
３大ロープウェイラッキースクラッチ２０１８ サービス施設一覧

エリア ジャンル 施設 住所 電話番号 大当たり 当たり 備考欄

湯
沢
神
立

日帰り
入浴

雪国の宿高半
〒949-6101

新潟県南魚沼郡湯沢町湯沢９２３
025-784-3333

日帰り入浴無料
※1枚につき1名まで。

※平日限定

日帰り入浴半額（５００円）
※1枚につき1名まで。

※平日限定

日帰り
入浴

ホテル双葉
〒949-6101

新潟県南魚沼郡湯沢町湯沢４１９
025-784-3357

無料入湯（１１：００～１４：００）
※こ利用の際は事前連絡が必要となります。

飲食
サービス

・
日帰り
入浴

湯沢ニューオータニ
〒949-6101

新潟県南魚沼郡湯沢町湯沢３３０
025-784-2191

ホテルのラウンジにて
コーヒー１杯無料

ホテルのラウンジにて
コーヒー１杯３００円で提供 混み具合により

お断りする場合
がございます。
利用前に電話で
ご確認下さい。温泉入浴１名無料（タオル別）

温泉入浴半額（タオル別）
※通常１０００円のところ５００円

日帰り
入浴

松泉閣花月
〒949-6101

新潟県南魚沼郡湯沢町湯沢３１８−５
025-784-2540 日帰り温泉１名サービス 日帰り温泉１名半額

日帰り
入浴

湯沢東映ホテル
〒949-6101

新潟県南魚沼郡 湯沢町湯沢3459
025-784-2150

日帰り入浴お一人様無料
（フェイスタオル・バスタオル付）

日帰り入浴お一人様無料
（フェイスタオル付）

飲食
サービス

越後湯澤ＨＡＴＡＧＯ井仙
〒949-6101

新潟県南魚沼郡湯沢町湯沢２４５５
025-784-3361 夕食時ワンドリンクサービス

飲食
・
入浴

音羽屋旅館
〒949-6101 

新潟県南魚沼郡湯沢町湯沢４１９
025-784-3412

宿泊のお客様限定
夕食時生ビール１杯サービス

日帰り入浴５００円割引
（通常１０００円のところ）

宿泊割引 大峰山荘
949-6101

新潟県南魚沼郡湯沢町大字湯沢493-5
025-784-2180

宿泊料金１０００円引き
（チケット持参本人１回、現金決済のみ）

宿泊料金５００円引き
（チケット持参本人１回、現金決済のみ）

飲食
サービス

保よし
〒949-6101 

新潟県南魚沼郡湯沢町湯沢３２８−１
025-784-2244

「舞茸ご膳」無料サービス
※２名以上でのご利用で、１会計１枚まで

デザート無料サービス

飲食
サービス

むらんごっつぉ
〒949-6101

新潟県南魚沼郡湯沢町湯沢２４５５
025-784-3361 ソフトドリンク１杯サービス

日帰り
入浴

ゆざわ健康ランド
〒949-6101

新潟県南魚沼郡湯沢町湯沢1022-1
025-784-4622 日帰り入浴半額（５００円）

当店オリジナルドライフルーツ
「りんごチップる」プレゼント

飲食
サービス

温泉珈琲水屋
〒949-6101

新潟県南魚沼郡湯沢町湯沢２４５５
025-784-336１ ドリンクとケーキ利用で５０円引き

飲食
サービス

越後湯澤んまや駅中店
〒949-6101

新潟県南魚沼郡湯沢町湯沢
（越後湯沢駅構内）

025-784-3361 ケーキとドリンクをご注文の方5％オフ

サービス利用可能期間：２０１８年１０月６日～２０１９年３月３１日

http://www.takahan.co.jp/
http://www.hotel-futaba.com/
https://www.yuzawa-newotani.jp/
https://www.shousenkaku-kagetsu.com/
http://www.toeihotel-yuzawa.com/
http://hatago-isen.jp/
http://www.otowaya-jp.com/
http://omine.jp/
https://www.yasuyoshi.net/
http://hatago-isen.jp/murangozzo/
http://nishikigoi-land.com/トップページ/ゆざわ健康ランド/
http://nmaya.net/
http://nmaya.net/
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エリア ジャンル 施設 住所 電話番号 大当たり 当たり 備考欄

