2019東北観光フリーパス 岩手県の優待施設

※消費税増税等に伴い、料金を変更する場合があります。

優待施設で「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」をご提示ください。
※優待施設は季節に応じて変更となる場合があります。
レジャー施設
施設名

優待内容

優待内容詳細

最寄IC

所在地
郵便番号

住所

電話番号

備考

ＦＡＸ番号

観光天文台

入場料割引

【入場料】
大人 ４００円 → ３００円
子供 ２００円 → １５０円

サラダファーム ガーデンパーク

入場料割引

大人（高校生以上） 500円→450円

東北道

西根IC

028-7113

岩手県八幡平市平笠2-6-333

0195-75-2500

・ガーデンパークは約2倍の広さになり、園内を周遊バス巡ることができます。
アルパカの「アルくん」が皆さまの来園をお待ちしております！
・適用期間 4/20～10/下旬（毎週水曜定休 / シーズンにより変更有）
・営業時間 10:00～17:00（最終受付16:00）
・営業日等の詳細は0195-75-2500までお問合せください

盛岡市動物公園

料金割引

園内施設の売店・食堂
お買い上げ金額より10％割引

東北道

盛岡IC
盛岡南IC

020-0803

岩手県盛岡市新庄字下八木田60-18

019-654-8266

・営業期間は11月30日まで
・休園日は水曜日

小岩井農場

入場料割引

大人（中学生以上）
子供（5歳～小学6年生）

東北道

盛岡IC

020-0507

岩手県雫石町丸谷地36-1

019-692-4321

安比高原スキー場

施設利用料割引

雲海ゴンドラ
中学生以上往復 1600円→1400円
小学生往復
800円→ 600円

東北道

松尾八幡平IC

028-7395

岩手県八幡平市安比高原

0195-73-5111

小学生以下は要保護者（大人）同伴
1申込で4名様まで優待いたします。
ペット割引特典はございません。
割引特典の併用はできません。
適用期間
2019年5月18日～2019年7月21日までの土日祝日
2019年8月31日～2019年9月29日までの土日祝日

