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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

レジャー施設

・適用期間　Ｈ28/6/4（土）～Ｈ28/7/25（月）
　　　　　　及びＨ28/10/7（金）～Ｈ28/10/30（日）まで
・1申込で4名さままで優待いたします
・ペット割引特典はございません
・割引特典の併用はできません

・適用期間　Ｈ28/10/30（日）までの土曜日・日曜日・祝日
（但しＨ28/9/12（月）～Ｈ28/10/11（火）は希望郷いわて国体テ
ニス競技+L13開催の準備及び本大会の為、一般営業はいたしません）
・営業時間　9時～16時
1申込で1コートご優待いたします
・割引特典の併用はできません
・大会開催等により貸し切り営業となる場合がありますので、
　事前にお問い合わせ下さい
※お問い合わせ先：安比高原テニスクラブ　TEL:0195-73-5136

・適用期間　Ｈ28/4/29（土）～Ｈ28/10/30（日）まで
※木曜日定休（但しＨ28/4/29（金）～Ｈ28/5/8（日）及びＨ
28/7/23（土）～Ｈ28/8/21（日）は毎日営業します）
・営業時間　9時～16時（15時最終受付）
・1申込につき、4名さままで優待いたします
・割引特典の併用はできません

大人（中学生以上） 800円 ⇒ 700円

子供（5歳～小学6年生） 300円 ⇒ 250円

八幡平フラワーランド
入場料金割引

大人（高校生以上） 500円 ⇒ 450円 東北自動車道 西根IC 岩手県八幡平市平笠2-6-333
・サラダファームのアイドル「アルパカ」と触れ合えます
・八幡平フラワーランドの中学生以下の入場料は無料です

大人 800円 ⇒ 600円

高校生 500円 ⇒ 400円

小・中学生 300円 ⇒ 200円

大人（中学生以上） 1,800円 ⇒ 1,600円

小人（4才以上） 1,500円 ⇒ 1,300円

料金割引 東北自動車道 盛岡ICまたは
盛岡南IC

岩手県盛岡市新庄字下八木田60-18
・営業期間は11月30日まで
・休園日は水曜日

安比高原スキー場
岩手ホテルアンドリゾート

料金割引

猊鼻渓　舟下り

岩手県雫石町丸谷地36-1 ・1申込につき、5名さままで有効

岩手八幡平サラダファーム

小岩井農場 入場料金割引 東北自動車道 盛岡ＩＣ

歴史公園えさし藤原の郷 入場料金割引 東北自動車道 水沢IC 岩手県奥州市江刺区岩谷堂字小名丸86-1 ･1申込につき、5名さままで有効

ニッポンレンタカー東北

施設名 優待内容

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

最寄IC 所在地

施設名 優待内容 最寄IC 所在地 備考

備考

一般乗船料割引 大人 1,600円 ⇒ 1,440円 東北自動車道
一関ICまたは
平泉前沢IC

前森山ゴンドラ遊覧
おとな往復（正価　1,300円）→優待価格　1,100円

小学生往復（正価　650円）→優待価格　550円（ビンゴゲー
ム付）

※小学生以下は要保護者（有料）同伴

東北自動車道 松尾八幡平ＩＣ

岩手県一関市東山町長坂字町467

岩手県八幡平市安比高原安比高原テニスクラブ　　コート利用１面１時間
（正価　2,700円）→優待価格　2,200円

安比高原パークゴルフ場　　中学生以上１日回り放題・
用具付

（正価　1,100円）→優待価格　880円

・1申込につき、4名さままで有効
・施設利用券は、100円×9枚+200円×1枚＝1,100円分
　引換当日のみご利用可（遊び物、お土産、食事等で使用）
・優待施設利用期間は、10月31日まで

とうほくニュージーランド村 入園料+施設利用券割
引

東北自動車道 平泉前沢IC 岩手県奥州市衣川区日向59

盛岡市動物公園 園内施設の売店・食堂
お買い上げ金額より10％割引

2016 東北観光フリーパス  
優待施設一覧・岩手県 

ご利用にあたって 

・優待をご利用の際には、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。 

・各施設の優待内容については変更になる場合がございます。 

・優待一覧をインターネット上でご覧の際には、施設名をクリックすることで各施設のホームページを見ることができます。 

・ドラ割利用期間中のみ、特典のご利用が可能です。 

・利用条件など、詳しくは各施設にご確認のうえ、ご利用ください。 

http://www.appi.co.jp/
http://www.appi.co.jp/
http://www.geibikei.co.jp/
http://salad-farm.jp/
http://www.koiwai.co.jp/makiba/index.html
http://www.fujiwaranosato.com/
http://www.nrtohoku.co.jp/campaign/1197
http://www.touhoku-nzmura.com/
http://moriokazoo.org/
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美術館・博物館

