
 

 

■ 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 

男鹿水族館GAO http://www.gao-aqua.jp/ 

秋田道 昭和男鹿半島 IC 秋田県男鹿市戸賀塩浜 

優待特典  入館料金割引 

大人 1,100円→1,000円、小中学生 400円→300円 

備考 ・5/3～6、8/12～15優待割引適用除外期間 ・4/18・4/19は休館日 

・１申込につき、5名さままで有効 

 

2 

NPO法人 大館・小坂レールバイク http://railbike.jp/ 

東北道 小坂 IC 秋田県大館市雪沢字大滝 30-2地内 

優待特典  乗車料金割引 

10％割引(但し、トロッコ客車を除く） 

備考 【今季運行期間】 4/21 ～ 11/4 

【定休日】毎週火・水曜日 但し祝日は運行、翌平日休み 

 

3 

小坂鉄道レールパーク http://www.kosaka-rp.com/ 

東北道 小坂 IC 秋田県鹿角郡小坂町小坂鉱山字古川 20-9 

優待特典  入場料金割引 

大人 500円→400円、小中学生 250円→200円 

備考 ・1申込につき、5名さままで有効 

・営業時間 9:00～17:00 

・休業日 12月 1日より冬期間休業 

 

4 

明治の芝居小屋 小坂町康楽館 http://kosaka-mco.com/ 

東北道 小坂 IC 秋田県鹿角郡小坂町小坂鉱山字松ノ下 2番地 

優待特典  観覧料金割引 

・常打芝居と施設見学 

大人 2,100円→1,890円、小人 1,050円→950円 

・施設見学のみ 

大人 600円→540円、小人 330円→300円 

備考 ・1申込につき、5名さままで有効 

・開館時間 9:00～17:00 

※常打芝居の公演日、上演時間はご確認ください。 

 

5 

秋田ふるさと村 http://www.akitafurusatomura.co.jp/ 

秋田道 横手 IC 赤坂字富ヶ沢 62-46 

優待特典  料金割引 

秋田ふるさと村内の有料施設利用券のうち、「ワンダーキャッスル」入場券、「星空探険館スペー

シア」入場券、「チューチュートレインセット券」のいずれかを優待割引 

備考 ・5名様まで有効 

・「チューチュートレインセット券」有効期間は 4月 21日～11月上旬 

http://www.gao-aqua.jp/
http://railbike.jp/
http://www.kosaka-rp.com/
http://kosaka-mco.com/
http://www.akitafurusatomura.co.jp/


■ 美術館・博物館 

1 

史跡 尾去沢鉱山 http://www.osarizawa.jp/ 

東北道 鹿角八幡平 IC 秋田県鹿角市尾去沢字獅子沢 13-5 

優待特典  観覧料金割引 

石切沢通洞坑道見学料 

大人 1,000円→900円、シニア（65歳以上）800円→720円、中・高校生 800円→720円 

小学生 600円→540円 

備考 1申込につき、5名さままで有効 

営業時間 / 【夏期（4/1～10/31）】9：00～17：00 【冬期（11/1～3/31）】9：00～15：30 

 

2 

鹿角観光ふるさと館 あんとらあ  http://www.ink.or.jp/~antler/ 

東北道 鹿角八幡平 IC 鹿角市花輪字新田町 11-4 

優待特典  入館料割引 

祭り展示館（大人） 200円→150円 

備考 ・1申込につき、5名さままで有効 

・平成 28年 12月 1日に「花輪祭の屋台行事（花輪ばやし）」が 

ユネスコ無形文化遺産に登録されました 

 

3 

小坂鉱山事務所 http://www.town.kosaka.akita.jp/kozan/ 

東北道 小坂 IC 秋田県鹿角郡小坂町小坂鉱山字古舘 48-2 

優待特典  入館料金割引 

大人 330円→270円、小・中学生 170円→140円 

備考 1申込につき、5名さままで有効 

開館時間 9:00～17:00 

 

