
「2017信州めぐりフリーパス」利用者優待協賛施設一覧表

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） 【2017/07/20現在】

エリア 施設種別 施設名 住所 電話番号 営業時間 定休日 優待内容 備考

温泉施
設

白い温泉　渓谷の湯 下高井郡山ノ内町
大字平穏7148

0269-34-2207 10：00～14：00 不定休 ●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。

美術館 坂城町鉄の展示館 坂城町大字坂城６
３１３－２

0268-82-1128 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）

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

体験施
設

斑尾高原観光協会
まだらお高原 山の家

飯山市斑尾高原
11492-70

0269-64-3222 9:00 ～17：00 無休 体験料10％OFF 他の割引券との併用はできません。

体験施
設

なべくら高原・森の家 飯山市大字照岡
1571-15

0269-69-2888 8：00～17：00 火曜日（繁忙期を除
く）

森の家オリジナルポストカードをパ
スご持参の方へ１セットプレゼント

なし

その他 志賀パレスホテル 下高井郡山ノ内町
志賀高原ほたる温
泉

0269-34-2221 7：00～21：00 不定休 売店の商品10％割引 ※コンビニ商品除く

スキー・
スケート
場

横手山スカイレー
ター・渋峠ロマンスリ
フト

下高井郡山ノ内町
大字平穏7148

0269-34-2600 8：45～16：00 11月～5月下旬のス
キーシーズン

横手山スカイレーター・スカイリフト
　大人往復＠1000⇒＠900
　子供往復＠800⇒＠700
渋峠ロマンスリフト
　大人往復＠900⇒＠800
　子供往復＠700⇒＠600

片道券には利用できません。
他の割引券との併用はできません
スキーリフトには使用できません

体験施
設

実家屋つまようじ・工
房創夢可

飯山市飯山8833-1 0269-67-2564 10：00～16：00 月・金曜日＋不定休
（冬季休業）

当施設で1,000円以上の体験をした
方にお一人１枚ポストカードプレゼ
ント

お一人分が1,000円以上であること。
ご予約・お問い合わせはTELにてお願い
いたします。
（ネットでの問い合わせ・予約はいたして
おりません）
開館予定日はいいやまＮＰＯセンターHP
にて告知しております。
※個人宅ギャラリーのため予定が急変す
ることがあるのでお電話で確認の上お越
しください。

北信濃

http://www.keikokunoyu.com/
http://www.tetsu-museum.info/
http://madarao.tv/
http://madarao.tv/
http://www.nabekura.net/
http://www.shigapalace.co.jp/
http://yokoteyama2307.com/
http://yokoteyama2307.com/
http://yokoteyama2307.com/
http://www.iiyama-catv.ne.jp/~npo/
http://www.iiyama-catv.ne.jp/~npo/


エリア 施設種別 施設名 住所 電話番号 営業時間 定休日 優待内容 備考

美術館 高橋まゆみ人形館 飯山市飯山2941-1 0269-67-0139 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）

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

美術館 豪商の館　田中本家
博物館

須坂市大字小山
476

026-248-8008 9：30～17：00 火曜日　展示替えの
ため臨時休館有

入館料５０円割引 適用人数１グループ
他の割引券とは併用できません

スキー・
スケート
場

志賀高原中央エリア
スキー場

下高井郡山ノ内町
大字平穏7149

0269-34-2301 9：00～16：00
（時期により異なる）

無休（天候状況により
運休の場合あり）

サマーリフト＆ゴンドラリフト往復割引
料金（大人中学生以上、小人小学生以
下）
①東館山ゴンドラリフト往復
　大人1,800円→1,700円、小人900円→
850円
※TEL0269-34-2231
②高天ヶ原サマーリフト往復
　大人850円→770円、小人450円→
410円
※TEL0269-34-2041
③前山サマーリフト往復
大人600円→540円、小人300円→270
円
※TEL0269-34-2108

※1券片につき同伴者8名まで有効
※営業期間中のみ利用可能（①～③の
各リフト営業期間はHP”志賀高原中央エ
リア”で検索）
※天候状況に運休になる場合があります
※他の割引券等と併用不可

博物館 戸隠そば博物館とん
くるりん

長野市戸隠3018 026-254-3773 9:00～17:00 ・第三水曜日　・冬期
（12月&#12316;3月）

博物館入館料　100円OFF
大人／200円　→　100円
小人（中学生以下）／150円　→　50
円

※5人まで/1回
※他の割引券との併用はできない

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 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。

