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レンタカー

ニッポンレンタカー東北 料金割引 ･各営業所の所在地等、詳細についてはホームページをご覧ください

レジャー施設

大人（中学生以上） 3,240円 ⇒ 2,920円

入場料金割引 小学生 2,060円 ⇒ 1,860円

幼児（３歳～） 1,450円 ⇒ 1,310円

東北観光フリーパスの申込完了メールの確認文書等の呈示により ※秋冬期間（10/2～12/21）の優待サービスについては、

１組５名まで 　 冬期閉場となるため、平成27年11月8日(日)まで

（※ご本人確認書類をご呈示いただく場合があります） ※営業期間：平成27年4月18日(土)～11月8日(日)

一般（高校生以上）  300円 ⇒ 無料 　 営業時間：９：３０～１６：３０

小・中学生 　150円 ⇒ 無料 ※休場日：毎週火曜日（祝日等の場合は翌日以降の平日）

　　　　　　　夏休み期間（7/18～8/24）は火曜日も休まず営業

東北観光フリーパスの申込完了メールの確認文書等の呈示により ※秋冬期間（10/2～12/21）の優待サービスについては、

１組５名まで （１日につき１回まで） 　 冬期閉園となるため、平成27年11月29日(日)まで

（※ご本人確認書類をご呈示いただく場合があります） ※営業期間：平成27年3月21日(土)～11月29日(日)

ドリームランド豆汽車 無料 　 営業時間：９：３０～１６：３０

大人（１５歳以上）  200円 ⇒ 無料 ※休園日：毎週月曜日（祝日等の場合は翌日以降の平日）

子供（１４歳以下） 　100円 ⇒ 無料 　　　　　　　夏休み期間（7/18～8/24）は月曜日も休まず営業

　　　　　　　また夏休み期間は、営業時間３０分延長（17：00まで）

クレストヒルズゴルフ倶楽部 粗品進呈 「オリジナルゴルフボール」をプレゼント 常磐自動車道 いわき湯本IC 福島県いわき市渡辺町上釜戸字橋の上216

大人（高校生以上） 1,200円 ⇒ 1,000円

中学生 　800円 ⇒   600円

小学生 　600円 ⇒   500円

福島県いわき市常磐藤原町蕨平50

磐越自動車道

所在地施設名 優待内容 備考

施設名 優待内容 最寄IC 所在地 備考

ご利用1台につき、1,000円引き 東北内（青森・岩手・秋田・宮城・山形・福島）の各営業所

スパリゾートハワイアンズ 常磐自動車道 いわき湯本IC

ウォータースライダー１日券　５００円割引　　　通常 2,300円 → 割引後 1,800円

小野IC

福島県郡山市安積町成田字東丸山６１

郡山石筵ふれあい牧場 入場料金無料 福島県郡山市熱海町石筵字萩岡２－２

郡山カルチャーパーク 入園料金無料 磐越自動車道 磐梯熱海ＩＣ

磐越自動車道 磐梯熱海ＩＣ

福島県田村市滝根町菅谷字東釜山１あぶくま洞 入洞料金割引

ご利用方法 

2015 東北観光フリーパス  
優待施設一覧 

・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。 

・サービスの内容等については変更になる場合がございます。 

・ドラ割利用期間中のみ、特典のご利用が可能です。 

・営業時間など、詳しくは各施設にご確認のうえ、ご利用ください。 

 

http://www.cresthills.co.jp/�
http://www.hawaiians.co.jp/�
http://www.fureai-bokujo.jp/�
http://www.koriyamaculturepark.com/�
http://abukumado.com/�
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大人（高校生以上） 1,000円 ⇒   800円