湯
沢
神
立

飲食
サービス

ムランゴッツォカフェ
Ｇｒｉｌｌ ＆ Ｄｉｎｉｎｇ

〒949-6101
新潟県南魚沼郡湯沢町湯沢

（越後湯沢駅構内）
025-784-3361

平日限定パスタ・ピッツァ（ホール）ご注文の方に
ソフトドリンク1杯サービス

宿泊割引 みのりや
〒949-6101

新潟県南魚沼郡湯沢町湯沢５５１−１
025-784-2180

宿泊料金１０００円引き
（チケット持参本人１回、現金決済のみ）

宿泊料金５００円引き
（チケット持参本人１回、現金決済のみ）

飲食
サービス

レストランゆざわ
〒949-6101

新潟県南魚沼郡湯沢町湯沢2411
025-784-4543

ケーキセット（ケーキ＆ドリンク）
無料サービス

※ケーキセットが無くなり次第終了。
ソフトドリンク無料サービス

飲食
サービス

越後とんかつ 人参亭
〒949-6101

新潟県南魚沼郡湯沢町湯沢４９７−４
025-785-5727 ソフトドリンク１杯サービス

飲食
サービス

森瀧
〒949-6101

新潟県南魚沼郡湯沢町湯沢357-5
025-784-3600

うどんすき２人前サービス
※4名以上のご利用で、1会計1枚まで

舞茸天ぷら１人前サービス
※１会計１枚まで

飲食
サービス

湯沢釜蔵
〒949-6101

新潟県南魚沼郡湯沢町湯沢2440−10
025-788-1077

サッポロビール・新潟限定ビイル「風味爽快ニシテ」または
ソフトドリンク１杯サービス（１グループ６名様まで）

飲食
サービス

欧風料理 Hinoya
〒949-6101

新潟県南魚沼郡湯沢町湯沢２２６８−９
025-785-6336 本日のデザート１品サービス

ドリンク１杯サービス
（グラス生ビールまたはソフトドリンク）

飲食
サービス

カラオケスナック Kakaii
〒949-6101

新潟県南魚沼郡湯沢町湯沢３４８−３
025-785-6946 ワンドリンク無料サービス ワンドリンク半額サービス

割引
サービス

湯沢高原スキー場
/パノラマパーク

〒949-6101
新潟県南魚沼郡湯沢町湯沢490

025-784-3326

・湯沢高原ロープウェイ定価から
半額（1名様のみ）

又は、湯沢マルシェ売店にて200円引き
※カフェは対象外です、1会計につき１枚のみ使用可

・湯沢高原ロープウェイ定価から
大人200円･子供100円割引（5名様まで）
又は、湯沢マルシェ売店にて100円引き

※カフェは対象外です、1会計につき１枚のみ使用可

どちらかで利用可

湯
沢
つ
ち
た
る

宿泊割引 ホテルアルファスター岩原
〒949-6103

新潟県南魚沼郡湯沢町土樽７３１−１ 025-787-3926

１２月１日～３月３１日
１名様無料宿泊券（食事なし）

※２名以上のご利用で指定日のみ有効。
※事前にお問合せ下さい。

週末限定
ランチ食べ放題１名様無料券

レジャー
割引

湯沢中里ファミリーショートコース
〒949-6103

新潟県南魚沼郡湯沢町土樽5044−1
025-787-3301

湯沢中里ファミリーショートコース
利用料300円割引（大人・小人）

レジャー
割引

フォレストアドベンチャー湯沢中里
〒949-6103

新潟県南魚沼郡湯沢町土樽5044−1
025-787-3301

フォレストアドベンチャー湯沢中里
利用料300円割引（大人・小人）

レジャー
割引

湯沢中里スノーリゾート
〒949-6103

新潟県南魚沼郡湯沢町土樽5044−1
025-787-3301

湯沢中里スノーリゾート
1日券５００円割引（大人・小中学生・シニア）

サービス利用可能期間：２０１８年１０月６日～２０１９年３月３１日

http://murangozzo.com/cafe/
http://www.minoriya.gr.jp/
https://www.yuzawa.or.jp/foods/restyuzawa/index.html
http://www.ninjintei.net/
https://www.yuzawa.or.jp/foods/moritaki/
http://www.sep-i.co.jp/yuzawa/
https://www.yuzawa.or.jp/foods/hinoya/index.html
http://www17.plala.or.jp/kakaii/
http://www.yuzawakogen.com/
https://www.hotel-alphastar.jp/
https://www.yuzawa-nakazato.com/
https://www.yuzawa-nakazato.com/
https://www.yuzawa-nakazato.com/

