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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

大人 600円 ⇒ 540円 ねぶたミュージアム・ねぶたホール

高校生 450円 ⇒ 400円 営業時間　（5～8月）9：00-19：00　（9月～4月）9：00-18：00

小・中学生 250円 ⇒ 220円 休業日などの詳細についてはホームページをご覧ください

大人 550円 ⇒ 450円 休業日などの詳細についてはホームページをご覧ください

中高校生 350円 ⇒ 300円

小学生 200円 ⇒ 180円

大人 500円 ⇒ 450円

中学・高校生 300円 ⇒ 270円

小人 100円 ⇒ 90円

入場料金割引 八戸自動車道 八戸ＩＣ 青森県十和田市大字深持字鳥ヶ森２－１０

休業日などの詳細についてはホームページをご覧ください

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

運航期間　４月21日～11月5日　　営業時間　8：00～17：00
※運航期間中は無休
詳細についてはホームページをご覧ください

大人 800円 ⇒ 720円

中学・高校生 600円 ⇒ 540円

小学生 400円 ⇒ 360円

対象施設／2階青い森ホールパノラマ映画、13階展望台
営業時間／2階青い森ホールパノラマ映画9:30から50分間隔の上映（上映時間約
20分）
　　　　　13階展望台　4～10月／9:00～19:00、11～3月9:00～18:00.
休業日／2016東北観光フリーパス期間中はなし。

※A券のみ対応、ワンドリンクサービスあり

青森県観光物産館アスパム 入場料金割引 青森自動車道 青森中央ＩＣ 青森県青森市安方1-1-40

　６ｍ未満車両航送運賃及び同乗者運賃　１０％割引

最寄IC 所在地

ねぶたの家　ワ・ラッセ 入場料金割引

入園料100円割引手づくり村鯉艸郷

青森自動車道 青森中央ＩＣ

むつ湾フェリー

青森県青森市安方1-1-1

青函連絡船メモリアルシップ八甲田丸 入館料割引 青森自動車道 青森中央ＩＣ

施設名 優待内容 最寄IC 所在地 備考

営業時間　4～10月　9：00-19：00（入館は18：00）
　　　　　　11月～3月　9：00-17：00（入館は16：30）
※オリジナル缶バッジをプレゼント
休業日などの詳細についてはホームページをご覧ください

施設名 優待内容

津軽藩ねぶた村 入場料金割引 東北自動車道 大鰐弘前ＩＣ 青森県弘前市亀甲町６１

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）の各営業所ニッポンレンタカー東北

青森県青森市柳川１丁目１１２番１５地先

ご利用にあたって 

2016 東北観光フリーパス  
優待一覧・青森県 

・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。 

http://www.aomori-kanko.or.jp/web
http://www.nebuta.jp/warasse/
http://www.risoukyo.com/
http://www.mutsuwan-ferry.jp/
http://www7.ocn.ne.jp/%7Ehakkouda/
http://www.neputamura.com/
http://www.nrtohoku.co.jp/campaign/1197
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美術館・博物館

