
2020東北観光フリーパス　 秋田県の優待施設 令和2年9月14日更新

　優待施設で「申込完了メールを印刷したもの」または「申込完了メールの携帯画面」をご提示ください。 ※新型コロナウイルスの感染拡大防止にともなう臨時休業および時間短縮営業を実施している場合がございます。

　※優待施設は季節に応じて変更となる場合があります。 各優待施設の営業時間等ついては、事前にご確認ください。

　※秋田県では、「東北6県周遊プラン」「北東北周遊プラン」をご利用の期間中に、優待特典を受けられます。

レジャー施設

郵便番号 住所 電話番号 ＦＡＸ番号

小坂鉄道レールパーク 入場料割引
大人　　　　500円→400円
小中学生　250円→200円

東北道 小坂IC 017-0202
秋田県鹿角郡小坂町小坂鉱山字古
川20-9

0186-25-8890 0186-29-2002
・1申込につき、5名さままで有効
・毎週火・水曜日は乗り物休止　冬期間休業

明治の芝居小屋
小坂町康楽館

観覧料割引
（常打芝居と施設見学）

観覧料割引
（施設見学のみ）

常打芝居と施設見学
大人　　2,200円→1,980円
小人　　1,100円→990円

施設見学のみ
大人　　660円→600円
小人　　330円→300円

東北道 小坂IC 017-0202
秋田県鹿角郡小坂町小坂鉱山字松ノ
下2

0186-29-3732 0186-29-3219
・1申込につき、5名さままで有効

男鹿水族館GAO 入館料割引
大人　　　　1,100円→1,000円
小中学生　　400円→300円

秋田道 昭和男鹿半島IC 010-0673 秋田県男鹿市戸賀塩浜 0185-32-2221 0185-32-2220 ・１申込につき、5名さままで有効

寒風山回転展望台 料金割引 回転展望台入場料５０円引 秋田自動車道 昭和男鹿半島 010-0344
秋田県男鹿市戸脇本富永字寒風山６
２番地内

0185-25-3055 0185-25-3225
２０２０年１２月７日より冬季休業

美術館・博物館

郵便番号 住所 電話番号 ＦＡＸ番号

大太鼓の館 料金割引 太鼓の館　入館料割引　大人430円→380円 秋田自動車道 鷹巣IC 018-3301
秋田県北秋田市綴子字大堤道下
62-1

0186-63-0111 0186-63-2828

男鹿温泉交流会館　五風 無料サービス
五風なまはげ太鼓ライブ観覧の方（有料）
五風おみやげ工房　　ちょっぴりプレゼント

秋田自動車道 昭和男鹿半島IC 010-0687
秋田県男鹿市北浦湯本字草木原
21-2

0185-33-3191 0185-33-9192
五風なまはげ太鼓ライブ→開催日に限る、11月15日より休演
五風おみやげ工房→要予約（当日予約可　9：00～16：00）

史跡　尾去沢鉱山
観覧料金割引
（観光坑道見学料）

観覧料金割引（観光坑道見学料）
大人　　　　　　　　　　　　　1,000円→900円
シニア（65歳以上）　　　　　 900円→810円
中・高校生　　　　　　　　　　800円→720円
小学生　　　　　　　　　　　   600円→540円

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

・1申込につき、5名さままで有効
・営業時間
  4/1～10/31 9:00～17:00（夏期）
 11/1～3/31　9:00～15:30（冬期）

小坂鉱山事務所 入館料割引
大人　　　　330円→270円
小中学生　170円→140円

東北道 小坂IC 017-0202
秋田県鹿角郡小坂町小坂鉱山字古
舘48-2

0186-29-5522 0186-29-5526 ・1申込につき、5名さままで有効

大湯ストーンサークル館 入館料割引
大人　　320円→224円
小人　　110円→77円

東北道 十和田IC 018-5421 秋田県鹿角市十和田大湯字万座45 0186-37-3822 0186-30-4303

・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

道の駅かづの
あんとらあ

入館料割引 祭り展示館（大人）　200円→150円 東北道 鹿角八幡平IC 018-5201 秋田県鹿角市花輪字新田町11-4 0186-22-0555 0186-22-0222
・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

