
郵便番号 住所 電話番号 ＦＡＸ番号

岩手県
宮城県
福島県

サービスエリア
サービスエリア
※ご利用可能サービスエリアにつきましては、備考欄をご
確認ください。

東北支社管内SAで使用可能なお食事券
（3000円分）
20名様
※ご利用可能サービスエリアにつきましては、備考欄をご確認
ください。

― ― ― ― ― ―

※ご利用可能サービスエリア
【東北自動車道】
岩手山ＳＡ、紫波ＳＡ、前沢ＳＡ、長者原ＳＡ、安達太良ＳＡ （各上下線）
【磐越自動車道】
磐梯山ＳＡ　（上り線）

有効期限
令和３年２月１日～令和３年３月２９日

青森県 レジャー施設 青函連絡船メモリアルシップ八甲田丸
八甲田丸絵はがき（２枚）とボールペン（１本）のセット
５名様 青森道 青森中央IC 038-0012 青森県青森市柳川１丁目112-15地先 017-735-8150 017-735-8170

青森県 レジャー施設 青森県観光物産館アスパム
アスパム観覧Ａ券（パノラマ映画・展望台セット）
１０名様 青森道 青森中央IC 030-0803 青森市安方一丁目1番40号 017-735-5311 017-735-2067

岩手県 宿泊施設・温泉 八幡平マウンテンホテル
当館オリジナル　山ぶどう煎餅（10枚入）
5名様 東北道 松尾八幡平ＩＣ 028-7302 岩手県八幡平市松尾寄木1-509-1 0195-78-4111 0195-78-2058

岩手県 レジャー施設
夏油高原スキー場内
夏油高原温泉 ～兎森の湯～

温泉無料券
10組20名様 東北道

北上金ヶ崎IC
北上江釣子IC
北上西IC

024-0322 岩手県北上市和賀町岩崎新田国有林 0197-65-9000 0197-65-9002
※他割引との併用はできません。
※営業期間はHPにてご確認下さい。

岩手県 宿泊施設・温泉 山の神温泉　なごみの湯
6枚つづり入湯券
2組 東北道 花巻南IC 025-0253 岩手県花巻市下シ沢字中野53番地1 0198-29-4126

岩手県 レジャー施設 小岩井農場
小岩井農場ペアご招待券
3組 東北道 盛岡IC 020-0507 岩手県雫石町丸谷地36-1 019-692-4321 019-692-0303

岩手県 飲食店・お土産店 あさ開　地酒物産館

オリジナルラベル酒　720ｍｌ　1本
（お客様のお名前ラベル）
酒粕漬け生ベーコン付
10名様

東北道
盛岡南IC
盛岡IC

020-0828 岩手県盛岡市大慈寺町10-34 019-624-7200 019-624-7205

岩手県 宿泊施設・温泉 温泉ゲストハウス やすもり
グループ１０％割引券（1組１０名以上）
※平日限定
１０組

東北道
西根IC
松尾八幡平IC

028-7302 岩手県八幡平市松尾寄木1-618-11 070-4462-6089

※GWや連休などの繁忙期を除く平日限定。2021年7月末日まで有効。
※他の割引やサービスとの併用不可
※入湯税は当日現金でお支払いください
※要事前予約（電話・メール・公式サイトからの予約時に「平日貸切10％
割引券」利用の旨をお伝えください。）
※チェックイン時に証明できるものをご提示願います。

岩手県 宿泊施設・温泉
岩手山焼走り国際交流村
『焼走りの湯』

焼走りの湯オリジナルフェイスタオル
5名 東北道 西根IC 028-7113 八幡平市平笠24-728 0195-76-2013

岩手県 宿泊施設・温泉 いこいの村岩手
ペア入浴付ランチ券
5名 東北道 西根IC 028-7113 岩手県八幡平市平笠24-1-4 0195-76-2161

2020東北観光フリーパスアンケートプレゼント
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今後の商品企画の参考にさせていただきますので、 2020東北観光フリーパスをお申し込み後、アンケートへのご協力をお願いいたします。