4 

大湯ストーンサークル館 http://loco.yahoo.co.jp/place/g-BJmAMKpPzI6/ 

東北道 十和田 IC 秋田県鹿角市十和田大湯字万座 45 

優待特典  入館料金割引 

大人 300円→210円 

備考 1申込につき、5名さままで有効 

営業時間 / 【4月～10月】9:00～18:00、【11月～3月】9:00～16:00 

 

5 

大太鼓の館 https://www.city.kitaakita.akita.jp/kankou/category/kankou_shisetsu/takanosu/001.html 

秋田道 鷹巣 IC 北秋田市綴子字大堤道下 62-1 

優待特典  料金割引 

入館料 

大人 420円→370円、高中学生 300円→250円、小学生 200円→160円 

 

 

 

 

http://www.osarizawa.jp/
http://www.ink.or.jp/~antler/
http://www.town.kosaka.akita.jp/kozan/
http://loco.yahoo.co.jp/place/g-BJmAMKpPzI6/
https://www.city.kitaakita.akita.jp/kankou/category/kankou_shisetsu/takanosu/001.html


 

6 

能代市 旧料亭金勇 http://www.kaneyu.jp/ 

秋田道 能代南 IC 能代市柳町 13-8 

優待特典  料金割引 

コーヒー100円引き（380円→280円） 

備考 金勇ランチご利用の方対象 

 

7 

湯沢市川連漆器伝統工芸館 http://www.kawatsura.or.jp/ 

湯沢横手道 湯沢 IC 湯沢市川連町字大舘中野 142-1 

優待特典  料金割引 

販売品を５％割引（漆器のみ） 

 

■ 飲食店・お土産店 

1 

あきた県産品プラザ http://www.a-bussan.jp/ 

秋田道 秋田中央 IC 秋田県秋田市中通二丁目 3-8アトリオン B1F 

優待特典  料金割引 

販売品を 5％割引 

備考 ・あきた県産品プラザ HPの「5％ご優待特別割引券」を印刷のうえ、 

ご持参ください（※一部対象外商品あり） 

・休館予定日 9月 9日 

 

2 

りんごの里 平塚果樹園 http://www.towadako.co.jp/ 

東北道 十和田 IC 秋田県鹿角市十和田大湯字箒畑 105-1 

優待特典  料金割引 

1,000円以上購入の方 10％割引(酒類除く) 

備考 営業時間 / 8:30～17：00（冬期間休業） 

 

3 

寒風山回転展望台 http://www.akita-chuoukotsu.co.jp/kanpuzan/ 

秋田道 昭和男鹿半島 IC 男鹿市脇本富永字寒風山 62 – 1 

優待特典  料金割引 

回転展望台入場料金 50円引き 

備考 平成 30年 12月 3日より冬期休業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kaneyu.jp/
http://www.kawatsura.or.jp/
http://www.a-bussan.jp/
http://www.towadako.co.jp/
http://www.akita-chuoukotsu.co.jp/kanpuzan/


 

4 

花葉館 http://www.kayoukan.jp/ 

秋田道 大曲 IC 仙北市角館町西長野古米沢 30-19 

優待特典  無料サービス 

ワンドリンクサービス 

備考 食事された方対象、注文時にスタッフにお伝えください 

※他の特典との併用不可 

 

5 

お食事処 古来堂 http://alk-sakura.co.jp/koraido_aoyagiketen.html 

秋田道 大曲 IC 仙北市角館町表町下丁 3 

優待特典  無料サービス 

ジェラート又はコーヒーサービス 

備考 1申込につき 2名様まで優待 

 

6 

あきた芸術村 温泉ゆぽぽ http://www.warabi.or.jp/yupopo/ 

秋田道 大曲 IC 仙北市田沢湖卒田字早稲田 430 

優待特典  無料サービス 

ワンドリンクサービス 

備考 食事された方対象、他の特典併用不可 

 

