★☆ 「2019信州めぐりフリーパス」ご利用者様限定 長野県内観光施設優待特典 ☆★
特典のご利用に際しては、「お申込み受付完了メールを印刷したもの」または
「お申込み受付完了メールを表示した携帯・スマホ等の画面」を優待施設でご提示ください。
【2019年5月8日現在】
エリア

諏訪エリア

施設名

優待内容

山下清・放浪美術館

入館料割引
●大人（高校生以上）
●子ども（小・中学生）

ピラタス ２

直接予約のお客様、おひとりずつにワンドリンクサービス

京風 しなの料理 きよみず

お食事をされた方に、本日のプチ甘味サービス！他のサービ
ス券との併用はできません。セットに付いている場合は除く。

蓼科高原 バラクラ
イングリッシュ ガーデン

大人（高校生以上）入園料100円引き

北澤美術館

入館料割引
●大人（高校生以上）
●中学生

イルフ童画館
（日本童画美術館）

入館料割引
●一般
500円 → 400円
●中・高校生 300円 → 200円
●小学生
150円 → 100円

ゲストハウス クロイツェル

①夕食時のワンドリンクサービス
②女性の方全員へラベンダーのサシェ（匂い袋）プレゼント

おぎのや諏訪店

社乃鈴2個プレゼント

蓼科高原カントリークラブ

来場の際、練習場の1コイン30球プレゼント

ホープロッヂ乗馬牧場

乗馬体験（レッスン＋外乗パックは除外）・
各種体験料金より10％割引

ホテル尖石

宿泊料金1名様につき400円割引

オーベルジュ つつじとかえで

ビールまたはソフトドリンク１杯をサービス。

豪商の館田中本家博物館

長野エリア 高橋まゆみ人形館

なべくら高原・森の家

800円 → 700円
400円 → 300円

1,000円 → 900円
500円 → 400円

適用人数

1グループ全員
ご宿泊者全員
（添寝幼児を除く）
1グループまで
5名様まで
５名様まで
※他の割引との併用不可

所在地

電話番号

営業時間

定休日

長野県
茅野市ちの2764-3

0266-72-9908

【4月～9月】 9:30～18:00
【10月～3月】 9:30～17:00

年中無休

長野県
茅野市北山4035-2148

0266-67-4150

-

-

長野県
茅野市米沢3846‐4

0266‐75‐0807

なし（不定休稀にあり）
※平日の夕食は
完全予約制

長野県
茅野市北山栗平5047

0266-77-2019

昼食 11:30～15:00
14:00(LO)
夕食 17:30～20:30(LO)
【4月～9月】9:00～18:00
【10月】9:00～17:00
【11月～3月】9:30～17:00

長野県
諏訪市湖岸通り1-13-28

0266-58-6000

-

【4月～9月】9：00～18：00
展示入替のため
【10月～3月】9：00～17：00
休館日あり
閉館時間の30分前までに入場

長野県
岡谷市中央町2-2-1

0266-24-3319

10:00～19:00

水曜日
（祝日は開館）
※展示替えによる
臨時休館あり

長野県
茅野市北山4026番地1208
東急リゾートタウン

0266-60-2001

-

-

長野県
諏訪市沖田町4-39

0266-53-1111

平 日 10:00～18:00
土日祝 9:00～19:00

-

適用者全員

長野県
茅野市北山4035番地

0266-67-2201

-

-

１０名様まで

長野県
茅野市北山白樺湖3419‐1

0266-68-2017

10:00～16:00
（馬の休憩時間12:00～13:00）

-

長野県
茅野市豊平1616

0266-72-6844

-

-

ご宿泊者様限定

長野県
茅野市北山4035-2

0266-67-3730

-

-

入館料から100円割引

１グループ

長野県
須坂市穀町476番地

026-248-8008

【4月～11月】9:30～17:00
(入館は閉館30分前まで)