横手市増田まんが美術館 無料サービス マンガカフェにてコーヒー等、サービスメニューのうちワンドリンクサービス 湯沢横手道 十文字IC 019-0701 秋田県横手市増田町増田字新町285 0182-45-5569 0182-45-5570

2019年5月1日リニューアルオープン
休館日
 毎月第3火曜日
開館時間
 10:00～18:00
ただし、優待特典サービスはマンガカフェ営業時間の10:00～16:00となります。

能代市旧料亭金勇 無料サービス 金勇きもの体験　３０分延長無料 秋田自動車道 能代南IC 016-0825 秋田県能代市柳町13-8 0185-55-3355
通常60分500円　⇒　90分500円
3名まで対応可、要予約

所在地
備考

所在地
備考

施設名 優待内容

施設名 優待内容 優待内容詳細 最寄IC

優待内容詳細 最寄IC

http://kosaka-rp.com/
http://kosaka-mco.com/publics/index/51/
http://kosaka-mco.com/publics/index/51/
http://www.gao-aqua.jp/
http://www.akita-chuoukotsu.co.jp/kanpuzan/
https://www.city.kitaakita.akita.jp/kankou/category/kankou_shisetsu/takanosu/001.html
http://e-ogaonsen.com/gofu/
http://www.osarizawa.jp/
http://kosaka-mco.com/publics/index/46/
https://www.city.kazuno.akita.jp/soshiki/shogaigakushu/oyustonecirclekan/gyomu/1/1/1/2280.html
http://www.ink.or.jp/~antler/
http://www.ink.or.jp/~antler/
http://manga-museum.com/
http://www.kaneyu.jp/
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秋田ふるさと村 料金割引

秋田ふるさと村の施設利用券のうち以下のいずれかを優待割引
・ワンダーキャッスル入場券
・星空探検館スペーシア入場券
・マックストレインセット券

秋田自動車道 横手ＩＣ 013-0064 横手市赤坂字富ケ沢62-46 0182-33-8800 0182-33-8889
・画面表示により５名様まで有効
・マックストレインセット券の販売は４月中旬～11月上旬のみ

http://www.akitafurusatomura.co.jp/
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飲食店・お土産店

郵便番号 住所 電話番号 ＦＡＸ番号

秋田県産品プラザ 料金割引 販売品を5％割引 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

・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　　　　　　　　　　                               　（※1一部対象外商品あり※2竿
燈期間中は割引は対象外となります。）
・休館予定日　9月13日

りんごの里平塚果樹園 料金割引
1,000円以上購入の方10％割引（酒類および一部対象外商品あり）
※他のサービスとの併用は不可

東北道 十和田IC 018-5421 
秋田県鹿角市十和田大湯字箒畑
105-1

0186-37-4166

営業時間
9:00～16：00
不定休
冬期間休業

道の駅　美郷
（4/1　道の駅　雁の里せんなんから変更）

料金割引 ソフトクリーム５０円引き 秋田自動車道 大曲ＩＣ 019-1302
秋田県仙北郡美郷町金沢字下舘
124

0182-37-3000 0187-37-3888

藤木伝四郎商店 無料サービス 2,000円以上お買い上げで桜皮製品プレゼント 秋田自動車道 大曲ＩＣ 014-0315 秋田県仙北市角館町下新町45番地 0187-54-1151 0187-54-1154
お会計時にフリーパス提示
営業時間：　１０：００～１７：００
定休日：　水曜日（４月～１１月）、水・日曜日（１２月～３月）

安藤醸造（全店舗） 無料サービス 3,000円以上（税抜）お買い上げの方、万能調味料　寒こうじ200ｇプレゼント 秋田自動車道 大曲ＩＣ 014-0314
秋田県仙北市角館町雲然字山崎
42-1

0187-53-2008

角館桜皮細工センター 料金割引 2,000円以上お買い上げ５％ＯＦＦ 秋田自動車道 大曲ＩＣ 014-0318 秋田県仙北市角館町中町25 0187-55-1320 0187-55-1321 お会計前にフリーパス提示要

