16-17 相互優待参加スキー場

※ご利用は池の平温泉スキー場のOPENと同じ12/17からとなります

2017/12/14更新

都道
府県

電話番号

赤倉観光リゾートスキー場

新潟県

0255-87-2503

大人 4,300円→3,300円 （1,000円引） ※春期（3/21～5/7）大人2,500円→2,000円 （500円引）
中学・シニア 3,500円→3,000円 （500円引） こども 3,000円→2,500円 （500円引）

2016/12/17～2017/5/7

妙高杉ノ原スキー場

新潟県

0255-86-6211

大人（高学生以上） 1日券 4,500円→3,500円 （1,000円引）
シニア・中学生 1日券 3,900円→3,100円 （800円引）

2016/12/23～2017/3/26

赤倉温泉スキー場

新潟県

0255-87-2125

大人１日券 4,300円→3,300円 （1,000円引）

2016/12/17～2017/3/20

シャルマン火打スキー場

新潟県

025-561-4588

大人 4,000円→1,500円 （2,500円引） シニア55以上 3,000円→1,500円 （1,500円引）
小人3歳～中学 3,000円→1,500円 （1,500円引） ※一律 1500円

2016/12/22～2017/5/7

妙高スキーパーク

新潟県

0255-82-4189

大人 1日券 2,500円→1,000円 （1,500円引）

2016/12/18～2017/4/2

キューピットバレイ

新潟県

025-593-2041

大人 1日券 4,300円→2,800円 （1,500円引）

2016/12/17～2017/3/30

黒姫高原スノーパーク

長野県

026-255-3171

大人 1日券 3,900円→2,900円 （1,000円引） 小人 1日券 2,400円→1,400円 （1,000円引）
シニア（50歳以上） 1日券 3,500円→2,500円 （1,000円引）