中学生 　600円 ⇒   480円

小学生以下 　400円 ⇒   320円

大人（高校生以上）  400円 ⇒   320円

中学生 　300円 ⇒   240円

小学生以下 　200円 ⇒   160円

大人（高校生以上）  500円 ⇒   400円

小・中学生 　300円 ⇒   240円

幼児 　100円 ⇒    80円

大人 1100円 ⇒ 990円

小人 550円 ⇒ 500円

大人 1100円 ⇒ 990円

小人 550円 ⇒ 500円

一般 320円 ⇒ 270円

中高大生 220円 ⇒ 160円

小学生 160円 ⇒ 110円

いわき市海竜の里センター 遊具使用料 小人 常磐自動車道 いわき四倉IC 福島県いわき市大久町大久字柴崎9

相馬光陽パークゴルフ場 無料サービス 常磐自動車道 新地IC 福島県相馬市光陽４丁目2-5

松川浦パークゴルフ場 無料サービス 常磐自動車道 相馬IC 福島県相馬市岩子字坂脇84

美術館・博物館

金澤翔子美術館 入館料割引 一般 800円 ⇒ 650円 常磐自動車道 いわき湯本IC 福島県いわき市遠野町根岸字横道71

大人 850円 ⇒ 750円

中高生 550円 ⇒ 470円

小学生 450円 ⇒ 370円

大人 300円 ⇒ 200円

小・中学生 200円 ⇒ 150円

會津 宮泉酒造 見学料割引 磐越自動車道 会津若松IC 福島県会津若松市東栄町8-7

昭和なつかし館 入館料割引 １０％割引 200円 ⇒ 180円 磐越自動車道 会津若松IC 福島県会津若松市大町１丁目１－４６

大人 400円 ⇒ 320円

高校生 300円 ⇒ 240円

小・中学生 200円 ⇒ 160円

大人 650円 ⇒ 580円

大高中 430円 ⇒ 390円

小学生 320円 ⇒ 290円

入館料割引

備考

福島県いわき市小名浜下神白字大作111いわき湯本IC常磐自動車道入場料金割引

【健康温泉１回券】

【健康温泉１日券】

所在地優待内容 最寄IC

クラブ１本・ボール１個のレンタル料金が無料サービス

クラブ１本・ボール１個のレンタル料金が無料サービス

※温泉プールは１組５名まで
※温泉プールは競技大会等が開催されている場合はご利用いただけない
場合があります

磐梯熱海ＩＣ 福島県郡山市熱海町熱海２丁目１４８－２利用料金割引郡山ユラックス熱海 磐越自動車道

檜原湖遊覧船 「島めぐり」乗船料金割引（１
０％）

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

猪苗代湖遊覧船 「翁島めぐり」乗船料金割引
（１０％）

磐越自動車道 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

【温泉プール/１回２時間】

磐越自動車道 会津若松IC 福島県会津若松市一箕町大字八幡字天下33

見学料50円引き

磐越自動車道 会津若松IC

福島県いわき市常磐湯本町向田3-1

　１回無料（100円）

磐越自動車道 会津若松IC 福島県会津若松市追手町1-1

福島県会津若松市七日町6-7

鶴ヶ城

いわきマリンタワー

施設名

いわき湯本IC常磐自動車道入場料金割引いわき市石炭・化石館「ほるる」

会津新選組記念館 入館料割引

白虎隊記念館

会津武家屋敷 入館料割引

磐越自動車道 会津若松IC

福島県会津若松市東山町大字石山字院内1

入場料割引
入場料10%割引

 高校生以上　　510円　⇒　450円
　小中学生　　150円　⇒　135円

入場締切　16：30

http://www.city.iwaki.fukushima.jp/map/1315/002547.html�
http://bb.soma.or.jp/~parkgolf/�
http://www.city.soma.fukushima.jp/kanko/spot/14park.html�
http://kanazawa-shoko.jp/museum/index.php�
http://www.ht-net21.ne.jp/~natukasi/�
http://www.yracs.jp/�
http://www.aiaiaizu.com/bandai/�
http://www.aiaiaizu.com/bandai/�
http://iwakicity-park.or.jp/misaki/�
http://www.sekitankasekikan.or.jp/�
http://www.h3.dion.ne.jp/~byakko/�
http://bukeyashiki.com/�
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大人 320円 ⇒ 270円