田沢湖レストハウス 料金割引 売店の商品、1,000円以上お買い上げの方は１０％割引 東北自動車道 盛岡ＩＣ 014-1204
秋田県仙北市田沢湖田沢字春山
148

0187-43-0274 0187-43-3460
フリーパス持参のお客様に限る（要提示）
※７月火曜・水曜休業、８月以降要確認
※11月5日の遊覧船が終わる頃から不定休業日になります。

道の駅さんない ウッディらんど 無料サービス
レストラン「農香庵」で５００円以上のお食事をされたお客様へソフトドリンク１杯
サービスします。

秋田自動車道 横手ＩＣ 019-1108
秋田県横手市山内土渕字小目倉沢
34

0182-56-1600 0182-53-3434
その他優待券やサービス特典との併用はできません。提示につき1名様のみ有
効です。

施設名 優待内容 優待内容詳細 最寄IC
所在地

備考

http://www.a-bussan.jp/
http://akita-misato.com/gantaro/
http://akita-misato.com/gantaro/
http://fujikidenshiro.co.jp/
https://www.andojyozo.co.jp/
http://www12.plala.or.jp/kabasen/
https://tazawako-resthouse.jp/
http://a-woodyland.jp/
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宿泊施設・温泉

郵便番号 住所 電話番号 ＦＡＸ番号

休暇村　乳頭温泉郷 料金割引 基本宿泊料金5%割引 東北道 盛岡IC 014-1201 秋田県仙北市田沢湖駒ケ岳2-1 0187-46-2244 0187-46-2700

・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5％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。

小坂ゴールドパレス 料金割引 宿泊代（室料のみ）10％ＯＦＦ 東北自動車道 小坂IC 017-0202 
秋田県鹿角郡小坂町小坂鉱山字古
館9-3

0186-29-3833 0186-29-3843
電話での直予約に限る
８/１～８/６は除く

十和田ホテル 無料サービス 宿泊利用者、夕食時ドリンク１杯サービス 東北自動車道 小坂IC 秋田県 小坂町十和田湖字鉛山 0176-75-1122 0176-75-1313

ホテルフォレスタ鳥海 料金割引 日帰り入浴　大人４００円→３００円、小中学生３００円→２００円 日本海東北道 本荘ＩＣ 015-0512 
秋田県由利本荘市鳥海町猿倉字奥
山前8-45

0184-58-2888 0184-58-2333 フリーパス提示で大人、小人合わせて５名様まで

スパ＆リゾートホテル秋の宮山荘 料金割引
日帰り入浴半額
※通常大人600円⇒300円

湯沢横手道 雄勝こまちＩＣ 019-0321 秋田県湯沢市秋ノ宮字殿上1-1 0183-56-2400 0183-56-2048 
営業時間
 10:30-20:00

龍門亭千葉旅館 無料サービス 夕食時ワンドリンクサービス 東北自動車道 十和田IC 018-5421
秋田県鹿角市十和田大湯字上ノ湯
1-38-1

0186-37-2211 0186-37-2629 １泊２食付きご利用のお客様

和心の宿　姫の湯 料金割引
日帰り入浴料１００円引
７５０円→６５０円

東北自動車道 鹿角八幡平IC 018-5141 秋田県鹿角市八幡平湯瀬温泉40-1 0186-33-2011 0186-33-2027
営業時間
 10:00-16:00(※受付は15：00まで）
※4名までとなります。

奥の湯　森吉山荘 料金割引
大人入浴料　１００円キャッシュバック
５００円→４００円

秋田自動車道 鷹巣ＩＣ 018-4511 秋田県北秋田市森吉字湯ノ岱14-1 0186-76-2334 0186-76-2101

金浦温泉　学校の栖 無料サービス にかほ市名産品（かりんとうまたは冷酒300ｍｌ）プレゼント 日本海東北自動車道 金浦ＩＣ 018-0321
秋田県にかほ市大竹字硫黄谷地31-
2

