
はいうぇい人街ネット宮城地域連絡会 事務局：東日本高速道路株式会社東北支社 仙台管理事務所・
仙台東管理事務所・仙台工事事務所

2019年 7/1 月

仙台・宮城観光PRキャラクター
むすび丸

期 間 12/31～ 火

東 北 復 興
支 援

本紙添付の
特典利用

クーポン券を
参加施設の窓口
にお渡し下さい。

■ 仙台七夕祭り

■
日本三景 松島

■

蔵
王 御釜

■ 気仙沼大島大橋

■
鳴子峡

宮城県内118ヶ所の
温泉・観光施設で割引など

の特典つき！

さらにスタンプラリーで
プレゼント！
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みちのこはっぴ～くんは
はいうぇい人街ネットの
イメージキャラクターです。

NEXCO東日本
宮城県道路公社
国土交通省（無料区間）
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参 加 施 設 概 略 位 置 図
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ハイウェイ宮城サービスキャンペーン 2019

No 市町村名 施設名

1 山元町 レストランわか菜

2 山元町 和風レストラン田園　山元店

3 山元町 マルタの果汁工場　田所食品㈱

4 山元町 山元いちご農園

5 亘理町 きずなぽーとわたり「鳥の海ふれあい市場」

6 亘理町 わたり温泉「鳥の海」

7 亘理町 馬上かまぼこ店「笹かまの郷」

8 亘理町 和風レストラン田園　亘理店

9 名取市 佐々直　名取店

10 名取市 ささ圭　かまぼこ工房

11 名取市 利久名取店

12 名取市 Coffee&Session PABLO

13 名取市 バリュー・ザ・ホテル仙台名取

14 仙台市 伊達の牛たん本舗　東インター店

15 仙台市 三井アウトレットパーク仙台港

16 七ヶ浜町 七ヶ浜うみの駅 松島湾海鮮市場 七のや

17 七ヶ浜町 Art Café Bar SEASAW

No 市町村名 施設名

18 七ヶ浜町 SHICHI NO RESORT

19 多賀城市 味処　くいしん坊

20 多賀城市 遊食処　すしの貴神

21 多賀城市 美彩ダイニング湯田

22 多賀城市 古代米屋レストラン　グリーンゲイブル

23 塩竈市 武田の笹かまぼこ

24 松島町 藤田喬平　ガラス美術館

25 松島町 みちのく伊達政宗歴史館

26 松島町 松島島巡り観光船

27 松島町 松島観光物産館

28 東松島市 バリュー・ザ・ホテル東松島矢本

29 石巻市 石ノ森萬画館

30 石巻市 追分温泉

31 石巻市 宮城県慶長使節船ﾐｭｰｼﾞｭｱﾑ（ｻﾝ・ﾌｧﾝ館）

32 石巻市 いしのまき元気いちば

33 石巻市 バリュー・ザ・ホテル石巻

34 登米市 みやぎの明治村・教育資料館

No 市町村名 施設名

35 登米市 みやぎの明治村・警察資料館

36 登米市 みやぎの明治村・歴史資料館共通券

37 南三陸町 丼専門店　海たろう

38 南三陸町 南三陸復興ダコの会

39 南三陸町 南三陸ホテル観洋

40 南三陸町 南三陸ポータルセンター「みなみな屋」

41 南三陸町 神割崎キャンプ場

42 南三陸町 南三陸まなびの里　いりやど

43 南三陸町 すし　くう海

44 南三陸町 菓房山清

45 南三陸町 さとうみファーム子ども夢牧場

46 気仙沼市 気仙沼シャークミュージアム

47 気仙沼市 道の駅「大谷海岸」

48 気仙沼市 リアス・アーク美術館

49 気仙沼市 唐桑半島ビジターセンター・津波体験館

No 市町村名 施設名

50 白石市 最上屋旅館

51 白石市 にごり湯の宿　湯守　木村屋　

52 白石市 ホテルいづみや　

53 白石市 旅館しんゆ　

54 白石市 旅館やくせん　

55 白石市 白石城・武家屋敷  歴史探訪ミュージアム

56 白石市 かつらの湯

57 角田市 産直広場あぐりっと

58 蔵王町 バーデン家 壮鳳

59 蔵王町 ペンション＆レストラン峠

60 蔵王町 トムソーヤ

61 村田町 道の駅「村田」

62 村田町 谷山温泉　松楓荘　

63 村田町 姥ヶ懐「民話の里」　

64 川崎町 るぽぽの森

65 川崎町 山景の宿　流辿

66 川崎町 国営みちのく杜の湖畔公園

67 川崎町 本格手打ちそば　川音亭

68 川崎町 はるそば家

69 川崎町 佐幸精肉食堂

70 川崎町 森のピザ工房 ルヴォワール

71 仙台市（秋保） ギャラリー　樹の詩

72 仙台市（秋保） 熊野洞

No 市町村名 施設名

73 仙台市（秋保） ゆめの森　石神窯　

74 仙台市（秋保） カフェ・ロシェ　

75 仙台市（秋保） 木の家・珈琲館

76 仙台市（秋保） 木の家・くらしのうつわ館

77 仙台市（秋保） 市太郎の湯

78 仙台市（秋保） 仙台万華鏡美術館　

79 仙台市（秋保） ぶどうの樹

80 仙台市（秋保） 秋保グランドホテル

81 仙台市（秋保） 秋保温泉　ホテルきよ水　

82 仙台市（秋保） 篝火の湯　緑水亭　

83 仙台市（秋保） 秋保温泉　岩沼屋　

84 仙台市（秋保） 秋保神社　

85 仙台市（秋保） 秋保大滝植物園　

86 仙台市（秋保） ホテル華乃湯

87 仙台市（秋保） おやすみ処　不動庵　

88 仙台市（作並温泉） 鷹泉閣岩松旅館

89 仙台市（作並温泉） 湯の原ホテル

90 仙台市 有路こけし店

91 仙台市 八木山ベニーランド　

92 仙台市 仙台泉プレミアム ･ アウトレット

93 仙台市 伊達の牛たん本舗　宮城インター店

94 大衡村 大衡村農産物展示販売所「万葉・おおひら館」

95 大衡村 ビジネスホテル「新ばし」

No 市町村名 施設名

96 大崎市 株式会社　松倉

97 大崎市 加護坊温泉　さくらの湯
98 大崎市 源蔵の湯　鳴子観光ホテル
99 大崎市 オニコウベスキー場　
100 大崎市 松山酒ミュージアム　松山華の蔵
101 大崎市 東鳴子温泉　勘七湯　
102 大崎市 もちべえ本店
103 大崎市 吉野作造記念館
104 大崎市 大崎市観光物産センター Dozo
105 大崎市 おみやげの店　なるみ
106 大崎市 バリュー・ザ・ホテル古川三本木
107 加美町 やくらい薬師の湯
108 加美町 やくらい林泉館
109 加美町 やくらいウォーターパーク
110 加美町 陶芸の里　ゆ～らんど
111 加美町 切込焼記念館
112 加美町 芹沢長介記念　東北陶磁文化館
113 加美町 あゆの里物産館
114 栗原市 細倉マインパーク
115 栗原市 「道の駅」路田里はなやま
116 栗原市 花山温泉　温湯山荘
117 栗原市 ハイルザーム栗駒　
118 栗原市 あぐりっこ金成

東北道・山形道方面参加施設

常磐道・仙台東部道路・三陸道方面参加施設

参 加 施 設 一 覧
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山元町No.

和風レストラン田園山元店2
常磐道　山元ICから車で１分

詳しくはWebで検索　http://denen-miyagi.com/

はらこめしやほっきめしなど、厳選された旬の素材を活かした郷
土料理をはじめ、寿司やそばなど、メニューを多数取り揃えており
ます。四季折々の旬の味覚をお楽しみ下さい。
【６月】ほたてめし【７～８月】あなごめし【９～１２月】はらこめし
【１２～５月】ほっきめし

お食事代より５％OFF
※対象：１会計につき１枚　※テイクアウト可
※宴会・予約席・出前不可
※クレジット支払・他サービスとの併用不可

営業時間／10：30～20：30（休業日：火曜日、月曜日不定休の場合あり）
住所／山元町小平字須崎1番地　電話／0223-37-0334

特 
典

山元町No.

レストランわか菜1
常磐道　山元ICから車で５分

詳しくはWebで検索

ロブスターを食べてみませんか！まるごと1尾自慢のテールロブス
ター、1/2ロブスターのミックスフライ。他に、ほたて、かに、ピラ
フ、ステーキ重がお勧めです。好評のオムライス各種もご賞味下
さい。
また、地元磯浜、荒浜漁港の漁期のみ限定で、はらこめし（10
月～）ほっきめし（1月～）を提供しています。

お食事の方にコーヒーを1杯サービスします。

営業時間／11：00～14：00、17：00～20：00（休業日：毎週水曜日）
住所／山元町山寺字樋前31番地　電話／0223-37-3311

特 
典

山元町No.

マルタの果汁工場田所食品㈱3
常磐道　山元ICから車で５分

詳しくはWebで検索　https://tadokoro-shokuhin.com/

宮城県亘理地方の沿岸部は、かつて葡萄栽培が大変盛んで我国
葡萄ジュースの発祥の地とも言われております。震災を乗り越え
て、伝統と歴史を継承する逸品として奇跡的に残った原料を元に
再生した製品です。また、９～１０月中（予定）の土曜日・日曜日・
祝日のみぶどう狩りができます。たわわに実ったぶどうをぜひご
賞味下さい。

お会計より１０％ＯＦＦ
※１会計につき１枚限り　※一部除外品あり

営業時間／10：00～16：00（葡萄の杜まるた）
 10：00～15：00（ぶどう狩り：9月～10月（予定）※土・日・祝日のみ）
 （休業日：不定休）
住所／山元町山寺字高地７番地　電話／0223-37-0439

特 
典

山元町No.

山元いちご農園4
常磐道　山元ICから車で５分

詳しくはWebで検索　http://www.yamamoto-ichigo.com/

農園併設カフェ「Berry Very Lobo」では自社のいちごをふんだ
んに使ったメニューを取り揃えており、隣接するログハウス「夢工
房やまもとバーム」では手作りバームクーヘンを焼き上げていま
す！その他いちごワイン、施設見学など見所いっぱいの総合農園
です！！

500円以上お買い物をされたお客様に山元いち
ご農園オリジナルクリアファイル1枚プレゼント

営業時間／いちご狩り 10:00～16:00 3月～6月(予定)
 10:00～15:00 12月～2月(予定)
 Berry Very Lobo 10:00～17:00　
 いちご狩り期間中は定休日なし（その他の期間は要確認）（不定休）
 夢工房やまもとバーム 10:00～16:00（休業日：不定休）
住所／山元町山寺字稲実60番地　電話／0223-37-4356

特 
典

亘理町No.

鳥の海ふれあい市場　協同組合5
常磐道　鳥の海ＳICから車で10分

店舗目の前の荒浜漁港から水揚げされる新鮮な海産物や地元で
生産された野菜や果物、そして町内の菓子店の銘菓や加工品など
を揃え、皆様のお越しをお持ちしています。

地元で収穫した果物で作る「ブレンドソフ
トクリーム（苺・ブルーベリー・りんご・アセ
ロラ）」を50円引で提供いたします。
【苺・りんご・ブルーベリー】350円→300円
【アセロラ】450円→400円

営業時間／4～10月 9：00～18：00 11～3月 9：00～17：00（休業日：毎月第３木曜日）
住所／亘理町荒浜字築港通り6-22　電話／0223-35-2228

特 
典

亘理町No.

わたり温泉 鳥の海6
常磐道　鳥の海ＳICより車で5分

詳しくはWebで検索　http://www.torinoumi.com

５階の浴場からは太平洋が一望でき、牡鹿半島や金華山が望めま
す。４階のレストランでは太平洋から蔵王連峰までの絶景が広が
るフロアで海鮮を中心とした季節の丼ぶりをお愉しみいただけま
す。ご宿泊は海側、山側の客室が選べます。

４Ｆレストランでお食事をされたお客様に
食後のコーヒーをサービスいたします。

営業時間／4Ｆレストラン 11：45～15：00（LO 14：00）
 5Ｆ日帰り温泉 10：00～20：00（最終入場19：30）
 （休業日：有（不定休））
住所／亘理郡亘理町字荒浜築港通り41番地2
電話／0223-35-2744

特 
典

ハイウェイ宮城サービスキャンペーン 2019

参 加 施 設 営 業 内 容 ・ 特 典 一 覧

巻末のクーポン券をご提出いただくことにより、
それぞれの特典をお受けいただくことができます。

※ 2019 年 10 月予定の消費税率引上げに伴い、各種料金、特典内容を変更させていただく
場合がございます。
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亘理町No.

馬上かまぼこ店「笹かまの郷」7
常磐道　亘理ICから車で７分

詳しくはWebで検索　http://bajo-kamaboko.co.jp

国道６号線沿いにひときわ目立つ純和風の建物が、本社・工場・
直売店を兼ねた「笹かまの郷」です。目の前で焼きあがる笹かま
製造工程の見学や、２階の「笹かまの郷情報館」ではかまぼこの
由来等も学べます。創業大正元年の老舗店で、伝統の笹かま造り
をご覧下さい。

お買い物をされたお客様に、笹かまぼこ
（150円）を１枚進呈
※他サービスとの併用不可

営業時間／8：30～18：30（休業日：元日のみ）
住所／亘理町逢隈鹿島字西鹿島62番地
電話／0223-34-1258（代）

特 
典

亘理町No.

和風レストラン田園 亘理店8
仙台東部道　亘理ICから車で10分

詳しくはWebで検索　http://denen-miyagi.com/

はらこめしやほっきめしなど、厳選された旬の素材を活かした郷
土料理をはじめ、寿司やそばなど、メニューを多数取り揃えており
ます。四季折々の旬の味覚をお楽しみ下さい。
【6月】ほたてめし【7～8月】あなごめし
【9～12月】はらこめし【12～5月】ほっきめし

お食事代より５％OFF
※対象：１会計につき１枚　※テイクアウト可
※宴会・予約席・出前不可
※クレジット支払・他サービスとの併用不可

営業時間／10：30～20：30（休業日：水曜日、木曜日不定休の場合あり）
住所／亘理町逢隈上郡字上147　電話／0223-34-8760

特 
典

名取市No.