アンケートにお答えいただくと抽選で素敵なプレゼントが当たります！
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県名

http://aomori-hakkoudamaru.com/
http://www.aomori-kanko.or.jp/
https://hachimantai-mountainhotel.com/
http://www.geto8.com/
http://www.geto8.com/
http://www.yuukaen.jp/
https://www.koiwai.co.jp/makiba/
http://www.asabiraki-net.jp/zizake/index.html
https://onsen.eyado.net/
http://www.hachimantai-ss.co.jp/~yakehashiri/onsen/onsen.html
http://www.hachimantai-ss.co.jp/~yakehashiri/onsen/onsen.html
https://www.ikoi-iwate.co.jp/spa/
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県名

岩手県 宿泊施設・温泉 鶯宿温泉 長栄館
ペア無料入浴券
5名 東北道 盛岡IC 020-0574 岩手県岩手郡雫石町鴬宿6-7 019-695-2121

受付時間→11：00～14：00　利用時間15：00まで
不定休　月3～４回程度有
GW お盆　年末年始休暇有

岩手県 宿泊施設・温泉 ラ・フランス温泉館
ペア無料入浴券
5名 東北道 紫波IC 028-3444 岩手県紫波郡紫波町小屋敷字新在家90番地 019-673-8555

岩手県 レジャー施設 安比高原スキー場
2020-2021シーズン「リフト1日券」ペア
（1組2名様）/3組 東北道 松尾八幡平IC 028-7395 岩手県八幡平市安比高原 0195-73-5111

秋田県 飲食店・お土産店 湖畔の杜レストランＯＲＡＥ
全国酒類コンクール第１位特賞受賞
湖畔の杜ビール　天涯（てんや）　330ｍｌ×６本入り  ×３セッ
ト

秋田自動車道 盛岡 014-1204 仙北市田沢湖田沢字春山37-5  0187-58-0608　  0187-58-0609

秋田県 飲食店・お土産店 ポルミート
ソーセージ４種入りセット
3名 秋田道 大曲IC 014-0113 大仙市堀見内字穴沢3-1 0187-73-6029 0187-73-6229

秋田県 レジャー施設 史跡尾去沢鉱山
無料入場券ぺア
（観光坑道見学コース）
３名

東北道 鹿角八幡平IC 018-5202 秋田県鹿角市尾去沢字獅子沢13-5 0186-22-0123 0186-23-3217

秋田県 飲食店・お土産店 （一社）男鹿市観光協会
はたはた煎餅セット　３ヶ入り
３名 秋田道 昭和男鹿半島 010-0595 秋田県男鹿市船川港船川字泉台66-1 0185-24-4700 0185-24-5700

秋田県 飲食店・お土産店 男鹿のやきそばを広める会
男鹿しょっつるやきそば 4食入
５名 秋田道 昭和男鹿半島 010-0511  男鹿市船川港船川字新浜町５０ 0185-24-4141 0185-23-2108

秋田県 飲食店・お土産店 秋田県産品プラザ
稲庭うどん：紙箱入り
５名

秋田道 秋田中央IC 010-0001 秋田県秋田市中通二丁目3-8アトリオンB1F 018-836-7830 018-836-7834

秋田県 レジャー施設 男鹿水族館ＧＡＯ
入館券２枚
５名 秋田道 昭和男鹿半島 010-0673　 秋田県男鹿市戸賀塩浜 0185-32-2221　 0185-32-2220

秋田県 レジャー施設
クアドーム　ザ・ブーン ザ・ブーンペア無料入館券２枚

１0名 秋田道 秋田中央ＩＣ 010-0824 秋田県秋田市仁別字マンタラメ213 018-827-2301 018-827-2300 

宮城県 アウトレットモール 三井アウトレットパーク仙台港
全国のアウトレットパークで使えるお買い物・お食事券（2,000
円分）を5名様にプレゼント 仙台東部道路 仙台港IC 983-0013 宮城県仙台市宮城野区中野３-７-２ 022-355-8800 一部対象外店舗あり昨年と同

http://www.hachimantai-ss.co.jp/~nakayamasou/
https://www.lafrance.co.jp/index.html
https://www.appi.co.jp/activity/appi_gondola
https://www.orae.net/restaurant/
http://www.polmeat.jp/
https://oganavi.com/
https://oganavi.com/yakisoba/shop/
http://www.a-bussan.jp/
http://www.gao-aqua.jp/
http://www.theboon.net/theboon/
http://www.theboon.net/theboon/
https://mitsui-shopping-park.com/mop/sendai/
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宮城県 アウトレットモール 仙台泉プレミアムアウトレット
2,000円分お買い物券
5名様 東北道