7 

湖畔の杜レストラン ORAE http://orae.net/ 

東北道 盛岡 IC 秋田道 大曲 IC 仙北市田沢湖田沢字春山 37-5 

優待特典 無料サービス 

コーヒーまたは紅茶 1杯サービス 

備考 ご注文時にスタッフにお伝えください。 

他メニューをご注文した際に優待内容相当金額の値引きはできません。 

 

8 

小玉醸造 http://www.kodamajozo.co.jp/ 

秋田道 昭和男鹿半島 IC 潟上市飯田川飯塚字飯塚 34-1 

優待特典  無料サービス 

８０ｇのお味噌プレゼント 

 

9 

横手市ふれあいセンターかまくら館 http://www.yokotekamakura.com/02_kanko/kamakurakan.html 

秋田道 横手 IC 横手市中央町 8-12 

優待特典  料金割引 

館内物産コーナーの販売品 5％割引(一部対象外商品あり) 

備考 営業時間／9：00～17：00 休館日：年末年始（12/29～1/3） ６月に定期点検のため臨時休

館あり。詳しくはお問い合わせください。 

 

 

 

http://www.kayoukan.jp/
http://alk-sakura.co.jp/koraido_aoyagiketen.html
http://www.warabi.or.jp/yupopo/
http://orae.net/
http://www.kodamajozo.co.jp/
http://www.yokotekamakura.com/02_kanko/kamakurakan.html


 

10 

欧風創作料理 バルパサポルテ http://barpasaporte.com/ 

秋田道 横手 IC 横手市婦気大堤字田久保下 204-1 

優待特典  無料サービス 

1 ドリンクサービス 

備考 食事等された方対象                                                                                                                                                       

営業時間 11時～14時 17時半～21時までの間ご利用可能 

 

11 

炭火焼食堂 La炭之助 http://la-suminosuke.com/ 

秋田道 横手 IC 横手市寿町 9-8 

優待特典  無料サービス 

1 ドリンクサービス 

備考 食事等された方対象                                                                                                                                                         

営業時間 17時半～22時半までの間ご利用可能 

 

12 

オイスターバー寧お http://izakaya-neo.com/ 

秋田道 横手 IC 横手市駅前町 235-1 

優待特典  無料サービス 

1 ドリンクサービス 

備考 食事等された方対象                                                                                                                                                

営業時間 11時半～14時 17時半～21時までの間ご利用可能 

 

13 

日本料理 ちとせ http://chitose-yokote.com/shop_data.html 

秋田道 横手 IC 横手市前郷 1番町 13-4 

優待特典  無料サービス 

1 ドリンクサービス 

備考 食事等された方対象                                                                                                                                                                  

営業時間 11時半～14時 17時半～21時までの間ご利用可能 

 

14 

旬菜みそ茶屋くらを http://kurawo3710.wixsite.com/kurawo3710 

湯沢横手道 十文字 IC 横手市増田町増田字中町６４ 

優待特典  料金割引 

味噌キャラメルソフト 300円→200円 

備考 営業時間 10:00から 16:00 ランチタイム 11：00～14：00                                                                                                                                   

定休日 毎週水曜日                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

http://barpasaporte.com/
http://la-suminosuke.com/
http://izakaya-neo.com/
http://chitose-yokote.com/shop_data.html
http://kurawo3710.wixsite.com/kurawo3710


■ 宿泊施設・温泉 

1 

ホテルウェルネス横手路 https://www.hotel-wellness.jp/yokoteji/ 

秋田道 横手 IC 横手市婦気大堤字田久保 1-294 

優待特典  料金割引 

日帰り入浴  

大人 600円→400円、小学生 300円→200円 

備考 フロントにてフリーパス提示要、最大１組５名様まで 

※8/24～8/26 を除く 

 

 

 

 

 

