「ぶらり中国ドライブパス2018」 特典対象施設一覧
フェリー
施設カテゴリ

対象施設等名

住所

せきがね湯命館

鳥取県倉吉市関金町関金宿1139

砂丘のなし屋さん

鳥取県鳥取市福部町湯山680-7

森の国

鳥取県西伯郡大山町赤松634

電話番号

★対象施設で申込完了メール（携帯・スマートフォン画面または印刷したもの）をご提示ください。※ご利用期間中のみ有効

営業時間

定休日

特典内容

10:00～22:00
第2・4月曜日
入館料割引 大人（中学生以上）800円→600円 小学生400円→300円
※最終受付21:30
（休日の場合翌日）
9:00～16:00
0857-75-2226 ※8月下旬～11月上旬のみ営 期間内無休
梨1,000円以上購入で20％割引
業
毎水曜（春休み、
0859-53-8036 9:00～17:30
夏休み、GW、祝祭 入園料または１ＤＡＹフリーパスいずれか一方50円引き
日は営業）
0858-45-2000

鳥取県西伯郡南部町鶴田110

【4～11月】9:00～17:00
【12～1月】13:00～21:00
0859-48-3030
【2～3月】9:00～16:30
※最終入園は閉園の30分前

7～8月、12～3月
の火曜日（一部開 入園料1割引
園日有）

渡辺美術館

鳥取県鳥取市覚寺55番地

10：00～17：00（土日祝）
0857-24-1152
10：00～15：00（月水木金）

火曜日
（祝祭日の場合は 入館料割引 一般900円→700円 大・高校生500円→400円 中・小学生300円→200
開館翌日休館）、 円
12/30～1/2

安来節演芸館

安来市古川町534

とっとり花回廊

島根県立美術館

松江市立松江歴史館

松江市袖師町1-5

松江市殿町279

備考

最大5名まで

0854-28-9500

10：00～17：00

水曜日
ただし、5･10･11月 安来節観覧料 10％引き
は第１水曜日のみ

１グループ５名まで

0852-55-4700

【10～2月】
10：00～18：30
【3～9月】
10：00～日没後30分

火曜日

観覧料 団体割引適用（他割引との併用不可）

１グループ４名まで

0852-32-1607

【4～9月】
8：30～18：30
【10～3月】
8：30～17：00

毎月第３木曜日

観覧料 団体割引適用
※企画展には対象外も含まれます

１グループ５名まで

毎月第３火曜日

【常設展】団体料金扱い
【企画展・特別展】個人観覧料10％引き

島根県立古代出雲歴史博物館

出雲市大社町杵築東99-4

0853-53-8600

【3～10月】
9：00～18：00
【11～2月】
9：00～17：00

石見銀山世界遺産センター

大田市大森町イ1597-3

0854-89-0183

8：30～17：30

毎月最終火曜日

観覧料 団体割引適用（他割引との併用不可）

四季の宿 さひめ野

大田市三瓶町志学2078-2

0854-83-3001

チェックイン
15：00～

-

食事付プランで宿泊された方に1ドリンクサービス
(他割引との併用不可)

