
 

 

■ ご利用方法 

・ 特典の利用に際しては、「申込完了メ－ルを印刷したもの」、または「申込完了メ－ルの画面」をご提示ください。 

・ サ－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。 
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■ レジャー施設 

1 

蔵王中央ロープウェイ http://zaochuoropeway.co.jp/jp/summer/index.php 

山形道 山形蔵王 IC 山形市蔵王温泉 940番地 1 

優待特典  乗車料金割引 

往復乗車料金 

大人 1,300円→1,170円、小人 650円→590円 

備考 1申込につき、5名さままで有効 

 

2 

天童高原ファミリーランド（地域交流センター） http://tendokogen.or.jp/index.php 

山形道 山形北 ICまたは東北中央道 天童 IC 天童市田麦野 1321 

優待特典  料金割引 

天童高原キャンプ場内フードショップ「白樺」 

全メニュー100円引き 

備考 1申込につき、5名さままで有効 

優待サービス提供期間は、キャンプ場営業期間（4月 28日～10月 31日） 

 

3 

東根市観光物産協会 http://www.higashine.com/news/sakuranbo-open/ 

東北中央道 東根 IC 東根市さくらんぼ駅前 1丁目 1番 1 

優待特典  入園料金割引 

入園料金 100円引き 

備考 ・問合せ先：東根市観光物産協会  【℡】０２３７－４１－１２００ 

・1申込につき、5名さままで有効 

・他の入園割引券との併用はできません 

・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 

 

4 

庄内夕日の丘オートキャンプ場 http://www.in-green.com/camptop.html 

日本海東北道 庄内空港 IC 酒田市浜中字粮畑 33 

優待特典  料金割引 

薪一束 200円引き 

備考 平成 30年度の営業日：平成 30年 4月 21日～11月 4日 
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■ 美術館・博物館 

1 

酒田市立資料館 http://www.city.sakata.lg.jp/bunka/bunkazai/bunkazaishisetsu/sakatashi_shiryoukan.html 

日本海東北道 酒田中央 IC 酒田市一番町 8-16 

優待特典  料金割引 

一般 100円→70円、小中高大学生 50円→30円 

備考 企画展内容、休館日等は当館の HPをご覧ください。 

 

2 

上山城 http://kaminoyama-castle.info/index.html 

東北中央道 山形上山 IC 上山市元城内 3-7 

優待特典  料金割引 

大人 410円→360円、高校・大学生 360円→310円、小・中学生 50円→40円 

備考 ・団体料金に割引 

・毎週土曜日は、小中学生の入館料が無料 

・屋根瓦・外壁改修工事実施中 

 

3 

山形美術館 http://www.yamagata-art-museum.or.jp/ 

山形道 山形蔵王 IC 山形市大手町１－６３ 

優待特典  料金割引 

当日入館料を２０％割引 

備考 休館日や料金の詳細については、ホームページをご覧ください 

 

4 

天童市美術館 http://tendocity-museum.jp/ 

山形道 山形北 IC 東北中央道 天童 IC 天童市老野森１－２－２ 

優待特典  料金割引 

当日入館料を２０％割引 

備考 休館日や料金の詳細については、ホームページをご覧ください 

 

■ 飲食店・お土産店 

1 

水沢温泉館（道の駅にしかわ） http://www.gassan-shop.com/ 

山形道 西川 IC 西村山郡西川町大字水沢 2304 

優待特典  料金割引 

ソフトクリーム 50円引き 

備考 水沢温泉館内で販売するもののみ対象 

1申込につき、5名さままで有効 
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2 

道の駅 寒河江（チェリーランドさがえ） http://www.cherryland.co.jp/ 

山形道 寒河江 IC 寒河江市大字八鍬字川原 918-8 

優待特典  料金割引 

ソフトクリーム 50円引き 

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     

 

3 

遠藤商事㈱鶴岡インター前 SS  

山形道 鶴岡 IC 鶴岡市美咲町 34-1 

優待特典 料金割引 

ガソリンフリー価格から 5円／Ｌ引き（現金のみ） 

備考 優待サービス提供時間 8：00～19：00 

給油前に係員に「申込完了メールを印刷したもの」または「申込完了メールの携帯画面」をご提示

下さい。 

 