かまぼこの佐々直 名取店9
東部道 名取SICから車で4分

詳しくはWebで検索　http://sasanao.co.jp

大正５年創業の佐々直は笹かまぼこのルーツといわれる「手のひ
らかまぼこ」を製造しております。
さっぱり旨みのある笹かまをご試食頂き、お好みに合った笹かま
ぼこを見つけてみませんか？

お一人様1,000円以上お買上で笹かまぼこ
１枚進呈。

営業時間／9：00～18：00（休業日：毎週水曜日）
住所／名取市増田字柳田353-1　電話／022-395-5155

特 
典

名取市No.

ささ圭　手造りかまぼこ工房10
東部道 名取ICから車で10分　又は名取SICから車で５分

詳しくはWebで検索　https://www.sasakei.co.jp

名取ICをおりて直進10分で寄れる好立地。売店と工房が併設さ
れ地元名産の笹かまぼこや創作かまぼこの他、タイミングが合え
ば笹かまぼこづくりもみられるかも！？
火曜・土曜の午前中に焼いていることが多いです。

1,000円以上お買い物されたお客様に笹
かまぼこを１枚進呈

営業時間／8：00～18：00（休業日：なし（元日のみ））
住所／名取市増田３丁目10-13　電話／022-384-8185

特 
典

名取市No.

利久名取店11
仙台東部道路　名取中央スマートICから車で12分

詳しくはWebで検索　https://www.rikyu-gyutan.co.jp/

牛たん炭焼利久は、仙台市内に門を構える創業以来の牛たん専
門店です。
牛たん発祥の地、本場仙台の炭火焼の味にこだわり、厳しい目
で選んだ上質の肉を一枚一枚丁寧にスライスし独自の技で仕込
み、伝統の味を守っています。
是非、ご堪能ください。

ご提示で、人数様分のソフトドリンクのサ
ービス

営業時間／ランチ 11：30～15：00（L.O.14：30）（休業日：無休）
 ディナー　17：00～23：00（L.O.22：30）
住所／名取市田高字南9-1　電話／022-381-1035

特 
典

名取市No.

Coffee＆Session PABLO12
仙台東部道路 名取ICから車で5分

詳しくはWebで検索
■Instagram ■ https://www.instagram.com/coffeeandsession.pablo/

 ■Facebook■  https://goo.gl/Wr97kj

1984年創業のJAZZ in パブロ。
一時休業したものの、奇跡が重なり、一昨年Coffee＆Session 
PABLOとしてリオープン。
壁一面のスピーカーから流れる様々な音楽と、自家製デザート＆
こだわりのハンドドリップコーヒーが楽しめます。

ランチコーヒー＆自家製プチデザートサー
ビス（ランチをお食事の方）

営業時間／火曜～日曜　11：00～19：00（日曜：11：00～17：00）
 （休業日：月曜日（臨時休業あり））
住所／名取市下余田字中荷630-8　電話／022-398-5442

特 
典

名取市No.

バリュー・ザ・ホテル 仙台名取13
仙台東部道路 名取ICより車で5分

詳しくはWebで検索　https://valuethehotel.jp/natori

国道4号線沿いで繁華性の高いエリアにシングル・ダブル・レディ
ースルームの計314室を展開。無料の朝食は日替わりのハーフブ
ッフェ。館内はWi-Fiの環境を完備しており、挽きたてのコーヒー
を無料でサービスしております。お車でお越しのお客様には嬉し
い駐車場無料。

・通常10：00チェックアウト⇒12：00チェックアウト
・QUOカードサービス
　1室のご予約で500円QUOカードをプレゼント。
・ウェルカムドリンク
　お一人様一本ミネラルウォータープレゼント。
※ご予約の際にハイウェイ宮城サービスキャンペーン2019を見た！とフロントへお伝え下さい。
　当日のご予約は17：00まで。お電話でのご予約を対象とします。

営業時間／24時間（休業日：なし）
住所／〒981-1222　宮城県名取市上余田字千刈田555-1　電話／022-383-8567

特 
典

仙台市No.

伊達の牛たん本舗
東インター店

14
仙台東部道路　仙台東ICから車で1分

詳しくはWebで検索

当店は仙台東ICに近く、松島・塩釜方面の観光に利用しやすいと
ころにあります。
仙台名物の牛たんをぜひご堪能下さい。

定食をご注文のお客様
ソフトドリンク（ウーロン茶またはオレンジ
ジュース）１杯サービス

営業時間／11：00～21：30（ラストオーダー21：00）
 （休業日：無休（12/31・1/1のみ休み））
住所／仙台市若林区六丁の目北町14-85
電話／022-287-5965

特 
典

仙台市No.

三井アウトレットパーク
仙台港

15
三陸道　仙台港北IC又は仙台港ICから車で約５分

詳しくはWebで検索

国内外の人気ショップ、約120店舗が集まる東北最大のアウトレ
ットモールは2019年9月で11周年。常時70～30％OFFのアウト
レットならではのおトクなショッピング。東北各地の味を揃えるお
みやげ処や多彩なグルメを楽しめるフードコートのほか、アミュー
ズメント、観覧車など、ショッピング以外のお楽しみもいっぱい。

「三井アウトレットパーク 仙台港」館内でご利用いただ
ける、おトクなスぺシャルクーポン進呈。
※本紙添付のクーポン券を１Ｆ総合案内所にお出し下さい。

営業時間／ショップ：10：00～20：00　フードコート：10：30～20：00
 レストラン：10：30～20：00　※季節により異なります。
 （休業日：年１回不定休）
住所／仙台市宮城野区中野3-7-2　電話／022-355-8800

特 
典
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七ヶ浜町No.

七ヶ浜うみの駅 松島湾海鮮市場
七のや

16
三陸道　仙台港ICから車で30分

詳しくはWebで検索　https://www.shichinoresort.com/

東北一小さな町にできた県内初のうみの駅です。季節折々の新鮮
な海産物、県内のおすすめ商品があり、ボリュームたっぷりの海
鮮丼が人気です。安価で浜焼き食べ放題も楽しめます。隣接のシ
チノカフェ、シチノホテルとあわせて「シチノリゾート」にぜひお越
しください。

ジェラートシングル（￥350）ご注文の方
『シングル→ダブルに』

営業時間／10：00～18：00（フードコート平日11：00～14：00ラストオーダー
 土日祝10：00～15：00ラストオーダー）（休業日：月１回不定休）
住所／七ヶ浜町花渕浜字館下75-41　電話／022-253-6932

特 
典

七ヶ浜町No.

Art Café BarSEASAW17
三陸道　多賀城ICから車で15分

詳しくはWebで検索　https://www.facebook.com/uminiwa.seasaw/

菖蒲田海岸にまた多くの人が来るきっかけとなるよう、七ヶ浜町
の若手一次生産者や地域の若手世代と協力し、建設したカフェ
です。外国人避暑地の歴史から東北の杉を使ったログハウスで建
築をしており、内装に地域で見つけた流木を使っています。隣に
は、海の見える展望デッキがあります。おすすめメニューは七ヶ浜
で獲れたワタリガニのトマトクリームパスタです。

ソフトドリンク１杯無料
（コーヒー・紅茶・コーラ・オレンジ）

営業時間／ランチタイム11時～16時（10月～5月）、11時～17時（6月～9月）
 ディナー準備休憩16時～18時ディナータイム18時～22時（土日祝のみ）
 （休業日：木曜日）
住所／七ヶ浜町菖蒲田浜字長砂20-8　電話／022-355-9119

特 
典

七ヶ浜町No.

SHICHI NO RESORT18
三陸道　仙台港ICから車で30分

詳しくはWebで検索　https://www.shichinoresort.com/

空と海に囲まれた七ヶ浜を、セカンドリビングにしよう。松島湾に
隣接する七ヶ浜にコンドミニアムホテル、カフェ、家のように昼寝
をしたり、浜辺でバーベキューや食材を持ってきて部屋で料理した
り。また、裏松島を一望できるShichi no cafeは、まさに絵ハガ
キのような世界が広がり、時がゆっくり流れています。子どもから
大人まで、家族みんなで笑顔あふれる幸せな時間を演出します。

コーヒー¥300→¥100（税抜）

営業時間／モーニングam7：00～am11：00、ランチam11：00～pm17：00
 ディナーpm17：00～20：30（休業日：不定休）
住所／七ヶ浜町花渕浜舘下75-65
電話／022-349-7001

特 
典

多賀城市No.

味処　くいしん坊19
三陸道　多賀城ICから車で5分

詳しくはWebで検索　http://www.kuishinbou-1976.com/

みなとまち塩釜魚市場と仙台魚市場から毎日新鮮な魚介類を仕
入れ、匠の技でご提供します。また、十四代や田酒など東北の地
酒や、浦霞、伯楽星などの宮城の地酒を豊富にご用意いたしてお
ります。女性には全国の梅酒20種類からお好みの梅酒をお楽し
み頂けます。

ランチタイム時、１枚につきソフトドリンク
１杯サービス

営業時間／11：30～13：30、17：00～22：30（ＬＯ．22：00）
 （休業日：日曜日（祝日は不定期））
住所／多賀城市中央2丁目10-11　電話／022-355-8330

特 
典

多賀城市No.

遊食処　すしの貴伸20
三陸道　仙台港北から車で5分

詳しくはWebで検索　https://www.takashin4147.jp/

本マグロをはじめ、高級ネタづくしの特上にぎりは塩釜の有名寿
司店と同じ仕入れ先でありながら、2，592円とリーズナブル。さ
らに、この店の名物料理「うに茶わん蒸し」は地元客はもちろん、
県内外に多くのファンを持つ自慢の一品！すしランチ1，000円～
駐車場７台完備

当店自慢の逸品
『ぎょく（自家製玉子焼き）』サービス

営業時間／11：30～14：30（LO.14:00）、17：00～22：30（LO.22:00）
 （休業日：日曜日（日・月連休の場合、日曜営業・月曜休み））
住所／多賀城市八幡3丁目3-4　電話／022-363-4147

特 
典

多賀城市No.

美彩ダイニング湯田21
三陸道　仙台港北ICから車で５分

詳しくはWebで検索　https://hitosara.com/0005030218

宴会にも対応！洋食を低価格でご提供しております！
新鮮な旬の肴がお手頃な価格で人気です。洋食のシェフと和食の
職人で作る料理は100品以上あり、バラエティー豊かです。

お食事された方には季節のアイスクリーム
をサービスいたします。

営業時間／11:30～14:00、17:00～23:00
 （休業日：毎週　水曜日）
住所／多賀城市中央2丁目2-18　電話／022-762-8133

特 
典

多賀城市No.

古代米屋レストラン
　　　グリーンゲイブル

22
三陸道　多賀城ICから車で5分

詳しくはWebで検索　http://www.green-gable.jp/

東北歴史博物館の中にある黒米料理専門店です。
おすすめメニュー（1,580円～）
①楊貴妃ランチ、②古代ランチ、③午後ティー（楊貴妃）

お食事をされた方に古代米粥（お土産
用）1個プレゼント。

営業時間／11：00～16：30（ランチタイム11:30～14:30）（定休日：月曜日）
住所／多賀城市高崎1-22-1東北歴史博物館内　電話／022-368-0616

特 
典

塩竈市No.

武田の笹かまぼこ23
三陸道　仙台港北IC又は利府中ICから車で15分

ガラス越しに笹かまぼこの工場
をご覧いただけます。又、店内
の販売商品には笹かまぼこ以
外にも牛たん・海産物・銘菓・
地酒なども豊富に取り揃えて皆
様のお越しをお待ちしておりま
す。笹かまぼこ手焼き体験も好
評受付中です。

ご来店時に笹かまぼこをもれなく一人１枚差し上げま
す。（旅行会社様経由にてお越しの団体のお客様は対象
外となります。予め御了承下さいませ）

営業時間／9：30～16：00
 （定休日：12/31～1/3）
住所／塩釜市港町
 二丁目15番31号
電話／022-366-3355

特 
典

松島町No.

藤田喬平 ガラス美術館24
三陸道　松島海岸ICから車で10分

詳しくはWebで検索　https://www.ichinobo.com/museum

藤田喬平特別展ではガラス工芸の分野で「世界の藤田」として知
られた藤田喬平(1921～2004)の国際的にも評価の高い飾筥や
イタリアヴェニスで制作されたオブジェや花瓶などを展示してお
ります。その他、企画展、ミュージアムショップ、ティールーム、7
千坪の水上庭園もお勧めです。

入館料割引 (税込)
一般・大学生　1,200円→1,100円
小・中・高生　700円→600円

営業時間／9：30～17：00　※企画展最終日 9：30～13：30
 ※月末最終日 9：30～15：30（休業日：ＨＰにて要確認）
住所／松島町高城字浜1-4　電話／022-353-3322

特 
典
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松島町No.

みちのく伊達政宗歴史館25
三陸道　松島海岸ICから車で５分

詳しくはWebで検索

仙台藩祖　伊達政宗公の感動的な生涯を25場面、200体以上
の等身大ろう人形で再現しております。まるで、本物のように精巧
な人形と史実に基づき忠実に再現された甲冑や衣装、武具はま
さにドラマをみるような迫力に満ちており、改めて政宗公の人生
を確認できます。※同じ敷地内に「松島トリックアート特別展」
も開催中。

入館料割引
高校生以上　1，000円→800円
小中学生 500円→400円

営業時間／9：00～17：00（休業日：なし）
住所／松島町松島字普賢堂13-13　電話／022-354-4131

特 
典

松島町No.

