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★アウトレットモール☆彡

1 東北自動車道
泉ICまたは

泉PAスマートIC
仙台市泉区寺岡6-1-1

・駐車場約2,000台（無料）
・1Fインフォメーションセンターにてお渡し

2 三陸自動車道
仙台港北IC

または仙台港ＩＣ
仙台市宮城野区中野出花123

・駐車場約2,000台（無料）
・1F総合案内所にて受付

★レジャー施設☆彡

大人 600円 ⇒ 540円

高校生 450円 ⇒ 400円

小・中学生 250円 ⇒ 220円

大人 500円 ⇒ 450円

中人（中学生・高校生） 300円 ⇒ 270円

小人（小学生） 100円 ⇒ 90円

粗品進呈

5 航送運賃等割引 東北自動車道 青森ＩＣ 東津軽郡外ヶ浜町字蟹田中師宮本160

中学生以上 700円 ⇒ 600円

小学生以下 500円 ⇒ 400円

前森山ゴンドラ遊覧
大人往復

1,300円 ⇒ 1,040円

前森山ゴンドラ遊覧
小学生往復

（ビンゴゲーム付）
650円 ⇒ 520円

安比高原テニスクラブ
コート利用1面1時間

2,700円 ⇒ 2,200円
・適用期間　7/13までの土日祝日
・営業時間　9:00～16:00
・1申込につき、1コートご優待

安比高原パークゴルフ
場

中学生以上1日回り放
題

1,100円 ⇒ 880円
・適用期間　5/24～7/14まで　（※木曜日定休）
・営業時間　10:00～16:00　（15:00最終受付）
・1申込につき、4名さままで有効

大人（中学生以上） 500円 ⇒ 400円

子供（5歳～小学6年
生）

250円 ⇒ 200円

9 料金割引 東北自動車道
盛岡ICまたは盛岡南

IC
盛岡市新庄字下八木田60-18

大人 1,600円 ⇒ 1,440円

小学生 860円 ⇒ 770円

Ｎo 施設名 優待内容 最寄IC 所在地 備考

青森市安方1-1-1

Ｎo 施設名 優待内容 最寄IC 所在地 備考

仙台泉プレミアム・
アウトレット

各ショップで最大10％OFFやグッズなどの
サービスが受けられる「クーポンシート」をプレゼント

宮城県

三井アウトレットパーク
仙台港

約80店舗でおトクなサービスがご利用いただける
「スペシャルクーポン」をプレゼント

宮城県

青森中央ＩＣ

4
入館料金割引

3 ねぶたの家　ワ・ラッセ 入場料金割引 青森自動車道 青森県

・適用期間　6/7～7/13の土日祝日（※荒天等により運休する場合あり）
・対応窓口：ゴンドラ券売所
・1申込につき、4名さままで有効
・小学生以下は要保護者（有料）同伴
・ペット割引特典はございません

園内施設の売店・食堂
お買い上げ金額より10％割引

岩手県

8 小岩井農場まきば園 入園料金割引 東北自動車道

青函連絡船
メモリアルシップ八甲田丸

6 滝ダム湖遊覧船 乗船料金割引 八戸自動車道 九戸IC 岩手県

オリジナル缶バッチ1個プレゼント

青森自動車道 青森中央ＩＣ

久慈市小久慈町36-25-39 ・土日祝祭日以外の日は予約制

・1申込につき、5名さままで有効
・左記はグリーンシーズン料金となります（※参考・11/4からは入園無料）

雫石町丸谷地36-1

八幡平市安比高原岩手県料金割引

青森県 青森市柳川1丁目112番15地先

一関市東山町長坂字町467

むつ湾フェリー 6ｍ未満車両航送運賃及び同乗者運賃を10％割引 青森県

盛岡IC 岩手県

盛岡市動物公園

7
安比高原スキー場

岩手ホテルアンドリゾート
東北自動車道 松尾八幡平ＩＣ

10 猊鼻渓　舟下り
一般乗船料割引

（※幼児を除く）
東北自動車道

一関ICまたは
平泉前沢IC

岩手県

• 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.premiumoutlets.co.jp/sendaiizumi/�
http://www.premiumoutlets.co.jp/sendaiizumi/�
http://www.31op.com/sendai/�
http://www.31op.com/sendai/�
http://www.nebuta.jp/warasse/�
http://www.koiwai.co.jp/makiba/index.html�
http://www7.ocn.ne.jp/~hakkouda/�
http://www7.ocn.ne.jp/~hakkouda/�
http://www.city.kuji.iwate.jp/syoukouka/kankoubusan-g/takidam.html�
http://www.mutsuwan-ferry.jp/�
http://moriokazoo.org/�
http://www.appi.co.jp/�
http://www.appi.co.jp/�
http://www.geibikei.co.jp/�
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★レジャー施設☆彡

11
八幡平フラワーランド

入場料金割引
大人（高校生以上） 500円 ⇒ 450円 東北自動車道 西根IC 八幡平市平笠2-6-333

・サラダファームのアイドル「アルパカ」と触れ合えます
・八幡平フラワーランドの中学生以下の入場料は無料です

大人 800円 ⇒ 600円

高校生 500円 ⇒ 400円

小・中学生 300円 ⇒ 200円

大人（中学生以上） 1,600円 ⇒ 1,400円

小人（4才以上） 1,300円 ⇒ 1,200円

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

17 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

大人 1,400円 ⇒ 1,200円

高校生 1,400円 ⇒ 900円

小・中学生 700円 ⇒ 500円

幼児（3歳以上） 350円 ⇒ 300円

大人（中学生以上） 1,500円 ⇒ 1,350円

子供（小学生） 750円 ⇒ 670円

23 粗品進呈 山形自動車道 鶴岡IC 鶴岡市今泉字大久保675-1 ・6/1リニューアルオープン（それまで一時閉館中）

24
乗船料金割引

（芭蕉ライン・片道）
大人（中学生以上） 2,030円 ⇒ 1,830円 東北中央道 東根IC 最上郡戸沢村古口86-1

大人 1,100円 ⇒ 990円

小人 550円 ⇒ 500円

大人 1,100円 ⇒ 990円

小人 550円 ⇒ 500円

★観光農園☆彡

27 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

28 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

12 歴史公園えさし藤原の郷 入場料金割引 東北自動車道 水沢IC 岩手県 奥州市江刺区岩谷堂字小名丸86-1 ･1申込につき、5名さままで有効

29 東根市観光物産協会 入園料金割引 東北中央自動車道 東根IC 山形県
各観光果樹園

【代表問合せ】東根市観光物産協会
TEL：0237-41-1200

・1申込につき、5名さままで有効
・入園料金は時期により異なります
・｢東根市観光物産協会｣HP・トップ画面内の『⇒観光果樹園開園状況
　（もぎとり可能な果樹園）』より施設をお選びください

さくらんぼ狩り入園料金100円引き
（※さくらんぼ狩り実施期間中限定となります）

「入園料+施設利用券」割引 東北自動車道

松島島巡り観光船

25

26

15 男鹿水族館ＧＡＯ 入館料金割引

14 クアドーム　ザ・ブーン 入館料割引

なまはげオートキャンプ場 レンタル品20％割引

21

とうほくニュージーランド村

乗船料金割引（10％割引）

乗船料金割引（10％割引）

磐越自動車道

マリンピア松島水族館

・1申込につき、4名さままで有効
・左記料金は「入園料+施設利用券」のセットとなり、
　100円×9枚+200円×1枚＝1,100円分の施設利用券が付きます
・引換当日のみご利用可（遊び物、お土産、食事等で使用）

鹿角郡小坂町小坂鉱山字古川20-9

岩手県

奥州市衣川区日向59岩手県

最寄IC 所在地 備考

松島海岸IC 宮城県

・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

男鹿市脇本富永字寒風山62-1

秋田市仁別字マンタラメ213


宮城郡松島町松島字波打浜16

・1申込につき、5名さままで有効

男鹿市戸賀塩浜 ・1申込につき、5名さままで有効

・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 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

・1申込につき、5名さままで有効

秋田県

小坂鉄道レールパーク 入場料割引 東北自動車道 小坂IC 秋田県

宮城県

岩手八幡平サラダファーム

平泉前沢IC

東北自動車道 小坂IC

秋田県

秋田自動車道 昭和男鹿半島IC 秋田県

秋田自動車道 秋田中央IC 秋田県

優待内容

東北自動車道

所在地 備考

磐越自動車道 猪苗代磐梯高原IC 福島県 耶麻郡北塩原村大字桧原字湯平山1110

秋田県

猪苗代磐梯高原IC 福島県 耶麻郡猪苗代町大字翁沢字長浜870

大館市雪沢字大滝29-8小坂IC

最寄IC

三陸自動車道

猪苗代湖遊覧船

檜原湖遊覧船

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

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

施設名 優待内容

三陸自動車道 松島海岸IC

22

20

Ｎo

入館料金割引

乗船料金割引

18
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）

レールバイク4人乗り1台　3,000円

16

19

Ｎo 施設名

山形県

秋田県

入場料金割引 秋田自動車道 昭和男鹿半島IC 秋田県

NPO法人
大館・小坂鉄道レールバイク

加茂水族館 売店ご利用時に粗品を進呈

13

トロッコ客車・中学生以上1人　1,000円

乗車料金割引

レールバイク2人乗り1台　2,000円

スカイパーク
寒風山回転展望台

宮城郡松島町松島字町内98-1

最上峡芭蕉ライン観光㈱ 山形県

http://www.fujiwaranosato.com/�
http://www.higashine.com/�
http://www.matsushima.or.jp/�
http://www.gao-aqua.jp/�
http://www.theboon.net/theboon/�
http://www.namahage.co.jp/camp/�
http://www.touhoku-nzmura.com/�
http://www.marinepia.co.jp/�
http://kosaka-rp.com/�
http://salad-farm.jp/�
http://www.aizubandai.com/�
http://www.aizubandai.com/�
http://www.kazuno-seikaen.com/�
http://www.towadako.co.jp/�
http://kosaka-mco.com/�
http://kosaka-mco.com/�
http://railbike.jp/�
http://railbike.jp/�
http://kamo-kurage.jp/�
http://www.akita-chuoukotsu.co.jp/kanpuzan/�
http://www.akita-chuoukotsu.co.jp/kanpuzan/�
http://www.blf.co.jp/�
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★美術館・博物館等☆彡

粗品進呈

料金割引

大人（高校生以上） 500円 ⇒ 400円

小中学生 200円 ⇒ 150円

32 粗品進呈 八戸自動車道 九戸IC 久慈市中央2-9

33 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

34 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

大人 1,000円 ⇒ 800円

小・中・高校生 500円 ⇒ 400円

大人 800円 ⇒ 640円

中高生 500円 ⇒ 400円

小学生 200円 ⇒ 160円

大人 500円 ⇒ 450円

中・高校生 400円 ⇒ 350円

小学生 300円 ⇒ 250円

大人 500円 ⇒ 450円

中・高校生 400円 ⇒ 350円

小学生 300円 ⇒ 250円

大人 400円 ⇒ 360円

小中高生 200円 ⇒ 180円

高齢者・障害者 300円 ⇒ 270円

大人 850円 ⇒ 750円

中高生 550円 ⇒ 470円

小学生 450円 ⇒ 370円

大人（高校生以上） 410円 ⇒ 360円

小人（小・中学生） 150円 ⇒ 135円

大人 320円 ⇒ 280円

高校生 270円 ⇒ 240円

中学生・小学生 160円 ⇒ 140円

43 料金割引 磐越自動車道
猪苗代磐梯高原IC
または磐梯河東IC

耶麻郡猪苗代町大字翁沢字御殿山
1048-14

★飲食店・お土産店等☆彡

44 料金割引 東北自動車道 浪岡IC 五所川原市金山字千代鶴5-79

45 無料サービス 東北自動車道 浪岡IC 五所川原市旭町67-1

46 粗品進呈 八戸自動車道 九戸IC 久慈市中町2-5-6

47 料金割引 八戸自動車道 九戸IC 久慈市小久慈町31-29-1

48 料金割引 八戸自動車道 九戸IC 久慈市山形町川井8-12-1

49 粗品進呈 東北自動車道 盛岡南IC 下閉伊郡岩泉町乙茂字乙茂90−1

50 粗品進呈 東北自動車道 盛岡南IC 下閉伊郡岩泉町門字三田貝47-2

料金割引

無料サービス 平泉前沢IC

料金割引

52 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）

鶴ヶ城
鶴ヶ城天守閣
入場料金割引

岩手県

備考

福島県 会津若松市花春町8-1

ふるさと物産センター
（道の駅白樺の里やまがた）

ソフトクリーム50円引き

会津若松市東山町大字石山字院内1福島県

31 久慈琥珀博物館 入場料金割引 八戸自動車道

青森県

小久慈焼 お買物商品10%オフ、または陶芸教室 岩手県

道の駅「三田貝分校」
1,000円以上お買い上げの方に

「龍泉洞の水（500mｌ）」1本プレゼント
岩手県

青森市安田近野185

施設名 優待内容 所在地

30

Ｎo

常設展観覧で「あおもり犬」ポストカード1枚プレゼント

企画展の観覧料を団体料金と同額に割引
青森県立美術館

・企画展「あなたの肖像-工藤哲巳回顧展」は6/8までで終了
・企画展「美少女の美術史展」は7/12から開始
・休館日　5/26、6/9～13、6/23、7/14

35 みちのく伊達政宗歴史館

鶴岡市大網字入道11

山形自動車道

石巻市中瀬2-7
・小学生未満は無料
・営業時間　9:00～18:00
・休館日　毎月第3火曜日（※夏休み、年末年始、GW期間は開館）

庄内あさひIC 山形県

・「琥珀まつり・千樹祭」を6/7、8に開催

秋田県

岩手県 久慈市小久慈町19-156-133

・営業時間　8:30～17:00
・年中無休

備考

岩手県

施設名 優待内容

九戸IC

山形県

磐越自動車道 会津若松IC

40 会津武家屋敷 施設入場料割引

41

磐越自動車道 会津若松IC

Ｎo

三陸自動車道石ノ森萬画館 入館料金割引

拝観料割引

なまはげ館 売店コーナーお土産品表示価格より5％割引

もぐらんぴあ まちなか水族館 オリジナルカードプレゼント

山形自動車道

三陸自動車道 松島海岸IC

37 湯殿山総本寺 大日坊

史跡　尾去沢鉱山 石切沢通洞坑コース　10％割引

入館料金割引

最寄IC

36

道の駅くじ　やませ土風館 久慈市の特産”琥珀”を使った粗品プレゼント 岩手県

青森県

庄内あさひIC

庄内あさひIC

山形自動車道 山形県

石巻河南IC 宮城県

東北自動車道 青森ＩＣ

天鏡閣
オリジナル商品「天鏡閣ケレー」

（レトルトパック617円の品）を10％割引

湯殿山注連寺 拝観料割引

磐越自動車道 会津若松IC 福島県

所在地

鶴岡市黒川字宮の下253

鶴岡市大網字中台92-1

宮城県 宮城郡松島町松島字普賢堂13-13

秋田県

青森県

黒川能の里　王祗会館
入館料金割引
（10％割引）

1,500円以上お食事の方にソフトドリンク1杯サービス

福島県

42 会津松平氏庭園　御薬園 入園料金割引

津軽金山焼窯業協同組合

51

38

会津若松市追手町1-1

道の駅「いわいずみ」
1,000円以上お買い上げの方に

「龍泉洞のじっ茶ばっ茶（500mｌ）」1本プレゼント

岩手県

お買い物の品10％割引

辰巳寿司

最寄IC

39

平泉レストハウス 東北自動車道 岩手県

ショッピングコーナー
現金精算のお客さま、10％割引（※一部商品を除く）

2階レストラン「レストラン源」
ランチタイム（11～14時）お食事ご利用のお客さま

1メニューにつき、ワンドリンクサービス（指定ドリンク）

1階レストラン「フードコート門」
名物「弁慶ちからもちセット（もち5品）」

1,300円　⇒　1,150円

西磐井郡平泉町平泉字坂下10-7

あきた県産品プラザ 販売品を5％割引 秋田県

http://www.tsurugajo.com/turugajo/shiro-top.html�
http://www.thr.mlit.go.jp/road/koutsu/roadstation/iwate/iw12.html�
http://www.thr.mlit.go.jp/road/koutsu/roadstation/iwate/iw12.html�
http://www.kuji.co.jp/�
http://kokujiyaki.com/�
http://www.ryusendo-water.co.jp/�
http://www.aomori-museum.jp/�
http://www.date-masamune.jp/�
http://www.bukeyashiki.com/shisetsu.html�
http://www.man-bow.com/manga/�
http://www.namahage.co.jp/namahagekan/�
http://citykuji-kougyou.com/moguranpia/�
http://www.dainichibou.or.jp/�
http://www.osarizawa.jp/�
http://dofukan.com/�
http://www.tif.ne.jp/soumu/tenkyokaku.htm�
http://www2.plala.or.jp/sansuirijuku/�
http://www.city.tsuruoka.lg.jp/kushibiki/dento/kurokawa/ougi-k.html�
http://www.tsurugajo.com/oyakuen/index.htm�
http://www.kanayamayaki.com/�
http://www.ryusendo-water.co.jp/�
http://hiraizumi2011.jp/�
http://www.a-bussan.jp/�
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★飲食店・お土産店等☆彡

53 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

55 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

56 料金割引 東北自動車道 村田ＩＣ 柴田郡村田町大字村田字北塩内41

57 料金割引 山形自動車道 西川IC 西村山郡西川町大字水沢2304
・月山銘水館・屋外カプセルショップ又は水沢温泉館内にて販売
・1申込につき、5名さままで有効

58 料金割引 山形自動車道 庄内あさひIC 鶴岡市越中山字名平3-1 ・企画展「恐竜展」は7/6～9/21まで開催予定

59 無料サービス 山形自動車道 湯殿山IC 鶴岡市田麦俣字六十里山100-1

60 料金割引 山形自動車道 庄内あさひIC 鶴岡市上名川字東山11-1

61 料金割引 山形自動車道 庄内あさひIC 鶴岡市下名川字落合183

62 料金割引 山形自動車道 庄内あさひIC 鶴岡市西荒屋字杉下106-3

63 料金割引 山形自動車道 鶴岡IC 鶴岡市布目字大通80-1
・館内奥の｢案内所（インフォメーション）」にて50円割引券と
　交換の上、ご利用ください　（※乗車人数分交換可能）

64 粗品進呈 日本海東北自動車道 酒田IC 酒田市船場町2-5-10 ・1申込につき、1名さまのみ有効

65 料金割引 日本海東北自動車道 酒田IC 酒田市山居町1-1-20 ・1申込につき、同乗者全員が対象

66 粗品進呈 常磐自動車道 いわき湯本IC いわき市小名浜字辰巳町43-1

67 無料サービス 東北自動車道 福島西IC 福島市土湯温泉町字鷲倉山地内
・11月15日まで営業（磐梯吾妻スカイライン冬期閉鎖のため）
・1申込につき、2名さままで有効

★宿泊施設・温泉等☆彡

68 粗品進呈 青森自動車道 青森中央IC 青森市中央1丁目11－18

69 宿泊料金割引 青森自動車道 青森東IC むつ市大畑町薬研6-1 　

大人 600円 ⇒ 無料

子供（小学生） 300円 ⇒ 無料

大人（中学生以上） 500円 ⇒ 400円

小人（小学生） 300円 ⇒ 250円

幼児（小学生未満） 200円 ⇒ 150円

72 宿泊料金割引 八戸自動車道 八戸北IC 上北郡東北町字上笹橋21-18 ・要事前予約

大人 400円 ⇒ 360円

子供 200円 ⇒ 180円

宿泊料金割引

入浴料金割引

小学生以上 700円 ⇒ 600円

小学生未満 350円 ⇒ 250円

80 無料サービス 山形自動車道 鶴岡IC 鶴岡市湯田川乙39

ソフトクリーム100円引き 山形県

伊勢家　大昌園

浄土平レストハウス
２階のレストランでお食事の方に

ドリンクバーを無料で提供。
福島県

珠玉や ご宿泊の方、2人に1本、3人に2本　ビールサービス 山形県

西津軽郡深浦町舮作鍋石226-1

東北自動車道 小坂IC 秋田県

ご宿泊の方に入浴剤1個プレゼント 青森県

・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

ウェスパ椿山 入浴料割引 東北自動車道 浪岡IC 青森県

・利用可能時間　本館風呂：8:00～21:00（最終受付　20:00）
　　　　　　　　新館風呂：10:30～14:00（最終受付　13:30）
　　　　　　　　海辺の露天風呂：8:00～16:00（最終受付　15:30）

