
▼レンタカー▼

1 料金割引

▼アウトレットモール▼

2 東北自動車道
泉ICまたは

泉PAスマートIC
仙台市泉区寺岡6-1-1

・駐車場約2,000台＇無料（
・1Fインフォメーションセンターにてお渡し

3 三陸自動車道
仙台港北IC

または仙台港ＩＣ
仙台市宮城野区中野出花123

・駐車場約2,000台＇無料（
・1F総合案内所にて受付

★レジャー施設☆彡

大人 600円 ⇒ 540円

高校生 450円 ⇒ 400円

小・中学生 250円 ⇒ 220円

大人 500円 ⇒ 450円

中学・高校生 300円 ⇒ 270円

小人 100円 ⇒ 90円

粗品進呈

6 航送運賃等割引 東北自動車道 青森ＩＣ 東津軽郡外ヶ浜町字蟹田中師宮本１６０ ・１１月６日から休航のため１１月５日まで

前森山ゴンドラ遊覧
おとな往復

1,300円 ⇒ 1,040円

前森山ゴンドラ遊覧
小学生往復

＇ビンゴゲーム付（
650円 ⇒ 520円

安比高原牧場ﾃｨｰﾙｰﾑ
ソフトクリーム

360円 ⇒ 300円

・適用期間　Ｈ26/10/26＇日（まで　※木曜日定休
・営業時間　10:00～16:00＇ランチは11：30～14：00（
・1申込につき4名さままで有効
・割引特典の併用はできません

安比高原初滑りﾘﾌﾄ券
おとな１日券

3,700円 ⇒ 3,300円

・適用期間　Ｈ26年ｹﾞﾚﾝﾃﾞｵｰﾌﾟﾝ日～Ｈ26/12/1＇月（まで
・対応窓口　ｽｷｰ場内　ｹﾞﾚﾝﾃﾞﾘﾌﾄ券売り場
・おとな当日１日券のみのご優待企画となっております
・1申込につき、4名さままで有効
・割引特典の併用はできません

安比高原ｽｷｰ場ﾚﾝﾀﾙ
＇ﾘｿﾞｰﾄｽﾃｰｼｮﾝ（

・適用期間　Ｈ26年ｹﾞﾚﾝﾃﾞｵｰﾌﾟﾝ日～Ｈ26/12/1＇月（まで
・1申込につき、4名さままで有効
・割引特典の併用はできません

安比高原テニスクラブ
コート利用１面１時間

2,700円 ⇒ 2,200円

・適用期間　Ｈ26/10/26＇日（までの土日祝日
・営業時間　9：00～16：00
・1申込で1コートの優待
・割引特典の併用はできません

安比高原ﾊﾟｰｸｺﾞﾙﾌ場
中学生以上１日回り放

題・用具付
1,100円 ⇒ 880円

・適用期間　Ｈ26/10/26＇日（まで　※木曜日定休
・営業時間　10：00～16：00＇15時最終受付（
・1申込につき　4名さままで有効
・割引特典の併用はできません

5

三井アウトレットパーク
仙台港

約80店舗でおトクなサービスがご利用いただける
「スペシャルクーポン」をプレゼント

宮城県

仙台泉プレミアム・
アウトレット

各ショップで最大20％OFFやグッズなどの
サービスが受けられる「クーポンシート」をプレゼント

宮城県

青森中央ＩＣ 青森県

東北自動車道 松尾八幡平ＩＣ

Ｎo 施設名 優待内容 所在地 備考

ニッポンレンタカー東北 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 ･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

4 ねぶたの家　ワ・ラッセ 入場料金割引 青森自動車道

Ｎo 施設名 優待内容 最寄IC 所在地 備考

青森市安方1-1-1

Ｎo 施設名 優待内容 最寄IC 所在地 備考

青函連絡船メモリアルシップ八甲田丸

オリジナル缶バッジ１個プレゼント

入館料割引
青森自動車道 青森中央ＩＣ 青森県 青森市柳川１丁目１１２番１５地先

むつ湾フェリー 　６ｍ未満車両航送運賃及び同乗者運賃　１０％割引 青森県

・適用期間　Ｈ26/10/26＇日（までの土日祝日
・対応窓口：ゴンドラ券売所
・1申込につき、4名さままで有効
・小学生以下は要保護者＇有料（同伴
・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

カービングスキー３点セットまたは
スノーボード２点セット

８時間料金より1,000円引き

7 八幡平市安比高原
安比高原スキー場

岩手ホテルアンドリゾート
料金割引 岩手県

• 特典の利用に際しては、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。

• 【東北観光フリーパス】ご利用期間中のみ、特典のご利用が可能です。

• 営業日・営業時間、またサービスの詳細等については各施設にご確認のうえ、ご利用ください。

• 他の割引との併用はできません。

別紙２
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http://www.31op.com/sendai/
http://www.31op.com/sendai/
http://www.premiumoutlets.co.jp/sendaiizumi/
http://www.premiumoutlets.co.jp/sendaiizumi/
http://www.nrtohoku.co.jp/w_otoku_campaign2.php
http://www.nebuta.jp/warasse/
http://www7.ocn.ne.jp/~hakkouda/
http://www.mutsuwan-ferry.jp/
http://www.appi.co.jp/
http://www.appi.co.jp/