2016/12/22～2017/4/2

タングラムスキーサーカス

長野県

026-258-3673

大人 1日券4,800円→2,500円 （2,300円引）

2016/12/17～2017/4/2

竜王スキーパーク

長野県

0269-33-7131

大人 1日券 4,500円→2,500円 （2,000円引） 大人 ナイター券 2,000円→1,000円 （1,000円引）

2016/12/17～2017/5/7

いいづなリゾートスキー場

長野県

026-253-3911

大人 1日券 3,500円→2,000円 （1,500円引）

2016/12/23～2017/3/20

今金町ピリカスキー場

北海道

0137-83-7111

大人（中学生～54歳以下）3,400円→2,500円 小人（小学生）/シニア（55歳以上）2,500円→1,600円
※共に900円引 ※1日券は終日利用可能

2016/12/23～2017/3/26

石打丸山スキー場

新潟県

025-783-5571

大人 1日券4,300円→2,800円 （1,500円引）

2016/12/21～2017/4/2

爺ガ岳スキー場

長野県

0261-22-0551

大人 １日券 3700円→2200円 （1,500円引）

2016/12/23～2017/3/5

白馬・さのさかスキー場

長野県

0261-75-2452

大人 1日券 4,000円→2500円 （1,500円引）

2016/12/17～2017/3/26

戸狩温泉スキー場

長野県

0269-65-2359

大人 1日券 4,200円→2,700円 （1,500円引）

2016/12/17～2017/4/2

さかえ倶楽部スキー場

長野県

0269-87-3333

大人3,800円→2,300円 （1500円引）
※大人以外の割引については該当スキー場にお問い合わせ下さい

2016/12/17～2017/3/28

白馬コルチナスキー場

長野県

0261-82-2236

大人（中学生以上）1日券 4,000円→2,000円 （2,000円引）
小人 1日券 2,400円→1,200円 （1,200円引） ※別途保証金500円必要

2016/12/17～2017/4/2

エコーバレースキー場

長野県

0268-60-2001

大人 1日券 4000円→2500円 （1,500円引）

2016/12/17～2017/4/2

会津高原たかつえスキー場

福島県

0241-78-2220

大人 1日券 4,200円→2,700円 （1,500円引）

2016/12/17～2017/4/1

会津高原高畑スキー場

福島県

2541-76-2231

大人 1日券 4,000円→2,500円 （1,500円引）

2016/12/23～2017/3/26

タカンボースキー場

富山県

0763-67-3766

大人 1日券 3,000円→1500円 （1,500円引） 小人 1日券 2,500円→1,000円 （1,500円引）

2016/12/23～2017/3/12

舞子スノーリゾート

新潟県

025-783-4100

大人 1日券 4,700円→2,500円 （2,200円引）

2016/12/17～2017/4/9
（4/3～4/7はCLOSE）

ホワイトバレースキー場

群馬県

0278-72-5094

大人 1日券 4,200円→2,700円 （1,500円引）

2016/12/22～2017/3/26

Ｘ－ＪＡＭ高井富士

長野県

0269-33-6252

大人 1日券 3,900円→2,500円 （1,400円引）

2016/12/17～2017/4/2

駒ヶ根高原スキー場

長野県

0265-83-4000

大人 1日券 3,600円→2,100円 （1,500円引）
U-20・シニア 3,000円→1,500円 （1,500円引）

2016/12/17～2017/3/20

スキー場名

特典内容

優待期間

奥只見丸山スキー場

新潟県

025-795-2750

大人（レギュラーパック、ランチ・ドリンク付）1日券 4,600円→3,600円 （1,000円引）

魚沼須原スキー場

新潟県

025-797-2059

大人 1日券 3,600円→2,100円 （1,500円引） ※平日は対象外

2016/12/23～2017/3/20

ホワイトワールド尾瀬岩鞍

群馬県

0278-58-7777

通期【12/24～3/12】 大人1日券 4,600円→3,100円 （1,500円引）
春期【3/13～4/9】 大人1日券3,900円→2,400円 （1,500円引）

2016/12/24～2017/3/12

会津高原だいくらスキー場

福島県

0241-64-2121

大人平日 3,500円→2,000円 （1,500円引）大人土日祝 4,000円→2,500円 （1,500円引）

2016/12/24～2017/3/26

ニノックススノーパーク

新潟県

0254-29-3315

大人 1日券 4,000円→1,500円 （2,500円引）

2016/12/17～2017/4/2

胎内スキー場

新潟県

0254-48-3002

大人 1日券 3,800円→2,800円 （1,000円引） 女性・子供・シニア 1日券 3,000円→2,000円 （1,000円引）

2016/12/23～2017/3/20

湯沢中里スキー場

新潟県

025-787-3301

大人 1日券（中学生以上） 4200円⇒2500円 （1,700円引）

2016/12/17～2017/4/2

アサマ2000パーク

長野県

0267-23-1714

1日券 4,000円→2,000円 （2,000円引） 土日祝は大人のみ対応（12/29～1/3土日祝扱い）

2016/12/17～2017/3/20

HAKUBA VALLEY 鹿島槍スキー場

長野県

0261-23-1231

大人のみ 1日券 3,800円→2,500円 （1,300円引）

2016/12/17～2017/4/2

斑尾高原スキー場

長野県

0269-64-3214

大人のみ エリアパス 4,500円→3,500円 （1,000円引）

2016/12/17～2017/4/2

ウイングヒルズ白鳥リゾート

岐阜県

0575-86-3518

中学生以上 1日券 4,700円→2,350円 （2,350円引） 小学生 1日券 1,000円→500円（500円引） 未就学児 無料

ムイカスノーリゾート

新潟県

025-772-3353

大人 1日券 3,900円→1,500円 （2,400円引）

2016/12/17～2017/4/2

信州松本 野麦峠スキー場

長野県

0263-79-2334

大人 1日券 4,000円→2,000円 （2,000円引）

2016/12/17～2017/3/26

川場スキー場

群馬県

0278-52-3345

大人 1日券 4,500円→3,000円 （1,500円引） ※別途保証金500円

2016/12/23～2017/3/20

神立高原スキー場

新潟県

025-788-0111

大人 1日券 土休日4,500円→2,000円 （2,500円引）

2016/12/17～2017/5/7

小出スキー場

新潟県

025-792-5320

大人1日券 3,000円→1,500円 (1,500円引) 大人1日券平日 2,400円→1,500円 （900円引）
子供（中学生以下）2,200円→1,500円 （700円引） シニア（55歳以下）2,400円→1,500円 （900円引） ※一律1,500円