岩手県

最寄IC 所在地

東北自動車道 浪岡IC 青森県 西津軽郡深浦町大字舮作字下清滝15-1

備考

東北自動車道 紫波IC

九戸IC

紫波郡紫波町小屋敷字新在家90番地

青森県

久慈市山形町来内20-13-1岩手県八戸自動車道

八戸自動車道 九戸IC 岩手県 久慈市山根町下戸鎖4-5-1

青森県

78 仙台ロイヤルパークホテル 粗品進呈

ご宿泊の方にガソリン給油券プレゼント

ラ・プラス青い森

70 黄金崎不老ふ死温泉

秋田県

74

77

粗品進呈 しらかばの湯オリジナルハンドタオル進呈

73 新山根温泉　べっぴんの湯 入浴料割引

産直あぐり

71

75

いわき・ら・ら・ミュウ 「カットワカメ」をプレゼント 福島県

表示価格より10％割引(一部除外商品有)

宮城県

ラ・フランス温泉館

76

山形県

道の駅「月山」月山あさひ博物村 各種ソフトクリーム50円割引 山形県

湯殿山直売所 ホットコーヒー無料（※1人1杯限定） 山形県

米の粉の滝ドライブイン 各種ソフトクリーム50円割引 山形県

産直あさひ・グー 食堂メニュー5％割引 山形県

基本宿泊料金より10％割引

鹿角観光ふるさと館
あんとらあ

秋田県

Ｎo 施設名 優待内容

立寄り入浴料割引

ホテルニュー薬研

1室10,000円以上15,000円未満　⇒　給油券2,000円分
1室15,000円以上20,000円未満　⇒　給油券3,000円分

　　　　　　　1室20,000円以上　⇒　給油券4,000円分

大館市観光案内所
物産コーナー

600円700円 ⇒

酒田市観光物産館
「酒田夢の倶楽」

ソフトクリーム50円引き 山形県

さかた海鮮市場 3,000円以上お買い上げの方に粗品プレゼント 山形県

54 料金割引

Ｎo 施設名 優待内容 最寄IC 所在地

鹿角郡小坂町小坂鉱山字栗平11-1

道の駅　にしかわ ソフトクリーム50円引き

秋田自動車道 昭和男鹿半島IC 秋田県元湯雄山閣 日帰り入浴料金割引

山形県

入湯料割引 大人・中学生

備考

東北自動車道 花巻南IC 岩手県 花巻市下シ沢字中野53-1

無料サービス ご宿泊の方、2人に1本、3人に2本　ビールサービス九兵衛旅館79

センターハウス平庭山荘

道の駅「村田」
「そら豆大福（冷凍品）」100円引き

（650円⇒550円）

庄内観光物産館
ふるさと本舗

ソフトクリーム、コーヒー50円引き

・除外日等もあるため、要問い合わせ

鶴岡市湯田川乙19山形自動車道 鶴岡IC 山形県

仙台市泉区寺岡6-2-1

・要事前予約
・給油券はチェックインの際に申込完了メールまたは画面を
　確認のうえ、お渡しとなります
・ガソリンスタンドはホテル指定のスタンドとなります
・「ガソリン付宿泊プラン」との併用はできませんので、ご注意ください

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

東北自動車道 泉PAスマートIC 宮城県

東北温泉 基本宿泊料金10％割引

基本宿泊料金10％割引

日帰り入浴料金　700円⇒350円（※大人のみ）
山の神温泉　優香苑

http://www.tif.ne.jp/soumu/zyodo.htm�
http://www.kuheryokan.com/tamaya/�
http://www.wespa.jp/�
http://www.srph.co.jp/�
http://www.aomori-hka.com/�
http://www.furofushi.com/�
http://beppinnoyu.com/�
http://www.santyokuagri.jp/�
http://www.lalamew.jp/index.php�
https://www.lafrance.co.jp/index.htm�
http://www.asahi-kankou.jp/kankou/member6.html�
http://www.tsuruokakanko.com/cate/p0619.html�
http://www.komenokonotaki.com/�
http://www.tsuruokakanko.com/cate/p0411.html�
http://www.ink.or.jp/~antler/�
http://www.ink.or.jp/~antler/�
http://www.newyagen.com/�
http://www.dodasuka.com/�
http://www.dodasuka.com/�
http://www.sakata-kankou.com/product/yumenokura/�
http://www.sakata-kankou.com/product/yumenokura/�
http://kaisen-ichiba.net/�
http://www.gassan-shop.com/�
http://www.yuuzankaku.co.jp/�
http://www.kuheryokan.com/�
http://www.hiraniwa.com/�
http://muratamachi.info/�
http://www.shoko-corpo.jp/bussan/�
http://www.shoko-corpo.jp/bussan/�
http://www.touhoku-onsen.com/�
http://www.yuukaen.jp/�
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★宿泊施設・温泉等☆彡

81 宿泊料金割引 東北自動車道 盛岡IC 岩手郡雫石町網張温泉 ・要事前予約

82 宿泊料金割引 東北自動車道 盛岡南IC 宮古市崎鍬ヶ崎18-25-3 ・要事前予約

83 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

84 宿泊料金割引 東北自動車道 一関IC 気仙沼市外畑16 ・要事前予約

85 宿泊料金割引 山形自動車道 庄内あさひIC 鶴岡市羽黒町手向羽黒山8 ・要事前予約

86 宿泊料金割引 磐越自動車道 猪苗代磐梯高原IC 耶麻郡北塩原村桧原 ・要事前予約

★SA・PA☆彡

87 上 岩手山ＳＡ レストラン 7:00～21:00 ・提示につき、1名さまのみ有効

88 下 岩手山ＳＡ レストラン 7:00～21:00 ・提示につき、1名さまのみ有効

89 上 紫波ＳＡ レストラン 9:00～21:00 ・提示につき、1名さまのみ有効

90 下 紫波ＳＡ レストラン 9:00～21:00 ・提示につき、2名さままで有効

91 上 前沢ＳＡ レストラン 7:00～21:00 ・提示につき、1名さまのみ有効

92 下 前沢ＳＡ レストラン 7:00～21:00 ・提示につき、1名さまのみ有効

93 上 長者原ＳＡ レストラン コーヒー 300円 ⇒ 150円 7:00～21:00 ・提示につき、1名さまのみ有効

94 下 長者原ＳＡ レストラン 7:00～21:00 ・提示につき、5名さままで有効

95 上 国見ＳＡ レストラン 7:00～21:00 ・提示につき、1名さまのみ有効

96 下 国見ＳＡ レストラン 7:00～21:00
・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

97 上 安達太良ＳＡ レストラン 7:00～21:00 ・提示につき、1名さまのみ有効

98 下 安達太良ＳＡ レストラン 7:00～21:00 ・提示につき、1名さまのみ有効

99 上 櫛引ＰＡ スナック 8:30～17:00

100 上下集約 寒河江ＳＡ スナック 8:00～17:00 ・1申込につき、5名さままで有効

101 磐越自動車道 上 磐梯山ＳＡ レストラン ホットコーヒー 300円 ⇒ 110円 9:00～20:30 ・提示につき、4名さまのみ有効

備考

料金割引

お食事の方にコーヒーを1杯サービス

お食事の方にコーヒーを1杯サービス

無料サービス お食事の方にコーヒーを1杯サービス

料金割引

無料サービス

無料サービス

東北自動車道

無料サービス お食事の方にコーヒーを1杯サービス

無料サービス お食事の方にフリードリンクを1杯サービス

無料サービス お食事の方にソフトドリンク（当店指定）を1杯サービス

無料サービス お食事の方にコーヒーを1杯サービス

無料サービス

無料サービス

無料サービス

お食事の方にコーヒーを1杯サービス

お食事の方にコーヒーを1杯サービス

お食事の方にコーヒーを1杯サービス

お食事の方にコーヒーを1杯サービス

休暇村　岩手網張温泉 基本宿泊料金10％割引

料金割引 「さくらんぼガトーショコラ」を10％割引

岩手県

最寄IC 所在地

優待サービス提供時間・期間道路名（上下） ＳＡ／ＰＡ名 コーナー名 優待内容

休暇村　羽黒 基本宿泊料金10％割引 山形県

休暇村　裏磐梯 基本宿泊料金10％割引 福島県

休暇村　陸中宮古 基本宿泊料金10％割引

Ｎo 施設名 優待内容

無料サービス 玉こんにゃく（1串3個）をサービス
山形自動車道

無料サービス

Ｎo

岩手県

休暇村　乳頭温泉郷 基本宿泊料金10％割引 秋田県

休暇村　気仙沼大島 基本宿泊料金10％割引 宮城県

備考

http://sapa.driveplaza.com/sapa/1040/1040386/1/�
http://sapa.driveplaza.com/sapa/1040/1040386/2/�
http://sapa.driveplaza.com/sapa/1040/1040346/1/�
http://sapa.driveplaza.com/sapa/1040/1040346/2/�
http://sapa.driveplaza.com/sapa/1040/1040301/1/�
http://sapa.driveplaza.com/sapa/1040/1040301/2/�
http://sapa.driveplaza.com/sapa/1040/1040271/1/�
http://sapa.driveplaza.com/sapa/1040/1040271/2/�
http://sapa.driveplaza.com/sapa/1040/1040211/1/�
http://sapa.driveplaza.com/sapa/1040/1040211/2/�
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				★アウトレットモール☆彡 ホシ

				Ｎo		施設名 シセツ メイ				優待内容 ユウタイ ナイヨウ										最寄IC モヨリ				所在地 ショザイチ						備考 ビコウ



				1		仙台泉プレミアム・　　　　　アウトレット センダイ イズミ				各ショップで最大10％OFFやグッズなどの　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　サービスが受けられる「クーポンシート」をプレゼント カク サイダイ ウ										東北自動車道 トウホク ジドウシャ ドウ		泉ICまたは　　　　　　　　泉PAスマートIC イズミ イズミ		宮城県 ミヤギケン				仙台市泉区寺岡6-1-1 センダイシ イズミク テラ オカ		・駐車場約2,000台（無料）
・1Fインフォメーションセンターにてお渡し ワタ

				2		三井アウトレットパーク
仙台港 ミツイ センダイ コウ				約80店舗でおトクなサービスがご利用いただける
「スペシャルクーポン」をプレゼント ヤク テンポ リヨウ										三陸自動車道 サンリク ジドウシャ ドウ		仙台港北IC
または仙台港ＩＣ センダイ コウ キタ センダイ コウ		宮城県 ミヤギケン				仙台市宮城野区中野出花123 センダイシ ミヤギノク ナカノ シュツ ハナ		・駐車場約2,000台（無料）
・1F総合案内所にて受付



				★レジャー施設☆彡 シセツ

				Ｎo		施設名 シセツ メイ				優待内容 ユウタイ ナイヨウ										最寄IC モヨリ				所在地 ショザイチ						備考 ビコウ



				3		ねぶたの家　ワ・ラッセ イエ				入場料金割引 ニュウジョウリョウ キン ワリビキ		大人 オトナ		600円 エン		⇒		540円 エン		青森自動車道 アオモリ ジドウシャ ドウ		青森中央ＩＣ アオモリ チュウオウ		青森県 アオモリケン				青森市安方1-1-1 アオモリシ ヤス カタ

												高校生 コウコウセイ		450円		⇒		400円 エン

												小・中学生 ショウ チュウガクセイ		250円 エン		⇒		220円 エン

				4		青函連絡船
メモリアルシップ八甲田丸 セイカン レンラク セン ハッコウダ マル				入館料金割引 ニュウカン リョウキン ワリビキ		大人 オトナ		500円 エン		⇒		450円		青森自動車道 アオモリ ジドウシャ ドウ		青森中央ＩＣ アオモリ チュウオウ		青森県 アオモリケン				青森市柳川1丁目112番15地先 アオモリシ ヤナギ カワ チョウメ バン チ サキ

												中人（中学生・高校生） チュウ ヒト チュウガク セイ コウコウセイ		300円 エン		⇒		270円 エン

												小人（小学生） ショウニン ショウガクセイ		100円 エン		⇒		90円 エン

										粗品進呈 ソシナ シンテイ		オリジナル缶バッチ1個プレゼント カン コ

				5		むつ湾フェリー ワン				航送運賃等割引 コウ ソウ ウンチン ナド ワリビキ		6ｍ未満車両航送運賃及び同乗者運賃を10％割引 ミマン シャリョウ コウ ソウ ウンチン オヨ								東北自動車道 トウホク ジドウシャ ドウ		青森ＩＣ アオモリ		青森県 アオモリ ケン				東津軽郡外ヶ浜町字蟹田中師宮本160 ヒガシ ツガル グン ソトガハマ マチ アザ カニ タ チュウシ ミヤモト

				6		滝ダム湖遊覧船 タキ コ ユウランセン				乗船料金割引 ジョウセンリョウキンワリビキ		中学生以上 チュウガクセイ イジョウ		700円 エン		⇒		600円 エン		八戸自動車道 ハチノヘジドウシャドウ		九戸IC クノヘ		岩手県 イワテケン				久慈市小久慈町36-25-39 クジシ コクジチョウ		・土日祝祭日以外の日は予約制 ドニチ シュクサイジツ イガイ ヒ ヨヤクセイ

												小学生以下 イカ		500円 エン		⇒		400円 エン

				7		安比高原スキー場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　岩手ホテルアンドリゾート アッピ コウゲン ジョウ イワテ				料金割引 リョウキン ワリビキ		前森山ゴンドラ遊覧
大人往復 マエ モリヤマ ユウラン オトナ オウフク		1,300円 エン		⇒		1,040円 エン		東北自動車道 トウホク ジドウシャ ドウ		松尾八幡平ＩＣ マツオハチマンタイ		岩手県 イワテケン				八幡平市安比高原 ハチマンタイシ アッピコウゲン		・適用期間　6/7～7/13の土日祝日（※荒天等により運休する場合あり）
・対応窓口：ゴンドラ券売所
・1申込につき、4名さままで有効
・小学生以下は要保護者（有料）同伴
・ペット割引特典はございません テキヨウ キカン ドニチ シュクジツ コウテン トウ ウンキュウ バアイ タイオウ マドグチ ケン バイ ジョ モウシコミ ナ ユウコウ ワリビキ トクテン

												前森山ゴンドラ遊覧
小学生往復
（ビンゴゲーム付） マエ モリヤマ ユウラン ショウガクセイ オウフク ツキ		650円 エン		⇒		520円 エン

												安比高原テニスクラブ
コート利用1面1時間 アッピ コウゲン リヨウ メン ジカン		2,700円 エン		⇒		2,200円 エン												・適用期間　7/13までの土日祝日
・営業時間　9:00～16:00
・1申込につき、1コートご優待 テキヨウ キカン シュクジツ エイギョウ ジカン モウシコミ ユウタイ

												安比高原パークゴルフ場
中学生以上1日回り放題
（用具付） アッピ コウゲン バ チュウガクセイ イジョウ ヒ マワ ホウダイ ヨウグ ツキ		1,100円 エン		⇒		880円 エン												・適用期間　5/24～7/14まで　（※木曜日定休）
・営業時間　10:00～16:00　（15:00最終受付）
・1申込につき、4名さままで有効 テキヨウ キカン モクヨウビ テイキュウ エイギョウ ジカン サイシュウ ウケツケ モウシコミ ナ ユウコウ

				8		小岩井農場まきば園 コイワイ ノウジョウ エン				入園料金割引 ニュウエンリョウ リョウキン ワリビキ		大人（中学生以上） オトナ チュウガクセイ イジョウ		500円 エン		⇒		400円 エン		東北自動車道 トウホク ジドウシャ ドウ		盛岡IC モリオカ		岩手県 イワテケン				雫石町丸谷地36-1 シズクイシ マチ マル タニ チ		・1申込につき、5名さままで有効
・左記はグリーンシーズン料金となります（※参考・11/4からは入園無料） モウシコミ ナ ユウコウ サキ リョウキン サンコウ ハイ エン ムリョウ

												子供（5歳～小学6年生） コドモ サイ ショウガク ネンセイ		250円		⇒		200円 エン

				9		盛岡市動物公園 モリオカシ ドウブツ コウエン				料金割引 リョウキン ワリビキ		園内施設の売店・食堂　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　お買い上げ金額より10％割引 エンナイ シセツ バイテン ショクドウ カ ア キンガク ワリビキ								東北自動車道 トウホク ジドウシャ ドウ		盛岡ICまたは盛岡南IC モリオカ モリオカ ミナミ		岩手県 イワテケン				盛岡市新庄字下八木田60-18 モリオカシ シンジョウ アザ シモ ヤギタ

				10		猊鼻渓　舟下り				一般乗船料割引
（※幼児を除く） イッパン ジョウセン リョウ ワリビキ ヨウジ ノゾ		大人 オトナ		1,600円 エン		⇒		1,440円 エン		東北自動車道 トウホク ジドウシャ ドウ		一関ICまたは
平泉前沢IC イチノセキ ヒライズミ マエザワ		岩手県 イワテ ケン				一関市東山町長坂字町467

												小学生 ショウガク セイ		860円 エン		⇒		770円 エン





				★レジャー施設☆彡 シセツ

				Ｎo		施設名 シセツ メイ				優待内容 ユウタイ ナイヨウ										最寄IC モヨリ				所在地 ショザイチ						備考 ビコウ



				11		岩手八幡平サラダファーム イワテ ハチマンタイ				八幡平フラワーランド
入場料金割引 ハチマンタイ ニュウジョウ リョウキン キン ワリビキ		大人（高校生以上） オトナ コウコウ セイ イジョウ		500円 エン		⇒		450円 エン		東北自動車道 トウホク ジドウシャ ドウ		西根IC ニシネ		岩手県 イワテケン				八幡平市平笠2-6-333 ハチマンタイシ ヒラ カサ		・サラダファームのアイドル「アルパカ」と触れ合えます
・八幡平フラワーランドの中学生以下の入場料は無料です フ ア ハチマンタイ チュウガクセイ イカ ニュウジョウリョウ ムリョウ

				12		歴史公園えさし藤原の郷 レキシ コウエン フジワラ サト				入場料金割引 ニュウジョウ リョウキン ワリビキ		大人 オトナ		800円 エン		⇒		600円 エン		東北自動車道 トウホク ジドウシャ ドウ		水沢IC ミズサワ		岩手県 イワテ ケン				奥州市江刺区岩谷堂字小名丸86-1 オウシュウ シ エ サ ク イワヤ ドウ アザ ショウ ナ マル		･1申込につき、5名さままで有効 モウシコ メイ ユウコウ

												高校生 コウコウ セイ		500円 エン		⇒		400円 エン

												小・中学生 ショウ ナカ ガクセイ		300円 エン		⇒		200円 エン

				13		とうほくニュージーランド村 ムラ				「入園料+施設利用券」割引 ニュウエンリョウ リョウ シセツ リヨウ ケン ワリビキ		大人（中学生以上） オトナ チュウガクセイ イジョウ		1,600円 エン		⇒		1,400円 エン		東北自動車道 トウホク ジドウシャ ドウ		平泉前沢IC ヒラ イズミ マエサワ		岩手県 イワテ ケン				奥州市衣川区日向59 オウシュウ シ コロモガワ ク ヒ		・1申込につき、4名さままで有効
・左記料金は「入園料+施設利用券」のセットとなり、
　100円×9枚+200円×1枚＝1,100円分の施設利用券が付きます
・引換当日のみご利用可（遊び物、お土産、食事等で使用） モウシコ メイ ユウコウ サキ リョウキン ニュウエンリョウ シセツ リヨウケン エン マイ エン マイ エン フン シセツ リヨウ ケン ツ ヒキカエ トウジツ リヨウ カ アソ モノ ミヤゲ ショクジトウ シヨウ