入館料割引
大人５００円→４００円
小中学生３００円→２５０円

なし

温泉施
設

シェーンガルテンおみ 長野県東筑摩郡麻
績村日3434

0263-67-2800 8：00～20：00＊日帰
り入浴は10：00～、レ
ストランは11：00～

無休 宿泊料金（１泊２食付プランに限る）
10％割引

他の割引との併用はできません。

その他 聖レイクサイド館 長野県東筑摩郡麻
績村麻5889-1

0263-67-3511 10：00～17：00 水曜日 お食事の際、ドリンク一杯サービス 他の割引との併用はできません。

スポー
ツ・アク
ティビ
ティ施設

聖高原リフト 長野県東筑摩郡麻
績村麻聖高原

0263-67-2145 8：40～17：00（最終
入場16：30）

火曜日 リフト往復代金100円割引
（通常300円）

他の割引との併用はできません。
リフトの営業は11月3日（金）までです。

北信濃

https://www.ningyoukan.net/
http://www.tanakahonke.org/
http://www.tanakahonke.org/
http://www.shigakogen.co.jp/
http://www.shigakogen.co.jp/
http://www.togakushi-tq.jp/
http://www.togakushi-tq.jp/
http://www.s-roman.sakura.ne.jp/
http://www.s-roman.sakura.ne.jp/
http://www.kk-giken.jp/sehongarten-omi/
http://www.vill.omi.nagano.jp/kanko/hijiri/000221.php


エリア 施設種別 施設名 住所 電話番号 営業時間 定休日 優待内容 備考

美術館 白樺湖畔　蓼科テディ
ベア美術館

北佐久郡立科町芦
田八ヶ野1522

0267-55-7755 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

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。

その他 B&B カントリーイン
ゼフィール

小県郡長和町大門
3518-2554

050-3583-
1994

7:00～22:00 無休 宿泊基本料金（食事別）を15％割引 他の割引との併用はできません

その他 ペンシオーネ美し松 小県郡長和町大門
3515

0268-69-2422 7:00～22:00 無休 飲み物代・ルームサービス料・薪代
など宿泊費以外で使えるクーポン
券1200円分プレゼント

宿泊者1組に1枚プレゼント

温泉施
設

八峰の湯 南佐久郡小海町大
字豊里5918-2

0267-93-2288 10：00～21：00
（受付終了20：00）

メンテナンス休館奇数
月（要問合）

入浴料　大人500円⇒400円
　　　　　子供200円⇒160円

お一人様１回限りのご利用

動植物
園

蓼科牧場ゴンドラリフ
ト

北佐久郡立科町芦
田八ケ野745

0267-55-6201 9：00～16：30 2017年11月5日までは
無休

蓼科牧場ゴンドラリフト往復乗車割
引
大人920円のところ　820円
小人610円のところ　540円（小人は
幼児/小学生）

他の割引権との併用は不可。
乗車券購入の大人1名につき、幼児1名
は無料。（幼児は未就学児）

その他 上田市観光会館 長野県上田市大手
2-8-4

0268-23-5408 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 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。

温泉施
設

たてしな藍 茅野市蓼科高原横
谷峡

0266-67-5030 15：00～10：30 無休 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）

その他 京風　しなの料理　き
よみず

茅野市米沢３８４６
－４

0266-75-0807 昼食：11：30
　　　　～14：00
夕食：17：30
　　　　～20：30（LO）

無休（但　平日の夕食
は完全予約制）

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。）

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 9：00～16：00 無休 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

美術館 イルフ童画館 岡谷市中央町2‐2‐
1

0266-24-3319 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

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

諏訪

東信州

http://www.1027.jp/
http://www.1027.jp/
http://c-inn.com/
http://c-inn.com/
http://www.utukusimatu.com/
http://www.yahho-onsen.jp/
http://www.shirakaba-ski.jp/
http://www.shirakaba-ski.jp/
http://www.tateshina-ai.co.jp/
http://wasyokukiyomizu.web.fc2.com/
http://wasyokukiyomizu.web.fc2.com/
http://rosa-tateshina.co.jp/
http://rosa-tateshina.co.jp/
http://www.ilf.jp/


