容
優待券1枚あた
りの適用人数

所在地 ＴＥＬ アクセス

1 椋鳩十記念館 入館料50円割引 1名様 下伊那郡喬木村1459-2 0265-33-4569
中央自動車道・松川I.Cより25分
中央自動車道・飯田I.Cより20分

2 みのわ温泉 ながた荘
宿泊料金（入湯税別途150円徴収）
→ 通常料金の10％引き

4名様まで 上伊那郡箕輪町大字中箕輪 ３７３３－１８ 0265-79-2682 中央自動車道・伊北ＩＣより5分

3 みのわ温泉 ながたの湯
入場料割引
大人（中学生以上）500円→450円
子供（小学生）300円→270円

4名様まで 上伊那郡箕輪町大字中箕輪 ２１３４－４２ 0265-70-1234 中央自動車道・伊北ＩＣより5分

4 農産物直売所 にこりこ
にこりこ内「カフェ」にて
ホットコーヒーまたはアイスコーヒー割引
（通常180円→100円にて）

持参者同伴のグ
ループ様全員

上伊那郡箕輪町大字中箕輪 ３７３０－１８６ 0265-70-6858 中央自動車道・伊北ＩＣより5分

5 朝日美術館 入館料2割引 2名様まで 東筑摩郡朝日村古見1308 0263-99-2359 長野自動車道・塩尻ＩＣより約25分

6 おんたけアドベンチャー
自然湖ネイチャーカヌーツアー参加費
大人5,000円 → 4,000円

1名様 木曽郡王滝村3771-1 0264-48-1208
中央自動車道・中津川ICより約120分
中央自動車道・伊那ＩＣより約90分
長野自動車道・塩尻ICより約110分

7 南木曽町博物館
入館料2割引
大人700円→560円
小人350円→280円

1名様 木曽郡南木曽町吾妻2190 0264-57-3322 中央自動車道・中津川ICより約30分

8 福沢桃介記念館
入館料2割引
大人300円→240円
中学生150円→120円

1名様 木曽郡南木曽町読書2941-5 0264-57-4166 中央自動車道・中津川ICより約30分

9 富士見パノラマリゾート

ゴンドラ往復券割引
大人1,600円→1,400円
子供（小学生）800円→700円
未就学児は無料

5名様まで 諏訪郡富士見町富士見6666-703 0266-62-5666 中央自動車道・諏訪南ICより約7分

10 富士見温泉 ゆ～とろん水神の湯
入浴料100円引き
※午前10時～午後7時まで

5名様まで 諏訪郡富士見町富士見9547 0266-62-8080 中央自動車道・諏訪南ICより約7分

11
ヒルサイドホテル富士見
（宿泊）

平日宿泊1,000円割引 大人1名様 諏訪郡富士見町立沢1-1182 0266-66-2111 中央自動車道・諏訪南ICより約15分

12
ヒルサイドホテル富士見
（日帰り温泉）

日帰り温泉入浴料100円割引 4名様まで 諏訪郡富士見町立沢1-1182 0266-66-2111 中央自動車道・諏訪南ICより約15分

13
道の駅 信州蔦木宿
（温泉 つたの湯）

入浴料割引
大人600円→500円
（昼間午後6時まで）木金曜日除く

5名様まで 諏訪郡富士見町落合1984-1 0266-61-8222
中央自動車道・小淵沢ICより約6分
中央自動車道・諏訪南ICより約20分

14 養命酒健康の森 粗品プレゼント（ルバーブあめ） 1名様 駒ヶ根市赤穂16410 0265-82-3310 中央自動車道・駒ヶ根ICより約15分

15 こぶしの湯
利用料割引
大人600円 → 550円

4名様まで 駒ヶ根市赤穂23-170 0265-83-7228 中央自動車道・駒ヶ根ICより約3分

16 こまくさの湯
入浴料割引
600円 → 550円

5名様まで 駒ヶ根市赤穂759-4 0265-81-8100 中央自動車道・駒ヶ根ICより約3分

17 山野草の宿 二人静
宿泊された方へ地酒 または、 ソフトドリ
ンク 1杯サービス

2名様まで 駒ヶ根市赤穂4-161 0265-81-8181 中央自動車道・駒ヶ根ICより約5分

18 すずらんハウス
売店のソフトクリーム50円引き
（250円→200円 300円→250円）
※5月7日～7月13日まで

2名様まで 駒ヶ根市赤穂759-446 0265-81-7201 中央自動車道・駒ヶ根ICより約5分

19 駒ヶ根ビューホテル四季 宿泊された方へコーヒー1杯サービス 2名様まで 駒ヶ根市赤穂759-490 0265-83-7888 中央自動車道・駒ヶ根ICより約5分

20 本坊酒造㈱信州マルス蒸留所
商品購入時にクーポンを提示して頂くと、
ミニワイングラス１ヶ進呈

1名様 上伊那郡宮田村4752番31 0265-85-4633 中央自動車道・駒ヶ根ICより約5分

21
南信州ビール直営レストラン
味わい工房

レストランで食事をしたお客様に限り、合
計食事代金より１０％値引き致します。

10名様まで
駒ヶ根市赤穂759-447
駒ヶ根ファームス２F

0265-81-7722 中央自動車道・駒ヶ根ICより約3分

22 駒ヶ根シルクミュージアム
観覧料割引
一般（高校生以上）300円→200円
小中学生100円→50円

2名様まで 駒ヶ根市東伊那482 0265-82-8381 中央自動車道・駒ヶ根ICより約20分

23 駒ヶ根ハイランドホテル 宿泊料金 1名様500円引き 1名様 駒ヶ根市赤穂5-1316 0265-82-4666 中央自動車道・駒ヶ根ICより約3分

24 国民宿舎 すずらん荘 宿泊料金 5％OFF 2名様まで 駒ヶ根市赤穂5-1198 0265-83-5155 中央自動車道・駒ヶ根ICより約3分

25 かぎや別館 宿泊料金 1名様500円引き 1名様 駒ヶ根市赤穂5-1149 0265-82-5332 中央自動車道・駒ヶ根ICより約7分

26 駒ヶ根ユースホステル 宿泊料金 1割引 5名様まで 駒ヶ根市赤穂25-1 0265-83-3856 中央自動車道・駒ヶ根ICより約5分
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27
信州きそふくしま代山温泉
せせらぎの四季