神楽の里 舞乃市（恵比寿市場）

江津市後地町3348-113

0855-55-1155

8：00-19：00

-

コーヒー50円引き

神楽の里 舞乃市（大黒食堂）

江津市後地町3348-113

0855-55-1155

11：00-15：00
17：00-21：00

-

食事代５％引き

温泉リゾート風の国

江津市桜江町長谷2696

0855-92-0001

10：00-22：00
（受付21：00まで）

年２回メンテナンス
入浴料100円引き
休館あり

カヌーの里おおち

邑智郡美郷町亀村54-1

0855-75-1860

9：00-16：00

火曜日(祝日の場
合は翌日)
年末年始

入場料 無料
（大人200円・小中100円分）

道の駅かわもと

邑智郡川本町因原５０５ー５

0855-72-1111

8：00-19：00

年末年始

お菓子プレゼント

１グループ１名まで

「ぶらり中国ドライブパス2018」 特典対象施設一覧
フェリー
施設カテゴリ

対象施設等名

住所

電話番号

★対象施設で申込完了メール（携帯・スマートフォン画面または印刷したもの）をご提示ください。※ご利用期間中のみ有効

営業時間

定休日

特典内容

湯谷温泉 弥山荘

邑智郡川本町湯谷781-2

0855-72-2645

10：00-20：00
最終受付19：30

月曜日(祝日の場
合は翌日)
12月31日

入浴料100円引き

道の駅瑞穂

邑智郡邑南町下田所260-3

0855-83-1112

7:00-18:00

年中無休

うどん・そば・ソフトクリーム50円引き

香木の森公園クラフト館

邑智郡邑南町矢上7154-10

0855-95-2369

10：00-17：00

火曜日

ハーブティープレゼント

火曜日
GW、夏休み（7/20
入館料20％割引
～8/31）、冬休
み、春休みは無休

備考

1グループ1名まで

島根県立しまね海洋館アクアス

浜田市久代町1117番地2

0855-28-3900

9：00-17：00
7/20～8/31まで
9：00-18：00

リフレパークきんたの里

浜田市金城町七条イ980-1

0855-42-3555

10：00-22：00

毎月第３水曜日

温泉入浴料半額

1グループ4名まで

きんた農園ベリーネ

浜田市金城町七条イ735

0855-42-2515

10：00-16：00

火曜日

いちご狩り(1～5月)入場料金100円引き

1グループ5名まで

浜田市世界こども美術館

浜田市野原町859-1

0855-23-8451

9：30-17：00
(入館は16：30まで)

月曜日
加えて展示入替に 展覧会観覧料2割引
伴う休館もあり

1グループ3名まで

しまねお魚センター

浜田市原井町3050-46

0855-23-5500

8：30-17：00

火曜日
(祝日を除く)

1グループ5名まで

石州和紙会館

浜田市三隅町古市場589

0855-32-4170

9：00-17：00

月曜日(祝日の場
合は、翌平日休館) 手すき体験料100円引き
12/28～1/4

金城カントリークラブ

浜田市金城町今福1502-2

0855-42-1111

8：00-17：00

月曜日
年末年始

片道1,000円までの高速道路料金分のプレー代値引

1グループ1名まで

弥栄ふるさと体験村

浜田市弥栄町三里ハ159

0855-48-2612

(3月～10月）10:00-19:30
(11月～2月）10:00-18:30

月曜日
火曜日

ログハウス素泊まり１割引

1グループ4名まで

島根県立石見美術館
（島根県芸術文化センター｢グラント
ワ｣内

益田市有明町5-15

0856-31-1860

10：00～18：30

火曜日

観覧料 20％引き

1グループ5名まで

医光寺

益田市染羽町４-２９

0856-22-1668

8:30-17:30(夏季)
8:30-17:00(冬季)

年中無休

拝観料500円→400円

萬福寺

益田市東町２５-３３

0856-22-0302

8：30-17：00

年中無休

拝観料500円→400円

0856-24-0500

9：00-17：00
(受付は16：30まで)

火曜日・水曜日
年末年始等
２割引き
(詳しくは施設へ連
絡)

9：00-17：00
(受付は16：30まで)

火曜日・水曜日
(祝日は開館)

益田市立雪舟の郷記念館

益田市乙吉町イ１１４９

益田市立歴史民族資料館

益田市本町６-８

0856-23-2635

直営店のお土産品1,000円以上お買い上げの場合5％引き

２割引き

1グループ２名まで

「ぶらり中国ドライブパス2018」 特典対象施設一覧
フェリー
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対象施設等名

住所

電話番号

★対象施設で申込完了メール（携帯・スマートフォン画面または印刷したもの）をご提示ください。※ご利用期間中のみ有効

営業時間

定休日

特典内容

備考

石見の夜神楽益田公演

益田市駅前町１７-１

0856-22-7120
益田市観光協会

毎週土曜日
(詳しくはお問い合わせください)