												小人（4才以上） ショウ サイ		1,300円 エン		⇒		1,200円 エン

				14		クアドーム　ザ・ブーン				入館料割引 ニュウカンリョウ ワリビキ		大人 オトナ		510円 エン		⇒		410円		秋田自動車道 ア		秋田中央IC アキタ チュウオウ		秋田県 アキタケン				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 モウシコ メイ ユウコウ

												中高生 チュウコウセイ		410円 エン		⇒		310円 エン

												3歳～小学生以下		300円 エン		⇒		200円 エン

				15		男鹿水族館ＧＡＯ オｇ				入館料金割引		大人 オトナ		1,100円 エン		⇒		1,050円 エン		秋田自動車道 ア		昭和男鹿半島IC ショウワ オガ ハントウ		秋田県 アキタケン				男鹿市戸賀塩浜		・1申込につき、5名さままで有効 モウシコ メイ ユウコウ

												小・中学生		400円 エン		⇒		350円 エン

				16		スカイパーク
寒風山回転展望台 カンプウ ザン カイテン テンボウダイ				入場料金割引 ニュウジョウ リョウキン ワリビキ		大人 オトナ		540円 エン		⇒		490円 エン		秋田自動車道 ア		昭和男鹿半島IC ショウワ オガ ハントウ		秋田県 アキタケン				男鹿市脇本富永字寒風山62-1 ワキモト トミナガ アザ カンプウ ザン		・1申込につき、5名さままで有効 モウシコ メイ ユウコウ

												小・中・高生 コウ		270円 エン		⇒		220円 エン

				17		なまはげオートキャンプ場 ジョウ				レンタル料金割引 リョウキン ワリビキ		レンタル品20％割引 ヒン ワリビキ								秋田自動車道 ア		昭和男鹿半島IC ショウワ オガ ハントウ		秋田県 アキタケン				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 クミ サマ ジョウ エイギョウ ツキ ゲジュン ツウネン エイギョウ

				18		明治の芝居小屋
小坂町康楽館 メイジ シバイ ゴヤ コサカ マチ コウ ラク カン				観覧料割引
（常打芝居と施設見学） カンラン リョウ ワリビキ ウ		大人 オトナ		2,100円 エン		⇒		1,890円 エン		東北自動車道 トウホク ジドウシャ ドウ		小坂IC コサカ		秋田県 アキタケン				鹿角郡小坂町小坂鉱山字松ノ下2番地 カヅノグン コサカ マチ コサカ コウザン アザ マツ シタ バンチ		・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 ジョウ ウ シバイ ジョウエン キカン オヨ ジカン カクニン

												小人 コ ニン		1,050円 エン		⇒		950円 エン

										観覧料割引
（施設見学のみ） カンラン リョウ ワリビキ		大人 オトナ		600円 エン		⇒		540円 エン

												小人 コ ニン		330円 エン		⇒		300円 エン

				19		NPO法人
大館・小坂鉄道レールバイク ホウジン オオダテ コサカ テツドウ				乗車料金割引 ジョウシャ リョウキン ワリビキ		レールバイク2人乗り1台　2,000円 ヒト ノ ダイ エン				⇒		10％割引 ワリビキ		東北自動車道 トウホク ジドウシャ ドウ		小坂IC コサカ		秋田県 アキタケン				大館市雪沢字大滝29-8 オオダテシ ユキ サワ アザ オオタキ		・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 ウンコウ マイシュウ カヨウビ ナツヤス キカン チュウ ウンコウ ウンキュウ アキ ホンバ オオダテ マツ キネン シャシン マイ ツ

												レールバイク4人乗り1台　3,000円 ニン ノ ダイ エン				⇒		10％割引 ワリビキ

												トロッコ客車・中学生以上1人　1,000円 キャク シャ チュウガクセイ イジョウ ヒトリ エン				⇒		10％割引 ワリビキ

				20		小坂鉄道レールパーク コサカ テツドウ				入場料割引 ニュウジョウ ワリビキ		大人 オトナ		500円 エン		⇒		400円 エン		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 カヅノグン コサカ マチ コサカ コウザン アザ フルカワ		・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 キュウギョウビ カ スイヨウビ

												小人（小・中学生） ショウニン ショウ チュウガクセイ		250円 エン		⇒		200円 エン

				21		マリンピア松島水族館 マツシマ スイゾクカン				入館料金割引 ニュウカン リョウキン ワリビキ		大人 オトナ		1,400円 エン		⇒		1,200円 エン		三陸自動車道 サンリク ジドウシャ ドウ		松島海岸IC マツシマカイガン		宮城県 ミヤギケン				宮城郡松島町松島字波打浜16 ミヤギグン マツシマ マチ マツシマ アザ ナミウ ハマ

												高校生 コウコウセイ		1,400円 エン		⇒		900円 エン

												小・中学生 ショウ チュウガクセイ		700円 エン		⇒		500円 エン

												幼児（3歳以上） イジョウ		350円 エン		⇒		300円 エン

				22		松島島巡り観光船 マツシマ シマ メグ カンコウセン				乗船料金割引 ジョウセン リョウ キン ワリビキ		大人（中学生以上） オトナ チュウガクセイ イジョウ		1,500円 エン		⇒		1,350円 エン		三陸自動車道 サンリク ジドウシャ ドウ		松島海岸IC マツシマカイガン		宮城県 ミヤギケン				宮城郡松島町松島字町内98-1 ミヤギグン マツシマ マチ マツシマ アザ マチ ナイ

												子供（小学生） コドモ ショウガクセイ		750円 エン		⇒		670円 エン

				23		加茂水族館 カモスイゾクカン				粗品進呈 ソシナ シンテイ		売店ご利用時に粗品を進呈 バイテン リヨウ ジ ソシナ シンテイ								山形自動車道 ヤマガタ ジドウシャ ドウ		鶴岡IC ツルオカ		山形県 ヤマガタケン				鶴岡市今泉字大久保675-1 イマイズミ アザ オオクボ		・6/1リニューアルオープン（それまで一時閉館中） イチジ ヘイカンチュウ

				24		最上峡芭蕉ライン観光㈱ モガミ キョウ バショウ カンコウ				乗船料金割引
（芭蕉ライン・片道） ジョウセン リョウ キン ワリビキ バショウ カタミチ		大人（中学生以上） オトナ チュウガク セイ イジョウ		2,030円 エン		⇒		1,830円		東北中央道 トウホク チュウオウドウ		東根IC ヒガシネ		山形県 ヤマガタケン				最上郡戸沢村古口86-1 モガミグン トザワムラ フルクチ

				25		猪苗代湖遊覧船 イナワシロ コ ユウランセン				乗船料金割引（10％割引） リョウ キン ワリ ワリビキ		大人 オトナ		1,100円 エン		⇒		990円 エン		磐越自動車道 バンエツ ジドウシャ ドウ		猪苗代磐梯高原IC イナワシロ バンダイ コウゲン		福島県 フクシマケン				耶麻郡猪苗代町大字翁沢字長浜870 オオアザ

												小人 コ ニン		550円 エン		⇒		500円 エン

				26		檜原湖遊覧船 ユウラン フネ				乗船料金割引（10％割引） リョウ キン ワリ ワリビキ		大人 オトナ		1,100円 エン		⇒		990円 エン		磐越自動車道 バンエツ ジドウシャ ドウ		猪苗代磐梯高原IC イナワシロ バンダイ コウゲン		福島県 フクシマケン				耶麻郡北塩原村大字桧原字湯平山1110 オオアザ ヒノキ

												小人 コ ニン		550円 エン		⇒		500円 エン



				★観光農園☆彡 カンコウ ノウエン ホシ

				Ｎo		施設名 シセツ メイ				優待内容 ユウタイ ナイヨウ										最寄IC モヨリ				所在地 ショザイチ						備考 ビコウ



				27		精果園 セイ カ エン				粗品進呈 ソシナ シンテイ		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 バイテン エン イジョウ コウニュウ カタ レイトウ ポン								東北自動車道 トウホク ジドウシャ ドウ		十和田ICまたは
鹿角八幡平IC トワダ カヅノ ハチマンタイ		秋田県 アキタケン				鹿角市花輪字下野 カヅノ ハナワ アザ シタ ノ		・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 モウシコミ ソシナ コ シンテイ テイキュウビ フテイキ ジゼン カクニン ネガ

				28		りんごの里　平塚果樹園 サト ヒラツカ カジュエン				粗品進呈 ソシナ シンテイ		「プチラブリーパイ」1個プレゼント コ								東北自動車道 トウホク ジドウシャ ドウ		十和田IC トワダ		秋田県 アキタケン				鹿角市十和田大湯字箒畑105-1 トワダ オオユ アザ ホウキ ハタケ		・1申込につき、粗品1個進呈 モウシコミ ソシナ コ シンテイ

				29		東根市観光物産協会 ヒガシネシ カンコウ ブッサン キョウカイ				入園料金割引 ニュウエン キン		さくらんぼ狩り入園料金100円引き
（※さくらんぼ狩り実施期間中限定となります） カ ニュウエン リョウキン エン ヒ カ ジッシ キカン ナカ ゲンテイ								東北中央自動車道 トウホク チュウオウ ジドウシャ ドウ		東根IC ヒガシネ		山形県 ヤマガタ ケン				各観光果樹園
【代表問合せ】東根市観光物産協会
TEL：0237-41-1200 カク カンコウ カジュエン ダイヒョウ トイアワ ヒガシネシ カンコウ ブッサン キョウカイ		・1申込につき、5名さままで有効
・入園料金は時期により異なります
・｢東根市観光物産協会｣HP・トップ画面内の『⇒観光果樹園開園状況
　（もぎとり可能な果樹園）』より施設をお選びください モウシコミ メイ ユウコウ ニュウエン リョウキン ジキ コト ヒガシ ネ シ カンコウ ブッサン キョウカイ ガメン ナイ カンコウ カジュエン カイエン ジョウキョウ カノウ カジュエン シセツ エラ









				★美術館・博物館等☆彡 ビジュツカン ハクブツカン トウ ホシ

				Ｎo		施設名 シセツ メイ				優待内容 ユウタイ ナイヨウ										最寄IC モヨリ				所在地 ショザイチ						備考 ビコウ



				30		青森県立美術館 アオモリ ケンリツ ビジュツカン				粗品進呈 ソシナ シンテイ		常設展観覧で「あおもり犬」ポストカード1枚プレゼント ジョウセツ テン カンラン イヌ マイ								東北自動車道 トウホク ジドウシャ ドウ		青森ＩＣ アオモリ		青森県 アオモリケン				青森市安田近野185 アオモリ シ ヤスダ コンノ		・企画展「あなたの肖像-工藤哲巳回顧展」は6/8までで終了
・企画展「美少女の美術史展」は7/12から開始
・休館日　5/26、6/9～13、6/23、7/14 キカク テン ショウゾウ クドウ テツ カイコテン タダノリ シュウリョウ キカク テン ビショウジョ ビジュツシ テン ニッテン カイシ ヒ

										料金割引 リョウキン ワリビキ		企画展の観覧料を団体料金と同額に割引 キカク テン カンラン リョウ ダンタイ リョウキン ドウガク ワリビキ

				31		久慈琥珀博物館 クジコハクハクブツカン				入場料金割引 ニュウジョウリョウキンワリビキ		大人（高校生以上） オトナ コウコウセイイジョウ		500円 エン		⇒		400円 エン		八戸自動車道 ハチノヘジドウシャドウ		九戸IC クノヘ		岩手県 イワテケン				久慈市小久慈町19-156-133 クジシコクジチョウ		・「琥珀まつり・千樹祭」を6/7、8に開催 コハク センジュサイ カイサイ

												小中学生 ショウチュウガクセイ		200円 エン		⇒		150円 エン

				32		もぐらんぴあ まちなか水族館 スイゾクカン				粗品進呈 ソシナシンテイ		オリジナルカードプレゼント								八戸自動車道 ハチノヘジドウシャドウ		九戸IC クノヘ		岩手県 イワテケン				久慈市中央2-9 クジシチュウオウ

				33		なまはげ館 カン				料金割引 リョウキン ワリビキ		売店コーナーお土産品表示価格より5％割引 バイテン ミヤゲ ヒン ヒョウジ カカク ワリビキ								秋田自動車道 ア		昭和男鹿半島IC ショウワ オガ ハントウ		秋田県 アキタケン				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 セイサン マエ モウシコミ カンリョウ テイジ ヒツヨウ ユウタイ ジョガイ ヒン

				34		史跡　尾去沢鉱山 シセキ オ サル サワ コウザン				観覧料金割引 カンラン リョウキン ワリビキ		石切沢通洞坑コース　10％割引 ワリビキ								東北自動車道 トウホク ジドウシャ ドウ		鹿角八幡平IC カヅノ ハチマンタイ		秋田県 アキタケン				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 ユウコウ

				35		みちのく伊達政宗歴史館 ダテ マサムネ レキシカン				入館料金割引 ニュウカン リョウキン ワリビキ		大人 オトナ		1,000円 エン		⇒		800円 エン		三陸自動車道 サンリク ジドウシャ ドウ		松島海岸IC マツシマカイガン		宮城県 ミヤギケン				宮城郡松島町松島字普賢堂13-13 ミヤギグン マツシマ マチ マツシマ アザ フ ケン ドウ		・営業時間　8:30～17:00
・年中無休 エイギョウ ジカン ネンジュウ ムキュウ

												小・中・高校生 ショウ チュウ コウコウセイ		500円 エン		⇒		400円 エン

				36		石ノ森萬画館 イシ モリ マン ガ カン				入館料金割引 カン キン		大人		800円		⇒		640円		三陸自動車道 サンリク ジドウシャ ドウ		石巻河南IC イシノマキ カナン		宮城県 ミヤギケン				石巻市中瀬2-7 イシノマキ シ ナカセ		・小学生未満は無料
・営業時間　9:00～18:00
・休館日　毎月第3火曜日（※夏休み、年末年始、GW期間は開館） ショウガクセイ ミマン ムリョウ エイギョウ ジカン キュウカンビ マイツキ ダイ カヨウビ ナツ ヤス ネンマツ ネンシ キカン カイカン

												中高生 チュウ		500円		⇒		400円

												小学生 ショウ		200円		⇒		160円

				37		湯殿山総本寺 大日坊 ユドノサン ソウ ホン テラ ダイニチ ボウ				拝観料割引 ハイカンリョウ ワリビキ		大人 オトナ		500円 エン		⇒		450円 エン		山形自動車道 ヤマガタ ジドウシャ ドウ		庄内あさひIC ショウナイ		山形県 ヤマガタケン				鶴岡市大網字入道11

												中・高校生 チュウ コウコウセイ		400円		⇒		350円 エン

												小学生 ショウ ガクセイ		300円 エン		⇒		250円 エン

				38		湯殿山注連寺 ユドノサン チュウ レン ジ				拝観料割引 ハイカンリョウ ワリビキ		大人 オトナ		500円 エン		⇒		450円 エン		山形自動車道 ヤマガタ ジドウシャ ドウ		庄内あさひIC ショウナイ		山形県 ヤマガタケン				鶴岡市大網字中台92-1 ツルオカシ

												中・高校生 チュウ コウコウセイ		400円		⇒		350円 エン

												小学生 ショウ ガクセイ		300円 エン		⇒		250円 エン

				39		黒川能の里　王祗会館				入館料金割引
（10％割引） ニュウカン リョウキン ワリビキ ワリビキ		大人 オトナ		400円 エン		⇒		360円 エン		山形自動車道 ヤマガタ ジドウシャ ドウ		庄内あさひIC ショウナイ		山形県 ヤマガタケン				鶴岡市黒川字宮の下253 ツルオカシ クロカワ アザ ミヤ シタ

												小中高生 ショウ チュウ コウ セイ		200円 エン		⇒		180円 エン

												高齢者・障害者 コウレイシャ ショウガイシャ		300円 エン		⇒		270円 エン

				40		会津武家屋敷 アイヅ ブケ ヤシキ				施設入場料割引 シセツ ニュウジョウリョウ ワリビキ		大人 オトナ		850円 エン		⇒		750円 エン		磐越自動車道 バンエツ ジドウシャ ドウ		会津若松IC アイヅワカマツ		福島県 フクシマケン				会津若松市東山町大字石山字院内1 アイヅ ワカマツ シ ヒガシヤマ マチ オオアザ イシ ヤマ アザ インナイ

												中高生 チュウコウセイ		550円 エン		⇒		470円 エン

												小学生 ショウガクセイ		450円 エン		⇒		370円 エン

				41		鶴ヶ城 ツルガジョウ				鶴ヶ城天守閣
入場料金割引 ツルガジョウ テンシュカク ニュウジョウリョウ キン ワリビキ		大人（高校生以上） コウコウ ナマ イジョウ		410円		⇒		360円 エン		磐越自動車道 バンエツ ジドウシャ ドウ		会津若松IC アイヅワカマツ		福島県 フクシマケン				会津若松市追手町1-1 オ テ マチ

												小人（小・中学生） コビト		150円		⇒		135円

				42		会津松平氏庭園　御薬園 アイヅ マツダイラ シ テイエン ゴ クスリ エン				入園料金割引 エン キン		大人		320円		⇒		280円		磐越自動車道 バンエツ ジドウシャ ドウ		会津若松IC アイヅワカマツ		福島県 フクシマケン				会津若松市花春町8-1 アイヅ ワカマツ シ ハナ ハル マチ

												高校生		270円		⇒		240円

												中学生・小学生 チュウガクセイ ショウ		160円		⇒		140円

				43		天鏡閣 テン キョウ カク				料金割引 リョウキン ワリビキ		オリジナル商品「天鏡閣ケレー」
（レトルトパック617円の品）を10％割引 ショウヒン テン キョウ カク エン シナ ワリ ビ								磐越自動車道 バンエツ ジドウシャ ドウ		猪苗代磐梯高原IC
または磐梯河東IC		福島県 フクシマケン				耶麻郡猪苗代町大字翁沢字御殿山1048-14



				★飲食店・お土産店等☆彡 インショク テン ミヤゲ テン トウ ホシ

				Ｎo		施設名 シセツ メイ				優待内容 ユウタイ ナイヨウ										最寄IC モヨリ				所在地 ショザイチ						備考 ビコウ



				44		津軽金山焼窯業協同組合 ツガル コン ザン ヤキ カマ ギョウ キョウドウ クミアイ				料金割引 リョウキン ワリビキ		お買い物の品10％割引 カ モノ シナ ワリビキ								東北自動車道		浪岡IC ナミオカ		青森県 アオモリケン				五所川原市金山字千代鶴5-79 ゴショガワラシ カナヤマ アザ チヨ ツル

				45		辰巳寿司 タツミ コトブキ ツカサ				無料サービス ムリョウ		1,500円以上お食事の方にソフトドリンク1杯サービス エン イジョウ カタ パイ								東北自動車道 トウホク ジドウシャ ドウ		浪岡IC ナミオカ		青森県 アオモリケン				五所川原市旭町67-1 ゴショガワラシ アサヒマチ

				46		道の駅くじ　やませ土風館 ミチ エキ ドフウカン				粗品進呈 ソシナシンテイ		久慈市の特産”琥珀”を使った粗品プレゼント クジシ トクサン コハク ツカ ソシナ								八戸自動車道 ハチノヘジドウシャドウ		九戸IC クノヘ		岩手県 イワテケン				久慈市中町2-5-6 クジ シ ナカマチ

				47		小久慈焼 コクジヤキ				料金割引 リョウキンワリビキ		お買物商品10%オフ、または陶芸教室 カイモノショウヒン トウゲイキョウシツ								八戸自動車道 ハチノヘジドウシャドウ		九戸IC クノヘ		岩手県 イワテケン				久慈市小久慈町31-29-1 クジシコクジチョウ