火曜日
（祝日の場合は開館）
※10月は無休
※臨時休館あり

入館料100円引き
●大人 610円 → 510円
●小人 410円 → 310円

７名様まで

長野県
飯山市飯山2941-1

0269-67-0139

【夏季（4月〜11月）】
水曜日
9:00～17:00
（祝日の場合は開館）
※入館は閉館時間30分前まで ※10月は無休

森カフェ・ソフトドリンク100円引き

1グループ

長野県
飯山市大字照岡1571-15

0269-69-2888

-

無制限

①宿泊者全員
②女性の方のみ
大人1名＋お子様の人数分

特になし

-

エリア

施設名

優待内容

国民宿舎 松代荘

入浴料割引
●大人
510円 → 410円（100円引き）
●小学生 200円 → 150円（50円引き）

飯山市美術館

入館料一般券割引
●大人
300円
●小・中学生 200円

→
→

飯山市ふるさと館

単独入館券割引
●大人
200円
●小・中学生 100円

→
→

山ノ内町立
志賀高原ロマン美術館

入館料割引
●大人
●小・中学生

ア・ラ・ガール

お食事をされた方にコーヒーサービス

適用人数

所在地

電話番号

営業時間

定休日

1枚で2名様まで

長野県
長野市松代町東条3541

026-278-2597

【殿湯・姫湯】10:00～22:00
（受付終了21:30）

8/20～8/22
工事により全館休館

200円
100円

１グループ

長野県
飯山市大字飯山1436-1

0269-62-1501

9:00～17:00
（入館は16:30まで）

月曜日（祭日の場合は開館
し、翌日の火曜日が休館）
※臨時休館あり

150円
50円

１グループ

長野県
飯山市大字飯山1434-1

0269-67-2030

9:00～18:00
（入館は17:30まで）

月曜日
（祝日の場合は翌平日）

長野県
下高郡山ノ内町大字平穏1465

0269-33-8855

9:00～17:00
（入館は16:30まで）

木曜日
（祝日の場合は開館）
※臨時休館あり

長野県
北佐久郡軽井沢町長倉3041

0267-45-5187

9:00～19:00
（夏季）8:00～19:30

火曜日（8月無休）

制限なし

長野県
北佐久郡軽井沢町軽井沢
軽井沢プリンスホテルイースト内

0267-41-1750

【営業期間】4/27～10/14
【営業時間】9:00～17:00
（最終受付16:30まで ※日没
時間により変動有）

毎週火・水曜日

全員

長野県
北佐久郡軽井沢町軽井沢467-21

0267-42-0381

9:00-19:00

火曜日
（夏季は無休）

長野県
北佐久郡軽井沢町発地2785番地108

0267-45-0308

日曜日
コースにより体験時間は異なる （一部体験コースは火曜日も定
休）

長野県
北佐久郡軽井沢町長倉664-9

0267-48-0881

要問合せ

要問合せ

長野県
北佐久郡軽井沢町長倉815

0267-46-6565

9:30〜17:00
（入館は16:30まで）

火曜日
（ただし、祝日の場合と、GW、7
〜9月は開館）

長野県
北佐久郡立科町芦田八ヶ野1522

0267-55-7755

【4月～10月】
9:00～18:00(17:30受付終了)
【11月～3月】
9:30～17:00(16:30受付終了)

11月～3月の毎週火曜日
※臨時休館あり

長野県
北佐久郡軽井沢町長倉1507-1

0267-45-8838

ﾁｪｯｸｲﾝ:15:00～23:00
ﾁｪｯｸｱｳﾄ:～11:00

年中無休
・月曜日
（祝日の場合はその翌日）
・祝日の翌日
※臨時休館あり

長野エリア

500円 → 400円
300円 → 250円

●施設内遊び放題パス「アミーチパスポート」割引
AMICI ADVENTURE KARUIZAWA
6,000円 → 5,500円
(アミーチアドベンチャー軽井沢）
※プリンスホテル宿泊のお客様
5,500円 → 5,000円
軽井沢ARTBOX

全品１０％OFF

沢屋ジャムファクトリー

ジャム作り体験＆工場見学ご利用の方に、沢屋オリジナルポ
ストカードをプレゼント。
■ジャム作り体験教室＆工場見学 （※ご予約制）
料金：お一人様2,800円（大人/子供共通）
※2名様以上でのご予約承ります。（ご予約は前日お昼迄）
予約TEL：0267-46-2400