★レジャー施設☆彡

大人＇中学生以上（ 500円 ⇒ 400円

子供＇5歳～小学6年生（ 250円 ⇒ 200円

大人 510円 ⇒ 410円

中高生 410円 ⇒ 310円

3歳～小学生以下 300円 ⇒ 200円

大人 1,100円 ⇒ 1,000円

小・中学生 400円 ⇒ 350円

大森山ゆうえんちアニパ内「アニパストア」レジのみ対応

※営業期間　平成26年11月30日まで

13 料金割引 秋田自動車道 横手ＩＣ 横手市赤坂字富ヶ沢62-46

14 秋田自動車道 横手ＩＣ 横手市山内土渕字小目倉沢34-8

15 ゴンドラ料金割引 大人 1,800円 ⇒ 1,600円 北秋田市阿仁鍵ノ滝79-5 ※夏期ゴンドラ運行　平成２６年１１月３日まで

⇒ 10％割引

⇒ 10％割引

⇒ 10％割引

大人 500円 ⇒ 400円

小人＇小・中学生（ 250円 ⇒ 200円

大人 2,100円 ⇒ 1,890円

小人 1,050円 ⇒ 950円

大人 600円 ⇒ 540円

小人 330円 ⇒ 300円

19 料金割引 東北自動車道 盛岡ICまたは盛岡南IC 盛岡市新庄字下八木田60-18
・営業期間は11月30日まで
・休園日は水曜日

20
八幡平フラワーランド

入場料金割引
大人＇高校生以上（ 500円 ⇒ 450円 東北自動車道 西根IC 八幡平市平笠2-6-333

・サラダファームのアイドル「アルパカ」と触れ合えます
・八幡平フラワーランドの中学生以下の入場料は無料です

大人 1,400円 ⇒ 1,200円

高校生 1,400円 ⇒ 900円

小・中学生 700円 ⇒ 500円

幼児＇3歳以上（ 350円 ⇒ 300円

大人＇中学生以上（ 1,500円 ⇒ 1,350円

子供＇小学生（ 750円 ⇒ 670円

大人 1,600円 ⇒ 1,440円

小学生 860円 ⇒ 770円

大人 800円 ⇒ 600円

高校生 500円 ⇒ 400円

小・中学生 300円 ⇒ 200円

大人＇中学生以上（ 1,600円 ⇒ 1,400円

小人＇4才以上（ 1,300円 ⇒ 1,200円

大人 1100円 ⇒ 990円

小人 550円 ⇒ 500円

大人 1100円 ⇒ 990円

小人 550円 ⇒ 500円

Ｎo 施設名 優待内容 最寄IC 所在地 備考

東北自動車道
一関ICまたは
平泉前沢IC

岩手県

とうほくニュージーランド村

一関市東山町長坂字町467

歴史公園えさし藤原の郷 入場料金割引 東北自動車道 水沢IC 岩手県 ･1申込につき、5名さままで有効

23

24

25 東北自動車道 平泉前沢IC 岩手県 奥州市衣川区日向59

・1申込につき、4名さままで有効
・施設利用券は、100円×9枚+200円×1枚＝1,100円分
　引換当日のみご利用可＇遊び物、お土産、食事等で使用（
・優待施設利用期間は、10月31日まで

猊鼻渓　舟下り 一般乗船料割引＇幼児を除く（

マリンピア松島水族館 入館料金割引 三陸自動車道 松島海岸IC 宮城県

秋田自動車道 昭和甴鹿半島IC 秋田県

秋田ふるさと村
ワンダーキャッスル、ｽﾍﾟｰｼｱ、ﾁｭｰﾁｭｰﾄﾚｲﾝセット券のいず
れか優待割引

秋田県

道の駅さんない　ウッディらんど レストラン農香庵にてお食事された方にはソフトドリンクを１杯サービス 秋田県

21

22

奥州市江刺区岩谷堂字小名丸86-1

猪苗代湖遊覧船 乗船料金割引＇１０％（

檜原湖遊覧船 乗船料金割引＇１０％（

磐越自動車道 猪苗代磐梯高原IC

磐越自動車道 猪苗代磐梯高原IC 福島県

福島県

27

耶麻郡猪苗代町大字翁沢字長浜870

耶麻郡北塩原村大字桧原字湯平山1110

入園料+施設利用券割引

宮城郡松島町松島字波打浜16

松島島巟り観光船 乗船料金割引 三陸自動車道 松島海岸IC 宮城県 宮城郡松島町松島字町内98-1

8

9 クアドーム　ザ・ブーン 入館料割引 秋田自動車道 秋田中央IC 秋田県

26

10 秋田自動車道 昭和甴鹿半島IC 秋田県

雫石町丸谷地36-1小岩井農場まきば園 入園料金割引 東北自動車道 盛岡IC 岩手県
・1申込につき、5名さままで有効
・左記はグリーンシーズン料金となります
＇※参考・11/4からは入園無料（

