
特典情報 施設情報

特典内容 備考 住所 電話番号 営業時間 定休日

おーゆ・ランド
家族風呂のご利用の基本料金から200円引
き
※8月10日～18日は適用除外

他の優待との併用
不可

鳥取県米子市皆生温泉１－１８
－１

0859‐31‐2666 10:00～23:00※第3月曜日（祝日の場合は翌日）は12:00～23:00 無し

一向平キャンプ場
バーベキューハウス一向庵

バーベキューセット１０％引き
鳥取県東伯郡琴浦町野井倉６
８８－１３０

0858‐57‐2100 10:00～15:00 火曜日

赤猪岩（あかいいわ）神社 お立ち寄りの方にクリアファイル1冊プレゼント
赤猪岩神社前売店
でお渡し

鳥取県西伯郡南部町寺内２３２
0859‐30‐4822

（南部町観光協会）
10:30～14:30 年末

ヘルシージンギスカン食べ放題の店
豪円山ロッジ

ジンギスカン食べ放題大人1500円→1400
円（1グループ5名まで)

営業期間：2019年
11月4日(月祝)まで
その他割引券等と
の併用不可

鳥取県西伯郡大山町大山１２４ 0859-52-2311
平日：11：00～14：30（LO15：30)
土日祝：11：00～15：00（LO16：00)

毎週木曜日（6月7月は水曜日と木曜日）

お菓子の壽城
二十世紀梨洋風煎餅プレゼント（1グループ5
名まで）

1階インフォメーショ
ンコーナーにてお渡
し

鳥取県米子市淀江町佐陀１６０
５－１

0859‐39‐4111
平日：9：00～17：30
土日祝：9：00～18：00（冬季期間有)

年末不定休

鳥取賀露港　松葉がにセンター
かねまさ・浜下商店

お買い物　10％引き ※特売品は対象外とな
ります。

鳥取県鳥取市賀露町西4丁目
１８０３－２

0857-28-2391 9：00～16：00 元日および正月に数日

賀露港・市場食堂
ソフトドリンク1杯サービス（※繁忙期を除く
※1グループ5名様まで）

鳥取県鳥取市賀露町西4丁目
１８０３－２

0857-28-2391
平日10：30～15：00（LO14：30）
土日祝日10：00～15：30（LO15：00）

元日および正月に数日

かねまさ・浜下商店　道の駅はわい店
お買い物　１０％引き ※特売品は対象外と
なります。

鳥取県東伯郡湯梨浜町宇野２
３４３

0858-85-5513 9：00～16：00 元日および正月に数日

安来節演芸館 安来節観覧料10％引き １グループ５名まで 島根県安来市古川町534 0854-28-9500 10:00ｰ17:00 水曜日　ただし5・10・11月は第一水曜日のみ

カヌーの里おおち
入場料　無料
（大人200円・小中100円分）

島根県邑智郡美郷町亀村54-
1

0855-75-1860 9：00-16：00 火曜日(祝日の場合は翌日)年末年始

湯谷温泉　弥山荘 入浴料100円引き
島根県邑智郡川本町湯谷
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

香木の森クラフト館 ハーブティープレゼント
島根県邑智郡邑南町矢上
7154-10

0855-95-2369 10：00-17：00 火曜日

萬福寺 拝観料500円→400円 島根県益田市東町２５-３３ 0856-22-0302 8：30-17：00 年中無休

島根県立古代出雲歴史博物館
※7月19日追加

【常設展】団体料金扱い
【企画展・特別展】個人観覧料10％引き

同乗者全員
島根県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
※（休館）2019年11月18日～2020年4月23日

第３火曜日

神楽の里　舞乃市
(恵比寿市場)
※7月19日追加

コーヒー50円引き
島根県江津市後地町3348-
113

0855-55-1155 8：00-19：00 ー

神楽の里　舞乃市
(大黒食堂)
※7月19日追加

食事代５％引き
島根県江津市後地町3348-
113

0855-55-1155
11：00-15：00
17：00-21：00

ー

浜田市世界こども美術館
※7月19日追加

展覧会観覧料2割引 1グループ3名まで 島根県浜田市野原町859-1 0855-23-8451
9：30-17：00
(入館は16：30まで)

月曜日
加えて展示入替に伴う休館もあり

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）
※7月19日追加

観覧料　団体割引料金適用 １グループ５名まで 島根県益田市有明町5-15 0856-31-1860 10：00～18：30
火曜日
※8/13、10/22は開館
※10/23は休館