2016/12/23～2017/3/5

わかぶな高原スキー場

新潟県

0254-64-0330

大人１日券 4,000円→1,500円 （2,500円引） 女性１日券 3,200円→1,500円 （1,700円引）

2016/12/17～2017/3/20

サンバレースキー場

長野県

0269-34-2255

丸池スキー場

長野県

0269-34-2147

蓮池スキー場

長野県

0269-34-2264

一の瀬ダイヤモンドスキー場

長野県

0269-34-2556

一の瀬山の神スキー場

長野県

0269-34-2556

西館山スキー場

長野県

0269-34-2265

ジャイアントスキー場

長野県

0269-34-2524

発哺ブナ平スキー場

長野県

0269-34-2524

東館山スキー場

長野県

0269-34-2231

寺子屋スキー場

長野県

0269-34-2231

大人 ナイター券 2,000円～2,800円→1,000円 （800円～1,000円引）

共通1日リフト券（大人） 5,000円→4,500円 （500円引）

平日3,900円→2,000円 （1,900円引）

2016/未定～2017/5月中旬

2016/12/17～2017/4/中旬

2016/12/21～2017/3/31

高天ヶ原マンモススキー場

長野県

0269-34-2041

一の瀬ファミリースキー場

長野県

0269-34-2241

タンネの森オコジョスキー場

長野県

0269-34-2241

志賀高原焼額山スキー場

長野県

0269-34-3117

奥志賀高原スキー場

長野県

0269-34-2225

木戸池スキー場

長野県

0269-34-2821

熊の湯スキー場

長野県

0269-34-2166

横手山・渋峠スキー場

長野県

0269-34-2600

店舗名

都道
府県

電話番号

池パス同伴者割

新潟

0255-86-2370

店舗名

都道
府県

電話番号

ホテルアルペンブリック

新潟

0255-86-3180

店舗名

都道
府県

電話番号

ホテルアルペンブリック売店

新潟

0255-86-3180

店舗名

都道
府県

電話番号

ホテルアルペンブリックデイリーヤマザキ

新潟

0255-86-3180

16-17 池パス特典一覧
★池の平温泉スキー場
優待内容
リフト全日1日券 1枚 ￥2,800

※ 1回池パス1枚で5名様まで（大人のみ）

優待期間
2016/12/17～2017/4/2

★ホテル
優待内容
宿泊割引 日曜・平日限定 大人6,500円／人、小人4,000円／人
※大人のみ入湯税150円 ※2名1室利用の場合は＋1,000円／人
詳細はホテルにお問い合わせ下さい。