園内施設の売店・食堂
お買い上げ金額より10％割引

岩手八幡平サラダファーム 岩手県

盛岡市動物公園 岩手県

・1申込につき、5名さままで有効

甴鹿水族館ＧＡＯ 入館料割引 甴鹿市戸賀塩浜 ・1申込につき、5名さままで有効

秋田市仁別字マンタラメ213

・1申込につき、5名さままで有効
※営業予定期間　回転展望台　平成２６年１２月７日まで
　　　　　　　　展望台レストラン　平成２６年１１月３０日ま
で

お土産プラザ 表示価格より5％割引11
スカイパーク

寒風山回転展望台

のりもの券12回券を200円引
秋田市浜田字潟端154番地

大森山動物園内
12 大森山ゆうえんちアニパ 料金割引 秋田自動車道 秋田南ＩＣ 秋田県

お土産プラザ価格割引
甴鹿市脇本富永字寒風山62-1

森吉山阿仁スキー場 秋田県

16
NPO法人

大館・小坂鉄道レールバイク
乗車料金割引

レールバイク2人乗り1台　2,000円

東北自動車道 秋田県 大館市雪沢字大滝29-8レールバイク4人乗り1台　3,000円

トロッコ客車・中学生以上1人　1,000円

・11/3まで運行
・定休日　毎週火曜日　＇※10/10・14は運休（
・本場大館きりたんぽ祭り開催中は樹海ドーム前が出発地点
・記念写真1枚付き

小坂IC

17 小坂鉄道レールパーク 入場料割引 東北自動車道 秋田県 鹿角郡小坂町小坂鉱山字古川20-9小坂IC
・1申込につき、5名さままで有効
・休業日　火曜日

鹿角郡小坂町小坂鉱山字松ノ下2番地
観覧料割引

＇施設見学のみ（

・1申込につき、5名さままで有効
・常打芝居の上演期間及び時間はあらかじめご確認ください

18
明治の芝居小屋
小坂町康楽館

観覧料割引
＇常打芝居と施設見学（

東北自動車道 秋田県小坂IC
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http://www.touhoku-nzmura.com/
http://www.fujiwaranosato.com/
http://www.geibikei.co.jp/
http://www.marinepia.co.jp/
http://www.akitafurusatomura.co.jp/
http://a-woodyland.jp/
http://www.aizubandai.com/
http://www.aizubandai.com/
http://www.matsushima.or.jp/
http://www.theboon.net/theboon/
http://www.koiwai.co.jp/makiba/index.html
http://salad-farm.jp/
http://moriokazoo.org/
http://www.gao-aqua.jp/
http://www.akita-chuoukotsu.co.jp/kanpuzan/
http://www.akita-chuoukotsu.co.jp/kanpuzan/
http://www.anipa.jp/
http://www.aniski.jp/
http://railbike.jp/
http://railbike.jp/
http://kosaka-rp.com/
http://kosaka-mco.com/
http://kosaka-mco.com/


★美術館・博物館等☆彡

粗品進呈

料金割引

29 料金割引 秋田自動車道 昭和甴鹿半島IC 甴鹿市北浦真山字水喰沢
・精算前に申込完了メールの提示が必要　※一部商品、優待除外
品あり

大人 １０００円 ⇒ ９００円

シニア＇６５歳以上（ ８００円 ⇒ ７２０円

中・高校生 ８００円 ⇒ ７２０円

小学生 ６００円 ⇒ 540円

31 観覧料金割引 大人 300円 ⇒ 210円 東北自動車道 十和田ＩＣ 鹿角市十和田大湯字七座45 ・1申込につき、5名さままで有効

32 観覧料金割引 大人 ３３０円 ⇒ 270円 東北自動車道 小坂ＩＣ 鹿角郡小坂町小坂鉱山字古舘48-2 ・1申込につき、5名さままで有効

33 入館料割引 祭り展示館＇大人（ 200円 ⇒ 150円 東北自動車道 鹿角八幡平IC 鹿角市花輪字新田町11-4
・1申込につき、5名さままで有効
・平成26年3月10日に「花輪祭の屋台行事＇花輪ばやし（」が
　国重要無形民俗文化財に指定されました