				48		ふるさと物産センター
（道の駅白樺の里やまがた） ブッサン ミチ エキ シラカバ サト				料金割引 リョウキンワリビキ		ソフトクリーム50円引き エン ビ								八戸自動車道 ハチノヘジドウシャドウ		九戸IC クノヘ		岩手県 イワテケン				久慈市山形町川井8-12-1 クジシ ヤマガタマチ カワイ

				49		道の駅「いわいずみ」 ミチ エキ				粗品進呈 ソシナ シンテイ		1,000円以上お買い上げの方に
「龍泉洞のじっ茶ばっ茶（500mｌ）」1本プレゼント エンイジョウ カ ア カタ チャ チャ ホン								東北自動車道 トウホク ジドウシャ ドウ		盛岡南IC モリオカ ミナミ		岩手県 イワテケン				下閉伊郡岩泉町乙茂字乙茂90−1 アザ

				50		道の駅「三田貝分校」 ミチ エキ ミタ カイ ブン コウ				粗品進呈 ソシナ シンテイ		1,000円以上お買い上げの方に
「龍泉洞の水（500mｌ）」1本プレゼント エンイジョウ カ ア カタ リュウセンドウ ミズ ホン								東北自動車道 トウホク ジドウシャ ドウ		盛岡南IC モリオカ ミナミ		岩手県 イワテケン				下閉伊郡岩泉町門字三田貝47-2 モン アザ ミタ カイ

				51		平泉レストハウス				料金割引 リョウキン ワリビキ		1階レストラン「フードコート門」
名物「弁慶ちからもちセット（もち5品）」
1,300円　⇒　1,150円								東北自動車道				岩手県 イワテケン				西磐井郡平泉町平泉字坂下10-7

										無料サービス ムリョウ		2階レストラン「レストラン源」
ランチタイム（11～14時）お食事ご利用のお客さま
1メニューにつき、ワンドリンクサービス（指定ドリンク）										平泉前沢IC ヒライズミ マエサワ

										料金割引 リョウキン ワリビキ		ショッピングコーナー
現金精算のお客さま、10％割引（※一部商品を除く） イチブ ショウヒン ノゾ

				52		あきた県産品プラザ ケン サン ヒン				料金割引 リョウキン ワリビキ		販売品を5％割引 ハンバイヒン ワリビキ								秋田自動車道 ア		秋田中央IC アキタ チュウオウ		秋田県 アキタケン				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） ケン サン ヒン ユウタイ トクベツ ワリビキ ケン インサツ ジサン イチブ タイショウガイ ショウヒン

				★飲食店・お土産店等☆彡 インショク テン ミヤゲ テン トウ ホシ

				Ｎo		施設名 シセツ メイ				優待内容 ユウタイ ナイヨウ										最寄IC モヨリ				所在地 ショザイチ						備考 ビコウ



				53		鹿角観光ふるさと館
あんとらあ カヅノ カンコウ カン				入館料割引 ニュウカン ワリビキ		祭り展示館（大人） オトナ		200円 エン		⇒		100円 エン		東北自動車道 トウホク ジドウシャ ドウ		鹿角八幡平IC カヅノ ハチマンタイ		秋田県 アキタケン				鹿角市花輪字新田町11-4 ハナワ アザ シンデンチョウ		・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 ユウコウ ヘイセイ ネン ツキ ヒ ハナワ マツ ヤタイ ギョウジ ハナワ クニ ジュウヨウ ムケイ ミンゾク ブンカザイ シテイ

				54		伊勢家　大昌園 イセ ヤ ダイ ショウ エン				料金割引 リョウキン ワリビキ		しげちゃん丼 ドン		700円 エン		⇒		650円 エン		東北自動車道 トウホク ジドウシャ ドウ		小坂IC コサカ		秋田県 アキタケン				鹿角郡小坂町小坂鉱山字栗平11-1 カヅノグン コサカ マチ コサカ コウザン アザ クリヒラ		・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 モウシコミ メイ ユウコウ テイキュウビ マイシュウ ゲツヨウビ ダイ カヨウビ デンワ バンゴウ

												がんばるめん		700円 エン		⇒		650円 エン

												たたらめん		700円 エン		⇒		650円 エン

												カルビクッパ		790円 エン		⇒		740円 エン

				55		大館市観光案内所
物産コーナー オオダテ シ カンコウ アンナイ ジョ ブッサン				料金割引 リョウキン ワリビキ		表示価格より10％割引(一部除外商品有) ヒョウジ カカク ワリビキ イチブ ジョガイ ショウヒン アリ								東北自動車道 トウホク ジドウシャ ドウ		十和田IC
または小坂IC トワダ コサカ		秋田県 アキタケン				大館市御成町一丁目1-1（JR大館駅舎内） オオ		・酒類等、一部除外商品あり サケ ルイ トウ イチブ ジョガイ ショウヒン

				56		道の駅「村田」 ミチ エキ ムラタ				料金割引 リョウキン ワリビキ		「そら豆大福（冷凍品）」100円引き
（650円⇒550円） マメ ダイフク レイトウ シナ エン ヒ エン エン								東北自動車道 トウホク ジドウシャ ドウ		村田ＩＣ ムラタ		宮城県 ミヤギ ケン				柴田郡村田町大字村田字北塩内41

				57		道の駅　にしかわ ミチ エキ				料金割引 リョウ キン ワリビキ		ソフトクリーム50円引き エン ビ								山形自動車道 ヤマガタ ジドウシャ ドウ		西川IC ニシ カワ		山形県 ヤマガタ ケン				西村山郡西川町大字水沢2304 ニシムラヤマ グン ニシカワ マチ オオアザ ミズサワ		・月山銘水館・屋外カプセルショップ又は水沢温泉館内にて販売
・1申込につき、5名さままで有効 ガッサン メイ ミズ カン オクガイ モウシコミ メイ ユウコウ

				58		道の駅「月山」月山あさひ博物村 ミチ エキ ガッサン ガッサン ハクブツ ムラ				料金割引 リョウキン ワリビキ		各種ソフトクリーム50円割引 カクシュ エン ワリビキ								山形自動車道 ヤマガタ ジドウシャ ドウ		庄内あさひIC ショウナイ		山形県 ヤマガタケン				鶴岡市越中山字名平3-1 ツルオカシ エッチュウ ヤマ ジ ナ ヒラ		・企画展「恐竜展」は7/6～9/21まで開催予定 キカクテン キョウリュウ テン カイサイ ヨテイ

				59		湯殿山直売所 ユドノサン チョクバイ ジョ				無料サービス ムリョウ		ホットコーヒー無料（※1人1杯限定） ムリョウ ニン ハイ ゲンテイ								山形自動車道 ヤマガタ ジドウシャ ドウ		湯殿山IC ユドノサン		山形県 ヤマガタケン				鶴岡市田麦俣字六十里山100-1

				60		米の粉の滝ドライブイン コメ コナ タキ				料金割引 リョウキン ワリビキ		各種ソフトクリーム50円割引 カクシュ エン ワリビキ								山形自動車道 ヤマガタ ジドウシャ ドウ		庄内あさひIC ショウナイ		山形県 ヤマガタケン				鶴岡市上名川字東山11-1

				61		産直あさひ・グー サンチョク				料金割引 リョウキン ワリビキ		食堂メニュー5％割引 ショクドウ ワリビキ								山形自動車道 ヤマガタ ジドウシャ ドウ		庄内あさひIC ショウナイ		山形県 ヤマガタケン				鶴岡市下名川字落合183

				62		産直あぐり サンチョク				料金割引 リョウキン ワリビキ		ソフトクリーム100円引き エン ビ								山形自動車道 ヤマガタ ジドウシャ ドウ		庄内あさひIC ショウナイ		山形県 ヤマガタケン				鶴岡市西荒屋字杉下106-3 ツルオカシ ニシ アラヤ アザ スギシタ

				63		庄内観光物産館
ふるさと本舗 ショウナイ カンコウ ブッサンカン ホンポ				料金割引 リョウキン ワリビキ		ソフトクリーム、コーヒー50円引き エン ビ								山形自動車道 ヤマガタ ジドウシャ ドウ		鶴岡IC ツルオカ		山形県 ヤマガタケン				鶴岡市布目字大通80-1 ツルオカシ ヌノメ アザ オオドオ		・館内奥の｢案内所（インフォメーション）」にて50円割引券と
　交換の上、ご利用ください　（※乗車人数分交換可能） カンナイ オク アンナイショ エン ワリビキケン コウカン ウエ リヨウ ジョウシャ ニンズウブン コウカン カノウ

				64		さかた海鮮市場 カイセン イチバ				粗品進呈 ソシナ シンテイ		3,000円以上お買い上げの方に粗品プレゼント エン イジョウ カ ア カタ ソシナ								日本海東北自動車道 ニホン カイ トウホク ジドウシャ ミチ		酒田IC サカタ		山形県 ヤマガタケン				酒田市船場町2-5-10 サカタシ フナバ マチ		・1申込につき、1名さまのみ有効 モウシコミ メイ ユウコウ

				65		酒田市観光物産館
「酒田夢の倶楽」 サカタ シ カンコウ ブッサンカン サカタ ユメ ク ラク				料金割引 リョウ キン ワリビキ		ソフトクリーム50円引き エン ビ								日本海東北自動車道 ニホン カイ トウホク ジドウシャ ミチ		酒田IC サカタ		山形県 ヤマガタケン				酒田市山居町1-1-20 サカタシ ヤマイ マチ		・1申込につき、同乗者全員が対象 モウシコミ ドウジョウ シャ ゼンイン タイショウ

				66		いわき・ら・ら・ミュウ				粗品進呈 ソシナ シンテイ		「カットワカメ」をプレゼント								常磐自動車道 ジョウバン ジドウシャ ドウ		いわき湯本IC ユモト		福島県 フクシマケン				いわき市小名浜字辰巳町43-1

				67		浄土平レストハウス				無料サービス ムリョウ		２階のレストランでお食事の方に
ドリンクバーを無料で提供。								東北自動車道 トウホク ジドウシャ ドウ		福島西IC フクシマ ニシ		福島県 フクシマケン				福島市土湯温泉町字鷲倉山地内		・11月15日まで営業（磐梯吾妻スカイライン冬期閉鎖のため）
・1申込につき、2名さままで有効 ガツ ヒ エイギョウ バンダイ アズマ トウキ ヘイサ モウシコ メイ ユウコウ



				★宿泊施設・温泉等☆彡 シュクハク シセツ オンセン トウ

				Ｎo		施設名 シセツ メイ				優待内容 ユウタイ ナイヨウ										最寄IC モヨリ				所在地 ショザイチ						備考 ビコウ



				68		ラ・プラス青い森 アオ モリ				粗品進呈 ソシナ シンテイ		ご宿泊の方に入浴剤1個プレゼント シュクハク カタ ニュウヨク ザイ コ								青森自動車道 アオモリジドウシャドウ		青森中央IC アオモリチュウオウ		青森県 アオモリケン				青森市中央1丁目11－18 アオモリシ チュウオウ チョウメ

				69		ホテルニュー薬研 ヤク ケン				宿泊料金割引 シュクハク リョウキン ワリビキ		基本宿泊料金より10％割引 キホン シュクハクリョウキン ワリビキ								青森自動車道 アオモリジドウシャドウ		青森東IC アオモリ ヒガシ		青森県 アオモリケン				むつ市大畑町薬研6-1 シ オオハタ マチ クスリ ケン		　

				70		黄金崎不老ふ死温泉 オウゴン サキ フロウ シ オンセン				立寄り入浴料割引 タ ヨ ニュウヨクリョウ ワリビキ		大人 オトナ		600円 エン		⇒		無料 ムリョウ		東北自動車道		浪岡IC		青森県 アオモリケン				西津軽郡深浦町大字舮作字下清滝15-1 ニシツガル グン フカウラ マチ オオアザ		・利用可能時間　本館風呂：8:00～21:00（最終受付　20:00）
　　　　　　　　新館風呂：10:30～14:00（最終受付　13:30）
　　　　　　　　海辺の露天風呂：8:00～16:00（最終受付　15:30） リヨウ カノウ ジカン ホンカン フロ サイシュウ ウケツケ シンカン フロ サイシュウ ウケツケ ウミベ ロテン ブロ サイシュウ ウケツケ

												子供（小学生） コドモ ショウガクセイ		300円 エン		⇒		無料 ムリョウ		東北自動車道		浪岡ＩＣ

				71		ウェスパ椿山 ツバキ ヤマ				入浴料割引 ヨク		大人（中学生以上） チュウガクセイ イジョウ		500円 エン		⇒		400円 エン		東北自動車道		浪岡IC		青森県 アオモリケン				西津軽郡深浦町舮作鍋石226-1

												小人（小学生） コ ニン ショウガク セイ		300円 エン		⇒		250円 エン

												幼児（小学生未満） ヨウジ ショウガクセイ ミマン		200円 エン		⇒		150円 エン

				72		東北温泉 トウホク オンセン				宿泊料金割引 シュクハク リョウキン ワリビキ		基本宿泊料金10％割引 キホン シュクハク リョウキン ワリビキ								八戸自動車道 ハチノヘ ジドウシャ ドウ		八戸北IC ハチノヘ キタ		青森県 アオモリケン				上北郡東北町字上笹橋21-18 カミキタグン トウホク マチ アザ ウエ ササ ハシ		・要事前予約 ヨウ ジゼン ヨヤク

				73		新山根温泉　べっぴんの湯 シンヤマネオンセン ユ				入浴料割引 ニュウヨクリョウワリビキ		大人 オトナ		400円 エン		⇒		360円 エン		八戸自動車道 ハチノヘジドウシャドウ		九戸IC クノヘ		岩手県 イワテケン				久慈市山根町下戸鎖4-5-1 クジシヤマネチョウ シモトクサリ

												子供 コドモ		200円 エン		⇒		180円 エン

				74		センターハウス平庭山荘 ヒラニワサンソウ				粗品進呈 ソシナシンテイ		しらかばの湯オリジナルハンドタオル進呈 ユ シンテイ								八戸自動車道 ハチノヘジドウシャドウ		九戸IC クノヘ		岩手県 イワテケン				久慈市山形町来内20-13-1 クジ シ ヤマガタチョウ ライナイ



				75		ラ・フランス温泉館 オンセン カン				入湯料割引 ニュウトウ リョウ ワリビキ		大人・中学生 オトナ チュウガクセイ		700円 エン		⇒		600円 エン		東北自動車道 トウホク ジドウシャ ドウ		紫波IC シワ		岩手県 イワテケン				紫波郡紫波町小屋敷字新在家90番地 シワグン シワ マチ オヤシキ アザ シン ザイケ バンチ



				76		山の神温泉　優香苑 ヤマ カミ オンセン ユウカ エン				宿泊料金割引 シュクハク リョウキン ワリビキ		基本宿泊料金10％割引 キホン シュクハク リョウキン ワリビキ								東北自動車道 トウホク ジドウシャ ドウ		花巻南IC ハナマキ ミナミ		岩手県 イワテ ケン				花巻市下シ沢字中野53-1 ハナマキシ シタ サワ アザ ナカノ		・除外日等もあるため、要問い合わせ ジョガイ ビ トウ ヨウ ト ア

										入浴料金割引 ニュウヨク リョウキン ワリビキ		日帰り入浴料金　700円⇒350円（※大人のみ） ヒガエ ニュウヨク リョウキン エン エン オトナ

				77		元湯雄山閣 モト ユ ユウ ヤマ カク				日帰り入浴料金割引 ヒガエ ニュウヨク リョウキン ワリビキ		小学生以上 ショウガクセイ イジョウ		700円 エン		⇒		600円 エン		秋田自動車道 アキタ ジドウシャ ドウ		昭和男鹿半島IC ショウワ オガ ハントウ		秋田県 アキタケン				男鹿市北浦湯本字草木原52 オガシ キタ ウラ ユモト アザ クサキ ハラ		・清掃中の場合等ありますので、事前確認をお願いします セイソウチュウ バアイ トウ ジゼン カクニン ネガ

												小学生未満 ショウガクセイ ミマン		350円 エン		⇒		250円 エン

				78		仙台ロイヤルパークホテル センダイ				粗品進呈 ソシナ シンテイ		ご宿泊の方にガソリン給油券プレゼント シュクハク カタ キュウユ ケン								東北自動車道 トウホク ジドウシャ ドウ		泉PAスマートIC イズミ		宮城県 ミヤギケン				仙台市泉区寺岡6-2-1 センダイシ イズミク テラオカ		・要事前予約
・給油券はチェックインの際に申込完了メールまたは画面を
　確認のうえ、お渡しとなります
・ガソリンスタンドはホテル指定のスタンドとなります
・「ガソリン付宿泊プラン」との併用はできませんので、ご注意ください ヨウ ジゼン ヨヤク キュウユ ケン サイ モウシコミ カンリョウ ガメン カクニン ワタ シテイ ツ シュクハク ヘイヨウ チュウイ

												1室10,000円以上15,000円未満　⇒　給油券2,000円分
1室15,000円以上20,000円未満　⇒　給油券3,000円分
　　　　　　　1室20,000円以上　⇒　給油券4,000円分 シツ エン イジョウ エン ミマン キュウユ ケン ０００エン ブン





				79		九兵衛旅館 キュウ ヘイ エイ リョカン				無料サービス ムリョウ		ご宿泊の方、2人に1本、3人に2本　ビールサービス シュクハク カタ ニン ホン ニン ホン								山形自動車道 ヤマガタ ジドウシャ ドウ		鶴岡IC ツルオカ		山形県 ヤマガタケン				鶴岡市湯田川乙19 ツルオカシ ユ タガワ オツ



				80		珠玉や タマ タマ				無料サービス ムリョウ		ご宿泊の方、2人に1本、3人に2本　ビールサービス シュクハク カタ ニン ホン ニン ホン								山形自動車道 ヤマガタ ジドウシャ ドウ		鶴岡IC ツルオカ		山形県 ヤマガタケン				鶴岡市湯田川乙39 ツルオカシ ユ タガワ オツ

				★宿泊施設・温泉等☆彡 シュクハク シセツ オンセン トウ

				Ｎo		施設名 シセツ メイ				優待内容 ユウタイ ナイヨウ										最寄IC モヨリ				所在地 ショザイチ						備考 ビコウ



				81		休暇村　岩手網張温泉 キュウカムラ イワテアミハリオンセン				宿泊料金割引 シュクハク リョウキン ワリビキ		基本宿泊料金10％割引 キホン シュクハク リョウキン ワリビキ								東北自動車道 トウホク ジドウシャ ドウ		盛岡IC モリオカ		岩手県 イワテケン				岩手郡雫石町網張温泉 イワテ グン シズクイシ マチ アミハリ オンセン		・要事前予約 ヨウ ジゼン ヨヤク

				82		休暇村　陸中宮古 キュウカムラ リク ナカ ミヤコ				宿泊料金割引 シュクハク リョウキン ワリビキ		基本宿泊料金10％割引 キホン シュクハク リョウキン ワリビキ								東北自動車道 トウホク ジドウシャ ドウ		盛岡南IC モリオカ ミナミ		岩手県 イワテケン				宮古市崎鍬ヶ崎18-25-3 ミヤコシ サキ クワ サキ		・要事前予約 ヨウ ジゼン ヨヤク

				83		休暇村　乳頭温泉郷 キュウカ ムラ ニュウトウ オンセン キョウ				宿泊料金割引 シュクハク リョウキン ワリビキ		基本宿泊料金10％割引 キホン シュクハク リョウキン ワリビキ								東北自動車道 トウホク ジドウシャ ドウ		盛岡IC モリオカ		秋田県 アキタ ケン				仙北市田沢湖駒ヶ岳2-1 センボク シ タザワコ コマガタケ		・要事前予約 ヨウ ジゼン ヨヤク

				84		休暇村　気仙沼大島 キュウカ ムラ ケセンヌマ オオシマ				宿泊料金割引 シュクハク リョウキン ワリビキ		基本宿泊料金10％割引 キホン シュクハク リョウキン ワリビキ								東北自動車道 トウホク ジドウシャ ドウ		一関IC イチノセキ		宮城県 ミヤギケン				気仙沼市外畑16 ケセンヌマ シ ソト ハタケ		・要事前予約 ヨウ ジゼン ヨヤク

