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★レジャー施設☆彡

1 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）

2
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

★観光農園☆彡

★美術館・博物館等☆彡

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

★飲食店・お土産店等☆彡

7 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

8 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

9 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

10 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

各種ソフトクリーム50円割引 山形県

Ｎo 施設名 優待内容 最寄IC 所在地 備考

鶴岡市黒川字宮の下2536 黒川能の里　王祗会館
入館料金割引
（10％割引）

山形自動車道 庄内あさひIC 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

道の駅　にしかわ ソフトクリーム50円引き 山形県

道の駅「月山」月山あさひ博物村

鶴岡市大網字入道11

5 湯殿山注連寺 拝観料割引 山形自動車道 庄内あさひIC 山形県 鶴岡市大網字中台92-1

4 湯殿山総本寺 大日坊 拝観料割引 山形自動車道 庄内あさひIC 山形県

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

Ｎo 施設名 優待内容 最寄IC 所在地 備考

3 東根市観光物産協会 入園料金割引
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）
東北中央自動車道 東根IC

Ｎo 施設名 優待内容 最寄IC 所在地 備考

Ｎo 施設名 優待内容 最寄IC 所在地 備考

加茂水族館 売店ご利用時に粗品を進呈 山形県

最上峡芭蕉ライン観光㈱ 山形県

• 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.city.tsuruoka.lg.jp/kushibiki/dento/kurokawa/ougi-k.html�
http://www.tsuruokakanko.com/cate/p0619.html�
http://www.komenokonotaki.com/�
http://www.gassan-shop.com/�
http://www.asahi-kankou.jp/kankou/member6.html�
http://www2.plala.or.jp/sansuirijuku/�
http://www.dainichibou.or.jp/�
http://www.higashine.com/�
http://kamo-kurage.jp/�
http://www.blf.co.jp/�
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★飲食店・お土産店等☆彡

11 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

12 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

13 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）

14 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

15 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

★宿泊施設・温泉等☆彡

17 無料サービス 山形自動車道 鶴岡IC 鶴岡市湯田川乙39

18 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

★SA・PA☆彡

19 上 櫛引ＰＡ スナック 8:30～17:00

20 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

Ｎo 施設名 優待内容 最寄IC 所在地

山形自動車道
料金割引 「さくらんぼガトーショコラ」を10％割引

無料サービス 玉こんにゃく（1串3個）をサービス

Ｎo 施設名 優待内容 最寄IC 所在地

産直あさひ・グー 食堂メニュー5％割引 山形県

産直あぐり ソフトクリーム100円引き 山形県

休暇村　羽黒 基本宿泊料金10％割引 山形県

備考Ｎo 道路名（上下） ＳＡ／ＰＡ名 コーナー名 優待内容 優待サービス提供時間・期間

山形県 鶴岡市湯田川乙19

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

16 九兵衛旅館 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 山形自動車道 鶴岡IC

備考

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

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 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

備考

http://www.tsuruokakanko.com/cate/p0047.html�
http://www.sagae-sa.com/information.htm�
http://www.tsuruokakanko.com/cate/p0411.html�
http://www.santyokuagri.jp/�
http://www.qkamura.or.jp/haguro/�
http://www.kuheryokan.com/tamaya/�
http://www.kuheryokan.com/�
http://www.sakata-kankou.com/product/yumenokura/�
http://www.sakata-kankou.com/product/yumenokura/�
http://www.shoko-corpo.jp/bussan/�
http://www.shoko-corpo.jp/bussan/�
http://kaisen-ichiba.net/�
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