歴史公園 えさし藤原の郷

入場料割引

大人 800円→600円
高校生 500円→400円
小中学生 300円→200円

東北道

水沢IC

023-1101

岩手県奥州市江刺区岩谷堂小名丸86-1

0197-35-7791

・1申込につき、5名さままで有効

猊鼻渓 舟下り

一般乗船料割引

大人 1,600円→1,440円

東北道

一関IC
平泉前沢IC
水沢IC

029-0302

一関市東山町長坂字町467

0191-47-2341

0191-47-3288

・10/1～料金が変更となります

奥中山高原の釣り堀

無料サービス

釣竿レンタル料金（１００円） 無料
※釣り魚は買い求め必要

東北道
八戸道

滝沢ＩＣ
一戸ＩＣ

028-5134

岩手県二戸郡一戸町奥中山字西田子６６２－１

0195-35-3131

0195-36-1022

営業期間 ４月～１０月
営業時間 ８：３０～１７：００

800円→700円
300円→250円

東北道
八戸道

滝沢ＩＣ
一戸ＩＣ

028-5302

岩手県二戸郡一戸町女鹿字新田４２－２１

0195-35-3131

美術館・博物館
施設名

優待内容

優待内容詳細

最寄IC

0195-36-1022

019-692-0303

所在地
郵便番号

住所

電話番号

ＦＡＸ番号

御所野縄文博物館

粗品進呈

博物館ご入館の方へ「オリジナル絵葉書」をプレゼント

八戸道

一戸ＩＣ

028-5316

岩手県二戸郡一戸町岩舘字御所野２

0195-32-2652

0195-32-2992

釜石大観音

優待割引

【拝観料】
大人
500円→450円
中・高校生 300円→270円

三陸道

釜石中央IC

026-0002

岩手県釜石市大平町3-9-1

0193-24-2125

0193-22-0724

飲食店・お土産店
施設名

優待内容

優待内容詳細

最寄IC

所在地
郵便番号

住所

電話番号

ＦＡＸ番号

営業期間 ５月～１０月
開館日 毎週 金、土、日（祝日、夏季は特別開館あり）

・1申込につき、5名さままで有効

備考
開館９：００ 閉館１７：００（展示受付は１６：３０まで）
入館料 一般３００円 高校・大学生２００円 小・中学生１５０円

備考

あさ開 地酒物産館

粗品進呈
料金サービス

運転お疲れ様です。お酒1合瓶1本プレゼント。
お子様にも大人気。大吟醸ソフトクリーム100円値引き

東北道

盛岡南IC
盛岡IC

020-0828

岩手県盛岡市大慈寺町10-34

019-624-7200

019-624-7205

酒蔵見学 9:00～16：00（受付～15:30）
ご希望の方は事前の予約をお願いします。

ジェラートハウス雪あかり YUKI AKARI

料金割引

Ｗサイズのジェラート ３３０円 → ２７０円

東北道
八戸道

滝沢ＩＣ
一戸ＩＣ

028-5134

岩手県二戸郡一戸町奥中山字西田子６６２－１

0195-35-3131

0195-36-1022

奥中山高原の奥中山自然休養村管理センターの駐車場内

道の駅「いわいずみ」

粗品進呈

1,000円以上お買い上げの方に「龍泉洞のじっ茶ばっ茶（500mｌ）」1本プレゼント

東北道

盛岡南IC

027-0502

岩手県下閉伊郡岩泉町乙茂字乙茂90-1

0194-32-3070

道の駅「三田貝分校」

粗品進呈

1,000円以上お買い上げの方に「龍泉洞の水（500mｌ）」1本プレゼント

東北道

盛岡南IC

028-5641

岩手県下閉伊郡岩泉町門三田貝47-2

0194-25-4311

料金割引

ショッピングコーナー
現金精算のお客さま、10%割引き（※一部商品を除く）

東北道

料金割引

１階レストラン「フードコート門」
名物「弁慶ちからもちセット（もち５品）」
1,300円→1,150円

東北道

平泉前沢IC

029-4102

西磐井郡平泉町平泉字坂下10-7

0191-46-2011

無料サービス

２階レストラン「レストラン源」
ランチタイム（11～14時）お食事ご利用のお客様
１メニューにつき、ワンドリンクサービス（指定ドリンク）

東北道

平泉レストハウス

0191-46-2088

2019東北観光フリーパス 岩手県の優待施設

※消費税増税等に伴い、料金を変更する場合があります。

優待施設で「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」をご提示ください。
※優待施設は季節に応じて変更となる場合があります。
宿泊施設・温泉
施設名

優待内容

優待内容詳細

最寄IC

所在地
郵便番号

住所

電話番号

備考

ＦＡＸ番号

休暇村 岩手網張温泉

料金割引

基本宿泊料金10%割引

東北道

盛岡IC

020-0585

岩手県岩手郡雫石町網張温泉

019-693-2211

019-693-2213

・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。

休暇村 陸中宮古

料金割引

基本宿泊料金10%割引

東北道

盛岡南IC

027-0096

岩手県宮古市崎鍬ヶ崎18-25-3

0193-62-9911

0193-62-9913

・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。

八幡平マウンテンホテル

料金割引

基本宿泊料金より10％割引

東北道

松尾八幡平ＩＣ 028-7302

岩手県八幡平市松尾寄木1-509-1

0195-78-4111

0195-78-2058

・要事前予約
・優待内容は「１泊２食の通常料金から１０％引き」です。
・電話、FAX、メールまたは公式サイトからの直接予約分が対象です。
・各種旅行サイト様や旅行会社様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。

温泉ゲストハウス やすもり

宿泊特典

アメニティー貸与及び提供
・タオル貸与
・ハブラシ提供

東北道

西根IC
松尾八幡平IC

028-7302

岩手県八幡平市松尾寄木1-618-11

・フリーパス証明の提示で1組（小学生以上 最大3名まで）に限り有効
※チェックイン時にフリーパス証明の提示をお願いします。
※要事前予約
※宿泊者限定
※フリーパス利用期間内に限り有効
※他の割引やサービスとの併用不可