松島島巡り観光船26
三陸道　松島海岸ICから車で5分

詳しくはWebで検索

日本三景松島、震災にも耐えた自然の力、多島海のごとく260余
の島々が点在する松島湾。四季の移ろいとともにいろいろな表情
をみせる。洋上でかもめと遊ぶのも楽しい。

乗船料割引
大人(中学生以上) 1500円→1350円
小学生　750円→670円

営業時間／7-10月 9：00～16：00、11-1月 9：00～15：00
 （休業日：荒天時運休）
住所／松島町松島字町内98-1　電話／022-354-2232

特 
典

松島町No.

松島観光物産館27
三陸道　松島海岸ICから車で10分

詳しくはWebで検索

松島のメイン通りに位置し、施設専用の大駐車場を備えていま
す。1階は松島土産から東北の名産品まで取り揃えた松島観光物
産館、2階は地元食材を使ったお食事処松島浪漫亭。ワンストッ
プで、松島の魅力を堪能できる観光拠点です。

「松島観光物産館」または「お食事処松島
浪漫亭」をあわせて1,000円以上ご利用の
方、駐車場2時間無料。

営業時間／松島観光物産館9：00～17：00 松島浪漫亭11：00～16：00
 （休業日：なし）
住所／松島町松島字普賢堂13-1　電話／022-290-7331

特 
典

東松島町No.

バリュー・ザ・ホテル東松島矢本28
三陸道　矢本ICより車で1分

詳しくはWebで検索　https://valuethehotel.jp/yamoto

イオンタウン隣に立地し矢本ICより車で1分の好立地。無料の朝
食は日替わりバイキング。館内はWi-Fiの環境を完備しており、
挽きたてのコーヒーを無料でサービスしておりますので快適なホ
テルライフを送れます。お車でお越しのお客様には嬉しい駐車場
無料。

・レイトアウト
　通常10:00チェックアウト⇒12:00チェックアウト
※ご予約の際にハイウェイ宮城サービスキャンペーン
2019を見た！とフロントへお伝え下さい。当日のご予
約は17：00まで。
お電話でのご予約を対象とします。

営業時間／24時間（休業日：なし）
住所／〒981-0504　宮城県東松島市小松字谷地215番地
電話／0225-84-1567

特 
典

石巻市No.

石ノ森萬画館29
三陸道　石巻河南ICから車で10分

詳しくはWebで検索　https://www.mangattan.jp/manga/

仮面ライダーやサイボーグ009などの作品を生み出した萬画家石
ノ森章太郎のマンガミュージアム。館内はマンガの世界を立体的
に再現し、初代から最新の仮面ライダーのマスクが並ぶ展示室は
圧巻。子どもから大人まで幅広い年代で一日中楽しめます。

観覧料割引
大人　　800円→640円
中高生　500円→400円
小学生　200円→160円※対象：１グループ６名様まで

特 
典

営業時間／9：00～18：00（12～2月 9：00～17：00）
（休業日：第三火曜日（12～2月 毎週火曜日）※8/15、年末年始は開館）
住所／石巻市中瀬2-7　電話／0225-96-5055

石巻市No.

追分温泉30
三陸道　河北ICから車で30分

詳しくはWebで検索

北上川河口から登米市津山町にぬける県道64号沿いの峠に佇む
一軒宿です。宿の自慢は、お風呂と料理。お風呂は全国的にも珍
しい樹齢500年の榧（かや）の木で造られており、お料理は地場
産の海の幸、山の幸がたっぷり堪能できます。

①日帰り入浴→ソフトドリンク1本サービス
②宿泊、日帰りお膳コース→お料理・ドリンク・
おみやげのうち、当施設が提供するもの

（ご予約の際に当キャンペーンの特典希望とお申し出ください。）

特 
典

営業時間／①日帰り入浴10：00～19：00 ②日帰り休憩10：00～15：00
（土日祝14：30まで）③宿泊15：00～翌10：00（休業日：12/30,31）
住所／石巻市北上町女川字大峯1　電話／0225-67-3209

石巻市No.

宮城県慶長使節船ミュージアム
（サン・ファン館）

31
三陸道　石巻河南ICから車で30分

詳しくはWebで検索　https://www.santjuan.or.jp/

支倉常長ら慶長使節一行を乗せた、日本における20世紀最後で
最大のガレオン船「サン・ファン・バウティスタ」の復元船を係留・
展示する博物館施設です。パネル展示やＶＲコンテンツにて、慶
長使節や当時の帆船文化について楽しく学べます。
※現在復元船およびドック棟の立ち入り不可。詳細は当館HPを
ご覧ください。

入館料金割引
大人350円⇒300円
※1枚につき5名様まで割引

営業時間／9：30～16：30（最終入館16：00まで）
 ※8月のみ9：30～17：30（最終入館17：00まで）
（休業日：毎週火曜日※火曜日が祝日の場合は開館、年末年始（要問合せ））
住所／石巻市渡波字大森30-2　電話／0225-24-2210

特 
典

石巻市No.

いしのまき元気いちば32
三陸道　石巻河南ICから10分

詳しくはWebで検索　http://www.genki-ishinomaki.com

毎日の食材から旅のお土産まで、今買うべき石巻のうまいものが
集結。石巻生まれの個性豊かな商品がズラリ！石巻で水揚げされ
た旬の魚介類や、地元農家からの採れたて新鮮野菜もあり、また
フードコートでは食材の宝庫石巻ならではのメニューがお楽しみ
頂けます。
※スタンプがありません。ご注意ください。

２Ｆフードコートカフェ　ミニソフトクリームのサービス
※お食事のお客様に限る
※クーポン１枚につき、お一人様１個まで

特 
典

営業時間／1F9：00～19：00、2F11：00～20：00
（休業日：不定休、元旦）
住所／石巻市中央2丁目11-11　電話／0225-98-5539

石巻市No.

バリュー・ザ・ホテル石巻33
三陸道　石巻河南ICより車で10分

詳しくはWebで検索　https://valuethehotel.jp/ishinomaki

石巻バイパス沿いのベストロケーション。手作りにこだわった無料
の朝食はお膳でのご提供。館内はWi-Fiを完備しており、挽き立て
のコーヒーを無料でサービスしております。駐車場は無料です。

・通常10:00チェックアウト⇒12:00チェックアウト
・ウェルカムドリンク
　おひとり様一本ミネラルウォーターをプレゼント。
※ご予約の際にハイウェイ宮城サービスキャンペーン
2019を見た！とフロントへお伝え下さい。当日のご予
約は17：00まで。

　お電話でのご予約を対象とします。

特 
典

営業時間／24時間（休業日：なし）
住所／〒986-0814　宮城県石巻市南中里3-15-37
電話／0225-92-7567
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登米市No.

みやぎの明治村・教育資料館34
三陸道　登米ICから車で５分

詳しくはWebで検索

明治21年（1888年）に建てられた旧登米高等尋常小学校校舎を
そのまま「教育資料館」として明治以降の教育資料を展示してい
ます。建物は木造2階建て瓦葺きで白いバルコニーがこの建物の
シンボルとなっており、懐かしい当時の授業風景を再現した教室
などがあります。国指定重要文化財《建造物》

入館料割引
大人　　400円→320円　高校生　300円→240円
小中生　200円→160円　※対象：１グループ５名様まで

特 
典

営業時間／9：00～16：30（休業日：年末年始（要問合せ））
住所／登米市登米町寺池桜小路6
電話／0220-52-5566（総合窓口：とよま観光物産センター）

登米市No.

みやぎの明治村・警察資料館35
三陸道　登米ICから車で５分

詳しくはWebで検索

明治22年に建てられ、昭和43年まで登米警察署として使われま
した。洋風を取り入れた木造２階建で、２階に吹き抜けのバルコニ
ーがあります。屋根は寄棟造り桟瓦葺きで、外壁は板張りペンキ
塗り仕上げです。明治中期の擬洋風建築として極めて貴重な文化
遺産と言えます。県指定重要文化財《建造物》

入館料割引
大人　　300円→240円　高校生　200円→160円
小中生　150円→120円　※対象：１グループ５名様まで

特 
典

営業時間／9：00～16：30（休業日：年末年始（要問合せ））
住所／登米市登米町寺池中町3
電話／0220-52-5566（総合窓口：とよま観光物産センター）

登米市No.

みやぎの明治村・歴史資料館、 美術館共通券36
三陸道　登米ICから車で5分

詳しくはWebで検索

対象施設
①教育資料館　②懐古館　③水沢県庁記念館
④伝統芸能伝承館「森舞台」　⑤警察資料館
⑥登米市高倉勝子美術館桜小路

入館料2割引
※対象：1グループ５名様まで

特 
典

営業時間／9：00～16：30（休業日：年末年始（要問合せ））
住所／登米市登米町寺池桜小路2-1
電話／0220-52-5566（総合窓口：とよま観光物産センター）

南三陸町No.

丼専門店　海たろう37
三陸道　志津川ICから車で5分

詳しくはWebで検索

海鮮丼、志津川ホルモン丼、サーロイン丼、厚切り牛タン丼など多
数取り揃えております。
お土産物も充実しております。

オリジナルギフト
・厚切り牛タン
・志津川ホルモン ］表示価格より10％引き
　丼大盛（ごはん）　無料

特 
典

営業時間／9：00～18：00（休業日：3-9月（なし）10-2月（月曜日））
住所／南三陸町志津川字五日町51
電話／0226-46-1522

南三陸町No.

南三陸復興ダコの会38
三陸道　三滝堂ICより車で８分

詳しくはWebで検索　http://ms-octopus.jp

廃校をリノベーションした木造校舎の中には南三陸名産タコをモ
チーフにした合格祈願の縁起もの「オクトパス君」や、かわいらし
いまゆ細工、地元の木材を使用したレーザークラフトがいっぱい!!
オクトパス君の色塗体験やまゆ細工体験もあります（要予約）。

オクトパス君缶バッジプレゼント!!（お一人様１ケ）
※１グループ６名様まで

特 
典

営業時間／平日9：00～17：00　土日祝日9：00～16：00
 （休業日：水曜日）
住所／南三陸町入谷字中の町227　入谷YES工房内
電話／0226-46-5153

南三陸町No.

南三陸ホテル観洋39
三陸道　桃生津山ICから車で約20分

詳しくはWebで検索　https://www.mkanyo.jp/

陸中海岸最大級の規模を誇る海のリゾートホテル。
海に突き出たような露天風呂は、宮城県内ではめずらしい太平洋
沿岸に湧き出た南三陸温泉です。かもめが近くを飛び交う開放感
あふれる浴場で、水平線まで一望できる太平洋の絶景をお楽しみ
ください。

【宿泊のお客様ソフトドリンクサービス】
宿泊者の方限定で夕食時に1人当たりソフトドリンク1本
サービス　※1グループ6名様まで

特 
典

営業時間／宿泊　チェックイン15：00　チェックアウト10：00
 日帰り入浴　11：00～21：00　※変更になる場合がございます
 （休業日：なし）
住所／南三陸町黒崎99-17　電話／0226-46-2442（代表）

南三陸町No.

南三陸ポータルセンター

　　「みなみな屋」40
三陸道　志津川ICから車で5分

詳しくはWebで検索

町の観光案内所とアンテナショップ機能を持ち、地域の皆さんの
手づくり品を始め、モアイやオクトパス君などの南三陸限定グッ
ズ・お土産の品を多数販売しております。同施設内には震災写真
店も併設。南三陸へお越しの際はぜひお立ち寄りください。

ご来店時にクーポン券提示で、
来店記念にノベルティ（非売品）プレゼント」！

特 
典

営業時間／9：30-16：30（休業日：木曜日）
住所／南三陸町志津川字御前下51-1
電話／0226-47-2550

南三陸町No.

神割崎キャンプ場41
三陸道　志津川ICから約20分

詳しくはWebで検索　https://www.m-kankou.jp/kamiwari-camp

太平洋に面した高台に位置するキャンプ場からは、海はもちろん 
満天の星空や美しい朝焼けを見ることができます。
ペット同伴可能な施設となっており「手ぶらでキャンプ」や「手ぶ
らでＢＢＱ」等の手間入らずプラン（要予約）も合わせて、ゆったり
お過し下さい。

キャンプ場をご利用のお客様
→「オリジナルグッズ」プレゼント
レストランをご利用のお客様
→「ソフトドリンク」無料サービス
※クーポン１枚につき１杯

特 
典

営業時間／キャンプ場9：00～18：00　レストラン11：00～14：00
 （休業日：管理棟 火曜日 レストラン 月曜、火曜日）
住所／南三陸町戸倉字寺浜81-23
電話／0226-46-9221

南三陸町No.

南三陸まなびの里 いりやど42
三陸道　志津川ICから車で5分

詳しくはWebで検索　https://ms-iriyado.jp/

南三陸にある宿泊施設です。新棟「アネックス」では、南三陸杉を
ふんだんに使い、木のぬくもりと寝心地の良さにご好評をいただ
いております。海と山の地のもの・旬のものを活かした料理、里の
安らぎを感じられる空間で、くつろぎの時間をお楽しみください。

ご宿泊の方に
①コーヒーサービス
②夕食時ソフトドリンクお1人様1本サービス

特 
典

営業時間／チェックイン15：00～ チェックアウト10：00
 （休業日：8/13～8/16、12/29～1/3）
住所／南三陸町入谷字鏡石５番３
電話／0226-25-9501
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南三陸町No.

すし くう海43
三陸道　志津川ICから車で2分

詳しくはWebで検索

旬の食材を使った“くう海丼”“おまかせ握り”“おまかせ丼”も好評で
す。元気、笑顔、感謝でお待ちしております。

ランチ不可
握り2貫サービス（ただし、1組5名様分まで）

特 
典

営業時間／10：30～14：00　16：00～21：00
 （休業日：月曜日（祝祭日の場合火曜日））
住所／南三陸町志津川廻館56-３
電話／0226-46-5162

南三陸町No.