エリア 施設種別 施設名 住所 電話番号 営業時間 定休日 優待内容 備考

博物館 日本電産サンキョー
オルゴール記念館す
わのね

諏訪郡下諏訪町
5805

0266-26-7300 9：00～17：30
（12月～2月は17：00
まで）

毎年２月第１水・木曜
日

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

美術館 北澤美術館 諏訪市湖岸通り1-
13-28

0266-58-6000 4～9月
9：00～ 18：00
10～3月
9：00～17：00

無休（2017年10月31
日、その他臨時休館
日あり）

入館料金割引
大人1,000円→900円
中学生500円→400円

１回につき５名様有効
※他の割引券との併用はできません

スポー
ツ・アク
ティビ
ティ施設

八ヶ岳サイクリング 茅野市湖東641-2 080-6934-
0674

9:00 - 16:00 不定休 ガイドツアーまたはレンタサイクル
をご利用の方にコーヒーを無料で
提供

レンタルやガイドツアーは要予約

体験施
設

ホープロッヂ乗馬牧
場

茅野市北山3419－
1

0266-68-2017 9:00 - 17：00 無休 乗馬：引き馬1,000円→900円
　　　　レッスン4,200円→3,800円
各種体験教室：１０％割引

他の割引券と併用不可

動植物
園

蓼科高原 バラクラ イ
ングリッシュ ガーデン

茅野市北山栗平
5047

0266-77-2019 9:00～18:00
（11月～3月/9:30～
17:00）

無休 大人（高校生以上）入園料100円割
引

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

動植物
園

蓼科アミューズメント
水族館

茅野市北山4035－
2409

0266-67-4880 平日9:30～17:00、
土日祝日9:30～
17:30
（入館受付は閉館1
時間前まで）

無休 入館料金優待
大人（中学生以上）1470円→1350
円
小学生　　　　　　840円→780円
幼児（3歳以上）　420円→380円
ペット　　　　　　300円→200円

他の割引券と併用できません

温泉施
設

かたくら諏訪湖ホテル 諏訪市湖岸通り4-
1-43

0266-52-2151 24時間 無休 ドリンクサービス（グラス生ビール、
又はソフトドリンク）

１）宿泊されるお客様に夕食時のドリンク
（グラス生ビール又はソフトドリンク）１杯
サービス（お電話での予約のみ）
２）ご予約時に優待利用とお伝えください
※一泊二食付のご予約されたお客様が
対象
※繁忙期（5/3～6、8/8～17、12/29～
1/3を除く）

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 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

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

伊那路

温泉施
設

こまくさの湯 駒ヶ根市赤穂759-
4

0265-81-8100 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

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

諏訪

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
http://kitazawamuseum.kitz.co.jp/
http://www.yatsugatakecycling.com/
http://hope-lodge.com/
http://hope-lodge.com/
http://barakura.co.jp/
http://barakura.co.jp/
https://www.tateshina-aquarium.jp/
https://www.tateshina-aquarium.jp/
http://www.suwakohotel.co.jp/
http://www.silkfact.jp/
http://www.silkfact.jp/
http://www.komakusanoyu.com/