070-4462-6089

電話：070-4462-6089
メール：info.onseninn@gmail.com
公式HP：https://onsen.eyado.net
定休日：不定休

【宿泊プラン】
２食付宿泊プラン料金１０％割引
※要事前予約
0195-36-1022

【宿泊プラン】
要事前予約（お電話によるお申込みのみの受付）
※各種旅行サイト経由は対象外。他の割引との併用は不可。
お問合せ・ご予約 0195-35-3131

0195-76-2161

0195-76-2165

土曜日・祝前日・その他混雑が予想される日の日帰り入浴の営業時間は16：
00までとなります。(受付は15：00まで)

岩手県八幡平市平笠24-1-4

0195-76-2161

0195-76-2165

要事前予約(電話予約のみ)
各種旅行サイト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。

岩手県岩手郡雫石町橋場坂本118-10

019-692-5577

019-691-2300

ご利用のご本人様1名分のみ適用

0195-78-3311

0195-78-3329

【利用時間】
平日 14：30～21：00 （最終入場20：00）
日曜祝日 12：00～21：00 （最終入場20：00）
※4/30-5/2は平日扱いとなります。
除外日：2019年4月1-12日、5月9日、10月16-17日、冬期休館11月中旬
以降
その他貸切対応日、休館日によりご利用いただけないお日にちもございます。
お問い合わせください。
各種割引との併用はできません。

岩手県八幡平市平笠24-728

0195-76-2013

0195-76-2169

020-0574

岩手県岩手郡雫石町鴬宿6-7

019-695-2121

028-2101

岩手県宮古市茂市8-53

0193-72-3800

東北道
八戸道

滝沢ＩＣ
一戸ＩＣ

028-5134

岩手県二戸郡一戸町奥中山字西田子６６２－１

大人 700円→550円
小人 350円→300円

東北道

紫波IC

028-3444

岩手県紫波郡紫波町小屋敷字新在家90番地 019-673-8555

日帰り入湯料割引

大人 550円⇒500円(中学生以上)
小人 300円⇒250円（3歳以上小学生まで)

東北道

西根IC

028-7113

岩手県八幡平市平笠24-1-4

いこいの村岩手

宿泊料金割引

宿泊料金大人のみ500円割引

東北道

西根IC

028-7113

道の駅「雫石あねっこ」

日帰り入湯料割引

入浴料より100円割引

東北道

盛岡IC

020-0582

アクティブリゾーツ岩手八幡平

日帰り入湯料割引

大人 1000円→800円
小人 500円→400円
未就学児無料

東北道

松尾八幡平IC
西根IC

028-7394

岩手県八幡平市松尾寄木1-590-5

岩手山焼走り国際交流村「焼走りの湯」

日帰り入湯料割引

大人 600円⇒540円
子供 300円⇒270円

東北道

西根IC

028-7113

鶯宿温泉 長栄館

日帰り入湯料割引

大人 1.000円→800円
小人 500円→400円

東北道

盛岡IC

リバーパークにいさと 湯ったり館

日帰り入湯料割引

大人 ５５０円→４５０円

東北道

盛岡南IC

奥中山高原温泉

料金割引

ラ・フランス温泉館

日帰り入湯料割引

いこいの村岩手

【日帰り温泉】
煌星の湯（きらぼしのゆ）
おとな ６２０円 → ５２０円
こども ３１０円 → ２６０円

0195-35-3131

受付時間→11：00～14：00 利用時間15：00まで
不定休 月3～４回程度有
GW お盆 年末年始休暇有

0193-72-3801

※入浴料金割引イベントの日は、対象外となります。

2019東北観光フリーパス 岩手県の優待施設

※消費税増税等に伴い、料金を変更する場合があります。

優待施設で「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」をご提示ください。
※優待施設は季節に応じて変更となる場合があります。
宿泊施設・温泉
施設名

