
❏特典① 観光施設等で受けられるおトクな特典

【ご利⽤⽅法】
お申込み完了時に送信される「申込完了メール」画⾯を対象施設の受付窓⼝にご呈⽰くださ
い。
※対象施設に関するお問い合わせは、各対象施設にお願いいたします。

【特典内容】
周遊エリア内の観光施設等にて、割引やサービスなどの特典を受けられます。

【特典内容】
京都・若狭路・びわ湖・はりま路ぐるっとドライブパス2022を12⽉1⽇(⽊)以降にご利⽤いた
だいたお客さまに対し、ご利⽤後、申込み時にご登録いただいたメールアドレスにWebアンケー
トを送信します。アンケートに回答いただいたお客さまから、抽選でQUOカードをプレゼント︕
※当選発表は発送をもって代えさせていただきます。

❏特典② 利⽤後アンケートご回答でQUOカードプレゼント

【対象施設】
対象施設は別紙1をご確認ください

特典を利用してお得に観光しよう！！

【特典情報】
京都・若狭路・びわ湖・はりま路ぐるっとドライブパス2022をご利⽤のお客さま限定︕
〜３つのオトクな特典をご⽤意しています〜



【内容】
NEXCO⻄⽇本管内のSA・PAで税込1,000円以上のお買い物・お⾷事をされた場合に
ご利⽤いただける100円割引クーポンを進呈いたします。
※くじ、はがき等の⾦券類、たばこ及び新聞・雑誌など法律等で割引販売が禁⽌されている商品につい
ては、対象外とさせていただきます。

※スターバックス、マクドナルドなどの専⾨店、コンビニエンスストア及び給油所は対象施設から除きます。
また⾃動販売機、レストラン・スナックコーナーの券売機、店内⼀部施設ではご利⽤いただけません。
詳しくは、お使いいただく店舗のスタッフにお問い合わせください。

【ご利⽤⽅法】
京都・若狭路・びわ湖・はりま路ぐるっとドライブパス2022をお申込みいただき、お申込み完了時に
送信されるメール記載のURLからクーポンをお持ちの端末に表⽰し、対象のSA・PAでご提⽰いただ
いた場合に割引を実施します。
※他の割引券との併⽤はできません。
※有効期間内は何度でも使⽤可能です。
※1会計で1回しか使⽤できません。また、⼀度のお買い物で、複数会計に分けて精算することはご遠慮ください。

【対象施設】
NEXCO⻄⽇本管内のSA・PA
※以下のSA・PAは対象外です。対象施設は別紙2をご確認ください。

※本州四国連絡⾼速道路株式会社や中⽇本⾼速道路株式会社、阪神⾼速道路株式会社など、他会
社管内のSA・PAは対象外です。

※利⽤可能な箇所においても営業時間外や店舗の事情によりご利⽤できない場合があります。

【関⻄地区】甲南PA上下線、印南SA上下線、吉備湯浅PA上下線
【中国地区】宍道湖SA上下線、江の川PA上下線
【四国地区】津⽥の松原SA上下線
【九州地区】川南PA上下線

【有効期限】
京都・若狭路・びわ湖・はりま路ぐるっとドライブパス2022を申込まれた利⽤期間内、何度でもご利
⽤いただけます。
※券⾯に有効期限・申込番号が印字されます。

