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レンタカー

料金割引 ･各営業所の所在地等、詳細についてはホームページをご覧ください

アウトレットモール

東北自動車道
泉ICまたは

泉PAスマートIC
宮城県仙台市泉区寺岡6-1-1

・駐車場約2,000台（無料）
・1Fインフォメーションセンターにてお渡し

三陸自動車道
仙台港北IC

または仙台港ＩＣ
宮城県仙台市宮城野区中野３丁目７番地２

・駐車場約2,000台（無料）
・1F総合案内所にて受付

レジャー施設

大人（中学生以上） 1,500円 ⇒ 1,350円

子供（小学生） 750円 ⇒ 670円

スキーシーズンは１２月１２日オープン予定

休業日：夏休み期間中（7/11～8/23）を除いた平日

美術館・博物館

入館料割引 東北自動車道 仙台宮城IC 仙台市青葉区川内26番地(仙台城三の丸跡) 仙台市博物館にて4/24(金)～6/21(日)開催

大人 1,000円 ⇒ 800円

小・中・高校生 500円 ⇒ 400円

東北自動車道 古川ＩＣ

施設名 優待内容 最寄IC 所在地 備考

ご利用1台につき、1,000円引き 東北内（青森・岩手・秋田・宮城・山形・福島）の各営業所ニッポンレンタカー東北

施設名 優待内容 最寄IC 所在地

最寄IC 所在地

備考

仙台泉プレミアム・アウトレット
各ショップで最大20％OFFやグッズなどのサービスが受けられる

「クーポンシート」をプレゼント

宮城県大崎市鳴子温泉鬼首字小向原9-55

三井アウトレットパーク
仙台港

約80店舗でおトクなサービスがご利用いただける
「スペシャルクーポン」をプレゼント

備考

入館料金　100円割引

宮城県宮城郡松島町松島字普賢堂13-13
・営業時間　8:30～17:00
・年中無休

備考

松島島巡り観光船 乗船料金割引 三陸自動車道 松島海岸IC 宮城県宮城郡松島町松島字町内98-1

入館料割引

施設名 優待内容 最寄IC 所在地

施設名 優待内容

オニコウベスキー場 料金割引
テレキャビン乗車料金10％割引

リフト1日券10％割引

みちのく伊達政宗歴史館 三陸自動車道 松島海岸IC

吉祥天女が舞い降りた展

ご利用方法 

2015 東北観光フリーパス  
優待施設一覧 

・特典の利用に際しては、①「申込完了メールを印刷したもの」、または②「申込完了メールの画面」をご提示ください。 

・サービスの内容等については変更になる場合がございます。 

・ドラ割利用期間中のみ、特典のご利用が可能です。 

・営業時間など、詳しくは各施設にご確認のうえ、ご利用ください。 

 

http://www.nrtohoku.co.jp/campaign/1197�
http://www.premiumoutlets.co.jp/sendaiizumi/�
http://www.31op.com/sendai/�
http://www.31op.com/sendai/�
http://www.matsushima.or.jp/�
http://www.onikoube.com/top_summer.php�
http://www.date-masamune.jp/�
http://kichijo-tennyo-sendai.jp/�
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大人 800円 ⇒ 640円