優待内容

優待内容詳細

最寄IC

所在地
郵便番号

住所

電話番号

八幡平自然休養村 なかやま荘

日帰り入湯料割引

大人 600円⇒540円

東北道

松尾八幡平IC

028-7302

岩手県八幡平市松尾寄木2-512

0195-78-3132

八幡平温泉館 森乃湯

日帰り入湯料割引

大人 600円⇒540円

東北道

松尾八幡平IC

028-7302

岩手県八幡平市八幡平温泉郷

0195-78-3611

いつくし園

入湯料割引

大人 600円→500円
子供（小学生） 400円→300円

東北道

一関IC

021-0101

岩手県一関市厳美町字南滝ノ上15

0191-29-2101

松尾八幡平IC

028-7306

岩手県八幡平市安比高原

安比高原ペンションビレッジ会
（安比高原PV会）

宿泊特典

【安比ドラ割トク増しフリーパスぷらん】
「2019東北観光フリーパス」で東北6県プランまたは北東北プランをご利用の場合、ペン
ション宿泊でさらにオトクな優待が受けられます。詳しくは、実施ペンションの優待内容をご
東北道
覧ください。

備考

ＦＡＸ番号
0195-78-3380

0191-29-2125

【安比ドラ割トク増しフリーパスぷらん】を実施。
PV会ペンション毎に、各種優待を実施中。
詳細は、安比高原PVホームページにてご確認下さい。
ホームページ ⇒ [安比高原ペンションビレッジ会] で検索

実施期間 5/8～8/8、8/20～12/25

【安比高原ペンション】
ペンション アーラワッカ

宿泊特典

【安比ドラ割トク増しフリーパスぷらん】 安比高原アイスクリーム
ご宿泊人数分の安比高原アイスクリームをお付けします。
◆期間 5/8～8/8と8/20～12/20泊までの最大3連泊。

東北道

松尾八幡平IC

028-7306

岩手県八幡平市安比高原165-11

0195-68-7732

0195-68-7742

【安比ドラ割トク増しフリーパスぷらん】 実施店
このプランは公式HPから該当プランの事前予約が必須です。
※ドラ割申込確認メールの提示が必要です。
チェックイン 15:00～
チェックアウト ～10:00
ﾒｰﾙ aara-wakka@kph.biglobe.ne.jp
Home Page 「アーラワッカ」で検索

【安比高原ペンション】
ペンション アサンギ

宿泊特典

【安比ドラ割トク増しフリーパスぷらん】 安比高原アイスクリーム
ご宿泊人数分の安比高原アイスクリームをお付けします。
◆期間 5/8～8/8と8/20～12/25泊までの最大3連泊。

東北道

松尾八幡平IC

028-7306

岩手県八幡平市安比高原605-21

0195-73-5939

0195-73-5165

【安比ドラ割トク増しフリーパスぷらん】 実施店
このプランは公式HPから該当プランの事前予約が必須です。
※ドラ割申込確認メールの提示が必要です。
チェックイン 15:00～
チェックアウト ～10:00
ﾒｰﾙ asangi@mvh.biglobe.ne.jp
Home Page 「アサンギ」で検索

【安比高原ペンション】
ペンション アリス

【安比高原ペンション】
あるぺじお

宿泊特典

宿泊特典

【安比ドラ割トク増しフリーパスぷらん】 宿泊料より割引
◆1泊2食付2名様以上、1泊1名に付き大人（中学生以上）最大500円割引、小学生
最大２00円割引。最大３連泊まで適用。朝食付割引プラン有り。
東北道
◆ ドラ割申込確認メール画像ｏｒプリント提示で、1メールに付き8名まで。他割引きとの併
用不可。
◆期間 5/8～8/8と8/20～10/31泊までの期間

【安比ドラ割トク増しフリーパスぷらん】 宿泊料より割引
◆1泊2食付2名様以上 1泊1名に付き 大人（中学生以上） 10％オフ
8,200円⇒7,380円
東北道
ドラ割申込確認メール画像ｏｒプリント提示で、１メールに付き4名様まで。他割引との併用
不可。クレジットカード不可。
◆期間 5/8～8/8と8/20～12/25泊までの最大2連泊。