匹見峡温泉 やすらぎの湯

益田市匹見町匹見イ７１３

0856-56-1126

11：00-21：00
(最終受付20：30)

月曜日

入浴料大人610円→500円
宿泊料大人1,000円引き

荒磯温泉 荒磯館

益田市西平原町１０１９-１

0856-27-0811

11：00-14：00
(日帰り入浴の場合）

-

入浴料大人100円引き、小学生以下50円引き

美都温泉 湯元館

益田市美都町宇津川ロ630-3

0856-52-2100

5:00-21:00
(最終受付20:30）

水曜日
(祝祭日を除く)

ゆずっこ１本プレゼント

1名のみ

島根県立万葉公園やすらぎの家

益田市高津町イ2402-1

0856-22-2133

10：00-16：00

-

飲食代10％割引

※お土産は不可

津和野町郷土館

鹿足郡津和野町森村ロ127

0856-72-0300

8：30～17：00

火曜日
12/30～1/4

20名以上(団体料金)適用

津和野のお宿 よしのや

津和野町後田口185-3

0856-72-4039

チェックイン
15：00～

-

食事付プランで宿泊された方に1ドリンクサービス
(他割引との併用不可)

桑原史成写真美術館

鹿足郡津和野町後田71-2

0856-72-3171

9：00-17：00
(入館16：45)

3.6.9.12月の第３
木曜日

20名以上(団体料金)適用

森鴎外記念館

鹿足郡津和野町町田イ238

0856-72-3210

9：00-17：00
(入館16：45)

月曜日
臨休あり
12/29～31

20名以上(団体料金)適用

安野光雅美術館

鹿足郡津和野町後田イ60-1

0856-72-4155

9：00-17：00
(入館16：45)

特別展等準備期間
3,6,9,12月第2木 20名以上(団体料金)適用
曜

津和野町城跡観光リフト

鹿足郡津和野町後田409

0856-72-0376

9：00-16：30

12月～２月の平日
20名以上(団体料金)適用
臨時休業あり

堀庭園

鹿足郡津和野町邑輝795

0856-72-0010

9：00-16：00

月曜日
11月は無休予定

20名以上(団体料金)適用

日原歴史民族資料館

鹿足郡津和野町枕瀬218-1

0856-74-0933

9：00-16：30

月～金(祝日除く)
12/1～3月末

20名以上(団体料金)適用

津和野今昔館

津和野町町田イ270-4

0856-72-3288

9：00-17：00

3～11月の平日
12月～2月

20名以上(団体料金)適用

20名以上(団体料金)適用
※小学生は変更なし

20名以上(団体料金)適用
※小学生は変更なし

鑑賞料500円→400円

医食の学び舎（旧畑迫病院）

鹿足郡津和野町邑輝829番地1

0856-72-0338

9：00-16：30

月曜日(祝日の場
合は翌日)
年末年始
11月は無休

日原天文台

鹿足郡津和野町枕瀬806-1

0856-74-1646

13：30-17：00
19：00-22：00
(天体観測は晴天のみ)

火・水曜日
元旦

1グループ5名まで

「ぶらり中国ドライブパス2018」 特典対象施設一覧
フェリー
施設カテゴリ

対象施設等名

住所

電話番号

営業時間
13：30-21：00
(解説～17：00)

特典内容

備考

20名以上(団体料金)適用
※小学生は変更なし

不定休

アウトレットパーク内約７０店舗で使用できるスペシャルクーポン及び5,000円以上のお買い 1グループにつき
物でご利用可能なお買い物券500円分を進呈
総合案内所にて提示

6：30～24：30

なし

駐車料金割引 180円→120円（30分毎）

－

2018広島神楽定期公演入場料 1,000円→900円
（毎週水曜日19：00開演）

なし(※)