				85		休暇村　羽黒 キュウカ ムラ ハグロ				宿泊料金割引 シュクハク リョウキン ワリビキ		基本宿泊料金10％割引 キホン シュクハク リョウキン ワリビキ								山形自動車道 ヤマガタ ジドウシャ ドウ		庄内あさひIC ショウナイ		山形県 ヤマガタケン				鶴岡市羽黒町手向羽黒山8 ツルオカシ ハグロチョウ テム ハグロサン		・要事前予約 ヨウ ジゼン ヨヤク

				86		休暇村　裏磐梯 キュウカ ムラ ウラバンダイ				宿泊料金割引 シュクハク リョウキン ワリビキ		基本宿泊料金10％割引 キホン シュクハク リョウキン ワリビキ								磐越自動車道 バンエツ ジドウシャ ドウ		猪苗代磐梯高原IC イナワシロ バンダイ コウゲン		福島県 フクシマ ケン				耶麻郡北塩原村桧原 ヤマグン キタ シオバラ ムラ ヒノハラ		・要事前予約 ヨウ ジゼン ヨヤク



				★SA・PA☆彡

				Ｎo		道路名（上下） ドウロ メイ ジョウゲ				ＳＡ／ＰＡ名 メイ		コーナー名 メイ		優待内容 ユウタイ ナイヨウ														優待サービス提供時間・期間 ユウタイ テイキョウ ジカン キカン		備考 ビコウ



				87		東北自動車道 トウホク ジドウシャ ドウ		上 ウエ		岩手山ＳＡ イワテ ヤマ		レストラン		無料サービス ムリョウ						お食事の方にコーヒーを1杯サービス ショクジ カタ ハイ								7:00～21:00		・提示につき、1名さまのみ有効 テイジ メイ ユウコウ

				88				下 ゲ		岩手山ＳＡ イワテ ヤマ		レストラン		無料サービス ムリョウ						お食事の方にコーヒーを1杯サービス ショクジ カタ ハイ								7:00～21:00		・提示につき、1名さまのみ有効 テイジ メイ ユウコウ

				89				上 ウエ		紫波ＳＡ シワ		レストラン		無料サービス ムリョウ						お食事の方にコーヒーを1杯サービス ショクジ カタ ハイ								9:00～21:00		・提示につき、1名さまのみ有効

				90				下 ゲ		紫波ＳＡ シワ		レストラン		無料サービス ムリョウ						お食事の方にコーヒーを1杯サービス ショクジ カタ ハイ								9:00～21:00		・提示につき、2名さままで有効 テイジ メイ ユウコウ

				91				上 ウエ		前沢ＳＡ マエザワ		レストラン		無料サービス ムリョウ						お食事の方にコーヒーを1杯サービス ショクジ カタ ハイ								7:00～21:00		・提示につき、1名さまのみ有効 テイジ メイ ユウコウ

				92				下 ゲ		前沢ＳＡ マエザワ		レストラン		無料サービス ムリョウ						お食事の方にコーヒーを1杯サービス ショクジ カタ ハイ								7:00～21:00		・提示につき、1名さまのみ有効 テイジ メイ ユウコウ

				93				上 ウエ		長者原ＳＡ チョウジャ バラ		レストラン		料金割引 リョウキン ワリビキ						コーヒー		300円 エン		⇒		150円 エン		7:00～21:00		・提示につき、1名さまのみ有効

				94				下 ゲ		長者原ＳＡ チョウジャ バラ		レストラン		無料サービス ムリョウ						お食事の方にコーヒーを1杯サービス ショクジ カタ ハイ								7:00～21:00		・提示につき、5名さままで有効 テイジ メイ ユウコウ

				95				上 ウエ		国見ＳＡ クニミ		レストラン		無料サービス ムリョウ						お食事の方にコーヒーを1杯サービス ショクジ カタ ハイ								7:00～21:00		・提示につき、1名さまのみ有効 テイジ メイ ユウコウ

				96				下 ゲ		国見ＳＡ クニミ		レストラン		無料サービス ムリョウ						お食事の方にフリードリンクを1杯サービス ショクジ カタ ハイ								7:00～21:00		・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 タ ヘイヨウ フカ

				97				上 ウエ		安達太良ＳＡ		レストラン		無料サービス ムリョウ						お食事の方にソフトドリンク（当店指定）を1杯サービス ショクジ カタ トウテン シテイ ハイ								7:00～21:00		・提示につき、1名さまのみ有効 テイジ メイ ユウコウ

				98				下 ゲ		安達太良ＳＡ		レストラン		無料サービス ムリョウ						お食事の方にコーヒーを1杯サービス ショクジ カタ ハイ								7:00～21:00		・提示につき、1名さまのみ有効 テイジ メイ ユウコウ

				99		山形自動車道 ヤマガタ ジドウシャ ドウ		上 ウエ		櫛引ＰＡ クシビキ		スナック		料金割引 リョウキン ワリビキ						「さくらんぼガトーショコラ」を10％割引 ワリビキ								8:30～17:00

				100				上下集約 ジョウゲ シュウヤク		寒河江ＳＡ サガエ		スナック		無料サービス ムリョウ						玉こんにゃく（1串3個）をサービス タマ クシ コ								8:00～17:00		・1申込につき、5名さままで有効 モウシコミ メイ ユウコウ

				101		磐越自動車道 バンエツ ジドウシャ ドウ		上 ウエ		磐梯山ＳＡ バン テイ サン		レストラン		料金割引 リョウキン ワリビキ						ホットコーヒー		300円 エン		⇒		110円 エン		9:00～20:30		・提示につき、4名さまのみ有効
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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。



















✿東北観光フリーパス✿

ご優待施設

ご利用
方法

http://www.aomori-museum.jp/http://www.31op.com/sendai/http://www.marinepia.co.jp/http://www.matsushima.or.jp/http://www.date-masamune.jp/http://www.man-bow.com/manga/http://kosaka-mco.com/http://www.osarizawa.jp/http://www.ink.or.jp/~antler/http://www.kazuno-seikaen.com/http://www.dodasuka.com/http://www.premiumoutlets.co.jp/sendaiizumi/http://www.towadako.co.jp/http://kosaka-rp.com/http://www.srph.co.jp/http://railbike.jp/http://muratamachi.info/http://www.gassan-shop.com/http://www.gao-aqua.jp/http://www.namahage.co.jp/camp/http://www.akita-chuoukotsu.co.jp/kanpuzan/http://www.theboon.net/theboon/http://www.nebuta.jp/warasse/http://www.namahage.co.jp/namahagekan/http://www.a-bussan.jp/http://www.yuuzankaku.co.jp/https://www.lafrance.co.jp/index.htmhttp://moriokazoo.org/http://www.koiwai.co.jp/makiba/index.htmlhttp://www.appi.co.jp/http://www.dainichibou.or.jp/http://www2.plala.or.jp/sansuirijuku/http://kamo-kurage.jp/http://www7.ocn.ne.jp/~hakkouda/http://www.city.tsuruoka.lg.jp/kushibiki/dento/kurokawa/ougi-k.htmlhttp://kaisen-ichiba.net/http://www.sakata-kankou.com/product/yumenokura/http://www.asahi-kankou.jp/kankou/member6.htmlhttp://www.tsuruokakanko.com/cate/p0619.htmlhttp://www.komenokonotaki.com/http://www.tsuruokakanko.com/cate/p0411.htmlhttp://www.shoko-corpo.jp/bussan/http://www.santyokuagri.jp/http://www.kuheryokan.com/http://www.mutsuwan-ferry.jp/http://www.tsuruokakanko.com/cate/p0047.htmlhttp://www.geibikei.co.jp/http://www.fujiwaranosato.com/http://hiraizumi2011.jp/http://www.yuukaen.jp/http://sapa.driveplaza.com/sapa/1040/1040346/2/http://sapa.driveplaza.com/sapa/1040/1040386/2/http://sapa.driveplaza.com/sapa/1040/1040386/1/http://sapa.driveplaza.com/sapa/1040/1040346/1/http://sapa.driveplaza.com/sapa/1040/1040176/2/http://www.aomori-hka.com/http://sapa.driveplaza.com/sapa/1040/1040211/2/http://sapa.driveplaza.com/sapa/1040/1040271/2/http://sapa.driveplaza.com/sapa/1040/1040301/2/http://sapa.driveplaza.com/sapa/1040/1040301/1/http://sapa.driveplaza.com/sapa/1040/1040271/1/http://sapa.driveplaza.com/sapa/1040/1040211/1/http://sapa.driveplaza.com/sapa/1040/1040176/1/http://sapa.driveplaza.com/sapa/1440/1440041/1/http://www.touhoku-nzmura.com/http://www.ryusendo-water.co.jp/http://www.newyagen.com/http://www.ryusendo-water.co.jp/http://www.kuji.co.jp/http://citykuji-kougyou.com/moguranpia/http://dofukan.com/http://www.thr.mlit.go.jp/road/koutsu/roadstation/iwate/iw12.htmlhttp://kokujiyaki.com/http://www.city.kuji.iwate.jp/syoukouka/kankoubusan-g/takidam.htmlhttp://beppinnoyu.com/http://www.hiraniwa.com/http://www.aizubandai.com/http://www.kanayamayaki.com/http://www.aizubandai.com/http://www.bukeyashiki.com/shisetsu.htmlhttp://www.tsurugajo.com/oyakuen/index.htmhttp://www.tsurugajo.com/turugajo/shiro-top.htmlhttp://www.higashine.com/http://www.touhoku-onsen.com/http://www.wespa.jp/http://www.sagae-sa.com/information.htmhttp://www.blf.co.jp/http://salad-farm.jp/http://www.furofushi.com/http://www.lalamew.jp/index.phphttp://www.tif.ne.jp/soumu/zyodo.htmhttp://www.tif.ne.jp/soumu/tenkyokaku.htmhttp://www.qkamura.or.jp/iwate/http://www.qkamura.or.jp/miyako/http://www.qkamura.or.jp/nyuto/http://www.qkamura.or.jp/kesen/http://www.qkamura.or.jp/haguro/http://www.kuheryokan.com/tamaya/http://www.qkamura.or.jp/bandai/

青森



























				★レジャー施設☆彡 シセツ

				Ｎo		施設名 シセツ メイ				優待内容 ユウタイ ナイヨウ										最寄IC モヨリ				所在地 ショザイチ						備考 ビコウ



				1		ねぶたの家　ワ・ラッセ イエ				入場料金割引 ニュウジョウリョウ キン ワリビキ		大人 オトナ		600円 エン		⇒		540円 エン		青森自動車道 アオモリ ジドウシャ ドウ		青森中央ＩＣ アオモリ チュウオウ		青森県 アオモリケン				青森市安方1-1-1 アオモリシ ヤス カタ

												高校生 コウコウセイ		450円		⇒		400円 エン

												小・中学生 ショウ チュウガクセイ		250円 エン		⇒		220円 エン

				2		青函連絡船
メモリアルシップ八甲田丸 セイカン レンラク セン ハッコウダ マル				入館料金割引 ニュウカン リョウキン ワリビキ		大人 オトナ		500円 エン		⇒		450円		青森自動車道 アオモリ ジドウシャ ドウ		青森中央ＩＣ アオモリ チュウオウ		青森県 アオモリケン				青森市柳川1丁目112番15地先 アオモリシ ヤナギ カワ チョウメ バン チ サキ

												中人（中学生・高校生） チュウ ヒト チュウガク セイ コウコウセイ		300円 エン		⇒		270円 エン

												小人（小学生） ショウニン ショウガクセイ		100円 エン		⇒		90円 エン

										粗品進呈 ソシナ シンテイ		オリジナル缶バッチ1個プレゼント カン コ

				3		むつ湾フェリー ワン				航送運賃等割引 コウ ソウ ウンチン ナド ワリビキ		6ｍ未満車両航送運賃及び同乗者運賃を10％割引 ミマン シャリョウ コウ ソウ ウンチン オヨ								東北自動車道 トウホク ジドウシャ ドウ		青森ＩＣ アオモリ		青森県 アオモリ ケン				東津軽郡外ヶ浜町字蟹田中師宮本160 ヒガシ ツガル グン ソトガハマ マチ アザ カニ タ チュウシ ミヤモト



				★美術館・博物館等☆彡 ビジュツカン ハクブツカン トウ ホシ

				Ｎo		施設名 シセツ メイ				優待内容 ユウタイ ナイヨウ										最寄IC モヨリ				所在地 ショザイチ						備考 ビコウ



				4		青森県立美術館 アオモリ ケンリツ ビジュツカン				粗品進呈 ソシナ シンテイ		常設展観覧で「あおもり犬」ポストカード1枚プレゼント ジョウセツ テン カンラン イヌ マイ								東北自動車道 トウホク ジドウシャ ドウ		青森ＩＣ アオモリ		青森県 アオモリケン				青森市安田近野185 アオモリ シ ヤスダ コンノ		・企画展「あなたの肖像-工藤哲巳回顧展」は6/8までで終了
・企画展「美少女の美術史展」は7/12から開始
・休館日　5/26、6/9～13、6/23、7/14 キカク テン ショウゾウ クドウ テツ カイコテン タダノリ シュウリョウ キカク テン ビショウジョ ビジュツシ テン ニッテン カイシ ヒ

										料金割引 リョウキン ワリビキ		企画展の観覧料を団体料金と同額に割引 キカク テン カンラン リョウ ダンタイ リョウキン ドウガク ワリビキ



				★飲食店・お土産店等☆彡 インショク テン ミヤゲ テン トウ ホシ

				Ｎo		施設名 シセツ メイ				優待内容 ユウタイ ナイヨウ										最寄IC モヨリ				所在地 ショザイチ						備考 ビコウ



				5		津軽金山焼窯業協同組合 ツガル コン ザン ヤキ カマ ギョウ キョウドウ クミアイ				料金割引 リョウキン ワリビキ		お買い物の品10％割引 カ モノ シナ ワリビキ								東北自動車道		浪岡IC ナミオカ		青森県 アオモリケン				五所川原市金山字千代鶴5-79 ゴショガワラシ カナヤマ アザ チヨ ツル

				6		辰巳寿司 タツミ コトブキ ツカサ				無料サービス ムリョウ		1,500円以上お食事の方にソフトドリンク1杯サービス エン イジョウ カタ パイ								東北自動車道 トウホク ジドウシャ ドウ		浪岡IC ナミオカ		青森県 アオモリケン				五所川原市旭町67-1 ゴショガワラシ アサヒマチ



				★宿泊施設・温泉等☆彡 シュクハク シセツ オンセン トウ

				Ｎo		施設名 シセツ メイ				優待内容 ユウタイ ナイヨウ										最寄IC モヨリ				所在地 ショザイチ						備考 ビコウ



				7		ラ・プラス青い森 アオ モリ				粗品進呈 ソシナ シンテイ		ご宿泊の方に入浴剤1個プレゼント シュクハク カタ ニュウヨク ザイ コ								青森自動車道 アオモリジドウシャドウ		青森中央IC アオモリチュウオウ		青森県 アオモリケン				青森市中央1丁目11－18 アオモリシ チュウオウ チョウメ

				8		ホテルニュー薬研 ヤク ケン				宿泊料金割引 シュクハク リョウキン ワリビキ		基本宿泊料金より10％割引 キホン シュクハクリョウキン ワリビキ								青森自動車道 アオモリジドウシャドウ		青森東IC アオモリ ヒガシ		青森県 アオモリケン				むつ市大畑町薬研6-1 シ オオハタ マチ クスリ ケン		　

				9		黄金崎不老ふ死温泉 オウゴン サキ フロウ シ オンセン				立寄り入浴料割引 タ ヨ ニュウヨクリョウ ワリビキ		大人 オトナ		600円 エン		⇒		無料 ムリョウ		東北自動車道		浪岡IC		青森県 アオモリケン				西津軽郡深浦町大字舮作字下清滝15-1 ニシツガル グン フカウラ マチ オオアザ		・利用可能時間　本館風呂：8:00～21:00（最終受付　20:00）
　　　　　　　　新館風呂：10:30～14:00（最終受付　13:30）
　　　　　　　　海辺の露天風呂：8:00～16:00（最終受付　15:30） リヨウ カノウ ジカン ホンカン フロ サイシュウ ウケツケ シンカン フロ サイシュウ ウケツケ ウミベ ロテン ブロ サイシュウ ウケツケ

												子供（小学生） コドモ ショウガクセイ		300円 エン		⇒		無料 ムリョウ		東北自動車道		浪岡ＩＣ

				10		ウェスパ椿山 ツバキ ヤマ				入浴料割引 ヨク		大人（中学生以上） チュウガクセイ イジョウ		500円 エン		⇒		400円 エン		東北自動車道		浪岡IC		青森県 アオモリケン				西津軽郡深浦町舮作鍋石226-1

												小人（小学生） コ ニン ショウガク セイ		300円 エン		⇒		250円 エン

												幼児（小学生未満） ヨウジ ショウガクセイ ミマン		200円 エン		⇒		150円 エン

				11		東北温泉 トウホク オンセン				宿泊料金割引 シュクハク リョウキン ワリビキ		基本宿泊料金10％割引 キホン シュクハク リョウキン ワリビキ								八戸自動車道 ハチノヘ ジドウシャ ドウ		八戸北IC ハチノヘ キタ		青森県 アオモリケン				上北郡東北町字上笹橋21-18 カミキタグン トウホク マチ アザ ウエ ササ ハシ		・要事前予約 ヨウ ジゼン ヨヤク







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































― &P ―	




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。



















✿東北観光フリーパス✿

ご優待施設

ご利用
方法

http://www.aomori-museum.jp/http://www.wespa.jp/http://www.nebuta.jp/warasse/http://www7.ocn.ne.jp/~hakkouda/http://www.mutsuwan-ferry.jp/http://www.aomori-hka.com/http://www.newyagen.com/http://www.kanayamayaki.com/http://www.furofushi.com/http://www.touhoku-onsen.com/

岩手





























				★レジャー施設☆彡 シセツ

				Ｎo		施設名 シセツ メイ				優待内容 ユウタイ ナイヨウ										最寄IC モヨリ				所在地 ショザイチ						備考 ビコウ



				1		滝ダム湖遊覧船 タキ コ ユウランセン				乗船料金割引 ジョウセンリョウキンワリビキ		中学生以上 チュウガクセイ イジョウ		700円 エン		⇒		600円 エン		八戸自動車道 ハチノヘジドウシャドウ		九戸IC クノヘ		岩手県 イワテケン				久慈市小久慈町36-25-39 クジシ コクジチョウ		・土日祝祭日以外の日は予約制 ドニチ シュクサイジツ イガイ ヒ ヨヤクセイ

												小学生以下 イカ		500円 エン		⇒		400円 エン

				2		安比高原スキー場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　岩手ホテルアンドリゾート アッピ コウゲン ジョウ イワテ				料金割引 リョウキン ワリビキ		前森山ゴンドラ遊覧
大人往復 マエ モリヤマ ユウラン オトナ オウフク		1,300円 エン		⇒		1,040円 エン		東北自動車道 トウホク ジドウシャ ドウ		松尾八幡平ＩＣ マツオハチマンタイ		岩手県 イワテケン				八幡平市安比高原 ハチマンタイシ アッピコウゲン		・適用期間　6/7～7/13の土日祝日（※荒天等により運休する場合あり）
・対応窓口：ゴンドラ券売所
・1申込につき、4名さままで有効
・小学生以下は要保護者（有料）同伴
・ペット割引特典はございません テキヨウ キカン ドニチ シュクジツ コウテン トウ ウンキュウ バアイ タイオウ マドグチ ケン バイ ジョ モウシコミ ナ ユウコウ ワリビキ トクテン

												前森山ゴンドラ遊覧
小学生往復
（ビンゴゲーム付） マエ モリヤマ ユウラン ショウガクセイ オウフク ツキ		650円 エン		⇒		520円 エン

												安比高原テニスクラブ
コート利用1面1時間 アッピ コウゲン リヨウ メン ジカン		2,700円 エン		⇒		2,200円 エン												・適用期間　7/13までの土日祝日
・営業時間　9:00～16:00
・1申込につき、1コートご優待 テキヨウ キカン シュクジツ エイギョウ ジカン モウシコミ ユウタイ