優待期間
2016/12/17～2017/3/31

★売店
優待内容
売店お土産商品10％割引 一部除外品あり ※貸切日や休業日あり

優待期間
2016/12/17～2017/4/1

★コンビニ

★レストラン

優待内容
イケノシティグッズ20％割引

優待期間
2016/12/17～2017/4/2

店舗名

都道
府県

電話番号

ホテルアルペンブリック朝食

新潟

0255-86-3180

ワンコイン朝食バイキング大人500円 ※通常価格大人800円、小人500円 ※貸切日や休業日あり

2016/12/17～2017/4/2

レストランアルペンブリック（ＲＡＢ）昼食

新潟

0255-86-3180

ワンコイン昼食 500円 ※平日限定 ※貸切日や休業日あり

2016/12/23～2017/3/26

タトラ館ディナーバイキング

新潟

0255-86-2600

ドリンクバーサービス ※通常価格205円 グループ全員有効 ※貸切日や休業日あり

2016/12/17～2017/4/1

ニューミサ （他ミサグループ店は除く）

新潟

0255-74-2096

お一人様 100円引き

らうめん助屋 中野店

新潟

026-922-8448

ラーメン注文で焼餃子1枚サービス

食堂ミサ あらい道の駅店

新潟

0255-72-1133

本人のみ800円以上飲食でソフトアイスプレゼント（6種類から1つ）

食堂ミサ 本店

新潟

0255-74-2290

本人のみ800円以上飲食でソフトアイスプレゼント（6種類から1つ）

道の駅あらい 越後海鮮どん屋

新潟

0255-72-0343

丼物各種100円引き

都道
府県

電話番号

優待内容

優待期間

2016/12/17～2017/4/2

★スキースノーボードショップ
店舗名

優待内容

優待期間

大竹商店 OTK Project

新潟

080-5569-2212

Ａ、クリスタルコーティング （3,000円引き）
Ｂ、スタンダードWAX Future （2,000円引き）
Ｃ、ホットWAX （1,000円引き）

B-THREE

富山

0765-57-3363

スノーボード用ソックス＆スノーボード用ＷＡＸ 8％ＯＦＦ

2016/12/17～2017/4/2

FREE STYLE BOARD SHOP

新潟

0258-25-0250

全商品5％OFF

2016/12/17～2017/4/2

小布施クエスト

長野

026-214-6520

1日券20%OFF（1ヶ月パス・3ヶ月パスは対象外）

※クエスト1日券持参で池の平1日券20%引き。

埼玉クエスト

埼玉

0493-59-9330

1日券20%OFF（1ヶ月パス・4ヶ月パスは対象外）

※クエスト1日券持参で池の平1日券20%引き。

店舗名

都道
府県

電話番号

タイヤ館上越店

新潟

025-545-3230

店舗名

都道
府県

電話番号

高助系列店 上新BP直江津SS

新潟

025-544-9344

1リットルにつき3円引き 現金、クレジット可

高助系列店 謙信公大橋SS

新潟

025-521-7100

1リットルにつき3円引き（※セルフは除く） 現金、クレジット可

高助系列店 高田SS

新潟

025-524-1272

1リットルにつき3円引き 現金、クレジット可

2016/12/17～2017/4/2

2017/1/5～2017/3/31

★タイヤショップ
優待内容
表示価格より全商品5％OFF

優待期間

※他クーポン併用不可

2016/12/17～2017/4/2

★ガソリンスタンド
優待内容

優待期間

※レシート提示でランドマーク入館料 100円引き
※レシート提示でランドマーク入館料 100円引き

※レシート提示でランドマーク入館料 100円引き

高助系列店 北新井SS

新潟

0255-72-3648

1リットルにつき3円引き 現金、クレジット可

※レシート提示でランドマーク入館料 100円引き

高助系列店 妙高SS

新潟

0255-86-2264

1リットルにつき3円引き 現金、クレジット可

※レシート提示でランドマーク入館料 100円引き

高助系列店 糸魚川中央SS

新潟

025-552-3129

1リットルにつき3円引き 現金、クレジット可

※レシート提示でランドマーク入館料 100円引き

宇佐美 ８号上越店

新潟

025-544-5339

1リットルにつき2円引き 現金、クレジット可

宇佐美 ８号上越西店

新潟

025-545-5670

1リットルにつき2円引き 現金、クレジット可

宇佐美 １８号中郷インター店

新潟

0255-81-2020

1リットルにつき2円引き 現金、クレジット可

店舗名

都道
府県

電話番号

温泉+かふぇ ランドマーク妙高高原

新潟

0255-86-5130

入館料特別価格

飯綱東高原むれ温泉 「天狗の館」

長野

026-253-3210

リフト券、シーズン券の提示で入館料100円引き

※他クーポンとの併用不可

小布施温泉 あけびの湯

長野

026-247-4880

リフト券、シーズン券の提示で入館料100円引き

※他クーポンとの併用不可

都道
府県

電話番号

新潟

0255-81-3707

2016/12/17～2017/4/2

★日帰り温泉
優待内容
1ｈ ￥500

3H ￥800

FREE ￥1,000

優待期間
※他クーポンとの併用不可
2016/12/17～2017/4/2

★ドラッグストア
店舗名
マツモトキヨシ ドラッグナカジマ

関山店

優待内容
全品5%引き（一部商品除く※酒、カウンセリング化粧品、他）

優待期間
2016/12/17～2017/4/2