菓房山清44
三陸道　志津川ICから車で５分

詳しくはWebで検索　http://www.kabo-yamasei.com/

南三陸さんさん商店街に本設オープンの菓房山清本店です。しあ
わせな笑顔にお菓子を添えて・・・材料を厳選し季節感あるお菓子
のいろいろを専門店ならではのこだわりで販売しています。

お買物の際、合計金額より10％割引き
（お一人様１日１回）

特 
典

営業時間／平日　9：30～18：00 土日、祝祭日　9：00～18：00
 （休業日：水曜日（変更になる場合があります））
住所／南三陸町志津川五日町51 南三陸さんさん商店街
電話／0226-46-3200

南三陸町No.

さとうみファーム
　　　　　子ども夢牧場

45
三陸道　歌津ICから車で5分

詳しくはWebで検索　http://satoumifarm.org

海のすぐそばにある羊牧場です。羊のふれあい広場、子どもの遊び
場、ウール体験工房（フェルト・糸紡ぎ）、BBQ広場、海でのカヤ
ック体験（5月～10月）等々お子様から大人まで1日のんびり遊ぶ
ことが出来ます。詳しくはHPをご覧ください。ご予約・お問い合わ
せはHPよりお願いします。

カヤック体験　大人6,500円→6,000円　　　　　
特 
典

営業時間／9：00～17：00（休業日：なし）
住所／南三陸町歌津字町向22番地　電話／0226-29-6379

気仙沼市No.

気仙沼シャークミュージアム46
三陸道　気仙沼中央ICから車で15分

詳しくはWebで検索　http://www.uminoichi.com

日本一の水揚量を誇るサメをテーマにした博物館。サメに関する展
示に加え、震災当時の被害状況や気仙沼の今を伝える映像シアタ
ー、パネル展示も常設。ジンベエザメの模型をスクリーンにしたプ
ロジェクションマッピングもある。

シャークミュージアム入館割引10％OFF
クーポン1枚につき4名様まで
大　人　500円→450円
小学生　200円→180円

特 
典

営業時間／9:00～18:00（シャークミュージアム最終入館16:30）
 （休業日：不定休）
住所／気仙沼市魚市場前7-13　電話／0226-24-5755

気仙沼市No.

道の駅「大谷海岸」47
三陸道　大谷海岸ICから車で２分

詳しくはWebで検索

地元で収穫された新鮮野菜や魚介類が自慢の道の駅です。
レストランでは気仙沼港で水揚げされたメカジキを使った「気仙沼
カレー」や、ふかひれを蜂みつ漬けにしたシロップをかけた「ふか
ひれソフト」がお勧めです。

2,000円以上お買い上げの方に粗品プレゼント
特 
典

営業時間／直売センター9：30～17：30　レストラン10：00～16：00
 （休業日：12／31～1／3）
住所／気仙沼市本吉町三島94-12　電話／0226-44-3180

気仙沼市No.

リアス・アーク美術館48
三陸道　気仙沼中央ICから車で8分

詳しくはWebで検索

「方舟日記」と題し「食」を中心に地域の歴史，民俗を紹介するほ
か、津波災害と地域文化の関わりを震災資料と共に展示した「東
日本大震災の記録と津波の災害史」を公開しています。
美術展示では，当館所縁の作家の作品を中心に展示しています。

常設展観覧料割引
一　般　500円→400円　大学・専門学生　400円→300円
高校生　300円→200円　小・中学生　　　150円→100円
企画展は別途料金となります。※クーポンは1枚につき2名まで。
レストランで食事のお客様へアイスのサービス
ランチタイム　11：00～15：00

特 
典

営業時間／9：30～17：00（入館は16：30まで）（休業日：月・火曜
日、祝日の翌日（土・日・祝日を除く）、年末年始・メン
テナンス休館（12/28～1/17））

住所／気仙沼市赤岩牧沢138-5　電話／0226-24-1611

気仙沼市No.

唐桑半島ビジターセンター・
津波体験館

49
三陸道 気仙沼中央ICから車で40分または東北道一関ICから車で90分

詳しくはWebで検索

三陸復興国立公園、唐桑半島の自然と、ここに暮らす人々との関わ
りをわかりやすく展示、紹介する施設です。
併設の「津波体験館」は、映像とともに音・振動・風などで津波を
疑似体験できる、日本で初めての施設です。
現在は、東日本大震災の記録が織り込まれ、防災教育に役立てら
れています。

津波体験館入館割引
大人　　　380円→300円
高校生　　260円→210円
小・中学生160円→130円

特 
典

営業時間／8：30～16：30（休業日：毎週火曜日、祝日の翌日）
住所／気仙沼市唐桑町崎浜4-3　電話／0226-32-3029

白石市No.

最上屋旅館50
東北道　白石ICから車で15分

宮城県では五軒の“秘湯を守る会の宿”のひとつです。寛政元年創
業の骨組みを残す、木造りの佇まいはどこか懐かしく、何故か癒
される、旧き良き時代の宿です。身体の芯から温まる源泉掛け流
しの湯と、旅人を懇ろにもてなす心を守り受け継ぐ日本の旅館。

日帰り入浴料金割引
500円　→　400円

特 
典

営業時間／日帰り入浴時間 10：00～16：00
（休業日：無休（但し団体利用や満館時等でご利用頂けない場合があります））
住所／白石市福岡蔵本字鎌先1-35　電話／0224-26-2131

白石市No.

にごり湯の宿 湯守木村屋51
東北道　白石ICから車で15分

自慢のひとつ展望露天風呂は昔ながらのにごり湯です。日常では
味わうことのできないくつろぎをご堪能ください。鎌先温泉では唯
一、二本の源泉を所有し、湯量も豊富です。

日帰り入浴料金割引
500円　→　400円

特 
典

営業時間／日帰り入浴時間 11：00～15：00（休業日：無休）
住所／白石市福岡蔵本字鎌先1-51　電話／0224-26-2161
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白石市No.

ホテルいづみや52
東北道　白石ICから車で15分

詳しくはWebで検索　http://hotelizumiya.com/

南蔵王の山々に囲まれ、白石川の渓流に面した静かな宿。四季そ
れぞれの美しい自然美の中に、自家源泉からのやわらかないでゆ
があり、心癒される、きもちよかった、あったまる、夜、ぐっすり眠
れる、疲れがとれる。
５つの効果を実感してみましょう。

湯上り時に、アイスクリーム又は
ソフトドリンク進呈。

特 
典

営業時間／日帰り入浴時間12：00～21：00（休業日：無休）
住所／白石市小原字湯元9　電話／0224-29-2221

白石市No.

旅館しんゆ53
東北道　白石ICから車で15分

戦国「小原二十騎」ゆかりの小さな湯宿。源泉１００％かけ流しの
湯は良くあたたまる含食塩芒硝泉。周りの山々を眺めながら、のん
びりと日頃の疲れを流してみてはいかがですか。露天風呂、貸切風
呂（要予約）もございます。

日帰り入浴料金割引
500円→400円

特 
典

営業時間／日帰り入浴時間10：00～15：00（休業日：無休）
住所／白石市小原新湯5-3　電話／0224-29-2321

白石市No.

旅館やくせん54
東北道　白石ICから車で25分

泉質は日本でも数少ない「含石膏芒硝泉」。飲用にも適しており、
効能は動脈硬化症、糖尿病、慢性皮膚病（アトピー）などに良い体
に優しい源泉かけ流しの温泉です。
一度いらしてみて下さい。

日帰り入浴料金割引
大人700円→600円
※１枚につき３名様まで

特 
典

営業時間／日帰り入浴時間10：00～19：00
 （休業日：毎月第4木曜日※その他不定休あり）
住所／白石市小原字八幡前19-1　電話／0224-29-2620

白石市No.

白石城・
歴史探訪ミュージアム・武家屋敷

55
東北道　白石ICから車で10分

白石城は平成7年に日本古来の建築様式により史実に忠実に復元
された城です。歴史探訪ミュージアムでは、200インチの大画面で
3D映像をご覧頂けます。武家屋敷（旧小関家）は片倉家家中の屋
敷で、宮城県指定文化財に登録されています。

入館料金1割引
特 
典

営業時間／４月～１０月 9：00～17：00、１１月～３月 9：00～16：00
 （休業日：12月28日～12月31日）
住所／白石市益岡町1-16　電話／0224-24-3030

白石市No.

岩風呂 かつらの湯56
東北道　白石ICから車で15分

白石川沿いに佇む洞窟風呂の公衆浴場。泉温約50℃で湯船の底
から湧いており、源泉かけ流し、川のせせらぎを聴きながらゆっ
たりとした時間を過ごすことができます。

日帰り入浴料金割引
　200円→100円

特 
典

営業時間／8：00～18：00（休業日：無休）
住所／白石市小原字坂上66　電話／0224-29-2031

角田市No.

産直広場あぐりっと57
東北道 白石ICより車で20分、常磐道 山元ICより車で35分

詳しくはWebで検索

角田の農や食が楽しめる産直市場。地場産品で提供する「稲カフ
ェ」も併設され、広大な田園の中でおいしい料理などを食するこ
とが出来ます。また、各メディアに取り上げられ大人気のプリンや
高蔵寺大福、さらにフェアトレードの商品などもおすすめです。

ランチコーヒー100円引（300円→200円）
※水曜日はランチ休みのため除く

特 
典

営業時間／9：00～18：00（休業日：年末年始）
住所／角田市毛萱字舘下11-4　電話／0224-65-3887

蔵王町No.

バーデン家壮鳳58
・村田ICより車で20分／・白石ICより車で20分

詳しくはWebで検索　https://www.barden.co.jp/

自家製の生湯葉や豆腐・蔵王の旬の素材を盛り込んだ、ヘルシー
で美味しい料理が堪能できます。
また、自家源泉100％の炭酸水素塩泉は琥珀色のしっとり優しい
お湯。お肌がつるつるになる事から、“美肌の湯”と称され、女性に
人気です。

・日帰り入浴料
　大人　800円→600円
・宿泊予約特典
　御夕食時、ワンドリンク付

特 
典

営業時間／【日帰り入浴】10時～20時迄の受付（休業日：不定休）
住所／刈田郡蔵王町遠刈田温泉字新地東裏山43-1
電話／0224-34-3161

蔵王町No.

ペンション＆レストラン峠59
東北道　村田IC、白石ICから車で25分

詳しくはWebで検索

宮城蔵王の涌き水「冷泉堂」の水で打った二八蕎麦。毎朝・朝日
と共に起きてジーとバーが打つ手打ち蕎麦です。ザルのタレも山
菜・きのこ蕎麦のスープも一からダシを取って作っています。もち
ろん天丼やかつ丼のタレも半日かけてゆっくり煮つめた完全手作
りです。

御食事代割引
1人1,000円以上の食事の方のみ100円割引

特 
典

営業時間／4月20日～11月30日11：00～14：30（休業日：不定休）
住所／蔵王町遠刈田温泉字上ノ原3-379
電話／0224-34-3760

蔵王町No.

石窯PIZZA トムソーヤ60
東北道　白石ICから10分

詳しくはWebで検索

イタリア輸入薪窯で焼くPizza。1999年ナポリの名店“マトッツ
ァ”に単身研修した本格的なPizza。遠刈田温泉で20年間営んで
いましたが、諸般の事情により新天地に移転しました。蔵王町役
場から国道4号線に向かって5分右側。国道4号線から遠刈田温
泉へ向かって6分左側

1,000円以上お食事をされた方
　→お会計から100円引き
　※他サービスとの併用不可

営業時間／11：00～15：00（14：30 LO）17：30～20：00（19：30 LO）
 （休業日：水曜日（終日）木曜日（夕方） 8月 定休日なし）
 事前にご連絡いただければ、休憩時間内でもお食事、テイクアウト承ります。
住所／蔵王町大字曲竹字道路西61-1
電話／0224-26-6172（カーナビでのTEL検索はNG）

特 
典



11

村田町No.

道の駅「村田」61
東北道　村田ICから車で１分

詳しくはWebで検索　https://muratamachi.info/

村田町特産品そら豆を使った加工品や新鮮な野菜などを取りそ
ろえた直売所です。土・日は外テントで果物や乾物等も販売して
おります。また、レストランもありそら豆料理を食べることもでき
ます。

そら豆大福（冷凍品）100円（税込）引き
650円（税込）→550円（税込）

営業時間／9：00～17：00「レストラン城山」11：00～17：00
 （ラストオーダー16：30）（休業日：年始年末（要問合せ）
 「レストラン城山」毎月第2月曜日（祝日の場合は翌日）
住所／村田町大字村田字北塩内41　電話／0224-83-5505

特 
典

村田町No.

谷山温泉　松楓荘62
東北道　村田ICから車で５分

詳しくはWebで検索　http://www.taniyama-onsen.jp/

谷山温泉松楓荘は静かな山間にあるくつろぎの宿です。都会の慌
ただしい生活で疲れた体も、ゆっくりと温泉につかれば心までリ
フレッシュできます。

日帰り入浴料金割引
大人のみ　500円→400円
クーポン1枚につき2名まで
※【参考】小人　300円

営業時間／9：00～21：00（休業日：なし）
住所／村田町大字足立字川原38　電話／0224-83-2427

特 
典

村田町No.

姥ヶ懐「民話の里」63
東北道　村田ICから車で10分

詳しくはWebで検索 https://muratamachi.info/kankou/minwa.html

茅葺屋根の民話伝承館では、村田地方に伝わる民話や伝説を聞
くことが出来ます（要予約）。また、おとぎ苑内の産直館では、そ
ばやそら豆米粉麺も味わえる（11時～15時）ほか、そば打ち教室
や陶芸教室も随時開催中（詳細はお問い合わせ下さい）。

お食事代100円引き

営業時間／9：30～16：30
 （休業日：毎週月曜日（祝日の場合は翌日）、年末年始）
住所／村田町大字小泉肬石2　電話／0224-83-4140

特 
典

川崎町No.

宿泊施設付きオートキャンプ場

るぽぽの森
64

山形道　笹谷ICから車で2分

詳しくはWebで検索　www.rupopo.org

蔵王連峰の北の麓。渓流が敷地内にあるキャンプ場です。
雨が降っても大丈夫!!!センターハウスには、大浴場も、宿泊施
設、暖炉もございます。
ぜひ、おいでください。

宿泊、キャンプ場ご利用の方 お楽しみ抽選！
特賞は無料招待券！！

営業時間／キャンプ場9：00～ 日帰り入浴13：00～22：00 
※日曜及び祝日は18：00まで 詳しくはHPカレンダー参照
住所／川崎町大字今宿字小屋沢山39　電話／0224-84-6611

特 
典

川崎町No.