												安比高原パークゴルフ場
中学生以上1日回り放題
（用具付） アッピ コウゲン バ チュウガクセイ イジョウ ヒ マワ ホウダイ ヨウグ ツキ		1,100円 エン		⇒		880円 エン												・適用期間　5/24～7/14まで　（※木曜日定休）
・営業時間　10:00～16:00　（15:00最終受付）
・1申込につき、4名さままで有効 テキヨウ キカン モクヨウビ テイキュウ エイギョウ ジカン サイシュウ ウケツケ モウシコミ ナ ユウコウ

				3		小岩井農場まきば園 コイワイ ノウジョウ エン				入園料金割引 ニュウエンリョウ リョウキン ワリビキ		大人（中学生以上） オトナ チュウガクセイ イジョウ		500円 エン		⇒		400円 エン		東北自動車道 トウホク ジドウシャ ドウ		盛岡IC モリオカ		岩手県 イワテケン				雫石町丸谷地36-1 シズクイシ マチ マル タニ チ		・1申込につき、5名さままで有効
・左記はグリーンシーズン料金となります（※参考・11/4からは入園無料） モウシコミ ナ ユウコウ サキ リョウキン サンコウ ハイ エン ムリョウ

												子供（5歳～小学6年生） コドモ サイ ショウガク ネンセイ		250円		⇒		200円 エン

				4		盛岡市動物公園 モリオカシ ドウブツ コウエン				料金割引 リョウキン ワリビキ		園内施設の売店・食堂　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　お買い上げ金額より10％割引 エンナイ シセツ バイテン ショクドウ カ ア キンガク ワリビキ								東北自動車道 トウホク ジドウシャ ドウ		盛岡ICまたは盛岡南IC モリオカ モリオカ ミナミ		岩手県 イワテケン				盛岡市新庄字下八木田60-18 モリオカシ シンジョウ アザ シモ ヤギタ

				5		猊鼻渓　舟下り				一般乗船料割引 イッパン ジョウセン リョウ ワリビキ		大人 オトナ		1,600円 エン		⇒		1,440円 エン		東北自動車道 トウホク ジドウシャ ドウ		一関ICまたは
平泉前沢IC イチノセキ ヒライズミ マエザワ		岩手県 イワテ ケン				一関市東山町長坂字町467

												小学 ショウガク		860円 エン		⇒		770円 エン

				6		岩手八幡平サラダファーム イワテ ハチマンタイ				八幡平フラワーランド
入場料金割引 ハチマンタイ ニュウジョウ リョウキン キン ワリビキ		大人（高校生以上） オトナ コウコウ セイ イジョウ		500円 エン		⇒		450円 エン		東北自動車道 トウホク ジドウシャ ドウ		西根IC ニシネ		岩手県 イワテケン				八幡平市平笠2-6-333 ハチマンタイシ ヒラ カサ		・サラダファームのアイドル「アルパカ」と触れ合えます
・八幡平フラワーランドの中学生以下の入場料は無料です フ ア ハチマンタイ チュウガクセイ イカ ニュウジョウリョウ ムリョウ

				7		歴史公園えさし藤原の郷 レキシ コウエン フジワラ サト				入場料金割引 ニュウジョウ リョウキン ワリビキ		大人 オトナ		800円 エン		⇒		600円 エン		東北自動車道 トウホク ジドウシャ ドウ		水沢IC ミズサワ		岩手県 イワテ ケン				奥州市江刺区岩谷堂字小名丸86-1 オウシュウ シ エ サ ク イワヤ ドウ アザ ショウ ナ マル		･1申込につき、5名さままで有効 モウシコ メイ ユウコウ

												高校生 コウコウ セイ		500円 エン		⇒		400円 エン

												小・中学生 ショウ ナカ ガクセイ		300円 エン		⇒		200円 エン

				8		とうほくニュージーランド村 ムラ				「入園料+施設利用券」割引 ニュウエンリョウ リョウ シセツ リヨウ ケン ワリビキ		大人（中学生以上） オトナ チュウガクセイ イジョウ		1,600円 エン		⇒		1,400円 エン		東北自動車道 トウホク ジドウシャ ドウ		平泉前沢IC ヒラ イズミ マエサワ		岩手県 イワテ ケン				奥州市衣川区日向59 オウシュウ シ コロモガワ ク ヒ		・1申込につき、4名さままで有効
・左記料金は「入園料+施設利用券」のセットとなり、
　100円×9枚+200円×1枚＝1,100円分の施設利用券が付きます
・引換当日のみご利用可（遊び物、お土産、食事等で使用） モウシコ メイ ユウコウ サキ リョウキン ニュウエンリョウ シセツ リヨウケン エン マイ エン マイ エン フン シセツ リヨウ ケン ツ ヒキカエ トウジツ リヨウ カ アソ モノ ミヤゲ ショクジトウ シヨウ

												小人（4才以上） ショウ サイ		1,300円 エン		⇒		1,200円 エン



				★美術館・博物館等☆彡 ビジュツカン ハクブツカン トウ ホシ

				Ｎo		施設名 シセツ メイ				優待内容 ユウタイ ナイヨウ										最寄IC モヨリ				所在地 ショザイチ						備考 ビコウ



				9		久慈琥珀博物館 クジコハクハクブツカン				入場料金割引 ニュウジョウリョウキンワリビキ		大人（高校生以上） オトナ コウコウセイイジョウ		500円 エン		⇒		400円 エン		八戸自動車道 ハチノヘジドウシャドウ		九戸IC クノヘ		岩手県 イワテケン				久慈市小久慈町19-156-133 クジシコクジチョウ		・「琥珀まつり・千樹祭」を6/7、8に開催 コハク センジュサイ カイサイ

												小中学生 ショウチュウガクセイ		200円 エン		⇒		150円 エン

				10		もぐらんぴあ まちなか水族館 スイゾクカン				粗品進呈 ソシナシンテイ		オリジナルカードプレゼント								八戸自動車道 ハチノヘジドウシャドウ		九戸IC クノヘ		岩手県 イワテケン				久慈市中央2-9 クジシチュウオウ



				★飲食店・お土産店等☆彡 インショク テン ミヤゲ テン トウ ホシ

				Ｎo		施設名 シセツ メイ				優待内容 ユウタイ ナイヨウ										最寄IC モヨリ				所在地 ショザイチ						備考 ビコウ



				11		道の駅くじ　やませ土風館 ミチ エキ ドフウカン				粗品進呈 ソシナシンテイ		久慈市の特産”琥珀”を使った粗品プレゼント クジシ トクサン コハク ツカ ソシナ								八戸自動車道 ハチノヘジドウシャドウ		九戸IC クノヘ		岩手県 イワテケン				久慈市中町2-5-6 クジ シ ナカマチ

				12		小久慈焼 コクジヤキ				料金割引 リョウキンワリビキ		お買物商品10%オフ、または陶芸教室 カイモノショウヒン トウゲイキョウシツ								八戸自動車道 ハチノヘジドウシャドウ		九戸IC クノヘ		岩手県 イワテケン				久慈市小久慈町31-29-1 クジシコクジチョウ

				13		ふるさと物産センター
（道の駅白樺の里やまがた） ブッサン ミチ エキ シラカバ サト				料金割引 リョウキンワリビキ		ソフトクリーム50円引き エン ビ								八戸自動車道 ハチノヘジドウシャドウ		九戸IC クノヘ		岩手県 イワテケン				久慈市山形町川井8-12-1 クジシ ヤマガタマチ カワイ

				14		道の駅「いわいずみ」 ミチ エキ				粗品進呈 ソシナ シンテイ		1,000円以上お買い上げの方に
「龍泉洞のじっ茶ばっ茶（500mｌ）」1本プレゼント エンイジョウ カ ア カタ チャ チャ ホン								東北自動車道 トウホク ジドウシャ ドウ		盛岡南IC モリオカ ミナミ		岩手県 イワテケン				下閉伊郡岩泉町乙茂字乙茂90−1 アザ

				15		道の駅「三田貝分校」 ミチ エキ ミタ カイ ブン コウ				粗品進呈 ソシナ シンテイ		1,000円以上お買い上げの方に
「龍泉洞の水（500mｌ）」1本プレゼント エンイジョウ カ ア カタ リュウセンドウ ミズ ホン								東北自動車道 トウホク ジドウシャ ドウ		盛岡南IC モリオカ ミナミ		岩手県 イワテケン				下閉伊郡岩泉町門字三田貝47-2 モン アザ ミタ カイ

				16		平泉レストハウス				料金割引 リョウキン ワリビキ		1階レストラン「フードコート門」
名物「弁慶ちからもちセット（もち5品）」
1,300円　⇒　1,150円								東北自動車道				岩手県 イワテケン				西磐井郡平泉町平泉字坂下10-7

										無料サービス ムリョウ		2階レストラン「レストラン源」
ランチタイム（11～14時）お食事ご利用のお客さま
1メニューにつき、ワンドリンクサービス（指定ドリンク）										平泉前沢IC ヒライズミ マエサワ

										料金割引 リョウキン ワリビキ		ショッピングコーナー
現金精算のお客さま、10％割引（※一部商品を除く） イチブ ショウヒン ノゾ



				★宿泊施設・温泉等☆彡 シュクハク シセツ オンセン トウ

				Ｎo		施設名 シセツ メイ				優待内容 ユウタイ ナイヨウ										最寄IC モヨリ				所在地 ショザイチ						備考 ビコウ



				17		新山根温泉　べっぴんの湯 シンヤマネオンセン ユ				入浴料割引 ニュウヨクリョウワリビキ		大人 オトナ		400円 エン		⇒		360円 エン		八戸自動車道 ハチノヘジドウシャドウ		九戸IC クノヘ		岩手県 イワテケン				久慈市山根町下戸鎖4-5-1 クジシヤマネチョウ シモトクサリ

												子供 コドモ		200円 エン		⇒		180円 エン

				18		センターハウス平庭山荘 ヒラニワサンソウ				粗品進呈 ソシナシンテイ		しらかばの湯オリジナルハンドタオル進呈 ユ シンテイ								八戸自動車道 ハチノヘジドウシャドウ		九戸IC クノヘ		岩手県 イワテケン				久慈市山形町来内20-13-1 クジ シ ヤマガタチョウ ライナイ



				19		ラ・フランス温泉館 オンセン カン				入湯料割引 ニュウトウ リョウ ワリビキ		大人・中学生 オトナ チュウガクセイ		700円 エン		⇒		600円 エン		東北自動車道 トウホク ジドウシャ ドウ		紫波IC シワ		岩手県 イワテケン				紫波郡紫波町小屋敷字新在家90番地 シワグン シワ マチ オヤシキ アザ シン ザイケ バンチ



				20		山の神温泉　優香苑 ヤマ カミ オンセン ユウカ エン				宿泊料金割引 シュクハク リョウキン ワリビキ		基本宿泊料金10％割引 キホン シュクハク リョウキン ワリビキ								東北自動車道 トウホク ジドウシャ ドウ		花巻南IC ハナマキ ミナミ		岩手県 イワテ ケン				花巻市下シ沢字中野53-1 ハナマキシ シタ サワ アザ ナカノ		・除外日等もあるため、要問い合わせ ジョガイ ビ トウ ヨウ ト ア

										入浴料金割引 ニュウヨク リョウキン ワリビキ		日帰り入浴料金　700円⇒350円（※大人のみ） ヒガエ ニュウヨク リョウキン エン エン オトナ

				21		休暇村　岩手網張温泉 キュウカムラ イワテアミハリオンセン				宿泊料金割引 シュクハク リョウキン ワリビキ		基本宿泊料金10％割引 キホン シュクハク リョウキン ワリビキ								東北自動車道 トウホク ジドウシャ ドウ		盛岡IC モリオカ		岩手県 イワテケン				岩手郡雫石町網張温泉 イワテ グン シズクイシ マチ アミハリ オンセン		・要事前予約 ヨウ ジゼン ヨヤク

				22		休暇村　陸中宮古 キュウカムラ リク ナカ ミヤコ				宿泊料金割引 シュクハク リョウキン ワリビキ		基本宿泊料金10％割引 キホン シュクハク リョウキン ワリビキ								東北自動車道 トウホク ジドウシャ ドウ		盛岡南IC モリオカ ミナミ		岩手県 イワテケン				宮古市崎鍬ヶ崎18-25-3 ミヤコシ サキ クワ サキ		・要事前予約 ヨウ ジゼン ヨヤク



				★SA・PA☆彡

				Ｎo		道路名（上下） ドウロ メイ ジョウゲ				ＳＡ／ＰＡ名 メイ		コーナー名 メイ		優待内容 ユウタイ ナイヨウ														優待サービス提供時間・期間 ユウタイ テイキョウ ジカン キカン		備考 ビコウ



				23		東北自動車道 トウホク ジドウシャ ドウ		上 ウエ		岩手山ＳＡ イワテ ヤマ		レストラン		無料サービス ムリョウ						お食事の方にコーヒーを1杯サービス ショクジ カタ ハイ								7:00～21:00		・提示につき、1名さまのみ有効 テイジ メイ ユウコウ

				24				下 ゲ		岩手山ＳＡ イワテ ヤマ		レストラン		無料サービス ムリョウ						お食事の方にコーヒーを1杯サービス ショクジ カタ ハイ								7:00～21:00		・提示につき、1名さまのみ有効 テイジ メイ ユウコウ

				25				上 ウエ		紫波ＳＡ シワ		レストラン		無料サービス ムリョウ						お食事の方にコーヒーを1杯サービス ショクジ カタ ハイ								9:00～21:00		・提示につき、1名さまのみ有効

				26				下 ゲ		紫波ＳＡ シワ		レストラン		無料サービス ムリョウ						お食事の方にコーヒーを1杯サービス ショクジ カタ ハイ								9:00～21:00		・提示につき、2名さままで有効 テイジ メイ ユウコウ

				27				上 ウエ		前沢ＳＡ マエザワ		レストラン		無料サービス ムリョウ						お食事の方にコーヒーを1杯サービス ショクジ カタ ハイ								7:00～21:00		・提示につき、1名さまのみ有効 テイジ メイ ユウコウ

				28				下 ゲ		前沢ＳＡ マエザワ		レストラン		無料サービス ムリョウ						お食事の方にコーヒーを1杯サービス ショクジ カタ ハイ								7:00～21:00		・提示につき、1名さまのみ有効 テイジ メイ ユウコウ
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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。



















✿東北観光フリーパス✿

ご優待施設

ご利用
方法

https://www.lafrance.co.jp/index.htmhttp://sapa.driveplaza.com/sapa/1040/1040386/2/http://sapa.driveplaza.com/sapa/1040/1040386/1/http://sapa.driveplaza.com/sapa/1040/1040346/1/http://sapa.driveplaza.com/sapa/1040/1040301/2/http://sapa.driveplaza.com/sapa/1040/1040301/1/http://www.touhoku-nzmura.com/http://www.ryusendo-water.co.jp/http://www.ryusendo-water.co.jp/http://www.kuji.co.jp/http://citykuji-kougyou.com/moguranpia/http://moriokazoo.org/http://dofukan.com/http://www.thr.mlit.go.jp/road/koutsu/roadstation/iwate/iw12.htmlhttp://kokujiyaki.com/http://www.city.kuji.iwate.jp/syoukouka/kankoubusan-g/takidam.htmlhttp://beppinnoyu.com/http://www.hiraniwa.com/http://salad-farm.jp/http://www.qkamura.or.jp/iwate/http://www.qkamura.or.jp/miyako/http://www.koiwai.co.jp/makiba/index.htmlhttp://www.appi.co.jp/http://www.geibikei.co.jp/http://www.fujiwaranosato.com/http://hiraizumi2011.jp/http://www.yuukaen.jp/http://sapa.driveplaza.com/sapa/1040/1040346/2/

秋田





























				★レジャー施設☆彡 シセツ

				Ｎo		施設名 シセツ メイ				優待内容 ユウタイ ナイヨウ										最寄IC モヨリ				所在地 ショザイチ						備考 ビコウ



				1		クアドーム　ザ・ブーン				入館料割引 ニュウカンリョウ ワリビキ		大人 オトナ		510円 エン		⇒		410円		秋田自動車道 ア		秋田中央IC アキタ チュウオウ		秋田県 アキタケン				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 モウシコ メイ ユウコウ

												中高生 チュウコウセイ		410円 エン		⇒		310円 エン

												3歳～小学生以下		300円 エン		⇒		200円 エン

				2		男鹿水族館ＧＡＯ オｇ				入館料金割引		大人 オトナ		1,100円 エン		⇒		1,050円 エン		秋田自動車道 ア		昭和男鹿半島IC ショウワ オガ ハントウ		秋田県 アキタケン				男鹿市戸賀塩浜		・1申込につき、5名さままで有効 モウシコ メイ ユウコウ

												小・中学生		400円 エン		⇒		350円 エン

				3		スカイパーク
寒風山回転展望台 カンプウ ザン カイテン テンボウダイ				入場料金割引 ニュウジョウ リョウキン ワリビキ		大人 オトナ		540円 エン		⇒		490円 エン		秋田自動車道 ア		昭和男鹿半島IC ショウワ オガ ハントウ		秋田県 アキタケン				男鹿市脇本富永字寒風山62-1 ワキモト トミナガ アザ カンプウ ザン		・1申込につき、5名さままで有効 モウシコ メイ ユウコウ

												小・中・高生 コウ		270円 エン		⇒		220円 エン

				4		なまはげオートキャンプ場 ジョウ				レンタル料金割引 リョウキン ワリビキ		レンタル品20％割引 ヒン ワリビキ								秋田自動車道 ア		昭和男鹿半島IC ショウワ オガ ハントウ		秋田県 アキタケン				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 クミ サマ ジョウ エイギョウ ツキ ゲジュン ツウネン エイギョウ

				5		明治の芝居小屋
小坂町康楽館 メイジ シバイ ゴヤ コサカ マチ コウ ラク カン				観覧料割引
（常打芝居と施設見学） カンラン リョウ ワリビキ ウ		大人 オトナ		2,100円 エン		⇒		1,890円 エン		東北自動車道 トウホク ジドウシャ ドウ		小坂IC コサカ		秋田県 アキタケン				鹿角郡小坂町小坂鉱山字松ノ下2番地 カヅノグン コサカ マチ コサカ コウザン アザ マツ シタ バンチ		・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 ジョウ ウ シバイ ジョウエン キカン オヨ ジカン カクニン

												小人 コ ニン		1,050円 エン		⇒		950円 エン

										観覧料割引
（施設見学のみ） カンラン リョウ ワリビキ		大人 オトナ		600円 エン		⇒		540円 エン

												小人 コ ニン		330円 エン		⇒		300円 エン

				6		NPO法人
大館・小坂鉄道レールバイク ホウジン オオダテ コサカ テツドウ				乗車料金割引 ジョウシャ リョウキン ワリビキ		レールバイク2人乗り1台　2,000円 ヒト ノ ダイ エン				⇒		10％割引 ワリビキ		東北自動車道 トウホク ジドウシャ ドウ		小坂IC コサカ		秋田県 アキタケン				大館市雪沢字大滝29-8 オオダテシ ユキ サワ アザ オオタキ		・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 ウンコウ マイシュウ カヨウビ ナツヤス キカン チュウ ウンコウ ウンキュウ アキ ホンバ オオダテ マツ キネン シャシン マイ ツ

												レールバイク4人乗り1台　3,000円 ニン ノ ダイ エン				⇒		10％割引 ワリビキ

												トロッコ客車・中学生以上1人　1,000円 キャク シャ チュウガクセイ イジョウ ヒトリ エン				⇒		10％割引 ワリビキ

				7		小坂鉄道レールパーク コサカ テツドウ				入場料割引 ニュウジョウ ワリビキ		大人 オトナ		500円 エン		⇒		400円 エン		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 カヅノグン コサカ マチ コサカ コウザン アザ フルカワ		・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 キュウギョウビ カ スイヨウビ