大人 1,000円 ⇒ 800円

小・中・高校生 500円 ⇒ 400円

大人 800円 ⇒ 640円

中高生 500円 ⇒ 400円

小学生 200円 ⇒ 160円

大人 500円 ⇒ 450円

中・高校生 400円 ⇒ 350円

小学生 300円 ⇒ 250円

大人 850円 ⇒ 750円

中高生 550円 ⇒ 470円

小学生 450円 ⇒ 370円

大人＇高校生以上（ 410円 ⇒ 360円

小人＇小・中学生（ 150円 ⇒ 135円

大人 300円 ⇒ 200円

小・中学生 200円 ⇒ 150円

40 入場料割引 磐越自動車道 会津若松IC 会津若松市東栄町8-17

41 入館料割引 １０％割引 200円 ⇒ 180円 磐越自動車道 会津若松IC 会津若松市大町１丁目１－４６

備考最寄IC 所在地

青森市安田近野185

三陸自動車道 松島海岸IC 宮城県 宮城郡松島町松島字普賢堂13-13

・企画展「生誕１００年昭和の版画師　関野準一郎展」は１０／
４～１１／２４開催

35 石ノ森萬画館 入館料金割引

みちのく伊達政宗歴史館
・営業時間　8:30～17:00
・年中無休

会津若松市東山町大字石山字院内1

会津若松IC 福島県 会津若松市追手町1-1

会津若松市丂日町6-7

宮城県

入場締切　16：30

三陸自動車道 石巻河南IC

庄内あさひＩＣ 山形県 鶴岡市大網字入道11

石巻市中瀬2-7

・小学生未満は無料
・営業時間　9:00～18:00
・休館日　毎月第3火曜日＇※夏休み、年末年始、GW期間は開
館（

磐越自動車道 会津若松IC 福島県

鶴ヶ城 入場料割引 磐越自動車道

入館料金割引

秋田県

小坂鉱山事務所 秋田県

鹿角観光ふるさと館
あんとらあ

秋田県

会津新選組記念館 入館料割引

施設名 優待内容

34

湯殿山総本寺 大日坊 拝観料割引 山形自動車道

Ｎo

常設展観覧で「あおもり犬」ポストカード1枚プレゼント

企画展「生誕１００年昭和の版画師　関野準一郎展」は団体料金適用
青森県立美術館28

売店コーナーお土産品表示価格より5％割引

磐越自動車道 会津若松IC 福島県37 会津武家屋敷 入館料割引

なまはげ館

東北自動車道 青森ＩＣ 青森県

福島県昭和なつかし館

宮泉銘醸㈱＇旧會津酒造歴史館（ 50円引き 福島県

39

36

38

・1申込につき、5名さままで有効30 史跡　尾去沢鉱山
観覧料金割引

＇石切沢通洞坑道見学料（
東北自動車道 鹿角八幡平IC 秋田県 鹿角市尾去沢字獅子沢13-5

大湯ストーンサークル館 秋田県
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http://www.man-bow.com/manga/
http://www.date-masamune.jp/
http://www.tsurugajo.com/turugajo/shiro-top.html
http://loco.yahoo.co.jp/place/g-Vj9sctjV8HM/
http://www.ink.or.jp/~antler/
http://www.ink.or.jp/~antler/
http://www.aizushinsengumi.com/
http://www.dainichibou.or.jp/
http://www.aomori-museum.jp/
http://www.bukeyashiki.com/
http://www.namahage.co.jp/namahagekan/
http://www.ht-net21.ne.jp/~natukasi/
http://www.miyaizumi.co.jp/aizusyuzou.html
http://www.osarizawa.jp/
http://loco.yahoo.co.jp/place/g-BJmAMKpPzI6/


★飲食店・お土産店等☆彡

42 料金割引 東北自動車道 浪岡ＩＣ 五所川原市金山字千代鶴5-79

43 無料サービス 東北自動車道 浪岡ＩＣ 五所川原市旭町６７－１

44 粗品進呈 東北自動車道 盛岡南IC 下閉伊郡岩泉町乙茂字乙茂90−1

45 粗品進呈 東北自動車道 盛岡南IC 下閉伊郡岩泉町門字三田貝47-2

料金割引

無料サービス 平泉前沢IC

料金割引

47 料金割引 秋田自動車道 秋田中央IC 秋田市中通二丁目3-8アトリオンB1F 
・あきた県産品プラザHPの「5％ご優待特別割引券」も
　 印刷のうえ、ご持参ください＇※一部対象外商品あり（

48 粗品進呈 秋田自動車道 昭和甴鹿ＩＣ 潟上市飯田川飯塚字飯塚34-1

49 料金割引 日本海東北道 金浦ＩＣ にかほ市象潟町字大塩越73-1

50 粗品進呈 東北自動車道 盛岡ＩＣ 仙北市田沢湖田沢字春山148

51 料金割引 東北自動車道 盛岡ＩＣ 仙北市田沢湖田沢字春山148

52 粗品進呈 秋田自動車道 大曲ＩＣ 仙北市角館町下新町27

53 粗品進呈 秋田自動車道 大曲ＩＣ 大仙市大曲中通町1-20

54 料金割引 東北自動車道 十和田IC 鹿角市十和田大湯字箒畑105-1
・お酒等を除く
・1申込につき、5名さままで有効

たたらかつ麺 900円 ⇒ 800円

がんばるかつ麺 900円 800円

しげちゃん丼 700円 ⇒ 650円

がんばるめん 700円 ⇒ 650円

たたらめん 700円 ⇒ 650円

カルビクッパ 790円 ⇒ 740円

56 粗品進呈 東北自動車道
十和田ICまたは
鹿角八幡平IC

鹿角市花輪字下野
・1申込につき、粗品1個進呈
・定休日は丌定期のため、事前の確認をお願いいたします

57 料金割引 秋田自動車道 西仙北スマートIC
大仙市北楢岡字船戸187

）０１８７－７２－４００４
）売店は一部対象外商品有
）屋台はソフトクリームは除く

58 料金割引 東北自動車道 村田ＩＣ 柴田郡村田町大字村田字北塩内41

59 料金割引 山形自動車道 庄内あさひＩＣ 鶴岡市越中山字名平3-1

60 コーヒー無料 山形自動車道 湯殿山Ｉ.Ｃ 鶴岡市田麦俣字六十里山100-1

61 料金割引 山形自動車道 庄内あさひＩＣ 鶴岡市上名川字東山11の1

62 料金割引 山形自動車道 庄内あさひＩＣ 鶴岡市下名川字落合183

63 料金割引 山形自動車道 鶴岡ＩＣ 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

64 粗品進呈 日本海東北自動車道 酒田IC 酒田市船場町2-5-10 ・1申込につき、1名さまのみ有効

65 料金割引 日本海東北自動車道 酒田IC 酒田市船場町2-5-10 ・1申込につき、同乗者全員が対象

66 料金割引 山形自動車道 西川IC 西村山郡西川町大字水沢2304
・月山銘水館屋外カプセルショップ又は水沢温泉館内にて販売
・1申込につき、5名さままで有効