2 

横手駅前温泉 ゆうゆうプラザ http://www.yokote.co.jp/yuyu/ 

秋田道 横手 IC 横手市駅前町 7-7 

優待特典  料金割引 

入浴料半額 

備考 １申込につき２名様まで 

営業時間 9:00～22:00（最終受付 21:00） 

 

3 

横手温泉 ホテルプラザ迎賓 http://www.yokote.co.jp/geihin/ 

秋田道 横手 IC 横手市駅前町 7-7 

優待特典  料金割引 

宿泊料金１０％割引 

備考 要事前予約（電話、自社公式サイトのみ適用） 

1泊２食付きスタンダードプランの基本料金より１０％割引 

※各種割引との併用不可 

 

4 

東横イン秋田駅東口 http://www.toyoko-inn.com/hotel/00087/ 

秋田道 秋田中央 IC 秋田市東通仲町 4-1 

優待特典  無料サービス 

アメニティグッズをプレゼント 

備考 ご宿泊のお客さま、おひとり様に 1つプレゼント 

 

5 

休暇村 乳頭温泉郷 http://www.qkamura.or.jp/nyuto/ 

東北道 盛岡ＩＣ 仙北市田沢湖駒ヶ岳 2-1 

優待特典  宿泊料金割引 

基本宿泊料金 10％割引 

備考 ・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。  

https://www.hotel-wellness.jp/yokoteji/
http://www.yokote.co.jp/yuyu/
http://www.yokote.co.jp/geihin/
http://www.toyoko-inn.com/hotel/00087/
http://www.qkamura.or.jp/nyuto/


・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。 

 

6 

ホテルプラザアネックス横手 http://www.yokote.co.jp/annex/ 

秋田道 横手 IC 横手市駅前町 7-7 

優待特典  優待券 

レストラン優待券（１０％割引・ワンドリンク付き） 

備考 宿泊でのご利用に限ります 

 

 

 

 

 

7 

横手プラザホテル http://www.yokote.co.jp/plaza-h/ 

秋田道 横手 IC 横手市駅前町 7-1 

優待特典  優待券 

レストラン優待券（１０％割引・ワンドリンク付き） 

備考 宿泊でのご利用に限ります 

 

8 

スパ＆リゾートホテル秋の宮山荘 http://www.akinomiya.co.jp/ 

湯沢横手道 雄勝こまち IC 湯沢市秋ノ宮字殿上 1-1 

優待特典  料金割引 

日帰り入浴１００円割引（通常６００円） 

備考 時間：１０：３０～２０：００ 

通年可、但し施設メンテナンス時除く 

 

9 

温泉センターりらっくす http://www.satomi-e.com/relax.htm 

秋田道 秋田中央 IC 秋田市添川字境内川原 142-1 

優待特典  料金割引 

入浴料 100円ｷｬｯｼｭﾊﾞｯｸ 

備考 フリーパス提示で大人、小人合わせて５名様まで 

 

10 

ロイヤルホテル大館 http://www.royal-hotel.jp/ 

秋田道 大館南 IC 大館市中道 1-2-26 

優待特典  無料サービス 

宿泊利用者にペットボトルミネラルウォーター（500ml）サービス 

備考 ご宿泊初日に限り、お一人様に１本プレゼント 

 

11 

西木温泉ふれあいプラザクリオン http://www.kurion.co.jp/ 

秋田道 大曲 IC 仙北市西木町門屋字屋敷田 83-2 

http://www.yokote.co.jp/annex/
http://www.yokote.co.jp/plaza-h/
http://www.akinomiya.co.jp/
http://www.satomi-e.com/relax.htm
http://www.royal-hotel.jp/
http://www.kurion.co.jp/


優待特典  無料サービス 

ご宿泊利用夕食時、ワンドリンクサービス 

（ドリンクは当館指定の中からお選びいただきます） 

備考 直接予約のお客様のみ対象とさせていただきます 

（ネット予約、エージェント予約除く） 

 