												小人（小・中学生） ショウニン ショウ チュウガクセイ		250円 エン		⇒		200円 エン



				★観光農園☆彡 カンコウ ノウエン ホシ

				Ｎo		施設名 シセツ メイ				優待内容 ユウタイ ナイヨウ										最寄IC モヨリ				所在地 ショザイチ						備考 ビコウ



				8		精果園 セイ カ エン				粗品進呈 ソシナ シンテイ		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 バイテン エン イジョウ コウニュウ カタ レイトウ ポン								東北自動車道 トウホク ジドウシャ ドウ		十和田ICまたは
鹿角八幡平IC トワダ カヅノ ハチマンタイ		秋田県 アキタケン				鹿角市花輪字下野 カヅノ ハナワ アザ シタ ノ		・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 モウシコミ ソシナ コ シンテイ テイキュウビ フテイキ ジゼン カクニン ネガ

				9		りんごの里　平塚果樹園 サト ヒラツカ カジュエン				粗品進呈 ソシナ シンテイ		「プチラブリーパイ」1個プレゼント コ								東北自動車道 トウホク ジドウシャ ドウ		十和田IC トワダ		秋田県 アキタケン				鹿角市十和田大湯字箒畑105-1 トワダ オオユ アザ ホウキ ハタケ		・1申込につき、粗品1個進呈 モウシコミ ソシナ コ シンテイ



				★美術館・博物館等☆彡 ビジュツカン ハクブツカン トウ ホシ

				Ｎo		施設名 シセツ メイ				優待内容 ユウタイ ナイヨウ										最寄IC モヨリ				所在地 ショザイチ						備考 ビコウ



				10		なまはげ館 カン				料金割引 リョウキン ワリビキ		売店コーナーお土産品表示価格より5％割引 バイテン ミヤゲ ヒン ヒョウジ カカク ワリビキ								秋田自動車道 ア		昭和男鹿半島IC ショウワ オガ ハントウ		秋田県 アキタケン				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 セイサン マエ モウシコミ カンリョウ テイジ ヒツヨウ ユウタイ ジョガイ ヒン

				11		史跡　尾去沢鉱山 シセキ オ サル サワ コウザン				観覧料金割引 カンラン リョウキン ワリビキ		石切沢通洞坑コース　10％割引 ワリビキ								東北自動車道 トウホク ジドウシャ ドウ		鹿角八幡平IC カヅノ ハチマンタイ		秋田県 アキタケン				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 ユウコウ



				★飲食店・お土産店等☆彡 インショク テン ミヤゲ テン トウ ホシ

				Ｎo		施設名 シセツ メイ				優待内容 ユウタイ ナイヨウ										最寄IC モヨリ				所在地 ショザイチ						備考 ビコウ



				12		あきた県産品プラザ ケン サン ヒン				料金割引 リョウキン ワリビキ		販売品を5％割引 ハンバイヒン ワリビキ								秋田自動車道 ア		秋田中央IC アキタ チュウオウ		秋田県 アキタケン				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） ケン サン ヒン ユウタイ トクベツ ワリビキ ケン インサツ ジサン イチブ タイショウガイ ショウヒン

				13		鹿角観光ふるさと館
あんとらあ カヅノ カンコウ カン				入館料割引 ニュウカン ワリビキ		祭り展示館（大人） オトナ		200円 エン		⇒		100円 エン		東北自動車道 トウホク ジドウシャ ドウ		鹿角八幡平IC カヅノ ハチマンタイ		秋田県 アキタケン				鹿角市花輪字新田町11-4 ハナワ アザ シンデンチョウ		・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 ユウコウ ヘイセイ ネン ツキ ヒ ハナワ マツ ヤタイ ギョウジ ハナワ クニ ジュウヨウ ムケイ ミンゾク ブンカザイ シテイ

				14		伊勢家　大昌園 イセ ヤ ダイ ショウ エン				料金割引 リョウキン ワリビキ		しげちゃん丼 ドン		700円 エン		⇒		650円 エン		東北自動車道 トウホク ジドウシャ ドウ		小坂IC コサカ		秋田県 アキタケン				鹿角郡小坂町小坂鉱山字栗平11-1 カヅノグン コサカ マチ コサカ コウザン アザ クリヒラ		・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 モウシコミ メイ ユウコウ テイキュウビ マイシュウ ゲツヨウビ ダイ カヨウビ デンワ バンゴウ

												がんばるめん		700円 エン		⇒		650円 エン

												たたらめん		700円 エン		⇒		650円 エン

												カルビクッパ		790円 エン		⇒		740円 エン

				15		大館市観光案内所
物産コーナー オオダテ シ カンコウ アンナイ ジョ ブッサン				料金割引 リョウキン ワリビキ		表示価格より10％割引(一部除外商品有) ヒョウジ カカク ワリビキ イチブ ジョガイ ショウヒン アリ								東北自動車道 トウホク ジドウシャ ドウ		十和田ICまたは小坂IC トワダ コサカ		秋田県 アキタケン				大館市御成町一丁目1-1（JR大館駅舎内） オオ		・酒類等、一部除外商品あり サケ ルイ トウ イチブ ジョガイ ショウヒン



				★宿泊施設・温泉等☆彡 シュクハク シセツ オンセン トウ

				Ｎo		施設名 シセツ メイ				優待内容 ユウタイ ナイヨウ										最寄IC モヨリ				所在地 ショザイチ						備考 ビコウ



				16		元湯雄山閣 モト ユ ユウ ヤマ カク				日帰り入浴料金割引 ヒガエ ニュウヨク リョウキン ワリビキ		小学生以上 ショウガクセイ イジョウ		700円 エン		⇒		600円 エン		秋田自動車道 アキタ ジドウシャ ドウ		昭和男鹿半島IC ショウワ オガ ハントウ		秋田県 アキタケン				男鹿市北浦湯本字草木原52 オガシ キタ ウラ ユモト アザ クサキ ハラ		・清掃中の場合等ありますので、事前確認をお願いします セイソウチュウ バアイ トウ ジゼン カクニン ネガ

												小学生未満 ショウガクセイ ミマン		350円 エン		⇒		250円 エン

				17		休暇村　乳頭温泉郷 キュウカ ムラ ニュウトウ オンセン キョウ				宿泊料金割引 シュクハク リョウキン ワリビキ		基本宿泊料金10％割引 キホン シュクハク リョウキン ワリビキ								東北自動車道 トウホク ジドウシャ ドウ		盛岡IC モリオカ		秋田県 アキタ ケン				仙北市田沢湖駒ヶ岳2-1 センボク シ タザワコ コマガタケ		・要事前予約 ヨウ ジゼン ヨヤク
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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。



















✿東北観光フリーパス✿

ご優待施設

ご利用
方法

http://kosaka-mco.com/http://www.namahage.co.jp/camp/http://www.akita-chuoukotsu.co.jp/kanpuzan/http://www.theboon.net/theboon/http://www.namahage.co.jp/namahagekan/http://www.a-bussan.jp/http://www.yuuzankaku.co.jp/http://www.qkamura.or.jp/nyuto/http://www.osarizawa.jp/http://www.ink.or.jp/~antler/http://www.kazuno-seikaen.com/http://www.dodasuka.com/http://www.towadako.co.jp/http://kosaka-rp.com/http://railbike.jp/http://www.gao-aqua.jp/

宮城





























				★アウトレットモール☆彡 ホシ

				Ｎo		施設名 シセツ メイ				優待内容 ユウタイ ナイヨウ										最寄IC モヨリ				所在地 ショザイチ						備考 ビコウ



				1		仙台泉プレミアム・　　　　　アウトレット センダイ イズミ				各ショップで最大10％OFFやグッズなどの　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　サービスが受けられる「クーポンシート」をプレゼント カク サイダイ ウ										東北自動車道 トウホク ジドウシャ ドウ		泉ICまたは　　　　　　　　泉PAスマートIC イズミ イズミ		宮城県 ミヤギケン				仙台市泉区寺岡6-1-1 センダイシ イズミク テラ オカ		・駐車場約2,000台（無料）
・1Fインフォメーションセンターにてお渡し ワタ

				2		三井アウトレットパーク
仙台港 ミツイ センダイ コウ				約80店舗でおトクなサービスがご利用いただける
「スペシャルクーポン」をプレゼント ヤク テンポ リヨウ										三陸自動車道 サンリク ジドウシャ ドウ		仙台港北IC
または仙台港ＩＣ センダイ コウ キタ センダイ コウ		宮城県 ミヤギケン				仙台市宮城野区中野出花123 センダイシ ミヤギノク ナカノ シュツ ハナ		・駐車場約2,000台（無料）
・1F総合案内所にて受付



				★レジャー施設☆彡 シセツ

				Ｎo		施設名 シセツ メイ				優待内容 ユウタイ ナイヨウ										最寄IC モヨリ				所在地 ショザイチ						備考 ビコウ



				3		マリンピア松島水族館 マツシマ スイゾクカン				入館料金割引 ニュウカン リョウキン ワリビキ		大人 オトナ		1,400円 エン		⇒		1,200円 エン		三陸自動車道 サンリク ジドウシャ ドウ		松島海岸IC マツシマカイガン		宮城県 ミヤギケン				宮城郡松島町松島字波打浜16 ミヤギグン マツシマ マチ マツシマ アザ ナミウ ハマ

												高校生 コウコウセイ		1,400円 エン		⇒		900円 エン

												小・中学生 ショウ チュウガクセイ		700円 エン		⇒		500円 エン

												幼児（3歳以上） イジョウ		350円 エン		⇒		300円 エン

				4		松島島巡り観光船 マツシマ シマ メグ カンコウセン				乗船料金割引 ジョウセン リョウ キン ワリビキ		大人（中学生以上） オトナ チュウガクセイ イジョウ		1,500円 エン		⇒		1,350円 エン		三陸自動車道 サンリク ジドウシャ ドウ		松島海岸IC マツシマカイガン		宮城県 ミヤギケン				宮城郡松島町松島字町内98-1 ミヤギグン マツシマ マチ マツシマ アザ マチ ナイ

												子供（小学生） コドモ ショウガクセイ		750円 エン		⇒		670円 エン



				★美術館・博物館等☆彡 ビジュツカン ハクブツカン トウ ホシ

				Ｎo		施設名 シセツ メイ				優待内容 ユウタイ ナイヨウ										最寄IC モヨリ				所在地 ショザイチ						備考 ビコウ



				5		みちのく伊達政宗歴史館 ダテ マサムネ レキシカン				入館料金割引 ニュウカン リョウキン ワリビキ		大人 オトナ		1,000円 エン		⇒		800円 エン		三陸自動車道 サンリク ジドウシャ ドウ		松島海岸IC マツシマカイガン		宮城県 ミヤギケン				宮城郡松島町松島字普賢堂13-13 ミヤギグン マツシマ マチ マツシマ アザ フ ケン ドウ		・営業時間　8:30～17:00
・年中無休 エイギョウ ジカン ネンジュウ ムキュウ

												小・中・高校生 ショウ チュウ コウコウセイ		500円 エン		⇒		400円 エン

				6		石ノ森萬画館 イシ モリ マン ガ カン				入館料金割引 カン キン		大人		800円		⇒		640円		三陸自動車道 サンリク ジドウシャ ドウ		石巻河南IC イシノマキ カナン		宮城県 ミヤギケン				石巻市中瀬2-7 イシノマキ シ ナカセ		・小学生未満は無料
・営業時間　9:00～18:00
・休館日　毎月第3火曜日（※夏休み、年末年始、GW期間は開館） ショウガクセイ ミマン ムリョウ エイギョウ ジカン キュウカンビ マイツキ ダイ カヨウビ ナツ ヤス ネンマツ ネンシ キカン カイカン

												中高生 チュウ		500円		⇒		400円

												小学生 ショウ		200円		⇒		160円



				★飲食店・お土産店等☆彡 インショク テン ミヤゲ テン トウ ホシ

				Ｎo		施設名 シセツ メイ				優待内容 ユウタイ ナイヨウ										最寄IC モヨリ				所在地 ショザイチ						備考 ビコウ



				7		道の駅「村田」 ミチ エキ ムラタ				料金割引 リョウキン ワリビキ		「そら豆大福（冷凍品）」100円引き
（650円⇒550円） マメ ダイフク レイトウ シナ エン ヒ エン エン								東北自動車道 トウホク ジドウシャ ドウ		村田ＩＣ ムラタ		宮城県 ミヤギ ケン				柴田郡村田町大字村田字北塩内41



				★宿泊施設・温泉等☆彡 シュクハク シセツ オンセン トウ

				Ｎo		施設名 シセツ メイ				優待内容 ユウタイ ナイヨウ										最寄IC モヨリ				所在地 ショザイチ						備考 ビコウ



				8		仙台ロイヤルパークホテル センダイ				粗品進呈 ソシナ シンテイ		ご宿泊の方にガソリン給油券プレゼント シュクハク カタ キュウユ ケン								東北自動車道 トウホク ジドウシャ ドウ		泉PAスマートIC イズミ		宮城県 ミヤギケン				仙台市泉区寺岡6-2-1 センダイシ イズミク テラオカ		・要事前予約
・給油券はチェックインの際に申込完了メールまたは画面を
　確認のうえ、お渡しとなります
・ガソリンスタンドはホテル指定のスタンドとなります
・「ガソリン付宿泊プラン」との併用はできませんので、ご注意ください ヨウ ジゼン ヨヤク キュウユ ケン サイ モウシコミ カンリョウ ガメン カクニン ワタ シテイ ツ シュクハク ヘイヨウ チュウイ

												1室10,000円以上15,000円未満　⇒　給油券2,000円分
1室15,000円以上20,000円未満　⇒　給油券3,000円分
　　　　　　　1室20,000円以上　⇒　給油券4,000円分 シツ エン イジョウ エン ミマン キュウユ ケン ０００エン ブン





				9		休暇村　気仙沼大島 キュウカ ムラ ケセンヌマ オオシマ				宿泊料金割引 シュクハク リョウキン ワリビキ		基本宿泊料金10％割引 キホン シュクハク リョウキン ワリビキ								東北自動車道 トウホク ジドウシャ ドウ		一関IC イチノセキ		宮城県 ミヤギケン				気仙沼市外畑16 ケセンヌマ シ ソト ハタケ		・要事前予約 ヨウ ジゼン ヨヤク



				★SA・PA☆彡

				Ｎo		道路名（上下） ドウロ メイ ジョウゲ				ＳＡ／ＰＡ名 メイ		コーナー名 メイ		優待内容 ユウタイ ナイヨウ														優待サービス提供時間・期間 ユウタイ テイキョウ ジカン キカン		備考 ビコウ



				10		東北自動車道 トウホク ジドウシャ ドウ		上 ウエ		長者原ＳＡ チョウジャ バラ		レストラン		料金割引 リョウキン ワリビキ						コーヒー		300円 エン		⇒		150円 エン		7:00～21:00		・提示につき、1名さまのみ有効

				11				下 ゲ		長者原ＳＡ チョウジャ バラ		レストラン		無料サービス ムリョウ						お食事の方にコーヒーを1杯サービス ショクジ カタ ハイ								7:00～21:00		・提示につき、5名さままで有効 テイジ メイ ユウコウ
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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。



















✿東北観光フリーパス✿

ご優待施設

ご利用
方法

http://www.premiumoutlets.co.jp/sendaiizumi/http://sapa.driveplaza.com/sapa/1040/1040271/1/http://www.qkamura.or.jp/kesen/http://www.31op.com/sendai/http://www.marinepia.co.jp/http://www.matsushima.or.jp/http://www.date-masamune.jp/http://www.man-bow.com/manga/http://www.srph.co.jp/http://muratamachi.info/http://sapa.driveplaza.com/sapa/1040/1040271/2/

山形





























				★レジャー施設☆彡 シセツ

				Ｎo		施設名 シセツ メイ				優待内容 ユウタイ ナイヨウ										最寄IC モヨリ				所在地 ショザイチ						備考 ビコウ



				1		加茂水族館 カモスイゾクカン				粗品進呈 ソシナ シンテイ		売店ご利用時に粗品を進呈 バイテン リヨウ ジ ソシナ シンテイ								山形自動車道 ヤマガタ ジドウシャ ドウ		鶴岡IC ツルオカ		山形県 ヤマガタケン				鶴岡市今泉字大久保675-1 イマイズミ アザ オオクボ		・6/1リニューアルオープン（それまで一時閉館中） イチジ ヘイカンチュウ

				2		最上峡芭蕉ライン観光㈱ モガミ キョウ バショウ カンコウ				乗船料金割引
（芭蕉ライン・片道） ジョウセン リョウ キン ワリビキ バショウ カタミチ		大人（中学生以上） オトナ チュウガク セイ イジョウ		2,030円 エン		⇒		1,830円		東北中央道 トウホク チュウオウドウ		東根IC ヒガシネ		山形県 ヤマガタケン				最上郡戸沢村古口86-1 モガミグン トザワムラ フルクチ



				★観光農園☆彡 カンコウ ノウエン ホシ

				Ｎo		施設名 シセツ メイ				優待内容 ユウタイ ナイヨウ										最寄IC モヨリ				所在地 ショザイチ						備考 ビコウ



				3		東根市観光物産協会 ヒガシネシ カンコウ ブッサン キョウカイ				入園料金割引 ニュウエン キン		さくらんぼ狩り入園料金100円引き
（※さくらんぼ狩り実施期間中限定となります） カ ニュウエン リョウキン エン ヒ カ ジッシ キカン ナカ ゲンテイ								東北中央自動車道 トウホク チュウオウ ジドウシャ ドウ		東根IC ヒガシネ		山形県 ヤマガタ ケン				各観光果樹園
【代表問合せ】東根市観光物産協会
TEL：0237-41-1200 カク カンコウ カジュエン ダイヒョウ トイアワ ヒガシネシ カンコウ ブッサン キョウカイ		・1申込につき、5名さままで有効
・入園料金は時期により異なります
・｢東根市観光物産協会｣HP・トップ画面内の『⇒観光果樹園開園状況
　（もぎとり可能な果樹園）』より施設をお選びください モウシコミ メイ ユウコウ ニュウエン リョウキン ジキ コト ヒガシ ネ シ カンコウ ブッサン キョウカイ ガメン ナイ カンコウ カジュエン カイエン ジョウキョウ カノウ カジュエン シセツ エラ





				★美術館・博物館等☆彡 ビジュツカン ハクブツカン トウ ホシ

				Ｎo		施設名 シセツ メイ				優待内容 ユウタイ ナイヨウ										最寄IC モヨリ				所在地 ショザイチ						備考 ビコウ



				4		湯殿山総本寺 大日坊 ユドノサン ソウ ホン テラ ダイニチ ボウ				拝観料割引 ハイカンリョウ ワリビキ		大人 オトナ		500円 エン		⇒		450円 エン		山形自動車道 ヤマガタ ジドウシャ ドウ		庄内あさひIC ショウナイ		山形県 ヤマガタケン				鶴岡市大網字入道11

												中・高校生 チュウ コウコウセイ		400円		⇒		350円 エン

												小学生 ショウ ガクセイ		300円 エン		⇒		250円 エン

				5		湯殿山注連寺 ユドノサン チュウ レン ジ				拝観料割引 ハイカンリョウ ワリビキ		大人 オトナ		500円 エン		⇒		450円 エン		山形自動車道 ヤマガタ ジドウシャ ドウ		庄内あさひIC ショウナイ		山形県 ヤマガタケン				鶴岡市大網字中台92-1 ツルオカシ

												中・高校生 チュウ コウコウセイ		400円		⇒		350円 エン

												小学生 ショウ ガクセイ		300円 エン		⇒		250円 エン

				6		黒川能の里　王祗会館				入館料金割引
（10％割引） ニュウカン リョウキン ワリビキ ワリビキ		大人 オトナ		400円 エン		⇒		360円 エン		山形自動車道 ヤマガタ ジドウシャ ドウ		庄内あさひIC ショウナイ		山形県 ヤマガタケン				鶴岡市黒川字宮の下253 ツルオカシ クロカワ アザ ミヤ シタ