エリア 施設種別 施設名 住所 電話番号 営業時間 定休日 優待内容 備考

その他 国民宿舎　すずらん
荘

駒ヶ根市赤穂5-
1198

0265-83-5155 受付時間　8：00～
21：00

不定休（休館日有） 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

その他 駒ヶ根ふるさとの家 駒ヶ根市東伊那
507-1

0265-82-8391 予約受付時間　8：00
～20:00

水曜休館 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

美術館 信州高遠美術館 伊那市高遠町東高
遠400番地

0265-94-3666 9：00～17：00 毎週火曜日、祝祭日
の翌日、年末年始

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

博物館 駒ケ根シルクミュージ
アム

駒ケ根市東伊那
482番地

0265-82-8381 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）

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

博物館 ハチ博物館 上伊那郡中川村大
草4489

0265-88-2033 午前９時から午後５
時

毎月第３水曜　年数回
不定休あり

入館料１００円引き（通常小学生以
上３００円）

なし

温泉施
設

望岳荘 上伊那郡中川村大
草4489

0265-88-2033 午前11時から午後8
時

毎月第３水曜　年数回
不定休あり

入浴料５０円引き（通常大人４００
円、子供（３歳から小学生）２００円）

他の割引券等との併用はできません。

美術館 竹田扇之助記念国際
糸操り人形館

飯田市座光寺２５３
５番地

0265-88-2033 9：00～17：00 毎週月曜日、祝祭日
の翌日、年末年始

入館料割引
大人400円→300円
小中学生・高校生200円→150円

なし

温泉施
設

大芝の湯 上伊那郡南箕輪村
2358-5

0265-76-2614 10：00～21：30
（21：00受付終了）

毎週木曜日 大人入浴料５０円引き １回２名様まで
他の割引券との併用は、不可

その他 山里の蕎麦　福玄 駒ヶ根市赤穂25-1 0265-81-6587 昼の部11：30～15：
00　夜の部17：30～
20：00（繁忙期のみ）

水曜日 駒ヶ根ソースかつ丼100円引き ※店舗移転にともない、現在カーナビ検
索をすると旧福玄へ案内されてしまいま
す。カーナビをご利用の場合は「国民宿
舎すずらん荘」と検索していただき、その
向かい側が新福玄となります。なお、
グーグルマップは正しく反映されておりま
すので、こちらもご利用下さい。
※手打ち蕎麦のため蕎麦に限りがござい
ますので、電話でご確認下さい。

その他 ココロファームビレッ
ジ

飯田市川路7620 0265-49-5560 11：00～21：00 無休 優待特典：割引
●ココロファームビレッジ内にあるイ
タリアンレストラン：ココリズムのお
食事代金5％割引
●カフェ：ファームカフェココロのドリ
ンク・ハンバーガーなど全メニュー
5％割引

他の割引券との併用不可

伊那路

http://www.suzuranso.com/
http://www.suzuranso.com/
http://www.furusatonoie.com/
http://www.inacity.jp/shisetsu/library_museum/takato_museum/index.html
https://komagane-silk.com/
https://komagane-silk.com/
http://www.bougakusou.com/
http://www.bougakusou.com/
http://www.city.iida.lg.jp/site/puppet/sisetsu-takeda.htmi
http://www.city.iida.lg.jp/site/puppet/sisetsu-takeda.htmi
http://oshiba.jp/
http://komagane-fukugen.com/
http://cocorofarm-vil.com/
http://cocorofarm-vil.com/


エリア 施設種別 施設名 住所 電話番号 営業時間 定休日 優待内容 備考

体験施
設

長野・伊那きのこ王国
（伊那スキーリゾート）

長野県伊那市西春
近3390

0265-73-8855 10：00～17：00（最終
入園16：30）

無休 きのこ狩り1,000円以上お買い上げ
で5％引き

他の割引きとの併用不可

温泉施
設

露天こぶしの湯 長野県駒ヶ根市赤
穂23-170　駒ヶ根
高原家族旅行村内

0265-83-7228 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

大人入浴料金　50円引き（610円→
560円）

・１回につき5名様まで
・他の割引券との併用はできません

体験施
設

中央アルプス駒ヶ岳
ロープウェイ

長野県駒ヶ根市赤
穂759-489

0265-83-3107 8：00～17：00　※時
期により異なります
ので詳細はホーム
ページをご覧ください

無休　※メンテナンス・
悪天候により運休に
なる場合があります

ロープウェイ往復乗車券100円引き
（大人2260円→2160円、小人1130
円→1030円）

・1回につき5名様まで
・他の割引券や企画券との併用はできま
せん
・片道券でのご利用はできません

美術館 木曽路美術館 木曽郡上松町寝覚
2409

0264-24-0116 10：00～16：00 水曜日 入館料割引
500円→400円

他割引との併用不可

その他 木曽がmori-moriねざ
め亭

木曽郡上松町寝覚
2409

0264-24-0116 7：00～20：00
（月7：00～16：00
　火9：00～16：00）

無休 プレゼント進呈
食堂にておひとり様1250円以上の
お食事をされたお客様、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

美術館 絵本美術館&コテージ
森のおうち

安曇野市穂高有明
2215-9

0263-83-5670 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)

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。

美術館 安曇野市豊科近代美
術館

安曇野市豊科
5609-3

0263-73-5638 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

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）

スポー
ツ・アク
ティビ
ティ施設

安曇野清流川下りあ
めんぼう

安曇野市明科東川
手13363

090-4602-
8702

4月29日～10月9日
午前の部9：30・午後
の部13：00　（１日２
部制）

無休 体験料割引
大人7,000円　→　6,000円
小人4,000円　→　3,500円

前日までにご予約が必要です。
満員の場合は受入れできません。

伊那路

日本アルプス

木曽路

http://kinokoookoku.com/
http://kinokoookoku.com/
https://www.chuo-alps.com/family/kobushi/
https://www.chuo-alps.com/
https://www.chuo-alps.com/
https://kisoji-artmuseum.jimdo.com/
http://www.kiso-jin.com/
http://www.kiso-jin.com/
http://www.morinoouchi.com/
http://www.morinoouchi.com/
http://www.azumino-museum.com/
http://www.azumino-museum.com/
http://www.amenbou.net/
http://www.amenbou.net/