0184-38-3883 0184-38-2818
宿泊チェックインの際、フリーパスを提示してくれた方
※他特典や割引との併用不可

やまゆり温泉ホテルブラン 料金割引 日帰り入浴料割引　通常料金より大人100円引、小学生50円引 湯沢横手道路 十文字IC 019-0803
秋田県雄勝郡東成瀬村椿川字柳沢
39-7

0182-47-3104 0182-47-3107

角館温泉　花葉館 無料サービス 宿泊のお客様、ワンドリンクサービス 秋田自動車道 大曲IC 014-0344
秋田県仙北市角館町西長野古米沢
30-19

0187-55-5888 0187-53-3337

施設名 優待内容 優待内容詳細 最寄IC
所在地

備考

https://www.qkamura.or.jp/nyuto/
http://albrthksk.co.jp/
https://towada-hotel.com/
http://foresta-chokai.com/
http://www.akinomiya.co.jp/
http://www.ryumontei.com/favicon.ico
http://sanrok-himenoyu.com/
https://moriyoshizan.jp/
http://www.tatsumi-kanyo.jp/sumika.html
http://yamayuri-onsen.com/
http://www.kayoukan.jp/
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　優待施設で「申込完了メールを印刷したもの」または「申込完了メールの携帯画面」をご提示ください。 ※新型コロナウイルスの感染拡大防止にともなう臨時休業および時間短縮営業を実施している場合がございます。
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ホテルクォードインyokote 宿泊特典 ミネラルウォーター1本プレゼント（お一人様1本） 秋田道 横手IC 013-0043 秋田県横手市安田字堰端52-1 0182-36-5211 0182-36-5213

・要事前予約
・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。

http://hotel.4inn.jp/


2020東北観光フリーパス　 秋田県の優待施設 令和2年9月14日更新

　優待施設で「申込完了メールを印刷したもの」または「申込完了メールの携帯画面」をご提示ください。 ※新型コロナウイルスの感染拡大防止にともなう臨時休業および時間短縮営業を実施している場合がございます。

　※優待施設は季節に応じて変更となる場合があります。 各優待施設の営業時間等ついては、事前にご確認ください。

　※秋田県では、「東北6県周遊プラン」「北東北周遊プラン」をご利用の期間中に、優待特典を受けられます。

レンタカー

郵便番号 住所 電話番号 ＦＡＸ番号

ニッポンレンタカー東北 料金割引

レンタカー料金1,000円割引（税込）

【対象車種】
　乗用車・ワゴン車・ライトバン・ワンボックスバン・2tまでの平トラック
【ご利用方法】
　1.事前にレンタカーを予約してください。
　2.インターネットで、『東北観光フリーパス』を申し込んでください。
　3.出発営業所で、上記フリーパスの「申込完了メールを印刷したもの」または
「申込完了メール画面」をご提示ください。

【ご注意事項】
　•「東北観光フリーパス」をお申し込みされた方限定です。
　•東北6県の営業所のみ有効です。
　•他の割引との併用はできません。
　•お支払は、原則として、当社が提携するクレジットカードでの精算となります。

詳細は以下をご確認ください。
https://www.nrtohoku.co.jp/campaign/1488

SA
道路名 SA/PA名 コーナー名 優待サービス提供時間 備考

東北道 花輪SA（上り線） ショッピングコ－ナー

【短縮営業】
　7:30～17:00（7月22日時点）
【通常営業】
　7:30～19:30

・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

東北道 花輪SA（下り線） ショッピングコ－ナー

【短縮営業】
　11:00～19:00（7月22日時点）
【通常営業】
　7:30～19:30

・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

秋田道 西仙北SA（上り線） フードコート

【短縮営業】
　8:00～15:00（7月22日時点）
【通常営業】
　8:00～20:00

・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

施設名 優待内容 優待内容詳細

割引サービス ホットコーヒー50円引

優待内容

割引サービス ホットコーヒー50円引

割引サービス ホットコーヒー50円引

最寄IC
所在地

備考

【対象地域】
　東北6県の営業所

対象の営業所はニッポンレンタカーホームページでご確認ください。
https://www.nrtohoku.co.jp/office

https://www.nrtohoku.co.jp/campaign/1488