①ドライブパス
に申込む

②登録完了メールに
記載のURLからクーポン
券⾯データを端末画⾯

に表⽰する

③SA・PA会計時に
クーポン画⾯を提⽰す

る

④スタッフがクーポン
画⾯を確認・バー
コード読み取りを実

施します

❏特典③ 対象SA・PAで使えるクーポンをプレゼント︕



【様式2】周遊エリア内宿泊施設・観光施設等の特典一覧
※2022年11月30日更新

ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾄ 割引

1 若狭町 若狭三方縄文博物館 0770-45-2270
三方上中郡若狭町鳥浜１
２２－１２－１　縄文ロマン
パーク内

入館料2割引き、県年縞博物館との共
通入館料の2割引き、オリジナルクリア
ファイルの進呈

○ ○
火曜定休
※夏休み期間中は無休

2 若狭町 福井県年縞博物館 0770-45-0456
三方上中郡若狭町鳥浜１
２２－１２－１　縄文ロマン
パーク内

入館料2割引き、若狭三方縄文博物館
との共通入館料の2割引き、オリジナル
クリアファイルの進呈

○ ○
火曜定休
※夏休み期間中は無休。ただ
し、8/2は臨時休館

3 若狭町 みかた温泉きららの湯 0770-45-1126
三方上中郡若狭町中央１
－６－１

入湯料　大人通常６５０円→５００円 ○

4 小浜市 道の駅　若狭おばま 0770-56-3000 小浜市和久里24-45-2 ソフトクリーム各種50円引き ○

5 小浜市 濱の湯（御食国若狭おばま食文化館） 0770-53-4126 小浜市川崎３丁目４
入浴者（大人）に白タオルプレゼント　※
ご入館いただいた方限定

○

6 小浜市 若狭おばま観光案内所 0770-52-3844 小浜市駅前町6-1

レンタサイクル（電気自転車）の使用に
ついて：２時間〜４時間のご利用は100
円引き、５時間以上のご利用は200円引
き

○

7 小浜市
若狭フィッシャーマンズ・ワーフ（蘇洞門め
ぐり遊覧船）

0770-52-3111 小浜市川崎1-3-2
蘇洞門めぐり遊覧船乗船料1割引　大
人2,200円、小人（小学生）1,100円　→
大人1,980円、小人990円（税込）

○

蘇洞門めぐり遊覧船は12月〜2月
の間は冬期運休いたします。
3月からのご乗船をお待ちしていま
す。（店舗は営業しています）

8 美浜町 若狭海遊バザール千鳥苑 0770-38-1011
福井県三方郡美浜町坂尻
43

海鮮バイキング120円割引
一般大人通常2,420円から2,300円

○

9 美浜町 五湖の駅 0770-32-3339
福井県三方郡美浜町久々
子72-1

2,000円以上お買い上げの方に、お茶を
1本プレゼント

○ 火曜定休

10 美浜町・若狭町 三方五湖レインボーライン山頂公園 0770-45-2678
福井県三方上中郡若狭町
気山18-2-2

山頂公園入園料
一般大人通常1,000円から900円（100円
割引）

○ 2023年2/6～2/10休業日

11 長浜市 ふれあいステーションおかん 0749-82-5020
長浜市木之本町木之本
1472

商品をお買い上げいただいた方にコー
ヒー1杯無料

○

12 米原市 醒井楼 0749-54-0120
滋賀県米原市上丹生２０
５４

お食事ご注文の方にソフトドリンクを１
人５０円引き。※1クーポンにつき５名様
まで

○

木曜日定休日（祝日は営業、
振替有）
また、寺の所用で臨時休業に
なる場合も有。

13 豊郷町 豊郷小学校旧校舎群 0749-35-3737
滋賀県犬上郡豊郷町石畑
518

豊郷小学校旧校舎群酬徳記念館内の
観光案内所にて「オリジナルポストカー
ドセット」をプレゼント

○ 月曜定休

14 日野町 日野まちかど感応館・新館 0748-52-6577
滋賀県蒲生郡日野町村井
1284番地

感応館　喫茶100円引き
新館　シルクアイス100円引き
新館　ランチセット100円引き
※1グループ全員

○ 月曜（祝日の場合は翌日）休館

15 精華町
けいはんな記念公園
水景園

0774-93-1200
京都府相楽郡精華町精華
台6-1

窓口でコイのエサ（100円分）プレゼント
※1グループにつき1つ

○ 年末年始休業

17 精華町 スッカマ 源氏の湯 0774-93-4126
京都府相楽郡精華町光台
1丁目5番地1

入館100円引き ○ 年中無休（施設点検日を除く）

16 宇治市 京都宇治の天然温泉『源氏の湯』 0774-41-2615
京都府宇治市大久保町大
竹52番地

入館100円引き ○ 年中無休（施設点検日を除く）

18 長岡京市 柳谷観音 楊谷寺 075-956-0017 長岡京市浄土谷堂ノ谷２
入山料200円引き
（通常500円→300円、ウィーク期間700
円→500円）

