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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

美術館・博物館

大人 500円 ⇒ 450円

中・高校生 400円 ⇒ 350円

小学生 300円 ⇒ 250円

一般

小中高大学生

粗品進呈 日本海東北自動車
道

酒田IC 山形県酒田市飯森山2-13（飯森山公園内）

・ローマ展同時開催企画展他は7月10日まで（会期中無休）
・特別展「時代を生きた写真家濱谷浩と土門拳」は7月13日～10月5
日（会期中無休）
・特別展「土門拳・藤森武　みちのくの仏像」は10月8日～12月25
日

一般

高校・大学生

小・中学生

一般

高校・大学

小・中学生

酒田中央IC 山形県酒田市中町一丁目14-20
320円　→　270円

210円　→　160円

100円　→　50円

旧鐙屋 料金割引

入館料を団体料金と同額に割引

日本海東北自動車
道

展覧会内容、休館日等については、当館のHPをご覧ください。

酒田中央IC 山形県酒田市一番町8-16
50円　⇒　30円

酒田市立資料館 料金割引
100円　⇒　70円

酒田IC 山形県酒田市飯森山3-17-95

日本海東北自動車
道

期間中の展覧会観覧でフリーパス券提示1件につき、
ポストカード2枚プレゼント酒田市美術館 日本海東北自動車

道粗品進呈

山形県酒田市日吉町２丁目２－２５

310円　→　240円
（但し、5月25日～7月25日までは、
500円→450円）

210円　→　170円

100円　→　80円

土門拳記念館 オリジナルポストカードブレゼント

山王くらぶ 料金割引

入館料を団体料金と同額に割引

日本海東北自動車
道

酒田中央IC

ニッポンレンタカー東北

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

所在地 備考

山形県鶴岡市大網字入道11湯殿山総本寺 大日坊 拝観料割引 山形自動車道

施設名 優待内容 最寄IC

庄内あさひIC

2016 東北観光フリーパス  
優待施設一覧・山形県 

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://abumiya.matizukuri.info/
http://www.city.sakata.lg.jp/ou/kyoiku/shakaikyoiku/bunkazai/180602.html
http://www.sakata-art-museum.jp/
http://www.domonken-kinenkan.jp/
http://sannou.matizukuri.info/
http://www.nrtohoku.co.jp/campaign/1197
http://www.dainichibou.or.jp/
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入園料金割引 東北中央
自動車道

東根IC
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違います
・｢東根市観光物産協会｣のホームページより､『（もぎとり可能な果
樹園）』に入り その中から施設を選んでください

大人 1300円 ⇒ 1,170円

小人 650円 ⇒ 590円

飲食店・お土産店

料金割引 山形自動車道 西川IC 山形県西村山郡西川町大字水沢2304 ・水沢温泉館内にて販売
・1申込につき、5名さままで有効

料金割引 山形自動車道 庄内あさひIC 山形県鶴岡市越中山字名平3-1

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

料金割引 山形自動車道 庄内あさひIC 山形県鶴岡市上名川字東山11の1

料金割引 山形自動車道 庄内あさひIC 山形県鶴岡市下名川字落合183

料金割引 山形自動車道 鶴岡IC 山形県鶴岡市布目字中通80-1 館内奥の｢案内所]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