山景の宿　流
りゅう せ ん

辿65
山形道　宮城川崎ICから車で15分

詳しくはWebで検索　http://www.aoneonsen.com/ryusen/

青根温泉には7箇所の源泉が存在します。内6箇所の源泉が効能
豊かにブレンドされて湯船へ流れ込み、弱アルカリ性単純泉 無色
透明で美肌効果にも定評があります。春には清々しく、夏は湯上
りさっぱり、秋は山々を愛でながら、冬には積もる雪景色を見な
がらの贅沢な雪見風呂。Ａ5仙台牛や旬の食材を使用した本格和
会席料理が大人気の宿です。

日帰り入浴料割引
大人650円→500円

営業時間／日帰り入浴 11：00～18：00（休業日：金曜日）
住所／川崎町青根温泉17-2　電話／0224-87-2611

特 
典

川崎町No.

国営みちのく杜の湖畔公園
（南地区・北地区・里山地区の３地区）

66
山形道　宮城川崎ICから5分

詳しくはWebで検索　https://www.michinoku-park.info/

東北で唯一の国営公園。南地区には季節の花が咲く大花壇や花
畑。東北6県を代表する古民家などがあり、北地区では広大な芝
生広場や自然体験施設や気軽に楽しめるオートキャンプ場がそ
ろう。里山地区では自然や文化を学ぶことができます。

来園者には「花の種」プレゼント
場所【公園南ゲート窓口】

営業時間／（通常）9：30～17：00（7/1～8/31）9：30～18
：00（11/1～2月末）9：30～16：00（休業日：毎週火曜日（火
曜日が祝日の場合は翌水曜日）・12/31、1/1※4/1～6/17、7/16
～10/31は無休）（入園料）大人：450円　65歳以上：210円　
中学生以下：無料（駐車料）普通車：310円
住所／川崎町大字小野字二本松53-9　電話／0224-84-5991

特 
典

川崎町No.

本格手打ちそば川音亭67
山形道　宮城川崎ICから車で15分

詳しくはWebで検索

優良な玄そばを超低速の石うすで挽くことでそばの甘みと香り
を残したそばが楽しめる。完全手打ちで仕上げたそばは「もっち
り」とした食感と「つるっと」したのどごしが抜群!!新鮮な野菜を
使った天ぷらは、サクッと軽い口当たり。また、真冬の冷たい川に
実を浸すことで甘みが際立つ寒ざらしそばを一年中楽しめる。

３名様以上のご予約でお食事の方
「げそ天」サービス（１組１皿）

営業時間／11：00～16：00（そばがなくなり次第終了）（休業日：不定休）
住所／川崎町大字前川字六方山29-1　電話／0224-87-2903

特 
典

川崎町No.

はるそば家68
山形道　宮城川崎ICから車で5分

詳しくはWebで検索

江戸末期、笹谷街道の仙台と山形の中間点として、荷物を運ぶ方
々の休憩所として、我が家のそば屋が起きたと聞いています。
現在で５代目を迎え創業150年を越えるそば屋です。
一年間通して川崎産のそば粉を使用する事にこだわっています。

そばの種プレゼント

営業時間／11：00～18：00（休業日：不定休）
住所／川崎町前川字本町7　電話／0224-84-2033

特 
典

川崎町No.

佐幸精肉食堂69
山形道　宮城川崎ICから車で5分

詳しくはWebで検索

ボリュームたっぷり『肉屋のとり照り焼き定食』や麺はすべて自家
製の昔ながらの中華そばも人気です。
そばは手打ちで地場産品を使った『ごめんそば』もおすすめで
す。

手作りミニポテトサラダサービス
（お食事の方に本券１枚で1組様ご利用できます）

営業時間／11：00～17：00（肉屋は9：00～18：30）
 （休業日：不定休）
住所／川崎町大字前川字中町75　電話／0224-84-2077

特 
典
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川崎町No.

森のピザ工房　ルヴォワール70
山形道　宮城川崎ICから車で10分

詳しくはWebで検索　http://ルヴォワール.com/

宮城蔵王山のお釜をモチーフにしたお釜ピザは見た目に楽しく食
べておいしいチーズたっぷり自慢のピザです。
新築の木造校舎で皆様のお越しをお待ちしております。

お釜ピザ
クーポン一枚で10％off
お一人様１個まで

営業時間／平　　日　10時～16時30分
 土日祝日　10時～18時
 ラストオーダーは閉店30分前です。（休業日：火曜日）
住所／川崎町大字前川字松葉森山6-5
電話／0224-86-4678

特 
典

仙台市秋保No.

ギャラリー樹乃詩（ウッディポエム）71
東北道　仙台南ICから車で35分

詳しくはWebで検索

「出会いを、大切に」
秋保大滝を望む自然に囲まれた民家が木と漆のギャラリー「樹乃
詩(きのうた)」です。ギャラリー内の商品は、欅のテーブルからお
箸まですべて手作り。工房「ウッディポエム」にてひとつひとつ温
もりが感じられる作品を制作しております。皆様のおいでをお待
ち致しております。

樹乃詩にてコーヒーサービス
淹れ立ての美味しいコーヒーをご提供

営業時間／10：00～16：00（休業日：火・水曜日定休）
住所／仙台市太白区秋保町馬場字大滝3　電話／022-399-2132

特 
典

仙台市秋保No.

熊野洞（秋保工芸の里）72
東北道　仙台南ICから車で15分

詳しくはWebで検索　sendai-kumanodou.com

熊野洞では、指物から漆塗、手打鉄飾金具に至るまで一貫した自
工房での製作により仙台箪笥を製作致しております。その他、漆
家具、漆器も展示販売。「誂え品を直しながら大事に使う」をモッ
トーに漆体験をお楽しみいただけます。

箸の漆塗体験料金割引
 お一人様1,300円（送料別）
 ⇒1,100円
体験受付時間　9:00~16:00

営業時間／8：00～17：00（休業日：不定休）
住所／仙台市太白区秋保町湯元字上原54-24
電話／022-398-2661

特 
典

仙台市秋保No.

ゆめの森 石神窯73
東北道　仙台南ICから車で20分

詳しくはWebで検索

暮らしを豊かにする陶器を創作しています。陶器には珈琲、お
茶、麦酒の風味と香りを高める効果があります。販売、ご注文、制
作指導に応じます。（陶芸体験　予約制）

陶芸体験料金割引
・お買い上げ商品10％OFF
・体験教室　大人　3,000円→2,700円
 子供　1,500円→1,400円

営業時間／10：00～17：00（休業日：不定休）
住所／仙台市太白区秋保町長袋字菅刈山14
電話／022-399-2283

特 
典

仙台市秋保No.

カフェ・ロシェ74
東北道　仙台南ICから車で15分

詳しくはWebで検索

小屋館跡庭園の四季折々の風景を眺めながら楽しめるイタリア
ンカフェ。旬の食材を使ったパスタ・ピザメニューをご提供してお
ります。またシェフ手作りのケーキもおすすめです。石窯のある
オートキャンプ場、貸切露天風呂「鹿乙の湯」の管理棟でもあり
ます。

飲食代10%ＯＦＦ

営業時間／平日11：00～15：30土日祝10：30～16：30（ラスト
オーダーは30分前、季節変動あり）（休業日：火曜日（祝日の場合
は営業）12/31、1/1、1・2月の月・火曜日）
住所／仙台市太白区秋保町湯元字鹿乙12-1　電話／022-397-2724

特 
典

仙台市秋保No.

木の家・珈琲館75
東北道　仙台南ICから車で15分

詳しくはWebで検索

本格的木造りの広い空間で、ブレンドコーヒーなどの喫茶や、パス
タやピザなどのお食事をご提供しております。オープンエア席では
名取川のせせらぎ、鳥のさえずりを聴きながらお過ごしいただけ
ます。２階は個展などの貸ギャラリーとなっております。

飲食代10%OFF

営業時間／平日10：30～16：00土日祝10：00～16：30（季節
により変動あり）（休業日：12/31、1/1、１・２月の水木曜日）
住所／仙台市太白区秋保町湯元字馬乙2-1　電話／022-397-2714

特 
典

仙台市秋保No.

木の家・くらしのうつわ館76
東北道　仙台南ICから車で15分

詳しくはWebで検索

益子焼・笠間焼のやきものを中心に趣味の器やガラス、生活雑貨
などバラエティに富んだ商品を取り揃えております。うつわ館向か
いには2010年11月に「秋保手しごと館」がオープンし、地元の作
り手の作品を一堂に会して展示販売しております。

お買上金額から5%OFF

営業時間／平日10：00～16：30土日祝9：30～17：00（季節に
より変動あり）（休業日：12/31、1/1、１・２月の水木曜日）
住所／仙台市太白区秋保町湯元字馬乙2-1　電話／022-397-2714

特 
典

仙台市秋保No.

市太郎の湯77
東北道　仙台南ICから車で15分

詳しくはWebで検索

自家源泉でかけ流しの低張性弱アルカリ性温泉です。秋保温泉で
は珍しい少し緑がかった温泉となっております。浴室は明るい日
差しが舞い込み、開放感があふれ、檜の香りに包まれます。入浴
者は隣接の四季折々の草木花が咲き乱れる小屋館跡庭園も散策
できます。

入浴料割引
大人100円引き
大人800円→700円

営業時間／平日10：00～17：30土日祝10：00～18：00（受付
は30分前で終了、季節により変動あり）（休業日：第３金曜日（８
・10月、祝日除く）、12/31、1/1）
住所／仙台市太白区秋保町湯元字源兵衛原10　電話／022-398-2111

特 
典

仙台市秋保No.

仙台万華鏡美術館78
東北道　仙台南ICから車で15分

詳しくはWebで検索

見て！作って！触れる！体験型ミュージアムです。お子様から年配
の方まで、幅広い年齢層の方にお楽しみいただいております。今
まで見た事もないような世界をお楽しみください。売店では「か
んたん体験(1,200円)」が人気。

入館料割引
一般・大学生　900円→810円

営業時間／9：30～17：00（最終入館　16：30）
　　　　（休業日：なし（冬期臨時休館の場合あり））
住所／仙台市太白区茂庭字松場1-2　電話／022-304-8080

特 
典
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仙台市秋保No.

ぶどうの樹79
東北道　仙台南ICから車で15分

詳しくはWebで検索

秋保温泉の中心街に位置し、手作り洋菓子を販売しています。
ご予約でデコレーションケーキの注文を承ります。
【秋保焼き】・【磊々峡の詩】・【まんまる秋保】・【クロカント】な
どのお土産もございます。

焼き菓子10個購入の方に１個サービス。

営業時間／9：30～19：00（休業日：不定休）
住所／仙台市太白区秋保町湯元字薬師17
電話／022-398-2157

特 
典

仙台市秋保No.

秋保グランドホテル80
東北道　仙台南ICから車で15分

詳しくはWebで検索　https://akiugrand.com

2018年7月に本館大浴場がリニューアルオープンいたしました。
開放感溢れるインフィニティ風呂は、磊々峡の壮大な景観を眺め
つつ四季折々の自然と共鳴する至福の時間をお過ごしいただけ
ます。

日帰り入浴料割引
平日　大人1,200円→1,100円　小人600円→500円
土・日・祝日・特定期間
　　　大人1,500円→1,400円　小人750円→650円
※１回のご利用で合計５名迄利用可

営業時間／平日10:00～20:00（最終受付19:00）
土・日・祝日・特定期間10:00～15:00（最終受付14:00）
※営業時間は状況により変更する場合がございます。
住所／仙台市太白区秋保町湯元字枇杷原12-2　電話／０２２－３９７－３１３１

特 
典

仙台市秋保No.

秋保温泉　ホテルきよ水81
東北道　仙台南ICから車で15分

詳しくはWebで検索　https://www.kiyo-mizu.jp/

自家源泉の「ﾅﾄﾘｳﾑ・ｶﾙｼｳﾑ　塩化物・硫酸塩泉」低張性中性高温
泉は開放感のある広々とした浴室で、ゆったりと旅の疲れを癒し
て頂けます。秋保の自然に親しむ露天風呂もご用意して皆様のご
来館をお待ち申し上げます。

日帰り入浴料金割引
（2019年9月まで）大人通常1,350円→1,080円
（2019年10月以降予定）大人通常1,390円→ 1,150円
子供は割引なし（小学生600円）
未就学児無料※他の割引と併用は出来ません。

営業時間／平日10：00～18：00（最終受付17：00）土日祝10：00～19：00
（最終受付18：00）年末・年始はお問い合わせ下さい。（休業日：不定休）
住所／仙台市太白区秋保町湯元字平倉1　電話／022－397－2555

特 
典

仙台市秋保No.

篝火の湯　緑水亭82
東北道　仙台南ICから車で15分

詳しくはWebで検索　http://www.ryokusuitei.co.jp/

高台に建つ自然に囲まれた一軒宿です。秋保では珍しい自家源泉
の湯は泉質の良さが好評です。また、大きな岩を配した露天風呂
は、大自然に囲まれた露天風呂本来の趣をお楽しみ頂けます。四
季の移ろいを楽しめる庭園もぜひ散策してみてください。

日帰り入浴料金割引※12/31～1/3、5/2～5/5は除きます。
大人　通常1,200円→1,000円
小人(4歳～小学生)　通常600円→500円

営業時間／日帰り入浴ご利用時間　平日11：00～17：00
　　　　　土・日・祝11：00～14：00（休業日：不定休（要問合せ））
住所／仙台市太白区秋保町湯元上原27
電話／022－397－3333

特 
典

仙台市秋保No.