石見銀山世界遺産センター
※8月2日追加

観覧料　団体割引適用（他割引との併用不
可）

１グループ１名まで
島根県大田市大森町イ1597-
3

0854-89-0183 8：30～17：30 毎月最終火曜日

きんた農園ベリーネ
※8月2日追加

ピオーネ代金５%引き
島根県浜田市金城町七条イ
735

0855-42-2515 10：00-16：00 ぶどう狩り期間は無休

「ぶらり中国ドライブパス2019」 特典対象施設一覧　

施設カテゴリ 対象施設等名

★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

http://www.ou-kaike.co.jp/
http://www.kotoura-kankou.com/kankou-category/beach_campground/ikkoganarucampground/
http://www.kotoura-kankou.com/kankou-category/beach_campground/ikkoganarucampground/
http://www.town.nanbu.tottori.jp/akaiiwa/3/1/
https://www.daisen-resort.jp/green/
https://www.daisen-resort.jp/green/
https://www.kotobukijo.jp/
http://www.hamashita.jp/
http://www.hamashita.jp/
http://www.hamashita.jp/
http://www.hamashita.jp/
http://www.y-engeikan.com/
http://www.shimane-misato.jp/
http://ec.shokokai.or.jp/cpsite/32/misensou/index.htm
https://ohnan-kanko.com/koboku/
http://www.all-iwami.com/modules/guide/index.php?action=SpotView&spot_id=31&cat_id=1
https://www.izm.ed.jp/
https://www.izm.ed.jp/
http://www.asari-g.jp/mainoichi/
http://www.asari-g.jp/mainoichi/
http://www.asari-g.jp/mainoichi/
http://www.asari-g.jp/mainoichi/
http://www.asari-g.jp/mainoichi/
http://www.asari-g.jp/mainoichi/
http://www.hamada-kodomo-art.com/
http://www.hamada-kodomo-art.com/
http://www.grandtoit.jp/museum/
http://www.grandtoit.jp/museum/
http://www.grandtoit.jp/museum/
https://ginzan.city.ohda.lg.jp/
https://ginzan.city.ohda.lg.jp/
https://www.berryne.co.jp/
https://www.berryne.co.jp/
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岡山後楽園 入園料2割引（1グループまで） 岡山県岡山市北区後楽園1-5 086-272-1148

3月20日～9月30日
午前7時30分から午後6時
（入園は午後5時45分まで）

10月1日～3月19日
午前8時から午後5時
（入園は午後4時45分まで）

※行事開催により開・閉園時間を変更することがあります。

年中無休

特別史跡旧閑谷学校 入場料2割引（1グループまで） 岡山県備前市閑谷784 0869-67-1436 午前9時～午後5時 12月29日～12月31日

美星天文台 夜間の入館料1割引（1グループまで）
岡山県井原市美星町大倉
1723-70

0866-87-4222 

火・水曜日
午前9時30分～午後4時

金・土・日・月曜日
午前1時45分～午後4時
午後6時～午後10時

※夜間の受付・入館は午後9時30分まで。

木曜日、祝日の翌日、年末年始

ひるぜんジャージーランド ソフトクリーム50円引き（1グループまで）
岡山県真庭市蒜山中福田
956-222

0867-66-7011

3月〜12月
午前9時から午後5時

1月〜2月
午前10時から午後4時

※土曜日、日曜日、連休は状況により時間延長があります。

3月〜12月
無休

1月〜2月
1月1日、1月・2月の毎週火曜日、水曜日

※1月2日、3日は営業しています。

山田養蜂場みつばち農園
ソフトクリーム50円引き（1グループ4名様ま
で）

岡山県苫田郡鏡野町塚谷
785-1

0868-54-5515
午前10時～午後5時

木曜日、年末年始

※木曜日が祝日の場合は通常通り営業していま
す。

三井アウトレットパーク倉敷
※7月5日追加

アウトレットパーク内約50店舗で使用できるス
ペシャルクーポン及び5,000円（税込）のお会
計毎に１枚使えるお買物券500円分をプレゼ
ント

1グループにつき1
枚
総合案内所にてご
提示ください。

岡山県倉敷市寿町12-3
086-423-6500

（10：00～18：00）
10：00～20：00
※時期により変更となる場合があります。

不定休

国民宿舎湯来ロッジ 大人　入浴料100円ＯＦＦ
広島県広島市佐伯区湯来町大
字多田2563番地の1

0829-85-0111 9：00－21：00 年中無休

広島市湯来交流体験センター 毎日クラフト体験　10%OFF
広島県県広島市佐伯区湯来町
多田　湯来ロッジ隣

0829-40-6016 9：00－18：00 毎週月曜日
（祝祭日に当たる場合はその翌日）

道の駅たけはら ソフトクリーム（300円）無料 広島県竹原市本町1丁目1-1 0846-23-5100 9：00－17：00
毎月第3水曜日
祝祭日の場合は翌日が定休日