12 

十和田ホテル http://www.towada-hotel.com/ 

東北道 小坂 IC 小坂町十和田湖字鉛山 

優待特典  無料サービス 

宿泊利用者、夕食時ドリンク１杯サービス 

 

 

 

 

 

13 

元湯水沢山荘 http://www.tsukamoto-sogyo.co.jp/mizusawa/index.html 

東北道 盛岡 IC 田沢湖生保内下高野 73-10 

優待特典  無料サービス 

グラスビールまたはウーロン茶１杯サービス 

備考 ・優待適用期間 11/1～12/28 

・１申込みにつき２名様まで有効 

・休館日 11/14、11/15、12/19、12/20 

 

14 

露天風呂水沢温泉 http://www.tsukamoto-sogyo.co.jp/mizusawa/index.html 

東北道 盛岡 IC 田沢湖生保内下高野 73-15 

優待特典  無料サービス 

宿泊または日帰り入浴の方、水沢温泉名入りタオル１枚プレゼント 

備考 ・優待適用期間 11/1～12/28 

・１申込みにつき２名様まで有効 

・休館日 11/14、11/15、12/19、12/20 

 

15 

中里温泉 http://www.obako.or.jp/osr/nakasato/ 

秋田道 大曲 IC 大仙市太田町中里字新屋敷 114 

優待特典  料金割引 

通常の宿泊料金より 1,000円割引 

備考 ８月２５日（土）大曲の花火を除く 

 

16 

小安峡温泉 湯の宿 元湯くらぶ http://www.motoyukurabu.jp/ 

湯沢横手道 湯沢 IC 湯沢市皆瀬字湯元 100-1 

優待特典  料金割引 

日帰り入浴料割引 大人 500円→400円  子供 300円→200円 

備考 入浴時間：10:30～16:00  宿泊のお客様には、「古代米 350g」をプレゼント。宿泊には.事前予

http://www.towada-hotel.com/
http://www.tsukamoto-sogyo.co.jp/mizusawa/index.html
http://www.tsukamoto-sogyo.co.jp/mizusawa/index.html
http://www.obako.or.jp/osr/nakasato/
http://www.motoyukurabu.jp/


約をお願いします。 

※各種割引との併用不可   
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ユーランドホテル八橋 http://youland.jp/ 

秋田道 秋田北 IC 秋田市八橋イサノ 2丁目 16-29 

優待特典  無料サービス 

高気圧酸素ＢＯＸ（４０分）無料 

備考 24時間受付 

最大 6名同時利用可能   
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多郎兵衛旅館 http://www.tarobee.com/ 

湯沢横手道 湯沢 IC 湯沢市皆瀬字湯元１２１－５ 

優待特典  料金割引 

日帰り入浴料割引 大人 500円→400円  子供 300円→200円 

備考 入浴時間：10:30～14:30  ※各種割引との併用不可          

 

 

■ サービスエリア・パーキングエリア 

1 

西仙北サービスエリア（上り線） http://www.driveplaza.com/sapa/1420/1420031/1/ 

秋田自動車道  

優待特典  スナックコーナー 

ホットコーヒー50円引き 

備考 8:00 ～ 20:00 

 

2 

花輪サービスエリア（上り線） http://www.driveplaza.com/sapa/1040/1040411/1/ 

東北自動車道  

優待特典  ショッピングコーナー  

ホットコーヒーを 100円（税込）で販売 

備考 7:30 ～ 19:30 

 

2 

花輪サービスエリア（下り線） http://www.driveplaza.com/sapa/1040/1040411/2/ 

東北自動車道  

優待特典  ショッピングコーナー  

ホットコーヒーを 100円（税込）で販売 

備考 7:30 ～ 19:30 

 

http://youland.jp/
http://www.tarobee.com/
http://www.driveplaza.com/sapa/1420/1420031/1/
http://www.driveplaza.com/sapa/1040/1040411/1/
http://www.driveplaza.com/sapa/1040/1040411/2/