松尾八幡平IC

028-7306

岩手県八幡平市安比高原165-9

【安比ドラ割トク増しフリーパスぷらん】 実施店
このプランは公式HPから該当プランの事前予約が必須です。
宿泊時にドラ割申込確認メール画像（プリント）の提示要。
チェックイン 15：00～
チェックアウト ～10：00

0195－73－5064

ﾒｰﾙ alice@appi-resort.com
Home Page 「安比高原アリスHP」で検索
facebook 「安比高原アリスFB」で検索

松尾八幡平IC

028-7306

岩手県八幡平市安比高原605-48

0195-73-5750

0195-73-5424

【安比ドラ割トク増しフリーパスぷらん】 実施店
このプランは事前予約が必要です。
ドラ割申込確認メール画像（プリント）の提示が必要です。
・チェックイン15：00～
・チェックアウト～10：00
・不定休
Home Page 「安比高原あるぺじお」で検索

【安比高原ペンション】
ペンション グラシアス エスタバ

宿泊特典

【安比ドラ割トク増しフリーパスぷらん】 宿泊料より割引
◆ 1泊2食付2名様以上 1泊1名に付き 大人（中学生以上） 500円引き。小学生200
円引き。
ドラ割申込確認メール画像ｏｒプリント提示で、1メールに付き4名まで。他割引きとの併用 東北道
不可。
◆期間5/8～8/8と8/20～12/25泊までの最大2連泊
■現金のみの精算となります。

松尾八幡平IC

028-7306

岩手県八幡平市安比高原605-28

0195－73－5904

【安比ドラ割トク増しフリーパスぷらん】 実施店
このプランは事前予約が必要です。
ドラ割申込確認メール画像（プリント）の提示が必要です。
チェックイン 15：00～
チェックアウト ～11：00
ﾒｰﾙ estaba@lily.ocn.ne.jp
Home Page 「安比高原グラシアスエスタバ」で検索

2019東北観光フリーパス 岩手県の優待施設

※消費税増税等に伴い、料金を変更する場合があります。

優待施設で「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」をご提示ください。
※優待施設は季節に応じて変更となる場合があります。
宿泊施設・温泉
施設名

【安比高原ペンション】
サンダーパパ

優待内容

宿泊特典

優待内容詳細

【安比ドラ割トク増しフリーパスぷらん】 宿泊料より割引
◆ 1泊2食付2名様以上 1泊1名に付き 大人から小学生まで300円引き。
ドラ割申込確認メール画像orプリント提示で、1メールにつき乗車定員まで。
他割引きとの併用不可。
◆期間 5/8～8/8と 8/20～12/20で2泊まで

最寄IC

東北道

松尾八幡平IC

所在地
郵便番号

028-7306

住所

岩手県八幡平市安比高原605-35

電話番号

ＦＡＸ番号

備考
【安比ドラ割トク増しフリーパスプラン】 実施店
このプランは事前予約が必要です。
ドラ割申込確認メール画像（プリント）の提示が必要です。
じゃらんネットや楽天トラベル経由では使えません。
チェックイン 15：00～
チェックアウト ～10：00

0195－73－5241

ﾒｰﾙ thunderp@vega.ocn.ne.jp
Home Page 「安比高原サンダーパパ」で検索

【安比高原ペンション】
スターダスト

宿泊特典

【安比ドラ割トク増しフリーパスぷらん】 宿泊料より割引
◆１泊２食付２名様以上 １泊１名に付き 大人(中学生以上)５００円引き。
◆ドラ割申し込み確認メール画像orプリント提示で、１メールに付５名様まで。
他割引との併用不可。
◆期間 5／8～8/8と8／20～12／25泊までの最大2連泊。