料金割引 山形自動車道 酒田中央IC 山形県酒田市山居町1ｰ1ｰ20

備考

山形自動車道 寒河江IC

備考

・1申込につき、5名さままで有効
・直営のファーストフードコーナー（正面入口付近）のみ対象
・テナント3店（JA・トルコ館・一般出店）は対象外

最寄IC 所在地

山形県寒河江市大字八鍬字川原918-8

東根市観光物産協会 入園料金100円引き

蔵王中央ロープウェイ 往復乗車料金割引 山形自動車道 山形蔵王ＩＣ 山形県山形市蔵王温泉940番地1
　往復

　　大人 １，３００円 → １，１７０円
　　小人 　　６５０円 → 　　５９０円

山居倉庫酒田夢の倶楽 夢の倶楽オリジナル「つや姫ソフトクリーム」５０円引

産直あさひ・グー 食堂メニュー５０円引（ソフトクリーム除く）

さくらんぼ狩り・レジャー施設

施設名 優待内容 最寄IC

施設名 優待内容

米の粉の滝ドライブイン 各種ソフトクリーム50円割引

道の駅「月山」月山あさひ博物村

所在地

ソフトクリーム50円引き

ソフトクリーム50円引き

各種ソフトクリーム50円割引

湯殿山直売所 ホットコーヒー無料（※1人1杯限定）

道の駅　にしかわ

道の駅　寒河江
（チェリーランドさがえ）

料金割引

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

http://www.higashine.com/news/sakuranbo-open/
http://www.sakata-kankou.com/spot/133
http://www.tsuruokakanko.com/cate/p0411.html
http://www.komenokonotaki.com/
http://www.asahi-kankou.jp/kankou/member6.html
http://www.tsuruokakanko.com/cate/p0619.html
http://www.gassan-shop.com/
http://www.cherryland.co.jp/
http://www.cherryland.co.jp/
http://www.shoko-corpo.jp/bussan/
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宿泊施設・温泉

飲物サービス 山形自動車道 鶴岡ＩＣ 山形県鶴岡市湯田川乙19

飲物サービス 山形自動車道 鶴岡ＩＣ 山形県鶴岡市湯田川乙39

飲み物サービス 米沢南陽道路 南陽高畠ＩＣ 山形県南陽市椚塚１２９１－１ ・1申込につき、5名さままで有効

飲み物サービス 米沢南陽道路 南陽高畠ＩＣ 山形県南陽市赤湯９７２ ・1申込につき、5名さままで有効

オリジナルアイス
サービス

米沢南陽道路 南陽高畠ＩＣ 山形県南陽市赤湯１０１４
・1申込につき、5名さままで有効
・利用時間：10時～18時

粗品進呈 米沢南陽道路 南陽高畠ＩＣ 山形県南陽市赤湯温泉３００５ ・提示につき、１名さまのみ有効

飲み物サービス 米沢南陽道路 南陽高畠ＩＣ 山形県南陽市赤湯温泉１００３ ・1申込につき、5名さままで有効

料金割引 山形自動車道 山形蔵王ＩＣ 山形県山形市蔵王温泉字川前905 ・1申込につき、5名さままで有効

宿泊料金割引 山形自動車道 庄内あさひIC 山形県鶴岡市羽黒町手向羽黒山8

・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。

SA・PA

山形自動車道 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

備考

施設名 優待内容 最寄IC 所在地 備考

珠玉や ２人に１本、３人に２本　ビールサービス(宿泊の場合）

九兵衛旅館 ２人に１本、３人に２本　ビールサービス(宿泊の場合）

赤湯温泉
旅館 湯宿  升形屋

赤湯温泉
旅館  大和屋

赤湯温泉
大正ロマン香る癒しの宿 丹波館

グラスワイン１名１杯
（宿泊の場合）

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

山形県天童市鎌田本町3丁目2-26 ・1申込につき、5名さままで有効

蔵王温泉
湯の花茶屋 新左衛門の湯

休暇村　羽黒 基本宿泊料金10％割引

料金割引 玉こんにゃく１串150円を120円に割引

ワイン か ぶどうジュース１名１杯
（宿泊の場合）

女将手作り 丹波館オリジナルアイス
”シングル”を１名１個

（日帰り入浴 又は 宿泊の場合）

ビジネスホテルいずくら 宿泊料金割引 宿泊料金１０％引き

山形自動車道

東北中央自動車
道

山形北IC

天童IC

入館料５０円引き

赤湯温泉
旅館 大文字屋

グラスワイン１名１杯
（宿泊の場合）

赤湯温泉
いきかえりの宿  瀧波

赤湯温泉 名物  唐辛子プレゼント
（宿泊の場合）

http://www.sagae-sa.com/information.htm
http://www.kuheryokan.com/tamaya/access.html
http://www.kuheryokan.com/
http://masugataya.net/index.html
http://masugataya.net/index.html
http://www.yamatoya.cc/index.html
http://www.yamatoya.cc/index.html
http://www.tanbakan.com/
http://www.tanbakan.com/
http://zaospa.co.jp/
http://zaospa.co.jp/
http://www.qkamura.or.jp/haguro/
http://hotel-izukura.co.jp/
http://daimonjiya.com/
http://daimonjiya.com/
http://takinami.co.jp/
http://takinami.co.jp/

	山形