仙台 秋保温泉 岩沼屋83
東北道　仙台南ICから車で15分

詳しくはWebで検索　https://www.iwanumaya.co.jp/

当館自慢の露天風呂は日本庭園が広がり四季折々の風情が楽
しめます。大浴場は３種類の温度（あつめ（42℃）、ややぬるめ
（40℃）、ぬるめ（39℃））が選べるので赤ちゃんにも安心してご
入浴いただけます。タオル付ですので、秋保散策のついでにお気
軽にお立ち寄りください。

日帰り入浴100円引（大人のみ）
大人1,270円→1,170円（フェイスタオル付）
※子供は割引なし　小学生600円、未就学児　無料
※他の割引と併用はできません
※10月1日以降は入浴料が変更となります。

営業時間／11:00～15:00火曜日・木曜日は女性専用（変更の場合有・
事前確認要）（休業日：不定休）
住所／仙台市太白区秋保町湯元字薬師107
電話／022-398-2011

特 
典

仙台市秋保No.

秋保神社84
東北道　仙台南ICから車で30分

詳しくはWebで検索　http://akiu@org

御創建1200年の歴史があり、勝負の神・子宝の神として遠方か
らの参拝者が絶えない。
勝守や銀杏守が人気。境内の銀杏の木は子育若乳銀杏といわれ
御神木となっている。奇木・子宝和合の神もまつられている。周囲
には自然豊かな見どころが豊富。

参拝記念品進呈

営業時間／9：00～17：00（休業日：なし）
住所／仙台市太白区秋保町長袋字清水久保北22
電話／022-399-2208

特 
典

仙台市秋保No.

秋保大滝植物園85
東北道　仙台南ICから車で35分

詳しくはWebで検索　http://www.sendai-park.or.jp/web/info/akiu/

蔵王山系の樹木を中心に約900種の草木が植栽されています。
春のシャクナゲやツツジ類の咲く頃や夏のスイレン、紅葉の季節
はひときわ鮮やかです。
また、園内からは優雅な「すだれ滝」もご覧いただけます。

園内の炭焼窯で焼いた竹炭進呈
入園料　大人240円　高・大学生180円　小・中学生120円
　　　　（団体30名以上2割引き）

営業時間／開園期間4/1～11/30　9：00～16：30
　　　　　（休業日：12／1～3／31（冬季休園））
住所／仙台市太白区秋保町馬場字大滝5
電話／022-399-2761

特 
典

仙台市秋保No.

ホテル華乃湯86
東北道　仙台南ICから車で10分

詳しくはWebで検索　www.hananoyu.com

磊々峡を眼下にした景観自慢の宿です。山沿い・川沿い等に点在
する湯めぐりをお楽しみいただけます。貸切露天風呂（有料）も人
気です。ご宿泊は、夕暮れ時以降の風情ある湯めぐりと、無農薬野
菜を中心とした創作和イタリアンバイキングをお楽しみください。

入館料割引　中学生以上　900円→800円
　　　　　　3才以上～小学6年生　600円→500円
夏場は温水プールをオープンするため、夏期期間内は料金が異なります。
温水プール期間7/14～8/26　700円→600円
ただし、お盆年末年始は通常料金
お盆期間8/11～8/16　年末年始期間12/29～1/3

営業時間／10:30～15:00※受付は1時間前終了（休業日：要確認）
住所／仙台市太白区秋保町湯元字除33-1
電話／022-397-3141

特 
典

仙台市秋保No.

おやすみ処　不動庵87
東北道　仙台南ICから車で25分

詳しくはWebで検索

国指定名勝の秋保大滝高さ55ｍ・巾6ｍとお不動さん高さ3.3ｍ
の座像を拝んだら、鳥居側の当店で当店オリジナル味噌おでんで
一息。お食事は、つりがね印の高級白石吉見うーめんで新しい触
感を味わいください。また、お土産にうーめんの販売も致してお
ります。

みそおでん一串サービス
※お食事500円以上の方に
　当店オリジナルみそおでん一串ご提供

営業時間／４月～11月　10：00～17：00
　　　　　12月～3月　10：30～16：00
　　　　　（休業日：原則水曜日　冬期間不定休）
住所／仙台市太白区秋保町馬場字大滝11　電話／022-399-2127

特 
典
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仙台市作並No.

鷹泉閣岩松旅館88
東北道　仙台宮城ICから車で25分

詳しくはWebで検索

寛政八年（1796年）開業。当時八年の歳月をかけて掘った岩風
呂は、広瀬川の源流沿いにあり、四季折々の景色がゆっくりとし
た時間の中で流れていきます。岩風呂は、四つの湯船が有りそれ
ぞれ源泉が異なります（但し、混浴となっております）。
その他、内風呂不二の湯（男女別）と香華の湯（女性専用）が有
ります。

日帰り入浴料金割引
大人　全日1,570円⇒1,370円
※10月より料金変更する場合あり

営業時間／受付　11:00～14:00（日祝 11:00～13:00）
　　　　　館内利用　15:00まで（日祝 14:00まで）
　　　　　（休業日：不定休）
住所／仙台市青葉区作並字元木16　電話／022-395-2211

特 
典

仙台市作並No.

湯の原ホテル89
東北道　仙台宮城ICから車で30分

詳しくはWebで検索

露天風呂をはじめ、男女各３種類のお風呂と貸切風呂がござい
ます。展望風呂、露天風呂からは山々の四季の移ろいがご覧いた
だけます。評判のお料理は、当館料理スタッフの匠の技が冴え渡
り、旬の味が引き立ちます。

日帰り入浴料金割引
大人　平日800円→700円
　　　土日祝1,200円→1,100円

営業時間／日帰り入浴ご利用時間11：00～16：00（最終受付15：00）
　　　　　※平日のみ、入浴ご利用時間は1Ｈとなります。
　　　　　（休業日：不定休）
住所／仙台市青葉区作並字元木1　電話／022-395-2241

特 
典

仙台市No.

有
ありじ

路こけし店90
東北道　仙台宮城ICから車で35分

日本の伝統蔵王高湯系『定義こけし』と土産店。わかる人にだ
け、その魅力のわかる目利きの美的対象となって、ひっそり、静か
なブーム。定義さん（定義如来 西方寺）の前に好立地にございま
す。是非おいで下さい。心よりお待ちしております。

「1,500円」以上お買い上げの方へ粗品進呈！！

営業時間／9：00～16：30
　　　　　（休業日：天候次第不定休、冬期不定休）
住所／仙台市青葉区大倉字上下山神1-2
電話／022-393-2405

特 
典

仙台市No.

八木山ベニーランド91
東北道　仙台宮城ICから車で20分

詳しくはWebで検索　http://www.benyland.com/

仙台市中心部から4kmと近く、杜の都を代表する遊園地。青葉城
址と八木山動物公園に隣接しています。
4つのジェットコースター、スリルライドから観覧車、メリーゴーラ
ンドまで約30種類のアトラクションがそろい、ファミリー・カップ
ルのレジャースポットに最適です。仙台駅から地下鉄東西線で12
分、下車して徒歩5分。

入園料割引　大人（中学生以上）　1000円→900円
小人（3才以上）、シニア（65歳以上）　500円→400円
※お盆（8/10～18）、9/14～9/16、9/21～9/23、10/12～10/14を除く
※クーポン券１枚につき１名様まで

営業時間／7～10月　9：00～17：00　11～12月　9：00～16：30
　　　　（休業日：7月第一・第二月～水曜日、11/25以降平日は休業）
住所／仙台市太白区長町越路19-1
電話／022-229-1603

特 
典

仙台市No.

仙台泉プレミアム・
アウトレット

92
東北道　泉SICから車で約5分又は泉ICから車で約10分

詳しくはWebで検索　https://www.premiumoutlets.co.jp/sendaiizumi/

泉パークタウンに位置し、アメリカ東北部の街並みをイメージし
た建物に、国内外の人気ブランドや雑貨、スポーツなどの約80
店舗が軒を連ねています。隣接の「泉パークタウンタピオ」のフ
ードコートも含めると160店舗が揃う一大ショッピングスポット
です。駐車場2,000台（無料）を完備して皆様をお待ちしており
ます。

仙台泉プレミアム・アウトレットの対象ショップで
割引などを受けられる「クーポンシート」をプレゼント
※ 本誌添付のクーポン券を1Ｆインフォメ―ションセンターへ
　お出し下さい。

営業時間／10：00～20：00 ただし、季節により変動あり
　　　　（休業日：年2回（元日・2月第3木曜日））
住所／仙台市泉区寺岡6-1-1　電話／022-342-5310

特 
典

仙台市No.

伊達の牛たん本舗
宮城インター店

93
東北道　仙台宮城ICから車で５分

詳しくはWebで検索

500名の団体様まで収容できる大型店舗ですが、ご家族連れで
もゆっくりお食事いただけます。
仙台名物の牛たんをぜひご堪能下さい。

定食をご注文のお客様、ソフトドリンク１杯サービス

営業時間／10：00～19：00（休業日：無休）
住所／仙台市青葉区錦ケ丘1-3-1　錦ケ丘ヒルサイドモール内
電話／022-391-0234

特 
典

大衡村No.

大衡村農産物展示販売所
「万葉・おおひら館」

94
東北道　大衡ICから車で5分

詳しくはWebで検索　http://ohirakan.com/

平成24年8月にオープンした「万葉・おおひら館」では、地元の自
然に育まれ、こだわりの農家が作る安全・安心・新鮮な野菜や果
物を畑から直送販売しております。
また、宮城県のアンテナショップとして多彩な展示やイベントも行
っております。

お買い上げ1,000円以上のお客様に
50円分のお買い物券を贈呈

営業時間／9:00～19:00（冬期18:00まで）（休業日：年始（1月
1日～1月3日）及び毎週水曜日（祝日の場合は翌日））
住所／大衡村大衡字鐙沢12-2
電話／022-343-7288

特 
典

大衡村No.

ビジネスホテル「新ばし」95
東北道　大衡ICから車で10分

詳しくはWebで検索　https://www.shin-bashi.com/

宮城県のほぼ中心に位置する大衡村にあるビジネスホテルです。
国道4号線沿いにあり，県内全域のビジネスから観光まで幅広くご
利用頂けます。
シングル・セミダブル・ダブルルームの３タイプからご利用頂けます。
インターネット通信，ウォシュレット完備。

レストランご利用時にグラスビール1杯サービス
（ご宿泊者・クーポン券1枚で1人1回のみ）

営業時間／レストラン営業時間：18：00～21：00
　　　　　（休業日：レストラン定休日：日曜日）
住所／大衡村大衡字石神沢20
電話／022-345-7887

特 
典

大崎市No.

96
東北道　古川ICから車で5分

詳しくはWebで検索　http://www.papagonomi.com/

古川名物「パパ好み」は皆様に愛され、もうすぐ誕生60周年！油を
使わず焼き上げた数種類のあられと、アジ、えび、ピーナッツをミ
ックスした商品です。「ママも喜ぶ！パパ好み」をキャッチフレーズ
に、ビールのおつまみ、ご贈答、お茶うけにご愛用いただいており
ます。また、20周年を迎える大人気「ずんだ煎餅」や「仙台みそせ
ん」、新商品の「女子ごのみ」もオススメです。
「ふるさとの美味しさ」を是非ご賞味下さい。

税込２，０００円以上お買い上げのお客様に
「パパ好み」１袋プレゼント

営業時間／8：30～18：30（休業日：元日）
住所／大崎市古川前田町4-6
電話／0229-22-0259

特 
典

株式会社　松倉
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大崎市No.

加護坊温泉 さくらの湯97
東北道　古川ICから車で30分

詳しくはWebで検索　http://www.sakuranoyu.jp/

加護坊温泉さくらの湯は、田尻のシンボル加護坊山の千本桜にち
なんで名付けられました。源泉は、マイルドで優しい肌触りのアル
カリ性温泉で、ナトリウムイオンと塩化物イオンを含む保温効果
の高い泉質です。また、炭酸水素イオンの含有量も多く天然洗浄
成分として優しく汚れを落とします。四季のうつろいと贅沢な源泉
掛け流しをご堪能ください。

ソフトクリーム　50円引 280円⇒230円
（クーポン券１枚につき１名様のみご利用）

営業時間／10：00～22：00（21：30受付終了）
　　　　（休業日：毎月第２火曜日〔祝日の場合翌日〕）
住所／大崎市田尻小塩字八ツ沢37-1
電話／0229-39-3388

特 
典

大崎市No.

源蔵の湯 鳴子観光ホテル98
東北道　古川ICから車で40分

詳しくはWebで検索　http://www.narukokankouhotel.co.jp/

日本に11種類ある泉質内9種類もの泉質が集まる東北の名湯
「鳴子温泉」の中心部に位置するホテル。自慢の温泉は乳白色の
硫黄泉で古くから美肌の湯として人々に愛され続けてきました。
是非、鳴子観光ホテルで美肌の湯をお楽しみください。

日帰り入浴料割引
大人1,080円、子供540円の金額より20％引きでご用意
大人　1,080円→864円
子供　  540円→432円

営業時間／日帰り入浴時間12：00～14：00まで
　　　　（休業日：無休：メンテナンスの為ご利用になれない場合あり）
住所／大崎市鳴子温泉字湯元41
電話／0229-83-2333

特 
典

大崎市No.

オニコウベスキー場99
東北道　古川ICから車で60分

詳しくはWebで検索　https://www.onikoube.com/

ゴンドラリフト（テレキャビン）やパターゴルフ、サイクリング等、
花と緑に囲まれた自然のテーマパークで、アウトドアを思う存分
楽しむことができます。12月中旬にはバラエティ豊かなゲレンデ
を誇るスキー場がオープンします。初心者からエキスパートまで
お楽しみいただけます。

施設料金割引
テレキャビン乗車料金10％割引（１枚で5名様まで利用可）、
リフト1日券10％割引（１枚で５名様まで利用可）
（スキーシーズンは12月20日オープン予定）

営業時間／9：00～16：30（スキーシーズンは12月20日オープン予定）
　　　　（休業日：夏休み期間中（7/13～8/25）を除いた平日）
住所／大崎市鳴子温泉鬼首字小向原9-55
電話／0229-86-2111

特 
典

大崎市No.