68 粗品進呈 東北自動車道 古川ＩＣ 大崎市鳴子温泉字鷹の巠87の2

69 粗品進呈 東北自動車道 古川ＩＣ 大崎市古川丂日町3-10醸室

70 粗品進呈 常磐自動車道 いわき湯本IC いわき市小名浜字辰巳町43-1

施設名 優待内容 所在地

道の駅「村田」
「そら豆大福＇冷凍品（」100円引き

＇650円⇒550円（
宮城県

津軽金山焼窯業協同組合 お買い物の品10％割引

67
道の駅　寒河江

＇チェリーランドさがえ（
料金割引

道の駅「月山」月山あさひ博物村 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（

Ｎo

田沢湖レストハウス

道の駅　にしかわ ソフトクリーム50円引き

46

最寄IC

山形県

山形県

・1申込につき、5名さままで有効
・定休日　毎週月曜日と第2火曜日
・電話番号　0186-29-2475
・営業時間　11:00～14:00、17:00～22:00

秋田県

青森県

山形県

山形県

秋田県

鹿角郡小坂町小坂鉱山字栗平11-1

・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

ソフトクリーム50円引き

米の粉の滝ドライブイン 各種ソフトクリーム50円割引 山形県

産直あさひ・グー 食堂メニュー５％割引

山形自動車道

さかた海鮮市場＇菅原鮮魚（ 3,000円以上お買い上げの方に粗品プレゼント 山形県

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 山形県

寒河江IC 山形県

道の駅象潟ねむの丘
お土産購入、2階レストランで食事された方５％割引

※タバコ・切手除く

備考

酒田市観光物産館
「酒田夢の倶楽」

ソフトクリーム50円引き

辰巳寿司 お食事１，５００円以上の方にソフトドリンク一杯サービス 青森県

道の駅「いわいずみ」
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
岩手県

道の駅「三田貝分校」
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
岩手県

秋田県

伊勢家　大昌園 料金割引 東北自動車道 小坂IC 秋田県

稲庭うどん切り落としプレゼント＇お一人様1個（

りんごの里　平塚果樹園 お一人様１０００円以上購入の方１０％割引 秋田県

販売品を5％割引

菓子司つじや　中通本店 三杯もち一口サイズ1個プレゼント＇お買い上げの方対象（

安藤醸造 1,000円以上お買い上げのお客様に“あまざけあめ”プレゼント

あきた県産品プラザ

小玉醸造

大崎市観光物産センターＤｏ
ｚｏ＇どーぞ（

税込500円以上お買上げで、千社札サービス＇１回に付１枚（ 宮城県

いわき・ら・ら・ミュウ 「カットワカメ」をプレゼント 福島県

平泉レストハウス

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
東北自動車道 岩手県 岩手県西磐井郡平泉町平泉字坂下10-7

なるみ観光ストアー
当社自家製品＇栗団子、しそ巻等（を1,000円以上お買上げの
お客様に大栗入り なるまん１個＇130円（をプレゼントいたし

ます
宮城県

55

精果園
売店で500円以上購入の方、冷凍ブルーベリー1カップ

またはリンゴジュース1本＇180ｍｌ（いずれかプレゼント
秋田県

道の駅　神岡
売店：1,000円以上＇税込（の買物で５％割引
レストラン：500円以上のお食事で10％割引
屋台：500円以上のご利用で50円引き

秋田県

秋田県

秋田県

田沢湖共栄パレス

寒河江市大字八鍬字川原918-8

山形県

味噌＇80ｇ（1個プレゼント 秋田県

レストラン100円引、遊覧船100円引、売店５％引＇酒、タバ
コ除く（

秋田県

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さま

1メニューにつき、ワンドリンクサービス＇指定ドリンク（ショッピングコーナー
現金精算のお客さま、10％割引＇※一部商品を除く（
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http://muratamachi.info/
http://www.kanayamayaki.com/
http://www.cherryland.co.jp/
http://www.cherryland.co.jp/
http://www.asahi-kankou.jp/kankou/member6.html
http://www.tsuruokakanko.com/cate/p0619.html
http://ugokotsu.co.jp/tazawa/
http://www.gassan-shop.com/
http://www.komenokonotaki.com/
http://www.tsuruokakanko.com/cate/p0411.html
http://kaisen-ichiba.net/
http://www.shoko-corpo.jp/bussan/
http://nemunooka.jp/
http://www.sakata-kankou.com/product/yumenokura/
http://www.sakata-kankou.com/product/yumenokura/
http://www.ryusendo-water.co.jp/
http://www.ryusendo-water.co.jp/
http://www.towadako.co.jp/
http://www.akita-tsujiya.jp/
http://www.andojyozo.co.jp/
http://www.a-bussan.jp/
http://www.kodamajozo.co.jp/
http://www.lalamew.jp/index.php
http://hiraizumi2011.jp/
http://www.kazuno-seikaen.com/
http://www.chayakko.jp/
http://www.kyoeipalace.com/