森川邸 入館料（300円→240円）割引
広島県竹原市中央三丁目16-
33

0846-22-8118 9：00－17：00 毎週木曜日

松坂邸 入館料（200円→160円）割引
広島県竹原市本町三丁目9-
22

0846-22-5474 9：00－17：00 毎週月曜日

光本邸 入館料（200円→160円）割引 広島県竹原市本町三丁目7-4 0846-22-3934 9：00－17：00 毎週金曜日

竹原歴史民俗資料館 入館料（100円→80円）割引
広島県竹原市本町三丁目11-
16

0846-22-5186 9：00－17：00 毎週火曜日

https://okayama-korakuen.jp/
http://shizutani.jp/
http://www.bao.city.ibara.okayama.jp/
http://jerseyland.hiruraku.com/
https://www.mitsubachi-nouen.com/
https://mitsui-shopping-park.com/mop/kurashiki/
https://mitsui-shopping-park.com/mop/kurashiki/
https://www.yuki-lodge.jp/
https://yuki-kouryu.jp/
http://michinoekitakehara.com/
https://www.takeharakankou.jp/spot/5821
https://www.takeharakankou.jp/spot/5791
https://www.takeharakankou.jp/spot/5610
https://www.takeharakankou.jp/spot/4327
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広島三次ワイナリー
◆ワイン物産館：ワイン5％割引（対象外あ
り）、◆バーベキューガーデン：5％割引（５名
様まで）

特典は、現金でのお
支払いに限ります。
また、その他割引と
の併用は致しかねま
す。

広島県三次市東酒屋町10445
‐3

0824-64-0200 ワイン物産館9：30～18：00、バーベキューガーデン11：00～18：00【L.O.17:30】 12月～3月の第2水曜日，年末年始

君田温泉森の泉 入浴料（600円→550円）50円割引
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） 第3火曜日

三次もののけミュージアム
（三次地区・文化・観光まちづくり交流館）

交流館ショップで1,500円以上購入の方にオ
リジナル絵馬プレゼント（先着100名・数量限
定）
※日本妖怪博物館のショップは対象外。

広島県三次市三次町1691ー4 0824-62-6150 9：30～17：00
水曜日，年末年始
（ただし水曜日が祝日の場合は木曜日）

国営備北丘陵公園
駐車料 普通・軽自動車（310円/日→210
円/日）割引

広島県庄原市三日市町4-10 0824-72-7000

春（3月1日～6月30日）　9:30～17:00
夏（7月1日～8月31日）　9:30～18:00
秋（9月1日～10月31日）　9:30～17:00
冬（11月1日～2月末日）　9:30～16:30
※入園は閉園の１時間前まで

毎週月曜日（ただし月曜日が祝日の場合は翌火
曜日）、年末年始（12月31日～1月1日）
※備北花ピクニック・備北夏まつり・備北コスモス
ピクニック・備北イルミ期間中は毎日開園していま
す