駐車料金割引 1時間（340円）無料

鹿足郡津和野町枕瀬806-1

0856-74-1646

三井アウトレットパーク倉敷

岡山県倉敷市寿町12-3

086-423-6500
10：00～20：00
（10：00～18：00）

RCC文化センター駐車場

広島県広島市中区橋本町5-11

082-222-2277

定休日
火・水曜日
元旦

星と森の科学館

※早朝・夜間は不通

★対象施設で申込完了メール（携帯・スマートフォン画面または印刷したもの）をご提示ください。※ご利用期間中のみ有効

広島県民文化センター

広島市中区大手町1-5-3

082-245-2311

上演
毎週水曜日19：00開演
20：45頃終了予定
公演当日17：30より販売

広島県民文化センター駐車場

広島市中区大手町1-5-3

082-245-2311

7：00～22：00

広島県三次市東酒屋町10453番地6

９：３０～１７：００
毎月第２水曜日（８
※満月の夜は開館時間を午後
○通常料金から100円引き（2名まで）
0824-65-0010
月を除く）
9時まで延長（1月および2月を
○常設展音声ガイドを無料サービス（車１台につき１つ）
および年末年始
除く）

５時間30分以上駐車の場
合は、他の割引有

原爆ドームより徒歩約３分

奥田元宋・小由女美術館

三次ワイナリー

広島県三次市東酒屋町10445番地の3

0824-64-0200

Cafeヴァイン 8：00～17：00
ワインショップ 9：30～18：00
バーベキューガーデン 11：00
～18：00

1月～3月の第2水
○バーベキューガーデン 10％引き（5名まで）
曜日、12月29日～
○ワイン（一部商品除く）5％引き
1月1日
毎月第3火曜日
（※8月・12月は第
○鵜飼・霧の海利用者の送迎
4火曜日、祝日の
○入浴料 大人100円引き
場合は翌日が休館
日）

君田温泉 森の泉

広島県三次市君田町泉吉田311-3

.0824-53-7021

日帰り入浴時間10：00～21：
00（22：00閉館）

神楽門前湯治村

広島県安芸高田市美土里町本郷4627

0826-54-0888
（代）

チェックイン16：00～，チェック
なし
アウト10：00

※7月10日、11日施設内全館
休館のため駐車場利用不可

開館延長日 3月31日、4
月30日、5月28日、6月28
日、7月28日、8月26日、9
月24日、9月25日、10月
25日、11月23日、12月23
日 Ｈ31年3月21日

現金支払いのみ

ドリンク券サービス（ソフトドリンク・日本酒・コーヒー）※宿泊者に限る

国営備北丘陵公園

広島県庄原市三日市町4-10

0824-72-7000

毎週月曜日（ただし
月曜日が祝日の場
春（3月1日～6月30日） 9:30
合は火曜日）、年
～17:00
末年始（12月31日
夏（7月1日～8月31日） 9:30
駐車料金割引
～1月1日）
～18:00
※備北花ピクニッ
秋（9月1日～10月31日）
普通車 ： 310円→210円
ク、7月14日～8月
9:30～17:00
二輪車 ： 100円→70円
31日、備北コスモ
冬（11月1日～2月末日） 9:30
スピクニック、備北
～16:30
イルミの期間中は
毎日開園。