★宿泊施設・温泉等☆彡

71 宿泊料金割引 八戸自動車道 八戸北ＩＣ 上北郡東北町字上笹橋21-18 ・要事前予約

72 宿泊料金割引 青森自動車道 青森東ＩＣ むつ市大畑町薬研6-1 ・事前予約をお願いします

73 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

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

・各風呂は下記の時間までに受付手続きをお願いします

　　　新館風呂⇒１３：３０

　　　本館風呂⇒２０：００

　　　海辺の露天風呂⇒１５：３０

大人 700円 ⇒ 600円

小人 350円 ⇒ 300円

宿泊料金割引

入浴料金割引

79 東北自動車道 十和田ＩＣ 鹿角市十和田大湯字上の湯１－１

日帰り入浴　大人３６０円　⇒　３００円

日帰り入浴＆岩盤入浴　1,500円　⇒　1,000円　

81 秋田自動車道 二ツ井白神ＩＣ 北秋田市森吉字湯ノ岱１４－１

82 秋田自動車道 昭和甴鹿半島ＩＣ 甴鹿市北浦湯本字福ノ沢３６

83 秋田自動車道 琴丘森岳ＩＣ 南秋田郡大潟村字北１－３

84 秋田自動車道 秋田中央ＩＣ 秋田市添川字境内川原１４２－１

85 秋田自動車道 秋田中央ＩＣ 秋田市大町2-2-12

日本海東北道 本荘ＩＣ

湯沢横手道路 雄勝こまちＩＣ

87 日本海東北道 金浦ＩＣ にかほ市象潟町字後田116-5

88 秋田自動車道 大曲ＩＣ 大仙市太田町中里字新屋敷１１４

89 東北自動車道 盛岡ＩＣ 仙北市田沢湖田沢字先達沢国有林５０

90 東北自動車道 盛岡ＩＣ 仙北市田沢湖生保内字黒湯沢２－１ ※Ｈ２６年宿泊予約受付は１１月１日宿泊分まで

91 秋田自動車道 大曲ＩＣ 仙北市西木町門屋字屋敷田８３－２

92 東北自動車道 盛岡ＩＣ 仙北市田沢湖田沢字春山１４５

93 秋田自動車道 横手ＩＣ 横手市平和町９－１０

94 秋田自動車道 横手ＩＣ 横手市婦気堤字田久保1-294

95 湯沢横手道路 湯沢ＩＣ 湯沢市皆瀬字湯本１００－１

96 入浴料金割引 日帰り入浴料金 ６００円 ⇒ ５００円 東北自動車道 鹿角八幡平ＩＣ 鹿角市八幡平字熊沢国有林内 ・1申込につき、5名さままで有効

97 入浴料金割引 日帰り入浴料金 ５００円 ⇒ 4００円 東北自動車道 鹿角八幡平ＩＣ 鹿角市八幡平字トロコ ・1申込につき、5名さままで有効

日帰り入浴料金
大人

７５０円 ⇒ ６５０円

日帰り入浴料金
小人

４００円 ⇒ ３５０円

99 入浴料金割引 日帰り入浴料金 １０００円 ⇒ ７００円 東北自動車道 鹿角八幡平ＩＣ 鹿角市八幡平字湯瀬湯端43
・入浴時間１４時から１９時
・1申込につき、5名さままで有効

