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★レジャー施設☆彡

大人 510円 ⇒ 410円

中高生 410円 ⇒ 310円

3歳～小学生以下 300円 ⇒ 200円

大人 1,100円 ⇒ 1,050円

小・中学生 400円 ⇒ 350円

大人 540円 ⇒ 490円

小・中・高生 270円 ⇒ 220円

4 レンタル料金割引 秋田自動車道 昭和男鹿半島IC 男鹿市北浦北浦字平岱山地内
・1申込につき、1組様まで有効
・キャンプ場の営業は11月下旬まで　※コテージは通年営業

大人 2,100円 ⇒ 1,890円

小人 1,050円 ⇒ 950円

大人 600円 ⇒ 540円

小人 330円 ⇒ 300円

⇒ 10％割引

⇒ 10％割引

⇒ 10％割引

大人 500円 ⇒ 400円

小人（小・中学生） 250円 ⇒ 200円

★観光農園☆彡

8 粗品進呈 東北自動車道
十和田ICまたは
鹿角八幡平IC

鹿角市花輪字下野
・1申込につき、粗品1個進呈
・定休日は不定期のため、事前の確認をお願いいたします

9 粗品進呈 東北自動車道 十和田IC 鹿角市十和田大湯字箒畑105-1 ・1申込につき、粗品1個進呈

★美術館・博物館等☆彡

10 料金割引 秋田自動車道 昭和男鹿半島IC 男鹿市北浦真山字水喰沢 ・精算前に申込完了メールの提示が必要　※一部商品、優待除外品あり

11 観覧料金割引 東北自動車道 鹿角八幡平IC 鹿角市尾去沢字獅子沢13-5 ・1申込につき、5名さままで有効史跡　尾去沢鉱山 石切沢通洞坑コース　10％割引 秋田県

なまはげ館 売店コーナーお土産品表示価格より5％割引 秋田県

Ｎo 施設名 優待内容 最寄IC 所在地 備考

精果園
売店で500円以上購入の方、冷凍ブルーベリー1カップ

またはリンゴジュース1本（180ｍｌ）いずれかプレゼント
秋田県

りんごの里　平塚果樹園 「プチラブリーパイ」1個プレゼント 秋田県

Ｎo 施設名 優待内容 最寄IC 所在地 備考

6
NPO法人

大館・小坂鉄道レールバイク
乗車料金割引

レールバイク2人乗り1台　2,000円

東北自動車道 小坂IC

秋田県 鹿角郡小坂町小坂鉱山字古川20-9
・1申込につき、5名さままで有効
・6/1よりオープン
・休業日　火・水曜日

秋田県 大館市雪沢字大滝29-8

・11/3まで運行
・定休日　毎週火曜日　（※夏休み期間中は運行、10/10・14は運休）
・秋（10/11～13）には「本場大館きりたんぽ祭り」も開催されます
・記念写真1枚付き

レールバイク4人乗り1台　3,000円

トロッコ客車・中学生以上1人　1,000円

7 小坂鉄道レールパーク 入場料割引 東北自動車道 小坂IC

男鹿市脇本富永字寒風山62-1 ・1申込につき、5名さままで有効

なまはげオートキャンプ場 レンタル品20％割引 秋田県

5
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）

東北自動車道 小坂IC

3
スカイパーク

寒風山回転展望台
入場料金割引 秋田自動車道 昭和男鹿半島IC 秋田県

秋田県 鹿角郡小坂町小坂鉱山字松ノ下2番地
・1申込につき、5名さままで有効
・常打芝居の上演期間及び時間はあらかじめご確認ください観覧料割引

（施設見学のみ）

2 男鹿水族館ＧＡＯ 入館料金割引 秋田自動車道 昭和男鹿半島IC 秋田県 男鹿市戸賀塩浜 ・1申込につき、5名さままで有効

1 クアドーム　ザ・ブーン 入館料割引 秋田自動車道 秋田中央IC 秋田県

Ｎo 施設名 優待内容 最寄IC 所在地 備考

秋田市仁別字マンタラメ213
 ・1申込につき、5名さままで有効

• 特典の利用に際しては、①「申込完了メールを印刷したもの」、または②「申込完了メールの画面」をご提示ください。 
• 【東北観光フリーパス】ご利用期間中のみ、特典のご利用が可能です。（ご案内の情報も同期間中について記載しています。） 
• 営業日・営業時間、またサービスの詳細等については各施設にご確認のうえ、ご利用ください。                              
• 他の割引との併用はできません。 

http://www.osarizawa.jp/�
http://www.namahage.co.jp/namahagekan/�
http://www.kazuno-seikaen.com/�
http://www.towadako.co.jp/�
http://railbike.jp/�
http://railbike.jp/�
http://kosaka-rp.com/�
http://www.namahage.co.jp/camp/�
http://kosaka-mco.com/�
http://kosaka-mco.com/�
http://www.akita-chuoukotsu.co.jp/kanpuzan/�
http://www.akita-chuoukotsu.co.jp/kanpuzan/�
http://www.gao-aqua.jp/�
http://www.theboon.net/theboon/�
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★飲食店・お土産店等☆彡

12 料金割引 秋田自動車道 秋田中央IC 秋田市中通二丁目3-8アトリオンB1F 
・あきた県産品プラザHPの「5％ご優待特別割引券」も
　 印刷のうえ、ご持参ください（※一部対象外商品あり）

13 入館料割引 祭り展示館（大人） 200円 ⇒ 100円 東北自動車道 鹿角八幡平IC 鹿角市花輪字新田町11-4
・1申込につき、5名さままで有効
・平成26年3月10日に「花輪祭の屋台行事（花輪ばやし）」が
　国重要無形民俗文化財に指定されました

しげちゃん丼 700円 ⇒ 650円

がんばるめん 700円 ⇒ 650円

たたらめん 700円 ⇒ 650円

カルビクッパ 790円 ⇒ 740円

15 料金割引 東北自動車道
十和田ICまたは小坂

IC
大館市御成町一丁目1-1（JR大館駅舎内） ・酒類等、一部除外商品あり

★宿泊施設・温泉等☆彡

小学生以上 700円 ⇒ 600円

小学生未満 350円 ⇒ 250円

17 宿泊料金割引 東北自動車道 盛岡IC 仙北市田沢湖駒ヶ岳2-1 ・要事前予約休暇村　乳頭温泉郷 基本宿泊料金10％割引 秋田県

16 元湯雄山閣 日帰り入浴料金割引 秋田自動車道 昭和男鹿半島IC 秋田県 男鹿市北浦湯本字草木原52 ・清掃中の場合等ありますので、事前確認をお願いします

Ｎo 施設名 優待内容 最寄IC 所在地 備考

鹿角郡小坂町小坂鉱山字栗平11-1

・1申込につき、5名さままで有効
・定休日　毎週月曜日と第2火曜日
・電話番号　0186-29-2475
・営業時間　11:00～14:00、17:00～22:00

大館市観光案内所
物産コーナー

表示価格より10％割引(一部除外商品有) 秋田県

鹿角観光ふるさと館
あんとらあ

秋田県

14 伊勢家　大昌園 料金割引 東北自動車道 小坂IC 秋田県

あきた県産品プラザ 販売品を5％割引 秋田県

Ｎo 施設名 優待内容 最寄IC 所在地 備考

http://www.qkamura.or.jp/nyuto/�
http://www.yuuzankaku.co.jp/�
http://www.dodasuka.com/�
http://www.dodasuka.com/�
http://www.ink.or.jp/~antler/�
http://www.ink.or.jp/~antler/�
http://www.a-bussan.jp/�
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