帝釈峡スコラ高原

広島県神石郡神石高原町相渡2167番地

0847-86-0535

10：00～16：00

火曜日

食事5％割引

三段峡（森林セラピー）

広島県山県郡安芸太田町上殿632-2

0826-28-1961

8：30～17：15
※問合せ窓口営業時間

土、日、祝

体験料の割引（車１台につき500円引き）

田原温泉5000年風呂

広島県山県郡北広島町田原665

0826-82-3888

10：00～21：00

毎月第２火曜日

入浴料 大人100円引き，小人50円引き（2名まで）

芸北オークガーデン

広島県山県郡北広島町細見145-104

0826-35-1230

10：00～21：00

毎月第1・３火曜日 入浴料 大人200円引き，宿泊料5％割引

積雪のため４月～開始

宿泊は要電話予約，現金支
払いのみ

「ぶらり中国ドライブパス2018」 特典対象施設一覧
フェリー
施設カテゴリ

対象施設等名

住所

電話番号

★対象施設で申込完了メール（携帯・スマートフォン画面または印刷したもの）をご提示ください。※ご利用期間中のみ有効

営業時間

定休日

特典内容

備考

おおあさ鳴滝露天温泉

広島県山県郡北広島町大朝5111番地

0826-82-3773

10：00～21：00

毎月水曜日

入浴料 大人100円引き，小人50円引き

広島北ホテル

広島県山県郡北広島町南方3659

0826-73-0011

11：00～21：00

なし

入浴料 大人100円引き，小人50円引き

どんぐり荘（龍頭温泉）

広島県山県郡北広島町都志見12609

0826-84-1313

10：00～20：00

第3火曜日、年末
年始

入浴料 大人100円引き

大和ミュージアム
（呉市海事歴史科学館）

広島県呉市宝町5－20

0823－25－3017 9:00～18:00

毎週火曜日
（祝日の場合は翌
日）

常設展観覧料割引
一般（大学生以上）500円→400円 高校生300円→200円 小･中学生200円→100円

入船山記念館

広島県呉市幸町4－6

0823－21－1037 9:00～17:00

毎週火曜日
（祝日の場合は翌
日）

観覧料割引
一般（大学生以上）250円→200円 高校生150円→120円 小･中学生100円→80円

くらはし桂浜温泉館

広島県呉市倉橋町431番地

平日・土曜日10:00～21:00
0823-53-2575 日曜日・祝日9:00～21:00
※最終受付20:30

毎週月曜日
（祝日の場合は翌
日）

入浴料割引
大人（中学生以上）600円→550円 小学生300円→250円

特典対象は1グループ10名
まで

お食事処 海里部
（くらはし桂浜温泉館内）

広島県呉市倉橋町431番地

平日11:00～14:30
17:00～20:30
0823-53-2577
土日祝11:00～20:30
※最終受付20:00

毎週月曜日
（祝日の場合は翌
日）

食後のコーヒー1杯サービス

特典対象は1グループ10名
まで

かまがり温泉やすらぎの館

広島県呉市蒲刈町大浦7605

0823-66-1126

毎週火曜日

入浴料割引
大人（中学生以上）500円→400円
小学生300円→250円

国民宿舎野呂高原ロッジ

広島県呉市川尻町板休５５０２番３７

なし

野呂定食（１泊２食付７３４０円～）・岩海膳（１泊２食付８９６０円～）・安芸灘膳（１泊２食
付１０５８０円～）いずれかの利用者様 1名につき安芸灘大橋通行券１枚進呈