100 入浴料金割引 日帰り入浴料金 ５００円 ⇒ ４００円 東北自動車道 十和田ＩＣ 鹿角市十和田大湯字川原の湯29-1 ・1申込につき、5名さままで有効

東北温泉 基本宿泊料金10％割引 青森県

施設名

ラ・プラス青い森 ご宿泊の方に入浴剤１個プレゼント

75

74

１０：３０～１４：００

８：００～２１：００

Ｎo

紫波郡紫波町小屋敷字新在家90番地

備考最寄IC 所在地

ウェスパ椿山 西津軽郡深浦町舮作鍋石２２６－１入浴料金割引 東北自動車道 浪岡IC 青森県

北秋田市脇神字平崎川戸沼86-2料金割引伊勢堂岱温泉　縄文の湯 秋田自動車道 二ツ井白神ＩＣ 秋田県

東北自動車道 鹿角八幡平ＩＣ 秋田県 鹿角市八幡平字熊沢国有林内八幡平後生掛温泉

たつみ寬洋ホテル 宿泊の方、米の娘ぶたロースみそ漬け７０ｇを夕食時提供＇１グループ5名まで（ 秋田県

源泉・秘湯の宿　ふけの湯 秋田県

銭川温泉 秋田県

秋田県

鶴の湯温泉 宿泊の方、鶴の湯オリジナル絵はがきプレゼント＇１名に付き１枚（ 秋田県

黒湯温泉 宿泊の方、夕食時ソフトドリンクまたはお銚子サービス＇お一人様１本（

鹿角市八幡平字湯瀬40-1 ・1申込につき、5名さままで有効

秋田県

秋田自動車道
大曲IC

西仙北スマートIC
秋田県

大仙市神宮寺字下川原前開86-1
）０１８７－８７－１７００

レストランは、ソフトクリーム・パフェ・ドリンク除く

フォレスタ鳥海

80

国民宿舎　森吉山荘 宿泊の方、夕食時１ドリンクサービス

78

76 東北自動車道

中里温泉

98 和心の宿　姫の湯 入浴料金割引 東北自動車道 鹿角八幡平ＩＣ 秋田県

86

ホテルウェルネス横手路 宿泊の方、夕食時ウェルカムドリンク＇アップルジュース（サービス

秋田温泉さとみ 宿泊の方、自家製梅酒の食前酒付＇１０名様までのグループ（ 秋田県

イーホテル秋田 宿泊の方、ミネラルウォーター＇500mlﾍﾟｯﾄﾎﾞﾄﾙ（１本プレゼント 秋田県

秋田県宿泊の方、夕食時にウェルカムドリンクサービス＇ノンアルコール（

秋田県

温泉旅館ゆもと 宿泊の方、夕食時大人1名に付きソフトドリンク１本＇大人の方のみ（ 秋田県

ホテルサンルーラル大潟 無料入浴券＇５００円相当（をご宿泊人数分プレゼント 秋田県

和風宿　岡部荘 宿泊の方、ジュースまたはお酒１本サービス 秋田県

ラ・フランス温泉館 入湯料割引

青森県

黄金崎丌老ふ死温泉

大人６００円⇒無料　　小学生３００円⇒無料

優待内容

小安峡温泉　湯の宿　元湯くらぶ 宿泊の方、自家栽培古代米プレゼント 秋田県

西木温泉ふれあいプラザクリオン 宿泊の方、レストランにてコーヒーサービス 秋田県

花心亭しらはま 宿泊の方、コーヒーサービス＇滞在中１回（ 秋田県

横手セントラルホテル 宿泊の方、レストランにてワンドリンクサービス

101

湯瀬ホテル 秋田県

御宿　馬ぶち 秋田県

神岡温泉　嶽の湯
日帰り入浴料金割引

通常入浴料　400円　→　300円
レストラン　：　１０％割引

102
ぬく森温泉　ユメリア

日帰り入浴料金割引
通常入浴料　400円　→　350円

秋田自動車道 西仙北スマートIC 秋田県

立寄り入浴料無料
　新館風呂

　本館風呂

　海辺の露天風呂 ８：００～１６：００

東北自動車道 浪岡IC 青森県

大仙市刈和野字山北の沢5-4
）０１８７－８７－３１００

旅館部宿泊の方、ジュースまたはお酒1本サービス＇大人の方のみ、土日祝日除く（

西津軽郡深浦町大字舮作字下清滝１５－１

秋田県

由利本荘市鳥海町猿倉字奥山前８－４５

紫波IC 岩手県

宿泊料１，０００円引＇通常の１泊２食付き利用に限る（

秋田県

77 山の神温泉　優香苑
基本宿泊料金10％割引

東北自動車道 花巻南IC 岩手県 花巻市下シ沢字中野53-1 ・除外日等もあるため、要問い合わせ
日帰り入浴料金　700円⇒350円＇※大人のみ（

ホテルニュー薬研 基本宿泊料金から10％割引 青森県
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http://www.touhoku-onsen.com/
http://www.aomori-hka.com/
http://www.jomonnoyu.com/
http://www.goshougake.com/
http://www.tatsumi-kanyo.jp/
http://www.ink.or.jp/~fukenoyu/
http://www.zenikawa.net/
http://www.tsurunoyu.com/
http://www.kuroyu.com/
http://moriyoshizan.jp/
http://www.obako.or.jp/osr/nakasato/
http://sanrok-himenoyu.com/
http://www.hotel-wellness.jp/yokoteji/
http://www.satomi-e.com/
http://www.ehotel.co.jp/akita/index.html
http://www.namahage.ne.jp/~yumoto/
http://www.sunrural-ogata.com/
http://www.okabesou.jp/
https://www.lafrance.co.jp/index.htm
http://www.furofushi.com/
http://www.motoyukurabu.jp/
http://www.kurion.co.jp/
http://tazawako-kashintei.jp/
http://www.y-central-hotel.co.jp/
http://yuzehotel.jp/
http://onyadomabuchi.jp/
http://www.dakenoyu.jp/
http://www.obako.or.jp/ym/
http://www.yuukaen.jp/
http://www.newyagen.com/