松山酒ミュージアム
松山華の蔵

100
東北道　大和IC又は古川ICから車で30分

詳しくはWebで検索　https://www.ichinokura.co.jp/museum.html

酒造りや酒の特徴・料理との相性等をアニメとカラクリ人形で楽
しく紹介。昔の酒造りを昔の道具と合わせて展示。年齢関係なく
楽しく学ぶことができる。
華の蔵では、清酒、味噌、農産加工品等、松山の特産品を取り揃
えて販売。こだわりの地そばでお食事もできる。

酒ミュージアム入館後、
物産館「華の蔵」で3,000円以上ご購入頂いたお客様に
有機栽培コーヒー1杯サービス。

営業時間／酒ミュージアム9：30～17：00（最終入館受付16：30）
華の蔵9:30～17:00※飲食部門11:00～15:00（ラストオーダー14:30）
（休業日：毎週月曜日 ＊祝日の場合はその翌日、年末年始）
住所／大崎市松山千石字松山242-1　電話／0229-55-2700

特 
典

大崎市No.

東鳴子温泉　勘七湯101
東北道　古川ICから車で35分

詳しくはWebで検索　http://kansiti.com/

江戸時代から続く湯治の宿。大浴場と小浴場は種類の異なるか
け流しの源泉で24時間入浴可能。それぞれ男女別に分かれてお
ります。
宿泊代は2食付8,000～12,000円です。
素泊まりやお一人様での宿泊も歓迎。
エレベーター完備，駐車場40台。

宿泊の方へドリンク1本付
日帰り入浴の方　大人　500円⇒400円
　　　　　　　　小人　300円⇒200円

営業時間／日帰り入浴 8:00～20:00（休業日：なし）
住所／大崎市鳴子温泉字赤湯18
電話／0120-83-3038

特 
典

大崎市No.

もちべえ本店102
東北道　古川ICから車で5分

詳しくはWebで検索　http://www.mochibe.co.jp/

めずらしい「餅のレストラン」です。色々な餅が楽しめます。
店内には、もちべえの商品が展示され、購入することもできます。
特に「ずんだ餅」は、御土産にお勧めです。

食事割引　8％

営業時間／１１～２月　9：00～17：00
　　　　　３～１０月　9：00～18：00
　　　　　（休業日：なし）
住所／大崎市古川福浦1-11-22　電話／0229-34-3029

特 
典

大崎市No.

吉野作造記念館103
東北道　古川ICから車で15分

詳しくはWebで検索　https://www.yoshinosakuzou.info/

大崎市古川出身で政治学者および思想家、民主主義の先駆者で
ある吉野作造博士の功績や人間像などを分かりやすく紹介してい
ます。当館は1995年1月29日の 吉野作造の誕生日に開館 しまし
た。建物は大正ロマン風を基本に現代建築を大胆に取り入れ、吉
野作造の時代先見性と人間を盛り込んだつくりになっています。

常設展入館料割引
大　　人　310円→250円　　高校生　210円→160円
小中学生　100円→80円　　  幼　児　無料
※企画展開催企画中は別途料金となります。

営業時間／9：00～17：00
（休業日：毎週月曜日、月曜日が祝祭日の場合は翌日が休館日）
住所／宮城県大崎市古川福沼1-2-3
電話／0229-23-7100

特 
典

大崎市No.

大崎市観光物産センターD
どーぞ

ozo104
東北道　古川ICから車で10分

詳しくはWebで検索　https://www.kamuro.info/blank-8

寛政2年（1790年）創業の酒造「橋平酒造店」の歴史的資源を活
かした商業施設「醸室」。その一角にある大崎市観光物産センタ
ーDo-zoでは,鳴子漆器などの工芸品をはじめ,大崎市ならではの
発酵食品や地酒,地域限定商品など幅広い品物を多数取り揃え販
売しております。

税込500円以上お買い上げで
大崎市観光物産センターDozoオリジナル
「釜神様飴（3個入り）」1袋をプレゼント。
※クーポン1枚につき1名様まで

営業時間／10：00～18：00
　　　　　（休業日：年末年始（12/30～1/1））
住所／大崎市古川七日町3-10「食の蔵　醸室」蔵10
電話／0229-25-8120

特 
典

大崎市No.

おみやげの店　なるみ105
東北道　古川ICから車で35分

可愛らしいネコの看板が目印のお店。
鳴子温泉名物のしそ巻きや栗団子などを製造・販売しています。
鳴子温泉名物のお土産はここでどうぞ！
（お店の前に10台程度の駐車場有り）

当社自家製品（栗団子,しそ巻き等）を
1,000円以上お買い上げのお客様に
大栗入り　なるまん1個（130円）をプレゼントいたします

営業時間／8：00～18：30（休業日：不定休）
住所／大崎市鳴子温泉鷲ノ巣87-2
電話／0229-83-2362

特 
典
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大崎市No.

バリュー・ザ・ホテル古川三本木106
東北自動車道　三本木スマートICより車で5分

詳しくはWebで検索　https://valuethehotel.jp/sanbongi

国道4号線沿いに面した、シングル、ツイン、ダブル、レディースル
ームの計513室。無料の朝食は日替わりバイキング。館内はWi-Fi
の環境を完備しており、挽きたてのコーヒーを無料でサービスし
ております。お車でお越しのお客様には嬉しい駐車場無料。

・レイトアウト
　通常10:00チェックアウト⇒12:00チェックアウト
・ウェルカムドリンク
　お一人様一本ミネラルウォーターをプレゼント。
※ご予約の際にハイウェイ宮城サービスキャンペーン2019を見た！
とフロントへお伝え下さい。当日のご予約は17：00まで。お電話で
のご予約を対象とします。

営業時間／24時間（休業日：なし）
住所／大崎市三本木南谷地字千刈田146
電話／0229-52-5567

特 
典

加美町No.

やくらい薬師の湯107
東北道　古川ICから車で40分

詳しくはWebで検索　http://aka.gmobb.jp/yakurai/index.html 

大自然に囲まれたやくらい薬師の湯は豊富な湯量の大浴場をは
じめ家族で楽しめる家族風呂、サウナなど多彩なお風呂を満喫で
きます。また、個室や大広間、カラオケルーム、団体様用プラン、
公演もございますのでお気軽にお問い合わせ下さい。

１日利用券１人100円引き（大人・小人とも）
大人（中学生以上）　800円⇒700円
小人（5歳児以上）　 400円⇒300円
（クーポン１枚につき５名様まで）

営業時間／9：00～21：00
（休業日：第1・第3月曜日、祝日の場合翌日、12月2日～6日）
住所／加美町字味ヶ袋薬莱原1-76　電話／0229-67-3388
E-mail／yakushinoyu@yakurai553.com

特 
典

加美町No.

やくらい林泉館108
東北道　古川ICから車で40分

詳しくはWebで検索　http://aka.gmobb.jp/yakurai/index.html 

「やくらい薬師の湯」に隣接した、ゆっくりとくつろげる宿泊施
設。客室からは、移り変わる自然の色彩をこころゆくまで堪能で
きます。また、周辺には温泉、プール、パークゴルフ場などがある
のでご家族で楽しめます。76名の宿泊が可能です。

ご宿泊１名様にソフトドリンク１本贈呈

営業時間／チェックイン 15：00　チェックアウト 10：00
　　　　　（休業日：12月2日～6日）
住所／加美町字味ヶ袋薬莱原1-70　電話／0229-67-3688
E-mail／rinsenkan@yakurai553.com

特 
典

加美町No.

やくらいウォーターパーク109
東北道　古川ICから車で40分

詳しくはWebで検索　http://aka.gmobb.jp/yakurai/index.html 

一年中遊べる温泉施設。子供はもちろん大人も楽しめるスポー
ツパーク。町のシンボル薬莱山をのぞみ青い空と緑の大地に包
まれ、リラックスしながら体を動かせば健康増進にもつながりま
す。

１日入館料
１人100円引き（大人・子供とも）（クーポン１枚につき５名様まで）
※大人入館料
平日 1,000円　土・日・祝 1,200円　夏季 1,800円

営業時間／平日 13：00～20：00　土・日・祝 10：00～20：00
夏季期間（7/13～8/25）9：00～20：00（休業日：第２・第４月曜日）
住所／加美町字味ヶ袋薬莱原1-333　電話／0229-68-1133
E-mail／yakuraiwp@yakurai553.com

特 
典

加美町No.

陶芸の里　ゆ～らんど110
東北道　古川ICから車で40分

詳しくはWebで検索　http://kami-tr.com/yuland/spa

江戸時代後期から仙台藩の御用窯として発展した陶磁器「切込
焼」によって、この地域には深く陶芸文化が根付いてきました。深
い森と清流のせせらぎ、大自然に湧き出る天然の湯。陶芸の里「ゆ
～らんど」は山里の天然温泉です。ゆっくり流れる時間と癒しの空
間を味わいに、ぜひお越しください。温泉の泉質は、昔の地図には
塩湯温泉となっていた通りの塩化物質で昔からの名湯です。

日帰り入浴料金　100円引
大人 600円⇒500円　小学生 300円⇒200円
※クーポン１枚につき　日帰り入浴料金２名様まで
宿泊料金　１割引（宿泊料金１名様のみ）

営業時間／9：00～21：00
　　　　　（休業日：第２・第４月曜日（祝日の場合翌日））
住所／加美町宮崎字切込3-2　電話／0229-69-6600

特 
典

加美町No.

切込焼記念館111
東北道　古川ICから車で40分

加美町宮崎切込は、陶磁器「切込焼」発祥の地です。明治初期、
維新・廃藩と時代の波に呑み込まれ窯の煙を絶たれた切込焼は、
その創始を始め様々な点で謎に包まれている陶磁器です。常設展
「切込焼・謎と美」では伝世品、窯跡調査時の出土資料を展示して、
来館者を魅了しています。

入館料　100円割引
大　　 人 300円⇒200円　シルバー・学生 200円⇒100円
小・中学生 150円⇒50円
※クーポン１枚につき２名様まで

営業時間／10：00～16：30（入館は16：00まで）
　　　　　（休業日：第２・第４月曜日、祝日の場合翌日、年末年始）
住所／加美町宮崎字切込3
電話／0229-69-5751

特 
典

加美町No.

芹沢長介記念
東北陶磁文化館

112
東北道　古川ICから車で20分

東北地方の江戸時代から明治時代にかけての、やきものの美術
館です。考古学者芹沢長介によって収集された、堤焼や切込焼、
会津本郷焼、大堀相馬焼、平清水焼、白岩焼など、東北の風土と
庶民の生活文化を映した、陶磁器群の工芸美をご覧になれます。

入館料100円引き
大　　 人 300円→200円　65歳以上・大学生 200円→100円
小・中学生 150円→50円
※クーポン１枚につき2名様まで

営業時間／10：00～16：30
（休業日：月曜日（祝日の場合翌日）、祝日の翌日、年末年始）
住所／加美町字町裏64
電話／0229-63-3577

特 
典

加美町No.

あゆの里物産館113
東北道　古川ICから車で20分

食堂では、鮎定食や鮎天ざるそばなど鮎を使用した料理、加美町
産牛肉を使用したハンバーグ定食をはじめ、そば・うどん類など豊
富なメニューがございます。また、地場産品や加美町のイメージキ
ャラクター「かみ～ご」グッズの販売も行っております。

ソフトクリーム　50円引き
単品　250円→200円　　食事セット　200円→150円
※クーポン1枚につき1名様の割引きといたします

営業時間／3月～11月 9：00～17：00　12月～2月 9：00～16：00
　　　　　（休業日：毎週月曜日、毎月第2・4火曜日）
住所／加美町字一本杉101
電話／0229-63-5244

特 
典

栗原市No.

細倉マインパーク114
東北道　築館IC又は若柳金成ICから車で30分

1200年の歴史をもつ細倉鉱山の坑道跡を利用したテーマパーク
が平成28年7月に展示内容を充実し、リニューアルオープン！
坑道内での砂金採り体験や野外にはスライダーパークなどがあ
り、細倉鉱山の歴史を学べるほか、全国の貴重な鉱石などが見ら
れ魅力がいっぱい。
今年度も通常料金の半額で営業中です。

館料100円割引
大　人 460円→360円　中高生 360円→260円
小学生 300円→200円
※クーポン１枚につき１名様の割引といたします。

営業時間／3月～11月 9：30～17：00　12月～2月 9：30～16：00
（休業日：火曜日（ゴールデンウィークと夏休み期間は休まず営業）と12/31～1/3）
住所／栗原市鶯沢南郷柳沢2-3
電話0228-55-3215

特 
典
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栗原市No.

「道の駅」路田里はなやま
（自然薯の館）

115
東北道　築館IC又は若柳金成ICから車で40分

国道398号沿いに位置し、藩政時代の検問所、寒湯番所をイメー
ジした建物。特産物販売所「自然薯の館」では、自然薯山菜、きの
こなどを販売。レストランでは、季節の食材やイワナを使った料
理を食べることができます。

ソフトクリーム50円引き。（300円→250円）
ふさすぐりソフト50円引き。（380円→330円）
ソフトクリームは11月中旬までの販売とさせていただきます。

営業時間／3月～11月 9：30～18：00　12月～2月 9：30～17：00
　　　　　（休業日：なし）
住所／栗原市花山字本沢北ノ前112-1
電話／0228-56-2265

特 
典

栗原市No.

花山温泉　温湯山荘116
東北道　築館IC又は若柳金成ICから車で50分

詳しくはWebで検索　http://www.yumeguri.jp/nuruyu/

栗駒山の懐、四方を山々に囲まれ、四季の情緒を存分に感じられ
やすい佇まい。日ごろの喧騒から離れ、野鳥のさえずりや川のせ
せらぎに時を忘れ、のんびりと疲れた身体と心を癒してくれる宿
です。施設内のレストランでは季節の食材や山菜を使った料理を
食べることができます。

日帰り入浴料割引
大人　510円→410円
※クーポン券１枚につき５名様の割引といたします

営業時間／日帰り入浴 10：00～18：00（火曜日は11：00～）
宿泊 15：00～翌10：00（休業日：なし）
住所／栗原市花山字本沢温湯15-1
電話／0228-56-2040

特 
典

～高速道路や宮城の観光情報をご案内～

「はいうぇい人・街・ネット」
毎週木曜日 11:20 ～ 放送中！

栗原市No.