芸北オークガーデン 入浴料　大人２００円引き、宿泊料５％割引
広島県山県郡北広島町細見
10１４５−１０４

0826-35-1230 10:00～21:00（最終受付20：00） 第１、第３火曜

どんぐり荘（龍頭の湯） 入浴料　大人2００円引き、小人10０円引き
広島県山県郡北広島町都志見
1２６０９

0826-84-1313 10:00～21:00（最終受付20：30）※水・木は11：00～21：00 第３火曜

舞ロードIC千代田（きたひろ食堂） コーヒー50円引き
広島県山県郡北広島町有田１
１２２

0826-72-0171
9：00～18：00（４月～10月）
10：00～17：00（11月～３月）

12月31日～１月３日

三段峡・深入山・恐羅漢・龍頭峡森林セラピー
森林セラピー体験料の割引
（車１台　500円引き）
※体験は７日前までに要予約

住所・電話番号・営
業時間・定休日は、
問い合わせ窓口の
もの

広島県山県郡安芸太田町大字
上殿632-2

0826-28-1800
8：30～17：15
※問い合わせ窓口営業時間

土・日・祝

帝釈峡スコラ高原 食事5％割引
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

大和ミュージアム
※7月11日追加

常設展観覧料100円引き 1グループ5名まで 広島県呉市宝町5-20 0823-25-3017 9時～18時 火曜日(7/21～8/31は無休）

道の駅ゆめランド布野
※7月26日追加

ｼﾞｪﾗｰﾄアイスシングル（350円）通常1色盛り
→シングルサイズで２色盛り

申込完了メールをご
提示の本人様のみ

三次市布野町下布野661-1 0824-54-2929
（まるごと布野のアイス屋さん）【平日】10：00～15：30、【土日祝】10：00～16：30
各施設や季節によって、変動しますので、詳細はHP、電話でご確認ください。（レストランや
カフェ、市場等もあります。）

季節によって、変動しますので、HP、電話でご確
認ください。

神楽門前湯治村
※7月26日追加

入浴料100円引き 1グループ4名まで
安芸高田市美土里町本郷
4627

0826-54-0888 10：00〜21：00 不定休

工房茶屋　ばさら窯 ５％割引 山口県柳井市柳井5275 0820-22-0757 9：00～17：00 火・水曜日

岩国の菓子・郷土料理のお店
（錦果楼）

５％割引 山口県岩国市関戸1-109 0827-44-1133 8：30～18：00 なし

きじや ５％割引 山口県柳井市柳井津金屋437 0820-22-0102 9：00～17：00 火・水曜日  

https://www.miyoshi-winery.co.jp/
http://www.kimita-onsen.com/
https://miyoshi-mononoke.jp/
https://miyoshi-mononoke.jp/
http://www.bihoku-park.go.jp/
http://g-oak.jp/
http://www.dongurimura.co.jp/
http://www.kitahiro-ichiba.com/
http://morimin.jp/
http://taishaku-sukora.com/
http://www.ou-kaike.co.jp/
http://www.ou-kaike.co.jp/
http://www.pionet.ne.jp/~funo-fureai/index.html
http://www.pionet.ne.jp/~funo-fureai/index.html
https://toujimura.com/
https://toujimura.com/
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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

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

山口県下関市ゆめタウン1-1
（ゆめタウン長府）

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

山口県防府市八王子2-8-8
（ゆめタウン防府）

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

山口県下松市南花岡6-8-1
（サンリブ下松）

0833-41-6757 9：30～21：00 なし

山口県岩国市玖珂町字市成
5149-1

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

ベーカリー　シュクルヴァン ５％割引

５％割引

洋菓子専門店　シュシュ ５％割引

和洋菓子ギフト専門店
果子乃季

http://www.kasinoki.co.jp/shuklevain/
http://www.kasinoki.co.jp/chouchou/01t.htm
http://www.kasinoki.co.jp/kasinoki/01t.htm
http://www.kasinoki.co.jp/kasinoki/01t.htm


特典情報 施設情報

特典内容 備考 住所 電話番号 営業時間 定休日

「ぶらり中国ドライブパス2019」 特典対象施設一覧　

施設カテゴリ 対象施設等名

★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

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

山口県柳井市南町4-5-3
（ゆめタウン柳井）

 0820-23-2757 9：00～20：00  なし

山口県周南市大字大河内字遠
見1872-5

0833-91-0222 10：00～19：00 なし

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　（Ｊ
Ｒ徳山駅）

0834-33-8870 8：00～20：00 なし

山口県周南市清水2-2-1
（ゆめタウン新南陽）

0834-62-7543 9：00～20：00 なし

山口県周南市政所2-6-1 0834-64-2323 10：00～19：00 なし

山口県周南市青山町1-1-18
（ゆめタウン徳山）

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

和洋菓子・カフェ・ベーカリー
果子乃季宇部ファーム店

５％割引 山口県宇部市小松原1-1-1 0836-33-0757 9：00～19：00 なし

和洋菓子ギフト専門店
果子乃季

５％割引

http://www.kasinoki.co.jp/ubefarm/
http://www.kasinoki.co.jp/ubefarm/
http://www.kasinoki.co.jp/kasinoki/01t.htm
http://www.kasinoki.co.jp/kasinoki/01t.htm