泉IC
泉PAスマート

981-3297 宮城県仙台市泉区寺岡6-1-1 022-342-5310 　

宮城県 レジャー施設 仙台うみの杜水族館
仙台うみの杜水族館公式キャラクター
「ペンギンのモーリー」のぬいぐるみ　５名さま 仙台東部道路 仙台港ＩＣ 980-0013 宮城県仙台市宮城野区中野４－６ 022-355-2222 022-355-2220

宮城県 飲食店・お土産店 ㈱伊達の牛たん本舗 厚切り芯たん　塩仕込み【ES-2】　プレゼント（3名様） 東北道 仙台宮城IC 980-0021
宮城県仙台市青葉区中央
4-10-11

0120-164-344 022-722-5973 9：00～18：00　※土日祝年末年始を除く

常磐道 山元ＩＣ 989-2205 宮城県亘理郡山元町小平字須崎1 0223-37-0334

山元店
営業時間　昼の部10：30～15：00(15時まで受付入店可)
          　　 夜の部17：00～20：30(最終入店20：00　L.O20：15)
定休日　火曜日(祝日は営業)　月曜不定休あり

仙台東部道路 亘理ＩＣ 989-2381 宮城県亘理郡亘理町逢隈上郡字上147 0223-34-8760

亘理店
営業時間　昼の部10：30～15：00(15時まで受付入店可)
          　　 夜の部17：00～20：30(最終入店20：00　L.O20：15)
定休日　水曜日(祝日は営業)　木曜不定休あり

山形県 レジャー施設
庄内夕日の丘オートキャンプ場 サイト宿泊利用一泊無料券

1名様 日本海東北道 庄内空港IC 998-0112 山形県酒田市浜中粮畑33 0234-92-4570 0234-92-4571

山形県 飲食店・お土産店
庄内観光物産館　ふるさと本舗 庄内の地酒　720ｍｌ

3名様 山形道 鶴岡ＩＣ 997-0851 山形県鶴岡市布目字中通80-1 0235-25-5111 0235-25-5112

山形県 飲食店・お土産店
道の駅「月山」月山あさひ博物村 そば処大梵字（だいぼんじ）乾麺セット

2名様 山形道 庄内あさひIC 997-0403 山形県鶴岡市越中山字名平3-1 0235-53-3411 0235-53-2400

山形県 レジャー施設
鶴岡市立加茂水族館 オリジナルＴシャツ

3名様
（色・柄・サイズはお任せとなります。）

山形道 鶴岡ＩＣ 997-1206 山形県鶴岡市今泉字大久保657-1 0235-33-3036 0235-33-1129

山形県 飲食店・お土産店 チェリーランドさがえ　寒河江SA

山形のお米　つや姫×雪若丸
食べ比べキューブセット
（無洗米2合×各1ヶ）
3名

山形道 寒河江IC 991-0041 寒河江市大字寒河江字久保乙1113-2 0237-83-5611 0237-83-5610

山形県 飲食店・お土産店
月山銘水館・水沢温泉館
（道の駅　にしかわ）

月山自然水
（500ml×24本入）
3名

山形道 西川IC 990-0742 山形県西村山郡西川町大字水沢2304
月山銘水館　0237-74-2100
水沢温泉館　0237-74-4433

月山銘水館　0237-74-3270

山形県 レジャー施設 高橋フルーツランド
山形産　ラ・フランスジュース（ストレート）
（720ml×2本入）
10名

東中道 かみのやま温泉IC 999-3235 山形県上山市阿弥陀地字塩崎前1368-3 023-673-4706 023-673-2737

和風レストラン「田園」お食事券（２，０００円相当）５名様飲食店・お土産店 和風レストラン「田園」2店共通宮城県

https://www.premiumoutlets.co.jp/sendaiizumi/
http://www.uminomori.jp/umino/index.html
https://www.dategyu.jp/
http://www.in-green.com/camptop.html
http://www.in-green.com/camptop.html
https://www.shoko-corpo.jp/bussan/
https://www.shoko-corpo.jp/bussan/
http://www.gassanasahi-hakubutsumura.co.jp/
http://www.gassanasahi-hakubutsumura.co.jp/
https://kamo-kurage.jp/
https://kamo-kurage.jp/
http://www.cherryland.co.jp/
http://www.pref.yamagata.jp/rakuraku/detail_nishikawa_003.html
http://www.pref.yamagata.jp/rakuraku/detail_nishikawa_003.html
http://takahashi-fl.jp/
http://denen-miyagi.com/
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県名