澎湃館（ほうはいかん）

広島県呉市昭和町6-6

0823-36-6800 10:00～18:00

火曜日

オリジナルグッズプレゼント

工房茶屋 ばさら窯

山口県柳井市柳井5275

0820-22-0757 9：00～17：00

水曜日

５％割引

岩国の菓子・郷土料理のお店
（錦果楼）

山口県岩国市関戸1-109

0827-44-1133 8：30～18：00

なし

５％割引

11:00～20:00
＊最終受付19:00

0823－87－2390 チェックイン１５時～

「ぶらり中国ドライブパス2018」 特典対象施設一覧
フェリー
施設カテゴリ

対象施設等名
きじや

ベーカリー シュクルヴァン

住所

電話番号

★対象施設で申込完了メール（携帯・スマートフォン画面または印刷したもの）をご提示ください。※ご利用期間中のみ有効

営業時間
9：00～17：00

定休日

山口県柳井市柳井津金屋437

0820-22-0102

火・水曜日

山口県宇部市東梶返3-17-15

0836-37-0757 6：55～19：00

なし

山口市大字黒川597-１

083-902-3456 8：00～19：00

なし

山口市小郡下郷1357

083-976-4379 7：00～20：30

なし

山口県下松市美里町4-9-21

0833-45-0757 6：55～19：00

なし

特典内容
５％割引

５％割引

５％割引

洋菓子専門店 シュシュ

山口県柳井市南町4-1-1

0820-25-0757 8：30～19：00

なし

山口県宇部市中村3-10-30

0836-37-0022 10：00～19：00

なし

山口市黒川597-21

083-901-0757 10：00～19：00

なし

山口県柳井市新庄11-6

0820-22-0333 10：00～19：00

なし

083-248-5823 9：30～21：00

なし

山口県下関市熊野西町5-8

083-254-6188 10：00～19：00

なし

山口県宇部市大字東岐波字八谷4937-5

0836-58-5011 10：00～19：00

なし

山口市大字平井713-1

083-921-0757 10：00～19：00

なし

山口市大内矢田北5-13-17

083-927-8780 10：00～19：00

なし

山口市大内千坊6-9-1 （ゆめタウン山口）

083-928-9565 9：30～21：00

なし

山口市小郡下郷763-2

083-973-5433 10：00～19：00

なし

山口県下関市ゆめタウン1-1
（ゆめタウン長府）

和洋菓子ギフト専門店
果子乃季

５％割引

５％割引
山口市小郡下郷1357 （ＪＲ新山口駅）

083-976-4377 7：00～20：30

なし

山口県萩市平安古583-1 （萩美術館前）

0838-24-5555 10：00～19：00

なし

山口県防府市国衙4-3-48

0835-22-2200 10：00～19：00

なし

0835-25-9292 9：00～21：00

なし

山口県防府市華浦2-468-5

0835-25-9330 10：00～19：00

なし

山口県下松市潮音町3-6-2

0833-41-1255 10：00～19：00

なし

0833-41-6757 9：30～21：00

なし

山口県防府市八王子2-8-8
（ゆめタウン防府）

山口県下松市南花岡6-8-1
（サンリブ下松）

備考

「ぶらり中国ドライブパス2018」 特典対象施設一覧
フェリー
施設カテゴリ

対象施設等名

住所

定休日

0827-82-7757 10：00～19：00

なし

山口県岩国市南岩国4-1-27

0827-31-1220 10：00～19：00

なし

山口県岩国市今津1-9-23

0827-22-2700 9：00～19：00

なし

山口県岩国市由宇町中央1-5-2

0827-63-4331 9：00～19：00

なし

山口県光市光井3-7-27

0833-72-7717 9：30～19：00

なし

山口県光市浅江4-4030

0833-71-4020 10：00～19：00

なし

山口県柳井市柳井5275 （総本店）

0820-22-0757 9：00～19：00

なし

0820-23-2757 9：00～20：00

なし

0833-91-0222 10：00～19：00

なし

（ゆめタウン柳井）

山口県周南市大字大河内字遠見1872-5

特典内容

５％割引
山口県周南市遠石1-12-28

0834-22-4747 10：00～19：00

なし

山口県周南市緑町2-2

0834-22-4567 10：00～19：00

なし

山口県周南市御幸通2-28 （ＪＲ徳山駅）

0834-33-8870 8：00～20：00

なし

0834-62-7543 9：00～20：00

なし

0834-64-2323 10：00～19：00

なし

0834-33-8588 9：00～21：00

なし

山陽小野田市大字厚狭1443-6

0836-71-0333 10：00～19：00

なし

山口県大島郡周防大島町西三蒲1943-1

0820-74-3111 10：00～19：00

なし

山口県熊毛郡平生町字角浜568-26

0820-56-0757 10：00～19：00

なし

山口県宇部市小松原1-1-1

0836-33-0757 9：00～19：00

なし

山口県周南市清水2-2-1
（ゆめタウン新南陽）

山口県周南市政所2-6-1
山口県周南市青山町1-1-18
（ゆめタウン徳山）

和洋菓子・カフェ・ベーカリー
果子乃季宇部ファーム店

営業時間

山口県岩国市玖珂町字市成5149-1

山口県柳井市南町4-5-3

和洋菓子ギフト専門店
果子乃季

電話番号

★対象施設で申込完了メール（携帯・スマートフォン画面または印刷したもの）をご提示ください。※ご利用期間中のみ有効

５％割引

備考