大高中 220円 ⇒ 160円

小学生 160円 ⇒ 110円

大人 620円 ⇒ 560円

中・高校生 500円 ⇒ 450円

小学生 450円 ⇒ 400円

飲食店・お土産店

いわき・ら・ら・ミュウ 粗品進呈 常磐自動車道 いわき湯本IC 福島県いわき市小名浜字辰巳町43-1

珈琲館　蔵 料金割引 磐越自動車道 会津若松IC 福島県会津若松市中町4-20 昭和なつかし館の姉妹店

道の駅　よつくら港 料金割引 常磐自動車道 いわき四倉IC 福島県いわき市四倉町5-218-1

御食事処　たこ八 料金割引 常磐自動車道 相馬IC 福島県相馬市尾浜字原228-25

道の駅　そうま 料金割引 常磐自動車道 相馬IC 福島県相馬市日下石字金谷77-1

双葉食堂 料金割引 常磐自動車道 南相馬IC
福島県南相馬市鹿島区西町１丁目88
かしま福幸商店街

営業時間　11：00～15：00
※　定休日　木曜日

菓匠　栄泉堂 無料サービス 常磐自動車道 南相馬IC 福島県南相馬市原町区栄町３丁目4

野馬追通り銘醸館
　 　お食事処　食彩庵

無料サービス 常磐自動車道 南相馬IC 福島県南相馬市原町区本町２丁目52

道の駅南相馬
　　　「野馬追の里」

無料サービス 常磐自動車道 南相馬IC 福島県南相馬市原町区高見町２丁目30-1

さくらはる食堂 料金割引 常磐自動車道 南相馬IC
南相馬市鹿島区西町１丁目88
かしま福幸商店街

営業時間　11：00～15：00（ﾗｽﾄｵｰﾀﾞｰ 14:30)
※　不定休

会津とらぞう 料金割引 磐越自動車道 会津若松IC 福島県会津若松市一箕町八幡弁天下12

宿泊施設・温泉

大人 1080円 ⇒ 800円

小人 540円 ⇒ 400円

今昔亭 無料サービス 磐越自動車道 会津若松IC 福島県会津若松市東山町湯本247

さはこの湯公衆浴場 入浴料割引 大人 230円 ⇒ 200円 常磐自動車道 いわき湯本IC 福島県いわき市常磐湯本町三函176-1

いわき新舞子ハイツ 無料サービス 常磐自動車道 いわき中央IC 福島県いわき市平下高久字南谷地16-4

休暇村　裏磐梯 宿泊料金割引 磐越自動車道 猪苗代磐梯高原IC 福島県耶麻郡北塩原村桧原

・要事前予約
・優待内容は「スタンダードプランの１泊２食料金から１０％引き」です。
・電話（ＦＡＸも含む）、または公式サイトからの直接予約分が対象です。
・各種旅行サイト（じゃらんネット、楽天トラベル等）経由、旅行会社（ＪＴＢ
等）経由のご予約は対象外となります。
・各種割引との併用はできません。

新田川温泉　はらまちユッサ 入浴料割引 磐越自動車道 南相馬IC 福島県南相馬市原町区深野字荒戸沢15

入浴料　大人750円
　　　　　 子供300円
営業時間　11：00～21：00
※　１回限り有効、イベント日除く

無料サービス

入浴料割引 日帰り入浴 700円 ⇒ 600円

宿泊者ドリンクサービス
（グラスビール又は梅酒（ノンアルコール）1杯東山グランドホテル 磐越自動車道 会津若松IC 福島県会津若松市東山町湯本字上湯本5

本人含め5名様まで

喫茶メニュー１０％割引

備考所在地

磐越自動車道 会津若松IC 福島県会津若松市東山町湯本235

最寄IC

最寄IC 所在地

入浴料金100円引き
（申込１回につき２名様まで）

磐越自動車道 磐梯河東IC 福島県会津若松市河東町南高野字高塚山10會津藩校　日新館

お食事の方　ソフトドリンク1杯サービス

レストランでお食事の方
　　アイスコーヒー又はソフトドリンク１杯サービス

はる特選味噌ラーメン50円引き

優待内容

ご宿泊のお客様に生ビール（中）１杯
またはソフトドリンク２本サービス

基本宿泊料金10％割引

施設名

原瀧

施設名

宿泊者コーヒーサービス

入館料割引

いわき勿来IC常磐自動車道 福島県いわき市勿来町関田長沢6-1入場料金割引いわき市勿来関文学歴史館

備考

日帰入浴割引

「カットワカメ」をプレゼント

飲食代１０％割引

優待内容

売店（海鮮市場カネヨ水産）　１０％割引

「ジェラート航」　ソフトクリーム50円引き（5名様まで）

ソフトクリーム50円引き

ラーメン、もやしラーメン、肉うどん、冷やし中華（夏限
定）各50円引き

来店時　お茶と銘菓1個サービス

http://www.lalamew.jp/index.php�
http://www.matsukawaura.com/takohachi.html�
http://www.thr.mlit.go.jp/road/koutsu/Michi-no-Eki/fukusima/fu08.html�
http://iwakicity-park.or.jp/sahako/�
http://sinmaiko-heights.com/�
http://www.qkamura.or.jp/bandai/�
http://www.yussa.jp/�
http://www.ooedoonsen.jp/higashiyama/�
http://www.iwakicity-park.or.jp/bungakurekishikan/�
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平日

大人 1000円 ⇒ 800円

小人 500円 ⇒ 400円

土日・祝日

大人 1500円 ⇒ 1300円

小人 800円 ⇒ 700円

宿泊費割引

日帰入浴割引 ５０％割引 1200円 ⇒ 600円

SA・PA

東北自動車道　　　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
・他のサービスとの併用は不可

東北自動車道　　　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

東北自動車道　　　上 安達太良ＳＡ レストラン
7:00～21:00（3～11月）

11:00～21:00（12～2月平日）
7:00～21:00（12～2月土日祝）

・提示につき、1名さまのみ有効

東北自動車道　　　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
・他のサービスとの併用は不可

磐越自動車道　　　上 磐梯山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

入浴料割引

日帰入浴割引（大人200円・小人100円割引）

磐越自動車道

無料サービス

無料サービス

優待内容 優待サービス提供時間・期間 備考

お食事の方にコーヒーを1杯サー
ビス

お食事の方にフリードリンクを
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

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

会津若松IC 福島県会津若松市東山町大字石山字院内706

無料サービス

コーナー名

無料サービス

無料サービス

ＳＡ／ＰＡ名道路名（上下）

御宿　東鳳

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1171-1

１０％割引
裏磐梯レイクリゾート

http://sapa.driveplaza.com/sapa/1040/1040211/1/�
http://sapa.driveplaza.com/sapa/1040/1040211/2/�
http://sapa.driveplaza.com/sapa/1040/1040176/1/�
http://sapa.driveplaza.com/sapa/1040/1040176/2/�
http://sapa.driveplaza.com/sapa/1440/1440041/1/�
http://www.onyado-toho.co.jp/�
http://lakeresort.jp/�
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