4 

遠藤商事㈱伊勢原 SS  

山形道 鶴岡 IC 鶴岡市伊勢原町 1-44 

優待特典 料金割引 

ガソリンフリー価格から 5円／Ｌ引き（現金のみ） 

備考 優待サービス提供時間 8：00～19：00 

給油前に係員に「申込完了メールを印刷したもの」または「申込完了メールの携帯画面」をご提示

下さい。 

 

5 

庄内観光物産館 ふるさと本舗 http://www.shoko-corpo.jp/bussan/ 

山形道 鶴岡 IC 鶴岡市布目字中通 80-1 

優待特典  料金割引 

ソフトクリーム・コーヒー50円引き 

備考 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 

 

6 

道の駅「月山」 月山あさひ博物村 http://www.gassanasahi-hakubutsumura.co.jp/ 

山形道 庄内あさひ IC 鶴岡市越中山字名平 3-1 

優待特典  料金割引 

各種ソフトクリーム 50円引 

 

 

 

 

 

http://www.cherryland.co.jp/
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7 

みちの駅「あつみ」しゃりん http://www.at-syarin.com/ 

日本海東北道 あつみ温泉 IC 鶴岡市早田字戸ノ浦 606 

優待特典  料金割引 

屋外バザールにて、紅えびソフト 50円引き 

備考 1申込につき 5名様まで有効 

 

8 

エム・シー・オイル㈱三川営業所  

日本海東北道 庄内空港 IC 東田川郡三川町大字猪子字和田庫 128-1 

優待特典  料金割引 

ガソリン当日会員価格から 2円／Ｌ引き 

備考 営業時間 9：00～21：00 

給油前に係員に「申込完了メールを印刷したもの」または「申込完了メールの携帯画面」をご提示

下さい。 

 

9 

（有）藤谷石油 http://fujiyasekiyu.pupu.jp/ 

日本海東北道 あつみ温泉 IC 鶴岡市温海丁 7-1 

優待特典  粗品進呈 

給油者に粗品プレゼント 

備考 定休日：月曜日 

 

10 

本間菓子舗  

日本海東北道 あつみ温泉 IC 鶴岡市湯温海甲 55 

優待特典  無料サービス 

あつみまんじゅう 10個入り９００円お買い上げのお客さまにまんじゅう 1個サービス 

 

11 

日々喜酒店  

日本海東北道 あつみ温泉 IC 鶴岡市湯温海甲 261 

優待特典  無料サービス 

2,000円以上お買い上げのお客さまに「山形代表ジュース」1本サービス 

 

12 

萬来屋酒店  

日本海東北道 あつみ温泉 IC 鶴岡市湯温海甲 218 

優待特典  無料サービス 

2,000円以上お買い上げのお客さまに「缶コーヒー」1本サービス 
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13 

きっちんふーずカスミヤ  

日本海東北道 あつみ温泉 IC 鶴岡市湯温海甲 92 

優待特典  無料サービス 

来店 1グループにプリン１個サービス 

 

14 

米の粉の滝ドライブイン http://www.komenokonotaki.com/ 

山形道 庄内あさひ IC 鶴岡市上名川字東山 11-1 

優待特典  料金割引 

各種ソフトクリーム 50円引き 

 

15 

白糸の滝ドライブイン http://www.shiraitonotaki.com/ 

日本海東北道 酒田中央 IC 最上郡戸沢村古口字土湯 1496-1 

優待特典  料金割引 

各種ソフトクリーム 50円引き 

 

■ 宿泊施設・温泉 

1 

赤湯温泉 旅館 湯宿 升形屋 http://masugataya.net/ 

東北中央道 南陽高畠 IC 南陽市椚塚 1291－1 

優待特典 飲み物サービス 

グラスワイン 1名 1杯 （宿泊の場合） 

備考 1申込につき 5名様まで有効 

 

