
※優待施設の追加や優待内容等が変更になる場合がございます。

カテゴリ 施設名 HP 住所 最寄ＩＣ 優待内容（見出し） 優待内容（詳細） 備考

宿泊施設 網元の宿　甚五郎 http://www.awa.or.jp/home/jingoro 千葉県南房総市久枝582 鋸南富山IC 地引網体験 料金割引 当館宿泊20名様以上にて地引網体験をされた方\1,000円割引

宿泊施設 網元の宿ろくや http://www.rokuya-resort.com/ 千葉県南房総市久枝494 鋸南富山IC 料理一品サービス
朝獲れ地魚のなめろうサービス　※水揚げ状況によっては内容の
変更があります

宿泊施設 仲間の宿　川きん https://www.kawakin-iwai.com/ 千葉県南房総市久枝749 鋸南富山IC お菓子サービス お土産として地元のお菓子を１袋サービス

宿泊施設
食を楽しむ大人のかくれ家

おやど　すえひろ
https://oyado-suehiro.com 千葉県南房総市白浜町白浜623-45 富浦IC ドリンクサービス フリータイムでワンドリンクサービス

宿泊施設 ホテル南海荘 https://www.hmi-ryokan.jp/nankaiso 千葉県南房総市白浜町白浜623-13 富浦IC ドリンクサービス 夕食時大人にワンドリンクサービス

宿泊施設 海辺の料理宿　政右ヱ門 https://hpdsp.jp/masaemon/ 千葉県南房総市千倉町忽戸497 富浦IC ドリンクサービス ウェルカムドリンクサービス

宿泊施設 千倉温泉千倉館 http://www.chikurakan.net 千葉県南房総市千倉町南朝夷1045 富浦IC 貸切風呂無料サービス 貸切露天風呂40分1回を無料サービス

宿泊施設 ホテル＆リゾーツ南房総 https://www.daiwaresort.jp/minamiboso/index.html 千葉県南房総市富浦町多田良1212 富浦IC ドリンクサービス
ワンドリンクサービス ※ホテル内店舗にて利用可（生ビール、コー
ヒー等）

宿泊施設 魚拓荘鈴木屋 http://www.gyotakuso.com 千葉県南房総市千倉町北朝夷2801 富浦IC ドリンクサービス ご夕食時にグラスワイン1杯無料サービス（白か赤、大人のみ）。

宿泊施設 銀鱗荘ことぶき http://www.g-kotobuki.net/ 千葉県南房総市千倉町平舘684 富浦IC ドリンクサービス ご夕食時にグラスビール又はソフトドリンク一杯サービス

宿泊施設 矢原荘 http://yawarasou.com/ 千葉県南房総市千倉町瀬戸3291 富浦IC 料理一皿サービス ご夕食時に小鉢一つサービス

宿泊施設 休暇村館山 http://tateyamacity.com/archives/1293 千葉県館山市見物725 富浦IC 料金割引 ソフトクリーム　50円割引

『南房総観光応援フリーパス』優待施設一覧表



カテゴリ 施設名 HP 住所 最寄ＩＣ 優待内容（見出し） 優待内容（詳細） 備考

宿泊施設
ホテルロイヤルガーデン木
更津

http://hotel-royalgarden.co.jp/ 千葉県木更津市大和1-18-14 木更津南IC ドリンクサービス レストランご利用のお客様へ　ウェルカムドリンク1杯サービス
レストラン営業時間18:00～22:00
（ラストオーダー21:30）

観光・物産・飲食 髙山製菓 http://www.takayamaseika.jp 千葉県南房総市高崎1355 鋸南富山IC
生クリーム大福１個サービ

ス
1,000円以上お買い上げの方に生クリーム大福1個サービス

観光・物産・飲食 保田小学校 http://hotsho.jp/ 千葉県安房郡鋸南町保田724 鋸南保田IC
オリジナルボールペン１本

プレゼント
道の駅保田小学校オリジナルボールペン１本プレゼント

観光・物産・飲食 きょなん内旬彩櫻華 千葉県安房郡鋸南町吉浜517-1 鋸南保田IC コーヒーサービス お食事をされた方に、ゴディバのコーヒー１杯サービス

観光・物産・飲食 きょなん内鋸南麦酒 http://kyonanbeer.com/ 千葉県安房郡鋸南町吉浜517-1 鋸南保田IC
オリジナルステッカー

プレゼント
麦酒を１本以上お買い上げの方に、オリジナルステッカープレゼン
ト

観光・物産・飲食 きょなん内安房の国 千葉県安房郡鋸南町吉浜517-1 鋸南保田IC ソフトドリンク１杯サービス お食事をされた方にソフトドリンク１杯サービス

観光・物産・飲食 鴨川シーワールド http://www.kamogawa-seaworld.jp/ 千葉県鴨川市東町1464-18 君津ＩＣ 料金割引

【入場料割引】
大人(高校生以上) 3,000円 ⇒ 2,700円
小人(小・中学生) 1,800円 ⇒ 1,620円
幼児（4歳以上）1,200円⇒1,080円