★宿泊施設・温泉等☆彡

109 飲物サービス 山形自動車道 鶴岡ＩＣ 鶴岡市湯田川乙３９

★SA・PA☆彡

110 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

111 上 岩手山ＳＡ レストラン 7:00～21:00 ・提示につき、1名さまのみ有効

112 下 岩手山ＳＡ レストラン 7:00～21:00 ・提示につき、1名さまのみ有効

113 上 紫波ＳＡ レストラン 9:00～21:00 ・提示につき、1名さまのみ有効

114 下 紫波ＳＡ レストラン 9:00～21:00 ・提示につき、2名さままで有効

115 上 前沢ＳＡ レストラン 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丌可

116 下 前沢ＳＡ レストラン 7:00～21:00 ・提示につき、1名さまのみ有効

117 上 長者原ＳＡ レストラン 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丌可

118 下 長者原ＳＡ レストラン 7:00～21:00
・提示につき、5名さままで有効
・他のサービスとの併用は丌可

119 上 国見ＳＡ レストラン 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丌可

120 下 国見ＳＡ レストラン 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丌可

121 上 安達太良ＳＡ レストラン 7:00～21:00 ・提示につき、1名さまのみ有効

122 下 安達太良ＳＡ レストラン
7:00～21:00＇3～11月（

11:00～21:00＇12～2月平日（
7:00～21:00＇12～2月土日祝（

・提示につき、1名さまのみ有効
・他のサービスとの併用は丌可

123 磐越自動車道 上 磐梯山ＳＡ レストラン 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丌可

Ｎo 施設名 優待内容 最寄IC 所在地 備考

栗原市栗駒沼倉耕英東50-2 天然温泉＇露天風呂（温水プールがございます。

105

107 ニュー泊崎荘 飲物サービス お酒又はジュース1本サービス 東北自動車道 若柳金成ＩＣ 宮城県

備考

無料サービス

優待サービス提供時間・期間Ｎo 道路名＇上下（ ＳＡ／ＰＡ名 コーナー名 優待内容

ご宿泊の方にガソリン給油券プレゼント

東北自動車道 泉PAスマートIC 宮城県 仙台市泉区寺岡6-2-1

鶴岡市湯田川乙１９

仙台ロイヤルパークホテル 粗品進呈

108 飲物サービス ２人に１本、３人に２本　ビールサービス(宿泊の場合（

お食事の方にコーヒーを1杯サービス

無料サービス お食事の方にコーヒーを1杯サービス

玉こんにゃく＇1串3個（をサービス

・要事前予約
・給油券はチェックインの際に申込完了メールまたは画面を
　確認のうえ、お渡しとなります
・ガソリンスタンドはホテル指定のスタンドとなります
・「ガソリン付宿泊プラン」との併用はできませんので、ご注意
ください

無料サービス お食事の方にコーヒーを1杯サービス

無料サービス

東北自動車道

無料サービス

無料サービス

無料サービス

お食事の方にコーヒーを1杯サービス

お食事の方にコーヒーを1杯サービス

お食事の方にコーヒーを1杯サービス

お食事の方にコーヒーを1杯サービス

無料サービス お食事の方にコーヒーを1杯サービス

無料サービス お食事の方にコーヒーを1杯サービス

無料サービス お食事の方にコーヒーを1杯サービス

無料サービス お食事の方にフリードリンクをサービス

無料サービス お食事の方にソフトドリンク＇当店指定（を1杯サービス

無料サービス お食事の方にコーヒーを1杯サービス

無料サービス

２人に１本、３人に２本　ビールサービス(宿泊の場合（ 山形県

大曲IC 秋田県
大仙市南外字松木田44-2

）０１８７－７４－２３１０

大仙市協和船岡字庄内214
）０１８－８９３－２６１５

利用2時間まで

九兵衛旅館

珠玉や

山形自動車道 鶴岡ＩＣ 山形県

103
協和温泉　四季の湯

日帰り入浴料金割引
通常入浴料　400円　→　300円

秋田自動車道 協和IC 秋田県

1室10,000円以上15,000円未満　⇒　給油券2,000円分
1室15,000円以上20,000円未満　⇒　給油券3,000円分

　　　　　　　1室20,000円以上　⇒　給油券4,000円分

104
松木田温泉　南外ふるさと館

日帰り入浴料金割引 通常入浴料　大人300円　→　大人・小人とも100円 秋田自動車道

天然温泉＇露天風呂（温水プールがございます。106 ハイルザーム栗駒 飲物サービス
宿泊利用の際、お一人様につき清酒又はソフトドリンク１本ず

つサービス
東北自動車道

築館ＩＣ又は若柳金
成ＩＣ

宮城県 栗原市栗駒沼倉耕英東50-1
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http://www.sagae-sa.com/information.htm
http://sapa.driveplaza.com/sapa/1040/1040386/1/
http://sapa.driveplaza.com/sapa/1040/1040386/2/
http://sapa.driveplaza.com/sapa/1040/1040346/1/
http://sapa.driveplaza.com/sapa/1040/1040346/2/
http://sapa.driveplaza.com/sapa/1040/1040301/1/
http://sapa.driveplaza.com/sapa/1040/1040301/2/
http://sapa.driveplaza.com/sapa/1040/1040271/1/
http://sapa.driveplaza.com/sapa/1040/1040271/2/
http://sapa.driveplaza.com/sapa/1040/1040211/1/
http://sapa.driveplaza.com/sapa/1040/1040211/2/
http://sapa.driveplaza.com/sapa/1040/1040176/1/
http://sapa.driveplaza.com/sapa/1040/1040176/2/
http://sapa.driveplaza.com/sapa/1440/1440041/1/
http://www.tomarizakisou.co.jp/
http://www.kuheryokan.com/
http://www.kuheryokan.com/tamaya/access.html
http://www.akita-shikinoyu.co.jp/

