
 

 
 

■ ご利用方法 

・ 特典の利用に際しては、「申込完了メ－ルを印刷したもの」、または「申込完了メ－ルの画面」をご提示ください。 
・ サ－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。 
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■ レジャー施設 

1 

ねぶたの家 ワ・ラッセ http://www.nebuta.jp/warasse/ 
青森道 青森中央 IC 青森市安方 1-1-1 

優待特典  入場料金割引 

大人 600 円→540 円、高校生 450 円→400 円、小・中学生 250 円→220 円 

備考 ねぶたミュージアム・ねぶたホール 

営業時間 / 【5 月～8 月】9：00～19：00、【9 月～4 月】9：00～18：00 
休業日などの詳細についてはホームページをご覧ください。 

 

2 

青函連絡船メモリアルシップ八甲田丸 http://aomori-hakkoudamaru.com/ 
青森道 青森中央 IC 青森市柳川 1 丁目 112 番 15 地先 

優待特典  入館料金割引 

大人 500 円→450 円、中・高校生 300 円→270 円、小人 100 円→90 円 

備考 営業時間 / 【4 月～10 月】9：00～19：00（入館は 18：00） 
【11 月～3 月】9：00～17：00（入館は 16：30） 

※オリジナル缶バッチプレゼント 
休業日などの詳細についてはホームページをご覧ください。 

 

3 

青森県観光物産館アスパム http://www.aomori-kanko.or.jp/web/ 
青森道 青森中央 IC 青森市安方 1 丁目 1 番 40 号 

優待特典  入場料金割引 

大人 800 円→720 円、中・高校生 600 円→540 円、小学生 400 円→360 円 
※ A 券のみ対応 ワンドリンクサービスあり 

備考 対象施設 / 2 階青い森ホールパノラマ映画、13 階展望台 
営業時間 / 2 階青い森ホールパノラマ映画 9：30 から 50 分間隔の上映（上映時間約 20 分） 

13 階展望台【4 月～10 月】9：00～19：00、【11 月～3 月】9：00～18：00 
休業日などの詳細についてはホームページをご覧ください。 

 

4 

津軽藩ねぷた村 http://www.neputamura.com/ 
青森道 大鰐弘前 IC 弘前市亀甲町 61 

優待特典  入場料金割引 

大人 550 円→450 円、中・高校生 350 円→300 円、小学生 200 円→180 円 

備考 休業日などの詳細についてはホームページをご覧ください。 

 

5 

手づくり村鯉艸郷 http://www.risoukyo.com/ 
百石道路 下田百石 IC 十和田市深持字鳥ケ森 2-10 

優待特典  粗品贈呈 
入園者に鯉艸郷オリジナルアップルジュースサービス 

備考 受付にてアップルジュース引換券を発行。レストラン・園内スタッフへお渡しください 

11 月～4 月下旬は冬期休業。木曜休業日（5 月 4 日は営業） 
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■ 美術館・博物館 

1 

青森県立美術館 http://www.aomori-museum.jp/ja/ 
東北道 青森 IC 青森市安田近野 185 

優待特典  粗品贈呈 
コレクション展観覧者 オリジナルグッズプレゼント 
料金割引 
企画展観覧者 観覧料を団体料金に割引 

備考 休業日 / 第 2 第 4 月曜日及び年末（展示替えによる変更があるため、事前確認） 
営業時間 / 【6 月～9 月】9：00～18：00 【10 月～5 月】9：30～17：00 

（入館は閉館時刻の 30 分前まで） 

 

2 

櫛引八幡宮 国宝館 http://www.kushihikihachimangu.com/kokuhou.html 
八戸道 八戸 IC 八戸市八幡字八幡丁３ 

優待特典  拝観料金割引 

大人 400 円→300 円、中・高校生 300 円→200 円、小学生 200 円→100 円 

 

3 

国史跡 根城 http://www.hachinohe-cb.jp/nejo/ 
八戸道 八戸 IC 八戸市大字根城字根城 47 

優待特典  入場料金割引 
体験工房申し込みの方、史跡根城の広場本丸 入場無料 

八幡馬の絵付け（クラシックコース）1,200 円、（アレンジコース）1,900 円 
えんぶりミニミニ烏帽子作り 600 円 

備考 体験工房希望の方は、2 日前までに予約申し込み願います。 
史跡根城の広場本丸入場料/大人250円 高・大学生150円 小中学生（市内無料/市外50円） 

■ 飲食店・お土産店 

1 

ガーデンレストラン フェザント  
八戸道 八戸 IC 八戸市大字鮫町小舟渡平 3-4 

優待特典  無料サービス 

飲食の方にコーヒー1 杯サービス 

 

2 

ユートリーお土産品売場 http://www.youtree.com/ 
八戸道 八戸 IC 八戸市一番町一丁目 9－22 

優待特典  粗品贈呈 

1,000 円以上お買い上げの方に地場産品プレゼント（お１人様１個限り） 

 

3 

里山夢食堂 http://www.satoyama-yumeshokudo.com/ 
八戸道 八戸 IC 八戸市内丸１丁目 1-1 八戸市公会堂内 

優待特典  無料サービス 
飲食の方に無添加リンゴジュースサービス 
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■ 宿泊施設・温泉 

1 

東北温泉 http://www.touhoku-onsen.com/ 
八戸道 八戸北 IC 上北郡東北町字上笹橋 21-18 

優待特典  宿泊料金割引 

基本宿泊料金 10％割引 

備考 2 食付プラン限定 
入浴可能時間/AM5：30～PM10：30、年中無休 

 

2 

ラ・プラス青い森 http://www.aomori-hka.com/ 
青森道 青森中央 IC 青森市中央１丁目 11-18 

優待特典  粗品贈呈 
ご宿泊の方に入浴剤１個プレゼント 

備考 詳細についてはホームページをご覧ください 

 

3 

青森国際ホテル http://www.kokusai-hotel.co.jp/ 
青森道 青森中央 IC 青森市新町１丁目 6-18 

優待特典  粗品贈呈 
宿泊時ミネラルウォーター１本プレゼント 
料金割引 

夕食レストラン 10％割引 
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