入浴料割引
700円→600円

4名様まで 木曽郡木曽町新開3968-2 0264-24-2626
中央自動車道・伊那ICより約30分
中央自動車道 ・中津川ICより約60分

28 義仲館
入館料割引
大人（高校生以上）300円→250円
（※中学生以下は通常どおり無料）

4名様まで 木曽郡木曽町日義290-1 0264-26-2035
中央自動車道・伊那ICより約30分
中央自動車道 ・中津川ICより約90分

29 キャンピングフィールド木曽古道

施設使用料40%OFF
（例）
4名用バンガロー6,000円→3,600円／泊
持込テント 2,000円→1,200円／泊

8名様まで
（2施設、2泊まで）

木曽郡木曽町福島伊谷3-1

（現地）
0264-23-2642
（予約）
0264-22-2766

中央自動車道・伊那ICより約45分
中央自動車道 ・中津川ICより約80分

30 和庵 肥田亭 お食事された方へオリジナルひのき箸プレゼント 1名様 木曽郡木曽町福島5248 0264-24-2480
中央自動車道・伊那ICより約30分
中央自動車道 ・中津川ICより約70分

31 竈炙ビストロ松島亭 お食事された方へオリジナルひのき箸プレゼント 1名様 木曽郡木曽町福島5250 0264-23-3625
中央自動車道・伊那ICより約30分
中央自動車道 ・中津川ICより約70分

32 山村代官屋敷
入館料割引（団体割引料金）
大人300円→270円
小人150円→135円

1名様 木曽郡木曽町福島5808-1 0264-22-3003
中央自動車道・伊那ICより約40分
中央自動車道 ・中津川ICより約80分

33 福島関所資料館
入館料割引（団体割引料金）
大人300円→270円
小人150円→135円

1名様 木曽郡木曽町福島4748-1 0264-23-2595
中央自動車道・伊那ICより約40分
中央自動車道 ・中津川ICより約80分

34 ホテル木曽温泉
入浴料割引
大人600円→500円

5名様まで 木曽郡木曽町三岳9-57 0264-46-2700
中央自動車道・伊那ICより約70分
中央自動車道 ・中津川ICより約90分

35 道の駅 日義木曽駒高原
売店 3,000円以上お買い上げの方、5％引き
食堂 お1人様1,000円以上ご利用で粗品進呈

3名様まで 木曽郡木曽町日義4730-3 0264-23-3644
中央自動車道・伊那ICより約30分
中央自動車道 ・中津川ICより約90分

36 薬師の湯
入館料割引
大人600円→500円

5名様まで 大町市平2811-41 0261-23-2834 長野自動車道・豊科ICより約45分

37 横川商店
お買い物のお客様に横川商店の自家製
お楽しみ商品プレゼント

1名様 大町市大町4136 0261-22-0133 長野自動車道・豊科ICより約30分

38 ゆ～ぷる木崎湖
入浴料 600円→500円
プール入館料600円→500円

5名様まで 大町市平10639-1 0261-23-7100 長野自動車道・豊科ICより約45分

39 白馬三枝美術館
入館料割引
大人700円→600円
小人400円→300円

人数制限なし 北安曇郡白馬村大字北城２９３５ 0261-72-4685 長野自動車道・豊科ICより約60分

40 道の駅 白馬 おみやげ10％ＯＦＦ（一部除外品あり） 1名様 北安曇郡白馬村大字神城２１４６２－１ 0261-75-3880 長野自動車道・豊科ICより約55分

41 八方アルペンライン
八方アルペンライン乗車券割引
大人2,600円→2,340円
小児1,460円→1,320円

5名様まで 北安曇郡白馬村大字北城八方 0261-72-3280 長野自動車道・豊科ICより約60分

42
天然ラドン馬羅尾天狗岩温泉
すすむし荘

日帰り入浴料割引
500円→400円

1名様 北安曇郡松川村3363-1082 0261-62-8500 長野自動車道・豊科ICより約30分

43
ハロー安曇野
とんぼ玉美術博物館

とんぼ玉美術博物館入館料割引
700円→600円

2名様まで 北安曇郡松川村4335-1 0261-62-8600 長野自動車道・豊科ICより約30分

44 安曇野ちひろ美術館
入館料割引
800円→700円

2名様まで 北安曇郡松川村西原3358-24 0261-62-0772 長野自動車道・豊科ICより約30分

45 松本城 入場料1割引 19名様まで 松本市丸の内4-1 0263-32-2902 長野自動車道・松本ICより約10分

46
天然日帰り温泉
ホットプラザ浅間

入浴料割引
大人630円→500円

5名様まで 松本市浅間温泉3-16-3 0263-46-6278 長野自動車道・松本ICより約30分

【共通ご優待クーポン】
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本プランにお申し込みいただいた方に送信される「申込完了メール」の中で、クーポン画面にアクセスできるアドレスをお知らせしますので、

そちらの画面からクーポンをプリントアウトし、切り取りのうえ各施設で提出してください。

※イメージ