軽井沢ガラス工房

吹きガラス体験１名様3,300円→3,000円（300円割引）

軽井沢千住博美術館

入館料割引
●一般 1,200円 → 1,100円
●学生
800円 →
700円

白樺湖畔
蓼科テディベア美術館

入館料割引
●高校生以上
●小・中学生
●3歳以上

ファミリーロッジ旅籠屋
軽井沢店

特製ミニタオルプレゼント

田淵行男記念館

入館料割引（団体料金適用）
●大人（高校生以上）300円 → 200円

あづみ野F-1 パーク

全プラン ビジター 200円 割引

軽井沢エリア

1,400円 → 1,200円
800円 → 600円
300円 → 200円

１グループ

１グループ４名様まで

ジャム作り体験＆
工場見学された方

吹きガラス体験
される方全員

５名様まで

1グループ

有料宿泊者人数分

2名様まで

長野県
安曇野市豊科南穂高5078-2

0263-72-9964

9：00～17：00

1グループ 5名様まで

長野県
安曇野市豊科南穂高1622-2

0263-72-6801

9：00～20：00
※ただし時期・曜日により異な
る

安曇野エリア

エリア

施設名
カナディアンログコテージ
TAKITARO

優待内容

地元のハーフワイン1本プレゼント

入館料割引
●大人
絵本美術館&コテージ 森のおうち ●小・中学生
●3歳以上
●3歳未満

安曇野エリア 安曇野アートヒルズミュージアム

800円 → 700円
500円 → 400円
250円 → 200円
無料

●ソフトクリーム 100円引き
●ガラス制作体験 2,700円以上の体験で10％OFF
●エミール・ガレ美術館 800円→500円（小学生以上）

安曇野パストラルユースホステル

ユースホステル会員料金で宿泊優待します。
￥6,260→￥5,610(夕朝食付）
￥5,020→￥4,370(朝食付）
￥4,320→￥3,670(素泊まり）

安曇野市豊科近代美術館

安曇野市豊科近代美術館
オリジナルポストカードプレゼント

駒ヶ根シルクミュージアム

入館料金割引
●一般（高校生以上）
●小・中学生

●大芝の湯
●大芝荘（レストランパル大芝）

●大芝の湯
大人入浴料（中学生以上）割引
500円 → 450円
●大芝荘（レストランパル大芝）
食事メニューご注文の方 ドリンクバー無料

300円 → 200円
100円 → 50円

伊那エリア

白馬エリア

適用人数

所在地

1グループ

長野県
安曇野市穂高有明8953

2名様まで

長野県
安曇野市穂高有明2215-9

電話番号

営業時間

定休日

0263-81-5901

ﾁｪｯｸｲﾝ:15:00
ﾁｪｯｸｱｳﾄ:～10:00

-

0263-83-5670

9:30〜17:00
（最終入館16:30）
12月～2月:9:30〜16:30
（最終入館16:00）

木曜日
※臨時休館および祝日振替休
あり（要確認）

長野県
安曇野市穂高有明8161-1

0263-83-5100

【安曇野おみやげ処】
4月～10月
9：00～18：00（ただし、ｿﾌﾄｸﾘｰ
ﾑ等注文は17：30まで）
火曜日（ただし８月除く）
【ガラス制作体験】9：00～17：00
【美術館】9：00～17：30
ほか、施設により異なる

長野県
安曇野市穂高有明8508

0263-83-6170

-

1～2月休館

長野県
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
・祝祭日の翌日

長野県
駒ケ根市東伊那482番地

0265-82-8381

9：00～17：00
（展示室最終受付16：30）

水曜日
（祝日の場合は翌日）

長野県
上伊那郡南箕輪村2358-5

【大芝の湯】
0265-76-2614
【大芝荘】
0265-76-0048

【大芝の湯】
10：00～21：30
（受付21：00まで）
【レストランパル大芝】
10：00～17：00

【大芝の湯】
木曜日
※臨時休業あり
【レストランパル大芝】
第１・第3木曜日
※7/8～8/31は無休
※月により定休日変動有

4名様まで
※未就学児（小学生未満）
は対象外

長野県
伊那市西箕輪3822-30

0265-78-6155

-

第1・第3火曜日
（営業の場合もあり）

1グループ4名様まで

ご宿泊者様全員

１名につき１枚

１券片につき４名様まで有効

●大芝の湯
大人入館者様全員
●大芝荘（レストランパル大芝）
食事メニュー１品につき１名様

みはらしの宿 羽広荘

ご宿泊料5％割引

羽広温泉 みはらしの湯

入浴料割引
●大人 500円 → 450円

1グループ

長野県
伊那市西箕輪3480-1

0265-76-8760

10：00～21：30
（受付は20：30まで）

第1・第3・第5火曜日

信州高遠温泉 さくらの湯

入浴料割引
●大人 500円 → 450円

1グループ

長野県
伊那市高遠町西高遠928-2

0265-94-3118

10：00～21：00
（受付は20：30まで）

第2・第4火曜日
（祝祭日の場合は営業）

大雪渓酒造直営店
花紋大雪渓

オリジナルグッズ(非売品) おひとつプレゼント

1名様限定

長野県
北安曇郡池田町大字会染9642-2

0261-62-3125

9：00～17：00

なし

9:00～17:00
（ただし、店舗により異なる）

11月上旬までの営業
（要確認）

【ロープウェイ営業時間】
9:00～16:30

-

上田エリア 道の駅 美ヶ原高原

売店お買上合計額の５％割引

富士見台高原ロープウェイ
飯田エリア
ヘブンスそのはら

ロープウェイ往復券割引
●大人
2,200円 ⇒ 2,000円
●小・中学生 1,100円 ⇒ 1,000円

１グループにつき５名様まで

長野県
上田市武石上本入2085－70

0268－86－2331

５名様まで

長野県
下伊那郡阿智村智里3731-4

0265-44-2311