東北道

松尾八幡平IC

028-7306

岩手県八幡平市安比高原165-17

【安比ドラ割トク増しフリーパスぷらん】 実施店
このプランは事前予約が必要です。
予約申込時に「安比ドラ割トク増しフリーぷらん」とお申し付けください。
チェックイン時にドラ割申込確認メール画像(プリント)の提示が必要です。
チェックイン 15：00～
チェックアウト ～10：00

0195－73-5132

ﾒｰﾙ stardust@appi-yado.net
Home Page [安比高原スターダスト]で検索

【安比高原ペンション】
STEP

【安比高原ペンション】
ペンション むってい

宿泊特典

宿泊特典

【安比ドラ割トク増しフリーパスぷらん】 宿泊料より割引
◆１泊２食付２名様以上 １泊１名に付き ３００円割引（子供含む）
ドラ割申し込み確認メール画像orプリント提示で、１メールに付き１台定員５名様まで。ワ
ゴン車の場合その定員まで。
◆期間 5/8～8/8と8/20～12/25まで

【安比ドラ割トク増しフリーパスぷらん】
夕食時グラスワイン又はソフトドリンク1杯サービス
◆期間 5/8～8/8、8/20～12/25

東北道

松尾八幡平IC

028-7306

岩手県八幡平市安比高原661-7

【安比ドラ割トク増しフリーパスぷらん】 実施店
このプランは事前予約が必要です。
チェックイン 15：00～
チェックアウト ～10：00

0195-73-5225

ﾒｰﾙ mail@appi-step.com
Home Page [安比高原STEP]で検索

東北道

松尾八幡平IC

028-7306

岩手県八幡平市安比高原605-51

【安比ドラ割トク増しフリーパスぷらん】 実施店
「申込完了メール」をスマホ画面かプリントで提示をお願いします。
＜期間＞5/8～8/8 8/20～12/25
・チェックイン 15：00～
・チェックアウト ～10：00

0195－73－5323

ﾒｰﾙ info@appi-mutti.com
Home Page 「ペンションむってい」で検索

【安比高原ペンション】
安比高原ログ・ハウス
森のなかまたち

【安比高原ペンション】
リゾートイン・ミワ

【安比高原ペンション】
アネックス・アルカス

宿泊特典

宿泊特典

宿泊特典

【安比ドラ割トク増しフリーパスぷらん】 宿泊料より割引
ご宿泊料金割引（1泊2食プラン）
全日
【4/5～9/30】
大人（中学生以上）8,200円 ⇒ 7,800円
小学生・幼児
7,200円 ⇒ 6,800円
ペット（1匹）
800円
【10/1～12/25】
大人（中学生以上）8,500円 ⇒ 8,000円
小学生・幼児
7,500円 ⇒ 7,000円
ペット（1匹）
900円

東北道

028-7306

岩手県八幡平市安比高原605-29

0195-73-5569

0195-63-3055

【安比ドラ割トク増しフリーパスぷらん】 実施店
※要事前予約
電話予約が対象です
各種旅行サイト（じゃらん等）経由の予約は対象外
Home Page 「安比高原 森のなかまたち」で検索

【安比ドラ割トク増しフリーパスぷらん】 宿泊料より割引
◆ 1泊2食付き2名様以上 1泊1名につき大人（中学生以上）300円引き。小学生200円
引き。
ドラ割申込確認メール画像orプリント提示で、1メールにつき小学生以上全員。
東北道
他割引との併用不可。
◆期間 5/8～8/8と8/20～12/25泊までの最大2連泊。
◆精算条件 現金
◆自社HP該当プラン 1泊2食付きスタンダードプラン（全部屋タイプ）

【安比ドラ割トク増しフリーパスぷらん】 宿泊料より割引
◆ 通常の1泊2食付2名様以上のプラン 1泊1名につき、
大人（中学生以上） 500円引き。小学生300円引き。
ドラ割申込確認メール画像ｏｒプリント提示、電話または以下の予約サイト（
https://annexarcas.rwiths.net/r-withs/tfi0010a.do ）からご予約のお客様。
他割引きとの併用不可。現金のみ。
◆期間5/8～8/8と8/20～12/25泊まで