ハイルザーム栗駒117
東北道　築館IC又は若柳金成ICから車で50分

詳しくはWebで検索　http://www.eeonsen.com/

秀峰栗駒山のくりこま高原温泉郷にある宿泊施設「ハイルザー
ム栗駒」。館内には男女内風呂と男女露天風呂、県内でも珍しい
「温泉プール」を完備。ご宿泊から日帰り入浴まで幅広くご利用
いただけます。

日帰り入浴割引　下記の利用料（温泉入浴＆温泉プール
利用セット）よりお一人様一律100円引き。
一日大人（中学生以上）850円　一日子供（４才以上小学生）650円　3歳以下無料
夕券（15：00～18：00）　大人650円　子供550円
※日帰り宴会プラ等の割引には適用されません。
※クーポン１枚につき５名様の割引といたします。

営業時間／日帰り入浴 10：00～18：00（休業日：年中無休）
住所／栗原市栗駒沼倉耕英東50-1
電話／0228-43-4100

特 
典

栗原市No.

あぐりっこ金成118
東北道　若柳金成ICから約10分

新鮮な“朝採り野菜”を１年中揃えており、他にも「手作りアイスク
リーム」を販売しています。アイスクリームは、新鮮な牛乳を使用
し、お店の中で製造しています。ぜひ一度ご賞味ください。
このほか、餅菓子やだんご等もあり、品揃えが豊富です。

ホットコーヒー　　　50円引
ジェラートアイス　　50円引
ソフトクリーム　　　50円引
但し、本紙添付のクーポン券1枚で1名様の割引とさせて
いただきます。

営業時間／4月から9月 9：00～18：00　10月から3月 9：00～17：30
　　　　　（休業日：年末年始（12/31～1/3））
住所／栗原市金成藤渡戸字原田15-1
電話／0228-44-2500

特 
典
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♪
♬♩

●主催／秋田・はいうぇい人街ネット地域連絡会　●協力／（一社）男鹿市観光協会・（一社）横手市観光協会・（株）かづの観光物産公社・湯沢市観光・ジオパーク推進課・羽後町企画商工課

ペア宿泊券 各1組 2名様

5名様

最高級の三梨牛と
あきたこまち米の
セット（2万円相当）

湯の宿 元湯くらぶ
〈湯沢市〉

西仙北ぬく森温泉 ユメリア
〈大仙市〉

薬師の湯 多郎兵衛旅館
〈湯沢市〉

セイコーグランドホテル
〈男鹿市〉

大湯温泉ホテル鹿角
〈鹿角市〉

元湯 雄山閣
〈男鹿市〉

A賞

特別賞佐藤養助 稲庭うどん 3名様

史跡尾去沢鉱山 オリジナル「純金茶」 3名様

平塚果樹園特選サンふじ（5kg） 3名様

道の駅かづの  あんとらあ
きりたんぽ鍋セット 2名様

陽気な母さんの店 
いろいろ使えるスープセット 2名様

（一社）男鹿市観光協会 男鹿特産品 3名様

（一社）横手市観光協会 横手特産品 3名様

湯沢市 湯沢特産品 3名様

道の駅ひない 
きりたんぽセット 2名様

道の駅たかのす
比内地鶏きりたんぽセット

（２～３人前） 2名様

秋田犬会館
秋田犬ハンドタオル
マグネットセット 3名様

能代市旧料亭 金勇
金勇らんち・ペアお食事券 2組様

男鹿水族館GAO ペア入館券 5組様

G賞

F賞

E賞

D賞

C賞

B賞

M賞

N賞

O賞

P賞

Q賞

R賞

S賞

T賞

U賞

秋田ふるさと村 有料館ペア招待券+お食事
＆お買物券（2,000円） 5組様

小坂町康楽館常打芝居 ペア招待券 2組様

秋田県中央地区老人福祉総合エリア
（コミュニティセンター） ペア入浴・休憩券 5組様

秋田県北部老人福祉総合エリア
（コミュニティセンター） ペア温泉入浴券 3組様

秋田県南部老人福祉総合エリア
（コミュニティセンター） ペア入浴・休憩券 3組様

クアドーム ザ・ブーン ペア無料入館券 5組様

小坂特製 ぶどうジュース(720㎖) 2組様

H賞

I賞

J賞

K賞

L賞

または

E7

E7

E13

E46

E46

E4

東北復興支援!東北復興支援!

はいうぇい
スタンプラリー
秋田

♪ ♬
♩

2019
第13回

スタンプ集めてプレゼントを当てよう!スタンプ集めてプレゼントを当てよう!

秋田県内の高速道路と、
県北・県央・県南エリアの観光施設の

スタンプ設置ポイントで

秋田県内の高速道路と、
県北・県央・県南エリアの観光施設の

スタンプ設置ポイントで

詳しくは
スタンプ
パスポートを
見てね！
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1.本キャンペーンと本キャンペーン以外
の割引サービスを重複してご利用す
ることは出来ません。

2.応募ハガキのスタンプ押印等、所定
の条件を満たしていない応募につき
ましては、無効とさせていただきます。

3.ご応募いただいた中から厳正な抽選
のうえ、当選者を決定します。賞品の
発送をもって、当選者の発表に代えさ
せていただきます。
また、抽選結果等に関するお問い合
わせには、お答えしかねますので、ご
了承下さい。

4.収集した個人情報は、東日本高速道
路㈱が厳重に管理のうえ賞品の発送
のみに使用するものとし、使用後は、
速やかに廃棄いたします。

注  意  事  項

スタンプラリープレゼント
スタンプラリーでご応募いただいた方の中からキャンペーン終了後、厳正な抽選のうえ次の①～⑭の賞品をプレゼントします。
賞品は、2020年2月末までに当選者あてに送付させていただく予定です。（賞品の種類は抽選のため選べません。）

無料宿泊券プレゼント

源蔵の湯 鳴子観光ホテル 提供

川崎町観光協会 提供

※イメージ写真

NEXCO東日本 提供

源蔵の湯

鳴子観光
ホテル
無料宿泊券

プレゼント

合計4組様

地元特産品プレゼント 合計16名様

無料観光施設入場券プレゼント 合計15組様

1組様3組様

10名様

2
鳴子温泉

川崎町
地元特産品
詰合せ

ペア
無料宿泊券

プレゼント 1

プレゼント 3

（30,000円）

（5,000円相当）
松島観光物産館 提供

※イメージ写真

3名様

松島の
お土産品
セット

プレゼント 4

（2,000円相当）
多賀城市観光協会 提供

※イメージ写真

3名様

「たがもん
グッツと
名産品詰合せ」

プレゼント 5

（3,000円相当）

みちのく伊達政宗歴史館 提供

みちのく
伊達政宗
歴史館

プレゼント 6

石ノ森萬画館 提供

5組様5組様 プレゼント 7

気仙沼シャークミュージアム 提供

5組様プレゼント 8

ペア入場券

石ノ森
萬画館

ペア入場券

気仙沼
シャーク
ミュージアム
ペア入場券
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各施設館内商品券等プレゼント 合計30名様

高速道路のETC割引のお知らせ

平日朝夕割引［地方部］ ETCマイレージサービス

サービス全般に関するお問い合わせ

ETCマイレージサービス事務局　 0570-010125
携帯電話・PHS・IP電話など　045-477-3793

対　　象

休日割引［地方部］
対象車種 普通車・軽自動車等（二輪車）

対象日 土曜・日曜・祝日・毎年1月2日～3日

深夜割引
対象車種 割引内容すべての車種

対象車種 すべての車種

毎日0時～4時

取引内容

30％割引

地方部（東京・大阪近郊は対象外）の高速道路

割引内容

お申し込みは、早くて便利なインターネットで。
https://www.smile-etc.jp/

平日朝夕割引の内容

1

　

3

2

還元額は通行料金のお支払いにご利用いただけます。
※還元額は、ご利用された通行料金に充てられ、還元額に達するまでは無料でご通行いただけます。

1ヶ月の
利用回数

還元率

5回から
9回まで

約30％分還元

10回以上

約50％分還元

申
法
方
込

平日 09：00 ～ 21：00 （土日祝日は18:00まで）

30％割引

1回のご利用ごとにお支払額10円につき1ポイント5,000ポイント
貯まると5,000円分の還元額（無料通行分）に交換

ETCマイレージサービスにご登録された方

対　　象 ETCマイレージサービスにご登録された方

郵送でのお申し込みは、SA・PAなどに備え付けの「ご登録申込書」を
ご利用ください。

対象日時 平日「朝：6時－9時」、「夕：17時－20時」

事前にETCマイレージサービスに登録してください。
※既にご登録済みの方は登録不要です。
お申し込みは、下記ETCマイレージサービスをご覧ください。

平日の朝「6時～9時」、夕「17時～20時」の時間帯にETC無線通行により
入口または出口料金所を通過。

1ヶ月（1日から末日まで）の割
引対象となる利用回数に応じ
た還元率を割引対象区間の
通行料金のうち最大100km
相当分に適用します。

朝夕の時間帯それぞれにつき最初の1回目の走行が対象となります。

ご走行月の翌月20日にETCマイレージサービスの還元額（無料通行分）と
してお付けします。

地方部（東京・大阪近郊は対象外）の高速道路が対象となります。
※休日割引・深夜割引などが適用されるご利用は平日朝夕割引の対象外となります。
※平日朝夕割引は、割引分をETCマイレージサービスの還元額として後日還元する割引です。
　そのため、割引対象走行の通行料金は、通常料金となります。

４

お問い合わせ受付時間 

（2,000円相当） （2,000円相当） （2,000円相当）道の駅「村田」 提供

道の駅
「村田」

プレゼント 9

三井アウトレットパーク仙台港 提供

5名様5名様 プレゼント10

仙台泉プレミアム・アウトレット 提供

5名様プレゼント 11

商品券

三井アウトレット
パーク仙台港

お買物・
お食事割引券

仙台泉
プレミアム・
アウトレット
お買い物券

もちべぇ本店（大崎市） 提供

もちべぇ
本店
（大崎市）

プレゼント12

和風レストラン田園 提供

5名様5名様 プレゼント13

マルタの果汁工場 田所食品㈱

5名様プレゼント14

お食事券 お食事券

和風
レストラン
田園

マルタの
果汁工場
田所食品㈱
商品券

（2,000円相当） （2,000円相当） （2,000円相当）
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住所

氏名

ご意見・ご感想

年齢 歳

電話

■本キャンペーンの開催時期は、いつ頃が良いと思いますか？該当するものを
○で囲んで下さい。（複数回答可）

［　春　・　夏　・　秋　・　冬　・　その他（　　　　　　　　）］

性別 男 女・（ ）

〒 -

 キリトリミシン

 

キ
リ
ト
リ
ミ
シ
ン

お手数ですが、
所定の郵便料金の
切手を必ず

お貼りください。

郵　便　は　が　き

9

仙台市青葉区郷六字庄子40
NEXCO東日本仙台管理事務所
「ハイウェイ宮城

サービスキャンペーン」係

8 9 3 1 2 1

特典利用クーポン 特典利用クーポン 特典利用クーポン 特典利用クーポン 特典利用クーポン

特典利用クーポン 特典利用クーポン 特典利用クーポン 特典利用クーポン 特典利用クーポン

 

キ
リ
ト
リ
ミ
シ
ン

 キリトリミシン

 キリトリミシン

特 典 利 用 ク ー ポ ン 券

『飲酒運転は法律で禁止されております。
ドライバーの方はアルコール摂取後の運転は絶対に行わないでください。』

飲酒運転禁止



または

 キリトリミシン

 

キ
リ
ト
リ
ミ
シ
ン

人

月 日

ご利用人数

ご利用日

お住まい
の市町村

大人

人小人

人

月 日

ご利用人数

ご利用日

お住まい
の市町村

大人

人小人

人

月 日

ご利用人数

※当日消印有効

（注）高速道路SＡ・PAのスタンプは無効です。

ご利用日

応募
締切

お住まい
の市町村

大人

人小人

人

月 日

ご利用人数

ご利用日

お住まい
の市町村

大人

人小人

人

月 日

ご利用人数

ご利用日

お住まい
の市町村

大人

人小人

人

月 日

ご利用人数

ご利用日

お住まい
の市町村

大人

人小人

人

月 日

ご利用人数

ご利用日

お住まい
の市町村

大人

人小人

人

月 日

ご利用人数

ご利用日

お住まい
の市町村

大人

人小人

人

月 日

ご利用人数

ご利用日

お住まい
の市町村

大人

人小人

人

月 日

ご利用人数

ご利用日

お住まい
の市町村

大人

人小人

 

キ
リ
ト
リ
ミ
シ
ン

 キリトリミシン

 キリトリミシン

特典利用クーポン券を切り取り、必要事項を記入し、参加施設の窓口にお渡し下さい。

スタンプラリーに参加するには

①

②

③

④

高速道路等のSA・PAで、本パンフレット「ハイウェイ
宮城サービスキャンペーン2019」を入手する。

上記の方法で割引等を受けたら、本誌添付の応募は
がきに参加施設のスタンプを押印してもらう。

2箇所の参加施設のスタンプを集めたら、表面に住所・
氏名等必要事項を全てご記入の上、郵送して下さい。

本パンフレットを持って参加施設に行き、本誌添付の
「特典利用クーポン券」に必要事項を記入して窓口に
渡し、割引などの特典を受ける。

割引等を受けるには

スタンプ
（参加施設）

スタンプ
（参加施設）

2019年12月31日火

7月1日月～12月31日火

抽選発表は賞品の発送をもって代えさせていただきます。

応募
方法

下段のスタンプ欄に、2箇所の参加施設でスタンプを押して
もらって下さい。応募はがきに必要事項を記入し、郵送して
下さい。

期間
2019年