2 

赤湯温泉 旅館 大和屋 http://yamatoya.cc/ 

東北中央道 南陽高畠 IC 南陽市赤湯 972 

優待特典 

 

飲み物サービス 

ワインかぶどうジュース 1名 1杯 （宿泊の場合） 

備考  1申込につき 5名様まで有効 

 

3 

赤湯温泉 大正ロマン香る癒しの宿丹波館 http://www.tanbakan.com/ 

東北中央道 南陽高畠 IC 南陽市赤湯 1014 

優待特典 

 

オリジナルアイスサービス 

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 

備考 1申込につき 5名様まで有効 

利用時間/10:00～18:00 
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4 

赤湯温泉 旅館 大文字屋 http://www.daimonjiya.com/ 

東北中央道 南陽高畠 IC 南陽市赤湯温泉 1003 

優待特典 

 

飲み物サービス 

グラスワイン 1名 1杯 （宿泊の場合） 

備考 1申込につき 5名様まで有効 

 

5 

ビジネスホテル いずくら http://hotel-izukura.co.jp/ 

山形自動車道 山形北 IC 

東北中央自動車道 天童 IC 

天童市鎌田本町 3丁目 2－26 

優待特典 

 

宿泊料金割引 

宿泊料金 10％引き 

備考 1申込につき 5名様まで有効 

 

6 

蔵王温泉 湯の花茶屋 新左衛門の湯 http://zaospa.co.jp/ 

山形自動車道 山形蔵王 IC 山形市蔵王温泉字川前 905 

優待特典 

 

入館料割引 

入館料 50円引き 

備考 1申込につき 5名様まで有効 

 

7 

休暇村 羽黒 http://www.qkamura.or.jp/haguro/ 

山形自動車道 庄内あさひ IC 鶴岡市羽黒町手向羽黒山 8 

優待特典 

 

宿泊料金割引 

基本宿泊料金 10％割引 

備考 ・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。 

 

8 

蔵王温泉 ホテル松金屋アネックス http://matukaneya.com/ 

山形自動車道 山形蔵王 IC 山形市蔵王温泉 1267-16 

優待特典 

 

入浴料金割引 

大人 600円→500円 

※割引は大人のみ 

飲み物サービス 

夕食時に、お銚子・ｵﾚﾝｼﾞｼﾞｭｰｽ・ｺｰﾗ・ｳｰﾛﾝ茶いずれか 1本 

※宿泊のお客さまのみ 

粗品進呈 

チェックアウト時に特製「ご愛嬌くじ引き」（1 ｸﾞﾙｰﾌﾟ 1回 

※宿泊のお客さまのみ 

http://www.daimonjiya.com/
http://hotel-izukura.co.jp/
http://zaospa.co.jp/
http://www.qkamura.or.jp/haguro/
http://matukaneya.com/


 

9 

小野川温泉 亀屋万年閣 http://www.kameya-m.jp/ 

東北中央道 米沢北 IC 米沢市小野川町２４８１ 

優待特典 

 

粗品進呈 

温泉卵（4個入り）のお土産プレゼント  

備考 宿泊の場合、一組さま有効 

 

10 

赤湯温泉 山形座  瀧波 http://takinami.co.jp/ 

東北中央道 南陽高畠 IC 南陽市赤湯温泉３００５ 

優待特典 

 

粗品進呈 

高畠ワイナリー 嘉スパークリングシャルドネ 200ｍｌを 1本プレゼント 

（宿泊の場合）  

備考 1申込につき、１名さままで有効 

 

■ サービスエリア・パーキングエリア 

1 

寒河江サービスエリア http://www.cherryland.co.jp/ 

山形自動車道  

優待特典  料金割引 

ファーストフード  

玉こんにゃく 1串 150円を 120円に割引 

備考 ・1申込につき、5名さままで有効  

・優待サービス提供時間 9：30～ 16：00 

・冬季期間（11月～）は施設内売店にて提供 

 

http://www.kameya-m.jp/
http://takinami.co.jp/
http://www.cherryland.co.jp/