博物館入館料

粗品進呈 八戸自動車道 一戸ＩＣ 岩手県二戸郡一戸町岩舘字御所野2 一般　３０0円    高校生・大学生　２０0円　　小学生・中学生　1５0円

休館日　毎週月曜日（ただし月曜日が祝祭日の場合、その翌日）

飲食店・お土産店

粗品進呈 東北自動車道 盛岡南IC 岩手県下閉伊郡岩泉町乙茂字乙茂90-1

粗品進呈 東北自動車道 盛岡南IC 岩手県下閉伊郡岩泉町門三田貝47-2

料金割引

無料サービス

料金割引

宿泊施設・温泉

大人 700円 ⇒ 600円

小人 350円 ⇒ 300円

宿泊料金割引

入浴料金割引

煌星の湯 東北自動車道 滝沢ＩＣ
＊利用可能時間8：00～21：00　火曜日は朝朱の湯の料金になりま
す。

朝朱の湯 八戸自動車道 一戸ＩＣ ＊利用可能時間10：00～22：00　朝朱の湯は火曜日定休日です。

料金割引 雪あかり ＊営業時間10：00～18：00　火曜日は定休日です。

宿泊料金割引 東北自動車道 盛岡IC 岩手県岩手郡雫石町網張温泉

・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。

宿泊料金割引 東北自動車道 盛岡南IC 岩手県宮古市崎鍬ヶ崎18-25-3

・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。

・除外日等もあるため、要問い合わせ
日帰り入浴料金　700円⇒500円（※大人のみ）

山の神温泉　優香苑
基本宿泊料金10％割引

東北自動車道 花巻南IC 岩手県花巻市下シ沢字中野53-1

平泉レストハウス

1階レストラン「フードコート門」
名物「弁慶ちからもちセット（もち5品）」

1,300円　⇒　1,150円

東北自動車道 平泉前沢IC 岩手県岩手県西磐井郡平泉町平泉字坂下10-7

2階レストラン「レストラン源」
ランチタイム（11～14時）お食事ご利用のお客さま

1メニューにつき、ワンドリンクサービス（指定ドリン
ク）

ショッピングコーナー
現金精算のお客さま、10％割引（※一部商品を除く）

道の駅「いわいずみ」 1,000円以上お買い上げの方に
「龍泉洞のじっ茶ばっ茶（500mｌ）」1本プレゼント

ラ・フランス温泉館 入湯料割引 東北自動車道 紫波IC 岩手県紫波郡紫波町小屋敷字新在家90番地

道の駅「三田貝分校」 1,000円以上お買い上げの方に
「龍泉洞の水（500mｌ）」1本プレゼント

施設名 優待内容 最寄IC

備考

奥中山高原

大人620円⇒520円　小学生以下310円⇒
260円

岩手県二戸郡一戸町奥中山字西田子662-1
大人520円⇒420円　小学生以下260円⇒
210円

Ｗサイズジェラート３３０円⇒２７０円

日帰り入浴料金割引

備考

優待内容 最寄IC 所在地 備考

休暇村　陸中宮古 基本宿泊料金10％割引

所在地

休暇村　岩手網張温泉 基本宿泊料金10％割引

施設名

御所野縄文博物館 博物館ご入館の方へオリジナル絵葉書をプレゼント

施設名 優待内容 最寄IC 所在地

http://www.yuukaen.jp/
http://hiraizumi2011.jp/
http://www.ryusendo-water.co.jp/
https://www.lafrance.co.jp/index.htm
http://www.ryusendo-water.co.jp/
http://www.okunakayamakogen.jp/index.html
http://www.qkamura.or.jp/miyako/
http://www.qkamura.or.jp/iwate/
http://goshono-iseki.com/museum
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SA・PA

東北自動車道 上 前沢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 前沢ＳＡ レストラン 7:00～21:00 ・提示につき、1名さまのみ有効

東北自動車道 上 岩手山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 岩手山ＳＡ レストラン 7:00～21:00 ・提示につき、1名さまのみ有効

東北自動車道 上 紫波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 紫波ＳＡ レストラン 7:00～21:00 ・提示につき、2名さまのみ有効無料サービス
お食事の方にコーヒーを1杯サービ

ス

無料サービス
お食事の方にコーヒーを1杯サービ

ス

無料サービス
お食事の方にコーヒーを1杯サービ

ス

無料サービス
お食事の方にコーヒーを1杯サービ

ス

備考

無料サービス
お食事の方にコーヒーを1杯サービ

ス

無料サービス
お食事の方にコーヒーを1杯サービ

ス

道路名（上下） ＳＡ／ＰＡ名 コーナー名 優待内容 優待サービス提供時間・期間

http://sapa.driveplaza.com/sapa/1040/1040301/1/
http://sapa.driveplaza.com/sapa/1040/1040301/2/
http://www.driveplaza.com/sapa/1040/1040386/2/
http://www.driveplaza.com/sapa/1040/1040386/1/
http://www.driveplaza.com/sapa/1040/1040346/1/
http://www.driveplaza.com/sapa/1040/1040346/2/

	岩手