エリア 施設種別 施設名 住所 電話番号 営業時間 定休日 優待内容 備考

体験施
設

あづみ野F-1パーク 安曇野市豊科南穂
高1622-2

0263-72-6801 9時～18時　（夏季6
月～9月は20時まで）

無休 初めて御来場の方に限り、全プラン
２００円引き。

他の割引券、サービス券との併用はでき
ません。

その他 大雪渓酒造直営店
花紋大雪渓

北安曇郡池田町大
字会染9642-2

0261-62-3125 9：00～17：00 無休(年末年始を除く) お買い物金額から5％割引 他の割引との併用はできません

体験施
設

体験倶楽部道祖神 安曇野市穂高柏原
1139-3リザービン
グハウス熊井D

090-9354-
3626

AM10：00～PM5：00
最終体験スタート
PM3：00

無休(正月三が日だけ
休み)

1名につき100円の値引き 特に有りません。

博物館 安曇野市天蚕セン
ター

安曇野市穂高有明
3618－24

0263-83-3835 【4月～10月】9：00か
ら17：00
【11月～3月】9：00～
15：00

月曜日（祝日又は振
替休日に当たる場合
は開館し、翌平日休
館）、祝祭日の翌日

2,000 円以上お買い上げの方にオ
リジナルグッズプレゼント

お１人様１個限り

スポー
ツ・アク
ティビ
ティ施設

安曇野レンタサイクル
しなの庵

安曇野市穂高
5951-2

0263-82-3730 8:00～18:00 雨天日 レンタサイクルご利用料金【10％】
割引

当店に関する割引プランの併用は出来
ません

美術館 安曇野山岳美術館 安曇野市穂高有明
3613-26

0263-83-4743 10：00～16：00 木曜日（祝祭日は開
館）ＧＷ、8月は無休、
冬期休館（12月11日
～翌3月9日）

一般・大学生：600円→500円
中学・高校生：300円→250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

その他 安曇野ワイナリー 安曇野市三郷小倉
6687-5

0263-77-7700 9:00～17:30   （冬季
9:00～16:00）

12月31日、1月1日 ワイン５％割引 他の割引券等との併用はご遠慮くださ
い。

その他 木曽くらしの工芸館 塩尻市大字木曽平
沢2272-7

0264-34-3888 9：00～17：00 無休（冬季は火曜休） 木曽くらしの工芸館にてお買い物の
方合計額より5％引き。

なし

博物館 塩尻市立平出博物館 塩尻市宗賀1011番
3

0263-52-1022 午前９時～午後４時
３０分

休館日：月曜日、祝日
の翌日、年末年始

入館料の団体割引扱い（１人：３００
円→２４０円）

※　同乗者に適用します。
※　中学生以下は無料です。

博物館 本洗馬歴史の里資料
館

塩尻市洗馬2323番
１

0263-54-5520 午前１０時～午後５
時

金曜日、土曜日、日曜
日、祝祭日以外の日

入館料の団体扱い（１人：１５０円→
１２０円）

※　同乗者に適用します。
※　中学生以下は無料です。

その他 安曇野アートヒルズ
ミュージアム

安曇野市穂高有明
8161-1

0263-83-5100 10月まで9時から18
時
11月は9時から17時

企画期間中はありま
せん

・ガラス制作体験　体験料10％OFF
・エミール・ガレ美術館（小学生以
上）入場料800円→720円
・安曇野おみやげ処にてソフトク
リーム、ソフトドリンク 50円引き

・1枚で4名様まで
・他の割引券との併用はできません
・ガラス制作体験は1600円以上が対象
（付属品、送料は対象外）
・エミール・ガレ美術館は、毎週火曜日が
お休みとなります
・ソフトクリームのラストオーダーは閉館
の30分前です

日本アルプス

http://www.f-1park.com/
http://www.jizake.co.jp/
http://www.jizake.co.jp/
http://sobauchi.sub.jp/
http://azumino.tensan.jp/
http://azumino.tensan.jp/
http://www.shinano-an.com/
http://www.shinano-an.com/
http://azumino.mt-museum.jp/
http://www.ch-azumino.com/
http://www.kiso.or.jp/
http://www.city.shiojiri.lg.jp/
http://www.city.shiojiri.lg.jp/
http://www.city.shiojiri.lg.jp/
http://arthills-museum.jp/
http://arthills-museum.jp/