観光・物産・飲食
かつうら海中公園海中展

望塔
http://www.katsuura.org/ 千葉県勝浦市吉尾１７４ 市原鶴舞IC 料金割引

【展望塔入場料割引】
大人（高校生以上）980円⇒850円
中人（小・中学生）480円⇒430円
小人（4歳以上）220円⇒200円

【営業時間】9：00～17：00
※入館は16：30まで
※1件につき5名様有効、他の割引との併用不可
※荒天時使用できない場合あり

観光・物産・飲食
大衆中華ホサナ

（元祖ホワイトガウラーメン）
千葉県袖ケ浦市蔵波台2-23-23 袖ヶ浦IC 料金割引

店内お食事の方ギョウザ5％引き
（注文時提示のみ有効）

観光・物産・飲食 レストハウス菖蒲 千葉県袖ケ浦市飯富2360（袖ケ浦公園内） 袖ヶ浦IC 缶茶サービス ホワイトガウラーメンの方、缶茶1本サービス

観光・物産・飲食 麺処　霧笛 千葉県袖ケ浦市神納1-7-18 袖ヶ浦IC チャーシューサービス ホワイトガウラーメンの方、チャーシュー1枚サービス

観光・物産・飲食 のうえんカフェ http://www.nouen-cafe.com/ 千葉県袖ケ浦市川原井1838番地 袖ヶ浦IC スコーンプレゼント スコーン1個プレゼント

http://www.katsuura.org/


カテゴリ 施設名 HP 住所 最寄ＩＣ 優待内容（見出し） 優待内容（詳細） 備考

観光・物産・飲食
袖ケ浦市農畜産物直売所

「ゆりの里」
千葉県袖ケ浦市飯富1635番地1 袖ヶ浦IC 小糸在来豆乳プレゼント

2000円以上、お買い上げの方レシート提示で小糸在来豆乳1本
プレゼント

観光・物産・飲食 うなぎ　新都 http://www.shinmiyako.jp 千葉県南房総市和田町海発1591-17 富浦IC 料理一品サービス デザート一品サービス

観光・物産・飲食 はな房 http://www.hanabou.jp/ 千葉県南房総市千倉町千田1051 富浦IC ドリンクサービス お食事されたお客様にワンドリンクサービス

観光・物産・飲食 アロハガーデンたてやま https://www.aloha-garden-t.com 千葉県館山市藤原1497 富浦IC 入園料割引

【入場料割引】
大人（中学生以上）1,300円⇒1,000円
小人（小学生）800円⇒700円
幼児（4歳以上）500円⇒400円

※1枚につき5名様まで

観光・物産・飲食 館山ファミリーパーク http://familypark.jp 千葉県館山市布沼1210 富浦IC 入園料割引
【入場料割引】
大人（中学生以上）800円⇒700円
小人（4歳以上小学生）550円⇒500円

観光・物産・飲食
“渚の駅”たてやま　渚の

博物館
https://www.city.tateyama.chiba.jp/minato/page100034.html

千葉県館山市館山1564-1“渚の駅”たてやま
内 富浦IC 「ダッペエ」シールプレゼント

館山市マスコットキャラクター「ダッペエ」のシールを、1組につき、1
枚プレゼント

観光・物産・飲食 白浜屋本店 http://tateyamacity.com/archives/613 千葉県館山市北条1625-38 富浦IC
料金割引

小鉢・潮汁サービス
・地魚寿司ランチ　70円割引
・ご注文のお客様に小鉢と潮汁サービス

【定休日】毎週水曜日
【営業時間】昼11：00～15：00
　　　　　　　　夜17：00～21：00

観光・物産・飲食 漁港食堂だいぼ http://tateyamacity.com/archives/5559 千葉県館山市伊戸963-1 富浦IC ドリンクサービス ドリンクバイキング　1組につき、2名様まで無料 【定休日】毎週火曜日

観光・物産・飲食 館山パイオニアファーム http://www.pioneer-farm.jp 千葉県館山市正木441 富浦IC 料金割引 おみやげ加工品10％引き

観光・物産・飲食 鋸山ロープウェ- http://mt-nokogiri.co.jp/ 千葉県富津市金谷4052-1 富津金谷ＩＣ 運賃割引
【運賃】
大人（12歳以上）片道500円⇒450円 往復950円⇒850円
小人（6～11歳）片道250円⇒230円 往復450円⇒410円