松尾八幡平IC

東北道

松尾八幡平IC

028-7306

岩手県八幡平市安比高原605-327

0195-73-6888

【安比ドラ割トク増しフリーパスぷらん】 実施店
このプランは事前予約が必要です。
ドラ割申込確認メール画像（プリント）の提示が必要です。
チェックイン 15：00～
チェックアウト ～10：00
ﾒｰﾙ pension.miwa@m3.dion.ne.jp
Home Page 「安比高原リゾートイン・ミワ」で検索

松尾八幡平IC

028-7306

岩手県八幡平市安比高原605-125

0195-63-3838

【安比ドラ割トク増しフリーパスぷらん】 実施店
このプランは事前予約が必要です。
チェックイン時に、ドラ割申込確認メール画像（プリント可）の提示をお願いしま
す。
※割引対象外プラン：「 お気軽1泊2食付きプラン」「朝はシッカリ！１泊朝食
付きプラン」「観光拠点に！お手頃素泊りプラン」
ﾒｰﾙ annex@appi-resort.com
Home Page 「安比高原アネックス アルカス」で検索

2019東北観光フリーパス 岩手県の優待施設

※消費税増税等に伴い、料金を変更する場合があります。

優待施設で「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」をご提示ください。
※優待施設は季節に応じて変更となる場合があります。
SA
道路名

SA/PA名

コーナー名

優待内容

優待サービス提供時間

備考

東北道

岩手山SA(上り線）

レストラン

無料サービス

お食事された方にホットコーヒー1杯サービス

7:00～21:00

・提示につき、1名さまのみ有効
・他のサービスとの併用は不可

東北道

岩手山SA(下り線）

レストラン

無料サービス

お食事された方にコーヒー（ホット・アイス）1杯サービス

7:00～21:00（LO20:30）

・提示につき、1名さまのみ有効
・他のサービスとの併用は不可

東北道

滝沢PA（上り線）

フードコート

無料サービス

お食事された方に生たまご1個トッピングサービス

7:30～19:30

・提示につき、1名さまのみ有効
・他のサービスとの併用は不可

東北道

滝沢PA（下り線）

フードコート

無料サービス

お食事された方に生たまご1個トッピングサービス

7:30～19:30

・提示につき、1名さまのみ有効
・他のサービスとの併用は不可

東北道

矢巾PA（下り線）

フードコートショッピングコーナー

無料サービス

お食事された方/商品ご購入の方にホットコーヒー1杯サービス

7:00～20:00

・提示につき、1名さまのみ有効
・他のサービスとの併用は不可

東北道

紫波SA（上り線）

レストラン

無料サービス

お食事された方にホットコーヒー1杯サービス

9:00～21:00

・提示につき、1名さまのみ有効
・他のサービスとの併用は不可

東北道

紫波SA（下り線）

レストラン

割引サービス

ホットコーヒー50円引

9:00～21:00

・提示につき、1名さまのみ有効
・他のサービスとの併用は不可

東北道

北上金ヶ崎PA（上り線）

フードコート

割引サービス

ホットコーヒー50円引

7:30～19:30

・提示につき、1名さまのみ有効
・他のサービスとの併用は不可

東北道

北上金ヶ崎PA（下り線）

フードコート

割引サービス

ホットコーヒー50円引

7:30～19:30

・提示につき、1名さまのみ有効
・他のサービスとの併用は不可

東北道

前沢SA（上り線）

レストラン

無料サービス

お食事された方にホットコーヒー1杯サービス

7:00～21:00（LO20:45）

・提示につき、1名さまのみ有効
・他のサービスとの併用は不可

東北道

前沢SA（下り線）

レストラン

無料サービス

お食事された方にドリンクバーサービス

7:00～21:00

・提示につき、1名さまのみ有効
・他のサービスとの併用は不可

秋田道

錦秋湖SA（上下集約）

フードコート

割引サービス

ホットコーヒー50円引

7:00～20:00
（12月10:00～18:00）

・提示につき、1名さまのみ有効
・他のサービスとの併用は不可

