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レンタカー

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

入場料金割引 大人 420円 ⇒ 370円 秋田自動車道 二ツ井白神ＩＣ 画面提示により５名様まで有効

料金割引 秋田自動車道 二ツ井白神ＩＣ 画面提示により５名様まで有効

料金割引 秋田自動車道 五城目八郎潟ＩＣ ゴンドラ運休日あり（要確認）

利用料金割引 秋田自動車道 横手ＩＣ 画面提示により５名様まで有効

料金割引 秋田自動車道 秋田南ＩＣ 園内売店「アニパストア」での購入のみ有効

粗品進呈 秋田自動車道 昭和男鹿半島ＩＣ 有料入場者に限る

利用料金割引
日本海沿岸東
北自動車道

本荘ＩＣ

大人 1，100円 ⇒ 1，000円 （8/14～8/16優待割引適用除外期間）・１申込につき、５名様まで有効

小・中学生 400円 ⇒ 300円 ・年内無休

大人 540円 ⇒ 490円

小・中・高校生 270円 ⇒ 220円

乗車料金割引 東北自動車道 小坂IC 秋田県大館市雪沢字大滝 30-2地内

 【今季運行期間】　4/29～11/6　【定休日】毎週火・水曜日　但し祝日は
運行、翌平日休み、4/29～5/8は休まず運行（5/9代休）　7/28～8/29
は休まず運行　【臨時休業】　10/7～10/12 (常設コースを休み、10/8～
10/10は樹海ドームコースで運行）

大人 500円 ⇒ 400円

小人（小・中学生） 250円 ⇒ 200円

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

施設名 優待内容 最寄IC 所在地 備考

ニッポンレンタカー東北

施設名 優待内容

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

最寄IC 所在地 備考

スカイパーク
寒風山回転展望台

入館料割引 秋田自動車道 昭和男鹿半島IC 秋田県男鹿市脇本富永字寒風山62-1 ・１２月上旬から冬季閉鎖

秋田自動車道 昭和男鹿半島ＩＣ

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 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）

小坂鉄道レールパーク 入場料割引 東北自動車道 小坂IC

秋田県男鹿市戸賀塩浜

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
・休業日　火曜日・水曜日

NPO法人大館・小坂鉄道レールバ
イク

10%割引(但し、トロッコ客車を除く）

道の駅たかのすぶっさん館 ソフトクリーム　300円　⇒　250円

阿仁スキー場 ゴンドラ往復大人　1,800円　⇒　1,600円

秋田ふるさと村 「ワンダーキャッスル」・「星空探検館スペーシア」・
「チューチュートレインセット券」のいずれかを優待

大森山ゆうえんちアニパ のりもの１２回券　3,000円　⇒　2,800円

なまはげ館 ちょっぴりプレゼント

ハーブワールドＡＫＩＴＡ 園内食事・買物　１０％ＯＦＦ

男鹿水族館ＧＡＯ 入館料割引

大太鼓の館

2016 東北観光フリーパス  
優待施設一覧・秋田県 

ご利用にあたって 

・優待をご利用の際には、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。 

・各施設の優待内容については変更になる場合がございます。 

・優待一覧をインターネット上でご覧の際には、施設名をクリックすることで各施設のホームページを見ることができます。 

・ドラ割利用期間中のみ、特典のご利用が可能です。 

・利用条件など、詳しくは各施設にご確認のうえ、ご利用ください。 

http://www.nrtohoku.co.jp/campaign/1197
http://www.akita-chuoukotsu.co.jp/kanpuzan/
http://www.akita-chuoukotsu.co.jp/kanpuzan/
http://kosaka-mco.com/
http://kosaka-mco.com/
http://kosaka-rp.com/
http://railbike.jp/
http://railbike.jp/
http://www.thr.mlit.go.jp/noshiro/douro/mitinoeki/takanosu/takanosu.htm
http://www.aniski.jp/
http://www.akitafurusatomura.co.jp/
http://www.anipa.jp/
https://www.namahage.co.jp/namahagekan/
http://www.herbworld-akita.com/
http://www.gao-aqua.jp/
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美術館・博物館

大人 1000円 ⇒ 900円

シニア（６５歳以上） 800円 ⇒ 720円

中・高校生 800円 ⇒ 720円

小学生 600円 ⇒ 540円

大人 330円 ⇒ 270円

小・中学生 １７０円 ⇒ １４０円

入館料割引 大人 300円 ⇒ 210円 東北自動車道 十和田IC 秋田県鹿角市十和田大湯字万座45
・1申込につき、5名さままで有効
・営業時間　4月～10月/9:00～18:00　11月～3月/9:00～16:00