												小中高生 ショウ チュウ コウ セイ		200円 エン		⇒		180円 エン

												高齢者・障害者 コウレイシャ ショウガイシャ		300円 エン		⇒		270円 エン



				★飲食店・お土産店等☆彡 インショク テン ミヤゲ テン トウ ホシ

				Ｎo		施設名 シセツ メイ				優待内容 ユウタイ ナイヨウ										最寄IC モヨリ				所在地 ショザイチ						備考 ビコウ



				7		道の駅　にしかわ ミチ エキ				料金割引 リョウ キン ワリビキ		ソフトクリーム50円引き エン ビ								山形自動車道 ヤマガタ ジドウシャ ドウ		西川IC ニシ カワ		山形県 ヤマガタ ケン				西村山郡西川町大字水沢2304 ニシムラヤマ グン ニシカワ マチ オオアザ ミズサワ		・月山銘水館・屋外カプセルショップ又は水沢温泉館内にて販売
・1申込につき、5名さままで有効 ガッサン メイ ミズ カン オクガイ モウシコミ メイ ユウコウ

				8		道の駅「月山」月山あさひ博物村 ミチ エキ ガッサン ガッサン ハクブツ ムラ				料金割引 リョウキン ワリビキ		各種ソフトクリーム50円割引 カクシュ エン ワリビキ								山形自動車道 ヤマガタ ジドウシャ ドウ		庄内あさひIC ショウナイ		山形県 ヤマガタケン				鶴岡市越中山字名平3-1 ツルオカシ エッチュウ ヤマ ジ ナ ヒラ		・企画展「恐竜展」は7/6～9/21まで開催予定 キカクテン キョウリュウ テン カイサイ ヨテイ

				9		湯殿山直売所 ユドノサン チョクバイ ジョ				無料サービス ムリョウ		ホットコーヒー無料（※1人1杯限定） ムリョウ ニン ハイ ゲンテイ								山形自動車道 ヤマガタ ジドウシャ ドウ		湯殿山IC ユドノサン		山形県 ヤマガタケン				鶴岡市田麦俣字六十里山100-1

				10		米の粉の滝ドライブイン コメ コナ タキ				料金割引 リョウキン ワリビキ		各種ソフトクリーム50円割引 カクシュ エン ワリビキ								山形自動車道 ヤマガタ ジドウシャ ドウ		庄内あさひIC ショウナイ		山形県 ヤマガタケン				鶴岡市上名川字東山11-1

				★飲食店・お土産店等☆彡 インショク テン ミヤゲ テン トウ ホシ

				Ｎo		施設名 シセツ メイ				優待内容 ユウタイ ナイヨウ										最寄IC モヨリ				所在地 ショザイチ						備考 ビコウ



				11		産直あさひ・グー サンチョク				料金割引 リョウキン ワリビキ		食堂メニュー5％割引 ショクドウ ワリビキ								山形自動車道 ヤマガタ ジドウシャ ドウ		庄内あさひIC ショウナイ		山形県 ヤマガタケン				鶴岡市下名川字落合183

				12		産直あぐり サンチョク				料金割引 リョウキン ワリビキ		ソフトクリーム100円引き エン ビ								山形自動車道 ヤマガタ ジドウシャ ドウ		庄内あさひIC ショウナイ		山形県 ヤマガタケン				鶴岡市西荒屋字杉下106-3 ツルオカシ ニシ アラヤ アザ スギシタ

				13		庄内観光物産館
ふるさと本舗 ショウナイ カンコウ ブッサンカン ホンポ				料金割引 リョウキン ワリビキ		ソフトクリーム、コーヒー50円引き エン ビ								山形自動車道 ヤマガタ ジドウシャ ドウ		鶴岡IC ツルオカ		山形県 ヤマガタケン				鶴岡市布目字大通80-1 ツルオカシ ヌノメ アザ オオドオ		・館内奥の｢案内所（インフォメーション）」にて50円割引券と
　交換の上、ご利用ください　（※乗車人数分交換可能） カンナイ オク アンナイショ エン ワリビキケン コウカン ウエ リヨウ ジョウシャ ニンズウブン コウカン カノウ

				14		さかた海鮮市場 カイセン イチバ				粗品進呈 ソシナ シンテイ		3,000円以上お買い上げの方に粗品プレゼント エン イジョウ カ ア カタ ソシナ								日本海東北自動車道 ニホン カイ トウホク ジドウシャ ミチ		酒田IC サカタ		山形県 ヤマガタケン				酒田市船場町2-5-10 サカタシ フナバ マチ		・1申込につき、1名さまのみ有効 モウシコミ メイ ユウコウ

				15		酒田市観光物産館
「酒田夢の倶楽」 サカタ シ カンコウ ブッサンカン サカタ ユメ ク ラク				料金割引 リョウ キン ワリビキ		ソフトクリーム50円引き エン ビ								日本海東北自動車道 ニホン カイ トウホク ジドウシャ ミチ		酒田IC サカタ		山形県 ヤマガタケン				酒田市山居町1-1-20 サカタシ ヤマイ マチ		・1申込につき、同乗者全員が対象 モウシコミ ドウジョウ シャ ゼンイン タイショウ



				★宿泊施設・温泉等☆彡 シュクハク シセツ オンセン トウ

				Ｎo		施設名 シセツ メイ				優待内容 ユウタイ ナイヨウ										最寄IC モヨリ				所在地 ショザイチ						備考 ビコウ



				16		九兵衛旅館 キュウ ヘイ エイ リョカン				無料サービス ムリョウ		ご宿泊の方、2人に1本、3人に2本　ビールサービス シュクハク カタ ニン ホン ニン ホン								山形自動車道 ヤマガタ ジドウシャ ドウ		鶴岡IC ツルオカ		山形県 ヤマガタケン				鶴岡市湯田川乙19 ツルオカシ ユ タガワ オツ



				17		珠玉や タマ タマ				無料サービス ムリョウ		ご宿泊の方、2人に1本、3人に2本　ビールサービス シュクハク カタ ニン ホン ニン ホン								山形自動車道 ヤマガタ ジドウシャ ドウ		鶴岡IC ツルオカ		山形県 ヤマガタケン				鶴岡市湯田川乙39 ツルオカシ ユ タガワ オツ

		18		18		休暇村　羽黒 キュウカ ムラ ハグロ				宿泊料金割引 シュクハク リョウキン ワリビキ		基本宿泊料金10％割引 キホン シュクハク リョウキン ワリビキ								山形自動車道 ヤマガタ ジドウシャ ドウ		庄内あさひIC ショウナイ		山形県 ヤマガタケン				鶴岡市羽黒町手向羽黒山8 ツルオカシ ハグロチョウ テム ハグロサン		・要事前予約 ヨウ ジゼン ヨヤク



				★SA・PA☆彡

				Ｎo		道路名（上下） ドウロ メイ ジョウゲ				ＳＡ／ＰＡ名 メイ		コーナー名 メイ		優待内容 ユウタイ ナイヨウ														優待サービス提供時間・期間 ユウタイ テイキョウ ジカン キカン		備考 ビコウ



				19		山形自動車道 ヤマガタ ジドウシャ ドウ		上 ウエ		櫛引ＰＡ クシビキ		スナック		料金割引 リョウキン ワリビキ						「さくらんぼガトーショコラ」を10％割引 ワリビキ								8:30～17:00

				20				上下集約 ジョウゲ シュウヤク		寒河江ＳＡ サガエ		スナック		無料サービス ムリョウ						玉こんにゃく（1串3個）をサービス タマ クシ コ								8:00～17:00		・1申込につき、5名さままで有効 モウシコミ メイ ユウコウ
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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。



















✿東北観光フリーパス✿

ご優待施設

ご利用
方法

http://www.gassan-shop.com/http://www.tsuruokakanko.com/cate/p0411.htmlhttp://www.shoko-corpo.jp/bussan/http://www.santyokuagri.jp/http://www.kuheryokan.com/http://www.tsuruokakanko.com/cate/p0047.htmlhttp://www.sagae-sa.com/information.htmhttp://www.higashine.com/http://www.kuheryokan.com/tamaya/http://kamo-kurage.jp/http://www.blf.co.jp/http://www.dainichibou.or.jp/http://www.qkamura.or.jp/haguro/http://www2.plala.or.jp/sansuirijuku/http://www.city.tsuruoka.lg.jp/kushibiki/dento/kurokawa/ougi-k.htmlhttp://kaisen-ichiba.net/http://www.sakata-kankou.com/product/yumenokura/http://www.asahi-kankou.jp/kankou/member6.htmlhttp://www.tsuruokakanko.com/cate/p0619.htmlhttp://www.komenokonotaki.com/

福島



























				★レジャー施設☆彡 シセツ

				Ｎo		施設名 シセツ メイ				優待内容 ユウタイ ナイヨウ										最寄IC モヨリ				所在地 ショザイチ						備考 ビコウ



				1		猪苗代湖遊覧船 イナワシロ コ ユウランセン				乗船料金割引（10％割引） リョウ キン ワリ ワリビキ		大人 オトナ		1,100円 エン		⇒		990円 エン		磐越自動車道 バンエツ ジドウシャ ドウ		猪苗代磐梯高原IC イナワシロ バンダイ コウゲン		福島県 フクシマケン				耶麻郡猪苗代町大字翁沢字長浜870 オオアザ

												小人 コ ニン		550円 エン		⇒		500円 エン

				2		檜原湖遊覧船 ユウラン フネ				乗船料金割引（10％割引） リョウ キン ワリ ワリビキ		大人 オトナ		1,100円 エン		⇒		990円 エン		磐越自動車道 バンエツ ジドウシャ ドウ		猪苗代磐梯高原IC イナワシロ バンダイ コウゲン		福島県 フクシマケン				耶麻郡北塩原村大字桧原字湯平山1110 オオアザ ヒノキ

												小人 コ ニン		550円 エン		⇒		500円 エン



				★美術館・博物館等☆彡 ビジュツカン ハクブツカン トウ ホシ

				Ｎo		施設名 シセツ メイ				優待内容 ユウタイ ナイヨウ										最寄IC モヨリ				所在地 ショザイチ						備考 ビコウ



				3		会津武家屋敷 アイヅ ブケ ヤシキ				施設入場料割引 シセツ ニュウジョウリョウ ワリビキ		大人 オトナ		850円 エン		⇒		750円 エン		磐越自動車道 バンエツ ジドウシャ ドウ		会津若松IC アイヅワカマツ		福島県 フクシマケン				会津若松市東山町大字石山字院内1 アイヅ ワカマツ シ ヒガシヤマ マチ オオアザ イシ ヤマ アザ インナイ

												中高生 チュウコウセイ		550円 エン		⇒		470円 エン

												小学生 ショウガクセイ		450円 エン		⇒		370円 エン

				4		鶴ヶ城 ツルガジョウ				鶴ヶ城天守閣
入場料金割引 ツルガジョウ テンシュカク ニュウジョウリョウ キン ワリビキ		大人（高校生以上） コウコウ ナマ イジョウ		410円		⇒		360円 エン		磐越自動車道 バンエツ ジドウシャ ドウ		会津若松IC アイヅワカマツ		福島県 フクシマケン				会津若松市追手町1-1 オ テ マチ

												小人（小・中学生） コビト		150円		⇒		135円

				5		会津松平氏庭園　御薬園 アイヅ マツダイラ シ テイエン ゴ クスリ エン				入園料金割引 エン キン		大人		320円		⇒		280円		磐越自動車道 バンエツ ジドウシャ ドウ		会津若松IC アイヅワカマツ		福島県 フクシマケン				会津若松市花春町8-1 アイヅ ワカマツ シ ハナ ハル マチ

												高校生		270円		⇒		240円

												中学生・小学生 チュウガクセイ ショウ		160円		⇒		140円

				6		天鏡閣 テン キョウ カク				料金割引 リョウキン ワリビキ		オリジナル商品「天鏡閣ケレー」
（レトルトパック617円の品）を10％割引 ショウヒン テン キョウ カク エン シナ ワリ ビ								磐越自動車道 バンエツ ジドウシャ ドウ		猪苗代磐梯高原IC
または磐梯河東IC		福島県 フクシマケン				耶麻郡猪苗代町大字翁沢字御殿山1048-14



				★飲食店・お土産店等☆彡 インショク テン ミヤゲ テン トウ ホシ																																 

				Ｎo		施設名 シセツ メイ				優待内容 ユウタイ ナイヨウ										最寄IC モヨリ				所在地 ショザイチ						備考 ビコウ



				7		いわき・ら・ら・ミュウ				粗品進呈 ソシナ シンテイ		「カットワカメ」をプレゼント								常磐自動車道 ジョウバン ジドウシャ ドウ		いわき湯本IC ユモト		福島県 フクシマケン				いわき市小名浜字辰巳町43-1

				8		浄土平レストハウス				無料サービス ムリョウ		２階のレストランでお食事の方に
ドリンクバーを無料で提供。								東北自動車道 トウホク ジドウシャ ドウ		福島西IC フクシマ ニシ		福島県 フクシマケン				福島市土湯温泉町字鷲倉山地内		・11月15日まで営業（磐梯吾妻スカイライン冬期閉鎖のため）
・1申込につき、2名さままで有効 ガツ ヒ エイギョウ バンダイ アズマ トウキ ヘイサ モウシコ メイ ユウコウ



				★SA・PA☆彡

				Ｎo		道路名（上下） ドウロ メイ ジョウゲ				ＳＡ／ＰＡ名 メイ		コーナー名 メイ		優待内容 ユウタイ ナイヨウ														優待サービス提供時間・期間 ユウタイ テイキョウ ジカン キカン		備考 ビコウ



				9		東北自動車道 トウホク ジドウシャ ドウ		上 ウエ		国見ＳＡ クニミ		レストラン		無料サービス ムリョウ						お食事の方にコーヒーを1杯サービス ショクジ カタ ハイ								7:00～21:00		・提示につき、1名さまのみ有効 テイジ メイ ユウコウ

				10				下 ゲ		国見ＳＡ クニミ		レストラン		無料サービス ムリョウ						お食事の方にフリードリンクを1杯サービス ショクジ カタ ハイ								7:00～21:00		・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 タ ヘイヨウ フカ

				11				上 ウエ		安達太良ＳＡ		レストラン		無料サービス ムリョウ						お食事の方にソフトドリンク（当店指定）を1杯サービス ショクジ カタ トウテン シテイ ハイ								7:00～21:00		・提示につき、1名さまのみ有効 テイジ メイ ユウコウ

				12				下 ゲ		安達太良ＳＡ		レストラン		無料サービス ムリョウ						お食事の方にコーヒーを1杯サービス ショクジ カタ ハイ								7:00～21:00		・提示につき、1名さまのみ有効 テイジ メイ ユウコウ

				13		磐越自動車道 バンエツ ジドウシャ ドウ		上 ウエ		磐梯山ＳＡ バン テイ サン		レストラン		料金割引 リョウキン ワリビキ						ホットコーヒー		300円 エン		⇒		110円 エン		9:00～20:30		・提示につき、4名さまのみ有効



				★宿泊施設・温泉等☆彡 シュクハク シセツ オンセン トウ

				Ｎo		施設名 シセツ メイ				優待内容 ユウタイ ナイヨウ										最寄IC モヨリ				所在地 ショザイチ						備考 ビコウ



				14		休暇村　裏磐梯 キュウカ ムラ ウラバンダイ				宿泊料金割引 シュクハク リョウキン ワリビキ		基本宿泊料金10％割引 キホン シュクハク リョウキン ワリビキ								磐越自動車道 バンエツ ジドウシャ ドウ		猪苗代磐梯高原IC イナワシロ バンダイ コウゲン		福島県 フクシマ ケン				耶麻郡北塩原村桧原 ヤマグン キタ シオバラ ムラ ヒノハラ		・要事前予約 ヨウ ジゼン ヨヤク
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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。



















✿東北観光フリーパス✿

ご優待施設

ご利用
方法

http://sapa.driveplaza.com/sapa/1040/1040176/2/http://www.tsurugajo.com/turugajo/shiro-top.htmlhttp://www.lalamew.jp/index.phphttp://www.tif.ne.jp/soumu/tenkyokaku.htmhttp://www.tif.ne.jp/soumu/zyodo.htmhttp://www.qkamura.or.jp/bandai/http://sapa.driveplaza.com/sapa/1040/1040211/2/http://sapa.driveplaza.com/sapa/1040/1040211/1/http://sapa.driveplaza.com/sapa/1040/1040176/1/http://sapa.driveplaza.com/sapa/1440/1440041/1/http://www.aizubandai.com/http://www.aizubandai.com/http://www.bukeyashiki.com/shisetsu.htmlhttp://www.tsurugajo.com/oyakuen/index.htm

プレゼント

		アンケートプレゼントご協賛・提供元 キョウサン テイキョウ モト

						※ピンク着色部分の掲載内容でお願いいたします チャクショク ブブン ケイサイ ナイヨウ ネガ

		番号 バンゴウ		県名 ケン メイ		施設名または提供元 シセツ メイ テイキョウ モト		プレゼント内容 ナイヨウ		数量 スウリョウ		住所 ジュウショ		最寄りＩＣ モヨ		優待施設参加有無 ユウタイ シセツ サンカ ウム		画像 ガゾウ		備考 ビコウ

		1		岩手 イワテ		小岩井農場まきば園 コイワイ ノウジョウ エン		グルメファンクッキー		5		雫石町丸谷地36-1 シズクイシ マチ マル ヤ チ		東北道：盛岡ＩＣ トウホク ドウ モリオカ		○参加

		2		秋田 アキタ		男鹿水族館ＧＡＯ オｇ		ペア招待券 ショウタイケン		5		男鹿市戸賀塩浜 オガシ トガ シオハマ		秋田道：昭和男鹿半島ＩＣ アキタ ドウ ソ		○参加

		3		秋田 アキタ		クアドーム　ザ・ブーン
		ザ・ブーン　ペア無料入館券 ムリョウ ニュウカン ケン		5		秋田県秋田市仁別字マンタラメ213		秋田道：秋田中央ＩＣ アキタ ドウ アキタ チュウオウ		○参加

		4		秋田 アキタ		男鹿なび
（（有）ピー・エイチ）
		ぷれすでなまはげ
男鹿しょっつる焼そば
せんべい 4枚入
		5		秋田県男鹿市船川港船川字海岸通り2-12-8
		秋田道：昭和男鹿半島IC アキタ ドウ ショウワ オガ ハントウ		×不参加

		5		秋田 アキタ		男鹿なび
（（有）ピー・エイチ）
		男鹿しょっつるやきそば
(生麺) 4食入

		5		秋田県男鹿市船川港船川字海岸通り
2-12-8
		秋田道：昭和男鹿半島IC アキタ ドウ ショウワ オガ ハントウ		×不参加

		6		秋田 アキタ		史跡尾去沢鉱山 シセキ オ サル サワ コウザン		無料入場券ぺア
（石切沢通洞坑コース） ムリョウ ニュウジョウ ケン		3		鹿角市尾去沢字獅子沢13-5 カヅノ シ オ サル サワ アザ シ シ サワ		東北道：鹿角八幡平ＩＣ トウホク ドウ カヅノ ハチマンタイ		○参加		イメージイラストにて
お願いいたします ネガ

		7		山形 ヤマガタ		チェリーランドさがえ
（寒河江SA） サガエ		季節の果物詰め合わせ キセツ クダモノ ツ ア		2		寒河江市大字寒河江字久保乙1113-2		山形道：寒河江IC ヤマガタ ドウ サガエ		○参加		イメージイラストにて
お願いいたします ネガ

		8		山形 ヤマガタ		庄内観光物産館
ふるさと本舗 ショウナイ カンコウ ブッサンカン ホンポ		庄内観光物産オリジナル
「玉こん」 ショウナイ カンコウ ブッサン タマ		2		鶴岡市布目字大通80-1 ツルオカシ ヌノメ アザ オオドオ		山形道:鶴岡1C ヤマガタ ドウ ツルオカ		○参加		イメージイラストにて
お願いいたします ネガ
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