福島県 レジャー施設 あだたら山ロープウェイ　
あだたら山ロープウェイ　　ロープウェイ往復優待券
ペア5組様（１０名様） 東北自動車道 二本松ＩＣ 964-0075 福島県二本松市奥岳温泉 0243-24-2331 0543-24-2240

福島県 宿泊施設・温泉 あだたら山奥岳の湯 入浴招待券　ペア5組様（１０名様） 東北自動車道 二本松ＩＣ 964-0075 福島県二本松市奥岳温泉 0243-24-2331 0543-24-2240

福島県 レジャー施設 東北サファリパーク ご招待券　ペア3組様（６名様） 東北自動車道 二本松ＩＣ 964-0088 福島県二本松市沢松倉1番地 0243-24-2336 0243-24-2433

福島県 宿泊施設・温泉
グランデコリゾート
裏磐梯グランデコ東急ホテル

1泊2食付ペア宿泊券
ペア1組様（2名様） 磐越道 猪苗代磐梯高原IC969-2701 福島県耶麻郡北塩原村桧原荒砂沢山 0241-32-3200 0241-32-3215 一部除外日があります。

福島県 レジャー施設 アクアマリンふくしま
無料入館券
ペア10組 常磐道 いわき湯本IC 971-8101 福島県いわき市小名浜字辰巳町５０ ０２４６-７３-２５２５（代表） ０２４６-７３-２５２６

福島県 美術館・博物館 会津田島祇園会館
ペア食事券（ランチバイキングとドリンクのペアチケット）
２組 磐越道 会津若松IC 967-0004 福島県南会津郡南会津町田島字大坪３０-１ ０２４１-６２－５５５７ ０２４１-６２-５５５８ 貸切などの場合がございますので、事前に予約願います。

福島県 美術館・博物館 鶴ヶ城
蒲生氏郷　クリアファイルセット
１０名 磐越道 会津若松IC 965-0873 福島県会津若松市追手町1-1 0242-27-4005 0242-27-4012

福島県 美術館・博物館 会津新選組記念館 入館無料券　２０名様 磐越道 会津若松IC 965-0044 福島県会津若松市七日町６-７ 0242-22-3049

福島県 美術館・博物館 野口英世記念館
野口英世記念館セット（ペア入場券/ガイドブック/文具セット）
３組（６名様）

磐越道
猪苗代磐梯高原
IC

969-3284 福島県耶麻郡猪苗代町大字三ツ和字前田８１ 0242-65-2319 0242-65-2500

福島県 美術館・博物館 アクアマリンいなわしろカワセミ水族館
入館無料券２名
 ５組 磐越道

猪苗代磐梯高原
IC

969-3283　 福島県耶麻郡猪苗代町大字長田字東中丸３４４７番地４ ０２４２-７２-１１３５ ０２４２-７３２－１１３６

福島県 宿泊施設・温泉 ホテルリステル猪苗代
ペア宿泊券(素泊まり)
ペア1組 磐越道 猪苗代磐梯高原IC969-2696 耶麻郡猪苗代町大字川桁字天王坂2414 0242-66-2233 0242-66-2633

※今後のコロナウイルス感染状況により、利用できない場合がございま
す。
ご利用の際は施設へお問い合わせください。

福島県 宿泊施設・温泉 ホテル＆リストランテ　イルレガーロ ・宿泊料１０％割引券　　２組４名様
磐越道
東北道

猪苗代磐梯高原
IC
福島西IC

969-2701 福島県耶麻郡北塩原村大字桧原字剣ヶ峰1093 0241-37-1855 0241-32-3608建物写真

クリアファイル写真ある

建物写真

http://www.adatara-resort.com/green/express.stm
http://www.adatara-resort.com/green/okudakenoyu.stm
http://tohoku-safaripark.co.jp/
https://www.grandeco.com/hotel_resort/
https://www.grandeco.com/hotel_resort/
https://www.aquamarine.or.jp/
http://www.aizushinsengumi.com/
https://www.noguchihideyo.or.jp/
https://www.aquamarine.or.jp/kawasemi/
http://www.listel-inawashiro.jp/green_season/
https://il-regalo.com/