中高生 500円 ⇒ 400円

小学生 200円 ⇒ 160円

料金割引 大人 320円 ⇒ 290円 東北自動車道 古川ＩＣ 大崎市鳴子温泉字尿前74-2

営業時間４月～11月8:30～17:00
　　　　　　　12月9:00～16:00
休業日1月１日～３月31日閉館

料金割引 東北自動車道 古川ＩＣ 大崎市古川福沼1-2-3
営業時間9:00～17:00
休業日；毎週月曜日（月曜日が祝祭日の場合は翌日が休館日）

飲食店・お土産店

料金割引 東北自動車道 村田ＩＣ 宮城県柴田郡村田町大字村田字北塩内41

粗品進呈 東北自動車道 古川ＩＣ 大崎市鳴子温泉字鷹の巣87の2

粗品進呈 東北自動車道 古川ＩＣ 大崎市古川七日町3-10醸室

料金割引 東北自動車道 三本木ＳＩＣ 大崎市三本木北町20

粗品進呈 東北自動車道 古川ＩＣ 大崎市古川前田町4-6

飲み物サービス 東北自動車道 古川ＩＣ 大崎市松山千石字松山242-1

料金割引 東北自動車道 古川ＩＣ 大崎市古川福浦1-11-22

料金割引 東北自動車道 古川ＩＣ 大崎市岩出山池月字下宮道下4-1

料金割引 東北自動車道 古川ＩＣ 大崎市古川七日町4-43　2階

宿泊施設・温泉

宿泊料金割引 東北自動車道 一関IC 宮城県気仙沼市外畑16

・要事前予約
・優待内容は「スタンダードプランの１泊２食料金から１０％引き」
です。
・電話（ＦＡＸも含む）、または公式サイトからの直接予約分が対象
です。
・各種旅行サイト（じゃらんネット、楽天トラベル等）経由、旅行会
社（ＪＴＢ等）経由のご予約は対象外となります。
・各種割引との併用はできません

料金割引 東北自動車道 古川ＩＣ 宮城県大崎市田尻小塩字八ツ沢37-1

SA・PA

東北自動車道 上 長者原ＳＡ レストラン 7:00～21:00
・提示につき、1名さまのみ有効
・他のサービスとの併用は不可

東北自動車道 下 長者原ＳＡ レストラン 7:00～21:00
・提示につき、1名さまのみ有効
・他のサービスとの併用は不可

備考

Ｃａｆé　ｍｉｎｔｅ（カフェ　ミンテ) お会計金額から５０円引き

加護坊温泉さくらの湯 ソフトクリーム50円引き　260円→210円

宮城県仙台市泉区寺岡6-2-1

・当ホテルのＨＰまたは当ホテル直接電話予約をされた方に限りま
す。

・館内利用券は、宿泊プラン（宿泊料）の支払いには使用できませ
ん。

おみやげの店　なるみ
当社自家製品（栗団子、しそ巻等）を1,000円以上お買上げの
お客様に大栗入り なるまん１個（130円）をプレゼントいたし

ます

大崎市観光物産センターＤｏｚｏ（どーぞ） 税込500円以上お買上げで、千社札サービス（１回に付１枚）

最寄IC

もちべえ本店 食事割引８％

株式会社　松倉 ２，０００円以上お買い上げのお客様に「パパ好み」１個プレゼント

松山酒ミュージアム・松山華の蔵
酒ミュージアム入館後、物産館「華の蔵」で3,000円以上ご購

入頂いたお客様に有機焙煎コーヒー1杯サービス

スイーツ工房大正堂 お買い上げ頂いた商品金額から5％ＯＦＦ

あ・ら・伊達な道の駅
ソフトクリーム１００円引き　屋外で販売している「伊達なソ

フトクリーム」２５０円を１５０円で提供させて頂きます

備考

無料サービス

無料サービス

お食事の方にコーヒーを1杯サー
ビス

お食事の方にコーヒーを1杯サー
ビス

仙台ロイヤルパークホテル 粗品進呈 東北自動車道 泉PAスマートIC

優待サービス提供時間・期間

施設名 優待内容 最寄IC

１室15,000円以上20,000円未満　⇒　館内利用券2,000円
１室20,000円以上25,000円未満　⇒　館内利用券3,000円
１室25,000円以上30,000円未満　⇒　館内利用券4,000円
１室30,000円以上　　　　　　　⇒　館内利用券5,000円

ご宿泊の方に館内利用券をプレゼント

休暇村　気仙沼大島 基本宿泊料金10％割引

道路名（上下） ＳＡ／ＰＡ名 コーナー名 優待内容

所在地

備考

道の駅「村田」
「そら豆大福（冷凍品）」100円引き

（650円⇒550円）

施設名 優待内容

・小学生未満は無料
・営業時間　9:00～18:00
・休館日　毎月第3火曜日（※夏休み、年末年始、GW期間は開館）

石ノ森萬画館 入館料金割引 三陸自動車道 石巻河南IC 宮城県石巻市中瀬2-7

所在地

日本こけし館

吉野作造記念館

常設展入館割引
大人320円→290円

高校生210円→160円
小中学生100円→80円

幼児　無料
企画展開催期間は別途料金となります。

http://sapa.driveplaza.com/sapa/1040/1040271/1/�
http://sapa.driveplaza.com/sapa/1040/1040271/2/�
http://www.sakuranoyu.jp/�
http://www.mochibe.co.jp/�
http://www.papagonomi.com/�
http://www.ichinokura.co.jp/�
http://www.srph.co.jp/�
http://www.qkamura.or.jp/kesen/�
http://muratamachi.info/�
http://www.man-bow.com/manga/�
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