観光・物産・飲食 鋸山美術館 https://nokogiriyama.com 千葉県富津市金谷2146-1 富津金谷IC 入館料割引
【入館料割引】
１割引き

観光・物産・飲食 ザ・フィッシュ http://www.thefish.co.jp 千葉県富津市金谷2288 富津金谷IC 料金割引 売店でお買い物された方の代金5％引き
売店のみ、飲食不可。
※現金支払いのみ

https://www.city.tateyama.chiba.jp/minato/page100034.html
http://www.pioneer-farm.jp/
https://nokogiriyama.com/
http://www.thefish.co.jp/


カテゴリ 施設名 HP 住所 最寄ＩＣ 優待内容（見出し） 優待内容（詳細） 備考

観光・物産・飲食
三井アウトレットパーク木更

津
https://mitsui-shopping-park.com/mop/kisarazu/ 千葉県木更津市金田東３－１－１ 木更津金田ＩＣスペシャルクーポンプレゼント

総合案内所Ａで、お申込み内容お知らせメールを印刷したもの又
はお知らせメールの携帯・スマホ画面をご提示いただくと、もれなく
スペシャルクーポンプレゼント

ショップ１０：００～２０：００　（開門時間９：３０）
観光・物産・飲食１１：００～２１：００
フードコート１０：３０～２１：００
※ラストオーダー２０：３０
※営業時間が異なる場合がございます。ＨＰにてご確認く
ださい。

観光・物産・飲食 JAきみつ味楽囲おびつ店 www.ja-kimitu.or.jp 千葉県君津市末吉238-1 木更津東IC ソフトクリーム半額 ソフトクリーム半額（200円→100円）
【定休日】毎月第2水曜日（8月を除く）12月31日～1月4
日

観光・物産・飲食 マザー牧場 http://www.motherfarm.co.jp/ 千葉県富津市田倉940-3

木更津南IC
君津ＩＣ

君津SIC（下り
線）

富津竹岡ＩＣ

料金割引
【入場料割引】
大人(中学生以上) 1,500円 ⇒ 1,400円
小人(4歳～小学生) 800円 ⇒ 750円

※夜間営業ではご利用できません

道の駅 富楽里とみやま http://furari.awa.or.jp/ 千葉県南房総市二部2211 鋸南富山ＩＣ 料金割引
「伏姫びわワイン」もしくは「びわスパークリングワイン」おひとり様どち
らか1本5％割引

【営業時間】９：００～１８：００

道の駅 とみうら　枇杷倶楽部 http://www.biwakurabu.jp/ 千葉県南房総市富浦町青木123-1 富浦ＩＣ 料金割引 「びわソフトクリーム」５０円割引 【営業時間】９：１５～１８：００

道の駅 三芳村　鄙の里 http://hinanosato.jp/ 千葉県南房総市川田82-2 富浦ＩＣ 料金割引 ソフトクリーム　５０円割引 【営業時間】９：００～１７：００

道の駅
ローズマリー公園
（はなまる市場）

http://www.rosemary-park.jp/ 千葉県南房総市白子1501 富浦ＩＣ 料金割引 ソフトクリーム　５０円割引 【営業時間】９：００～１７：００

道の駅 ちくら・潮風王国 http://shiokaze-oukoku.jp/ 千葉県南房総市千倉町千田1051 富浦ＩＣ 料金割引 潮風王国オリジナル「枇杷カップアイス」５０円割引
【営業時間】９：００～１７：００
【休館日】水曜日（１１～１２月）

道の駅 おおつの里　花倶楽部 http://www.hana-kurabu.jp/ 千葉県南房総市富浦町大津320 富浦ＩＣ 料金割引
【体験料割引】
花摘み１０％割引

【営業時間】　９：００～１６：３０（１１月）
　　　　　　　 　 ９：００～１７：００

道の駅 白浜野島崎 千葉県南房総市白浜町滝口9240 富浦ＩＣ 料金割引 各種スムージー　５０円割引 【営業時間】９：００～１７：００

道の駅 和田浦ＷＡ・Ｏ！ http://wa-o.awa.jp/ 千葉県南房総市和田町仁我浦243 富浦ＩＣ 料金割引 ソフトクリーム　５０円割引
【営業時間】９：００～１７：３０（１１～１２月）
　　　　　　　  ９：００～１８：００

その他 東京湾フェリー http://www.tokyowanferry.com/ 千葉県富津市金谷4303 富津金谷ＩＣ 料金割引

【車両運賃】※乗用車に限る（1枚につき1台）
軽自動車（運転手1名含）3,200円⇒2,880円
普通車（運転手1名含）4,100円⇒3,690円
【遊覧運賃】※途中の下車はできません
大人（金谷⇔久里浜）1,100円⇒900円
小人（金谷⇔久里浜）550円⇒450円
【旅客運賃】
大人（中学生以上） 片道800円 往復1,450円
小人（小学生）片道400円 往復720円

金谷フェリーサービスセンターでお土産5％割引（一部除
外品あり）