大人 400円 ⇒ 300円

高校生・中学生 300円 ⇒ 200円

小学生 200円 ⇒ 100円

体験工房

クラシックコース 料金 1,200円 体験工房希望の方は、２日前までに予約申し込み願います。

アレンジコース 料金 1,900円 史跡根城の広場本丸入場料

えんぶりミニミニ烏帽子作り 料金 　600円 大人２５０円　高・大学生１５０円　小中学生（市内無料/市外５０円）

えんぶり人形の各種絵付け 料金 1,000円

飲食店・お土産店

粗品進呈 八戸自動車道 八戸北ＩＣ 青森県十和田市大字奥入瀬字堰道３９番地１

　
詳細についてはホームページをご覧ください

無料サービス 八戸自動車道 八戸ＩＣ 青森県八戸市大字鮫町小舟渡平3-4

粗品進呈 八戸自動車道 八戸ＩＣ 青森県八戸市一番町一丁目9－22

無料サービス 八戸自動車道 八戸ＩＣ 青森県八戸市内丸１丁目1-1八戸市公会堂内

宿泊施設・温泉

宿泊料金割引 八戸自動車道 八戸北ＩＣ 青森県上北郡東北町字上笹橋21-18
要事前予約
詳細についてはホームページをご覧ください

宿泊料金割引 青森自動車道 青森東ＩＣ 青森県むつ市大畑町薬研6-1
要事前電話予約
詳細についてはホームページをご覧ください

入浴料金割引 東北自動車道 大鰐弘前ＩＣ
青森県西津軽郡鰺ヶ沢町鰺ヶ沢高原

詳細についてはホームページをご覧ください

宿泊料金割引 青森自動車道 青森中央ＩＣ 青森県青森市新町1丁目９－８
要事前電話予約
詳細についてはホームページをご覧ください

宿泊料金割引 青森自動車道 青森中央ＩＣ 青森県青森市新町1丁目６－１８
要事前電話予約
詳細についてはホームページをご覧ください

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 詳細についてはホームページをご覧ください

詳細についてはホームページをご覧ください
各風呂は下記の時間までに受付手続きをお願いします

本館内風呂⇒8：00～19：30

海辺の露天風呂⇒8：00～15：30

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

粗品進呈

無料サービス

料金割引

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大人６００円⇒４００円　　小学生３００円⇒200円

ホテルサンルート青森 室料から１０％割引
宿泊者へミネラルウォーター１本プレゼント

ウェスパ椿山

入浴料金割引

東北自動車道 浪岡IC
青森県西津軽郡深浦町大字舮作字鍋石
２２６－１

ラ・プラス青い森 ご宿泊の方に入浴剤１個プレゼント

黄金崎不老ふ死温泉 入浴料金割引

休業日などの詳細はホームページをご覧ください

宿泊された方のみの
サービス

ガソリンスタンド臨海で洗車サービス
点検（タイヤ圧・ワイパー・ウォッシャーエンジンオイル）

ホットアイマスクプレゼント（ドライバーのみ）

ガラス工房でオリジナルポストカードプレゼント

レストランでお食事の方にウエルカムドリンクサービス

昆虫館の売店商品5％割引

施設名

備考

休業日などの詳細についてはホームページをご覧ください青森県青森市安田近野185

櫛引八幡宮　国宝館 拝観料割引 八戸自動車道 八戸ＩＣ

青森県立美術館 東北自動車道 青森ＩＣ

青森県八戸市八幡字八幡丁３

施設名 優待内容 最寄IC

粗品進呈 コレクション展　オリジナルグッズプレゼント
その他、企画展で観覧料の割引あり

所在地

備考所在地

所在地 備考

「道の駅」奥入瀬
奥入瀬ろまんパーク

観光物産館でお買い物　1,000円以上で奥入瀬源流水350ｍｌ1本プレゼ
ント　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　レストランで食事の方に奥入

瀬源流水350ｍｌ1本プレゼント

ガーデンレストラン　フェザント 飲食の方にコーヒー1杯サービス

優待内容

1０００円以上お買い上げの方にオリジナルキーホルダープレゼント（お１人様１個
限り）

飲食の方にブルーベリー100％ジュースサービス

ロックウッド・ホテル＆スパ

青森県八戸市大字根城字根城４７

最寄IC

最寄IC

八戸自動車道 八戸ＩＣ

青森国際ホテル 1泊朝食付料金　９,３００円　⇒　７,５００円
駐車料金　1泊５００円無料

優待内容

体験工房申し込みの方史跡
根城の広場本丸入場無料国史跡　根城

施設名

東北温泉 基本宿泊料金10％割引（２食付きプラン限定）

ホテルニュー薬研 基本宿泊料金から10％割引

日帰り温泉入浴料　５０％オフ
大人１,０００円　⇒　５００円　　　小学生５００円　⇒　２５０円

ユートリーお土産品売場

里山夢食堂

八幡馬の絵付け

http://sunroute-aomori.com/
http://www.wespa.jp/
http://www.aomori-hka.com/
http://www.furofushi.com/
http://www.kushihikihachimangu.com/kokuhou.html
http://www.aomori-museum.jp/
http://www.oirase.or.jp/
http://www.oirase.or.jp/
http://www.rockwoodhotel.com/
http://www.kokusai-hotel.co.jp/
http://www.hachinohe-cb.jp/nejo/
http://www.touhoku-onsen.com/
http://www.newyagen.com/
http://www.youtree.com/
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