入館料割引 祭り展示館(大人) 200円 ⇒ 150円 東北自動車道 鹿角八幡平IC 秋田県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

飲食店・お土産店

無料サービス 秋田自動車道 秋田中央ＩＣ

無料サービス 秋田自動車道 秋田中央ＩＣ

無料サービス 東北自動車道 盛岡ＩＣ 食事をされた方のみ。他のサービス併用は不可。

無料サービス 秋田自動車道 横手ＩＣ レストランにて食事をされた方のみ。他のサービス併用は不可。

無料サービス 東北自動車道 盛岡ＩＣ 食事をされた方のみ。注文時にパス要提示（会計時は不可）

無料サービス 秋田自動車道 大曲ＩＣ

無料サービス 秋田自動車道 大曲ＩＣ

無料サービス 秋田自動車道 大曲ＩＣ

無料サービス 秋田自動車道 大曲ＩＣ

無料サービス 秋田自動車道 大曲ＩＣ

無料サービス 秋田自動車道 昭和男鹿半島ＩＣ

料金割引 秋田自動車道 昭和男鹿半島ＩＣ 酒・たばこは除く

料金割引 東北自動車道 盛岡ＩＣ

料金割引 秋田自動車道 秋田中央IC 秋田県秋田市中通二丁目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」を印刷のう
え、ご持参ください（※一部対象外商品あり）・休館日９月１1
日、９月３０日

料金割引 東北自動車道 十和田IC 秋田県鹿角市十和田大湯字箒畑105-1 ・営業時間8:00～17：00　冬期間休業りんごの里平塚果樹園 1000円以上購入の方10%割引(酒類除く)

・1申込につき、5名さままで有効
・営業時間　4/1～10/31　9：00～17：00　（夏期）
　　　　　　11/1～3/31　9：00～15：30　（冬期）

史跡　尾去沢鉱山 観覧料金割引
（石切沢通洞坑道見学料）

東北自動車道 鹿角八幡平IC

備考施設名

安藤醸造　北浦本館 お買い上げ金額１，０００円以上で寒こうじ２００ｇプレゼン
ト

田沢湖共栄パレス おみやげ１０％割引

最寄IC

ドリンク１杯サービス

大湯ストーンサークル館

鹿角観光ふるさと館
あんとらあ

ソフトドリンクサービス

湖畔の杜レストランＯＲＡＥ

備考

秋田県鹿角市尾去沢字獅子沢13-5

あきた県産品プラザ 販売品を5％割引

東北自動車道 小坂IC 秋田県鹿角郡小坂町小坂鉱山字古舘48-2 ・1申込につき、5名さままで有効

カクテル＆ウィスキー　レディ 特製ハイボール１杯サービス

優待内容

安藤醸造　本店 お買い上げ金額１，０００円以上で寒こうじ２００ｇプレゼン
ト

安藤醸造　花上庵 お買い上げ金額１，０００円以上で寒こうじ２００ｇプレゼン
ト

秋田乃瀧 畑のキャビアサービス

百穂苑 ドライバー１名にオリジナルコーヒーサービス

安藤醸造　麹くらぶ お買い上げ金額１，０００円以上で寒こうじ２００ｇプレゼン
ト

あきた芸術村　温泉ゆぽぽ

さんないウッディランド

施設名 優待内容

ソフトドリンクサービス

小坂鉱山事務所 入館料割引

最寄IC 所在地

所在地

小玉醸造 ８０ｇの味噌お一人様１個プレゼント

なまはげ御殿　ニュー畠兼 おみやげ・海鮮料理１０％割引

http://www.towadako.co.jp/
http://www.osarizawa.jp/
http://www.andojyozo.co.jp/
http://www.kyoeipalace.com/
http://loco.yahoo.co.jp/place/g-BJmAMKpPzI6/
http://www.ink.or.jp/%7Eantler/
http://www.ink.or.jp/%7Eantler/
http://www.orae.net/
http://www.a-bussan.jp/
http://nba-akita.kir.jp/member_chuo/lady.html
http://www.andojyozo.co.jp/
http://www.andojyozo.co.jp/
http://www.isiyakiokenabe.co.jp/
http://hyakusuien.com/
http://www.andojyozo.co.jp/
http://www.warabi.or.jp/yupopo/
http://a-woodyland.jp/
http://www.kodamajozo.co.jp/
http://www.namahagegoten.com/
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宿泊施設・温泉

太平湖遊覧船の運航期間は６月１日～１０月３１日

運行時間は９：３０発から１５：３０発まで１時間おき

無料サービス 湯沢横手道路 十文字ＩＣ 秋田県横手市増田町狙半内字古家沢口15

粗品進呈 湯沢横手道路 湯沢ＩＣ 秋田県湯沢市皆瀬字湯本１００－１

日帰り入浴料金割引 秋田自動車道 西仙北スマートIC 秋田県大仙市刈和野字山北の沢5-4

宿泊料金割引 秋田自動車道 大曲ＩＣ 秋田県大仙市太田町中里字新屋敷１１４

粗品進呈 東北自動車道 盛岡ＩＣ 秋田県仙北市田沢湖田沢字先達沢国有林５０

宿泊料金割引 東北自動車道 盛岡IC 秋田県仙北市田沢湖駒ヶ岳2-1

・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（Ｊ
ＴＢ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。

最寄IC 所在地

匠/彩華/旬彩プランでご宿泊の場合
夕食時オリジナルそば焼酎　レトロタイプ720ｍｌ　１組様にボトル１本進

呈。

ロイヤルホテル大館 利用料金割引 朝食代９００円⇒６００円 秋田自動車道 大館南ＩＣ 宿泊者のみ

いちゑ

施設名 優待内容 備考

宿泊の方パス１枚につき１本

旅館　浜彩 宿泊料金割引 大人１名あたり１，０００円、子供１名あたり５００円割引 秋田自動車道 昭和男鹿半島ＩＣ

男鹿萬盛閣 無料サービス 秋田の地酒１本サービス 秋田自動車道 昭和男鹿半島ＩＣ

無料サービス ホットコーヒーサービス
日本海沿岸東
北自動車道

仁賀保ＩＣ １泊２食の方

ユーランドホテル八橋 無料サービス 高気圧酸素ＢＯＸ　３０分利用サービス 秋田自動車道 秋田北ＩＣ ６名様まで利用可能。当日予約可能

ダイワロイネットホテル秋田 無料サービス ミネラルウォーターお一人様１本サービス 秋田自動車道 秋田中央ＩＣ

旅館多郎兵衛 粗品進呈 女将の手作りクッキープレゼント 湯沢横手道路 須川ＩＣ

森吉山荘 粗品進呈
太平湖遊覧船割引券進呈

大人１，２００円⇒８００円、子供６００円⇒４００円
秋田自動車道 五城目八郎潟ＩＣ

秋田温泉さとみ 利用料金割引 日帰り入浴料１０００円⇒７００円 秋田自動車道 秋田中央ＩＣ
利用時間１１：００～１８：００（１７：００最終受付）、不定休
あり（要確認）

アルバートホテル秋田 無料サービス ミネラルウォーターお一人様１本・泊数分サービス 秋田自動車道 秋田中央ＩＣ 電話・公式ＨＰからの予約に限る。除外日あり（予約時要確認）

黒湯温泉 無料サービス 夕食時１ドリンクサービス 東北自動車道 盛岡ＩＣ 宿泊者のみ

ホテルウェルネス横手路 無料サービス
夕食時お一人さま１ドリンク（ハーフビールまたはソフトドリ

ンク）サービス
秋田自動車道 横手ＩＣ ２食付きプラン利用者に限る

休暇村　乳頭温泉郷 基本宿泊料金10％割引

鶴の湯温泉 宿泊の方、鶴の湯オリジナル絵はがきプレゼント
（１名につき１枚）

上畑温泉さわらび

小安峡温泉　湯の宿　元湯くらぶ 宿泊の方、自家栽培古代米プレゼント

ぬく森温泉　ユメリア 通常入浴料　400円　→　350円

中里温泉 宿泊料１，０００円引（通常の１泊２食付き利用に限る）

http://www.royal-hotel.jp/odate/
http://www.nikaho-ichie.jp/
http://www.hamasai.com/
http://www.ogabansei.com/
http://youland.jp/
http://www.daiwaroynet.jp/akita/
http://www.tarobee.com/
https://moriyoshizan.jp/
http://www.satomi-e.com/
http://www.albert-hotel.co.jp/
http://www.hotel-wellness.jp/yokoteji/
http://www.qkamura.or.jp/nyuto/
http://www.motoyukurabu.jp/
http://www.obako.or.jp/ym/
http://www.obako.or.jp/osr/nakasato/

	秋田