○
特典提供終了日
令和４年１１月３０日

19 南丹市 道の駅スプリングスひよし・ひよし温泉 0771-72-1526
京都府南丹市日吉町中宮
ノ向８番地

ひよし温泉温浴利用料大人１００円引
小人５０円引

○ 水曜日定休

20 南丹市 道の駅 美山ふれあい広場（ふらっと美山）  0771-75-0190 南丹市美山町安掛下23
お土産物お買い上げ2,000円以上で美
山牛乳（200cc)1本プレゼント

○ 不定休

21 亀岡市 ガレリアかめおか　物産市場「アトリオ」 0771-24-8888 亀岡市余部町宝久保1－1
コロッケ1個100円を80円に（税別）ただ
し、お一人様10個まで

○ 毎月第4木曜日定休

22 亀岡市 チョロギ村 0771-56-8807 亀岡市宮前町神前長野15
「おうち薬膳　忘れな」で薬膳御膳を注
文いただいた方にチョロギジェラートを
サービスでお付けします

○ 月・火・水曜定休

23 舞鶴市 吟味屋マンボウ
０７７３－６３－７

７００
京都府舞鶴市行永東町２
９－１

まいづる海自カレー（せんだい）
定価８００円（税込）を７５０円（税込）で
提供
まいづる海自カレー各種レトルトパック
定価７５０円（税込）を７００円（税込）で
提供

○
毎週月曜日、月曜日が祝祭日
の場合は翌日、及びフェスティ
バル等イベント出店日

24 舞鶴市 長谷川巳之助商店 0773-62-0156 京都府舞鶴市字浜318

「舞鶴産」の魚を用いたみそ漬、バジル
オイル漬、一夜干、みりん干の価格を
10％OFF（おひとり様５点限り。限定品、
セール品等は除く）

○ 火曜日定休

25 舞鶴市 舞鶴かね和 0120-75-0586 京都府舞鶴市京田555-1 黄金のだし（2袋入り） ○ 1/1、1/4休業

26 舞鶴市
新日本海フェリー㈱舞鶴支店内
フェリーサービス株式会社　フェリーターミ
ナルショップ

0773-62-9703
フェリーサービス

株式会社
舞鶴市字浜2025番地1

ターミナルショップにて、お買い上げの
方10％割引（酒など一部除外品あり）

○
年末年始休業（その年により変
わります）

特典種別
備考特典内容住所TEL施設名市町村



【様式2】周遊エリア内宿泊施設・観光施設等の特典一覧
※2022年11月30日更新

ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾄ 割引

特典種別
備考特典内容住所TEL施設名市町村

27 舞鶴市 五老ヶ岳公園 0773-66-2582 舞鶴市上安237 カフェnanako 平日飲食100円引き ○ 無休

28 舞鶴市 いけす料理卑弥呼舞鶴 0773-64-4488 京都府舞鶴市浜166
平日のお飲み物50円引き.クーポン1枚
につき1名様まで.会計時にクーポンをご
提示またはお渡しください

○ 水曜日休業

29 舞鶴市 居食屋凡愚 0773-77-1490
京都府舞鶴市北田辺170-
7

平日のお飲み物50円引き.クーポン1枚
につき1名様まで.会計時にクーポンをご
提示またはお渡しください

○ 年末年始

30 舞鶴市 DINING BAR JOKE 0773-64-6081
京都府舞鶴市字余部下
1183-2

会計時に２００円OFF ○

基本的に無休　土曜日曜祝日
の日中は移動販売に行ってい
る事もあります。
営業確認は遠慮なくお電話くだ
さい。

31 綾部市 綾部市天文館 0773-42-8080 綾部市里町久田21-8
オリジナルポストカード
※入館された1グループに1枚

○

休：月曜、祝日の翌平日、年末
年始
入館料：大人300円、小中学生
150円

32 綾部市 綾部ふれあい牧場 0773-48-1000 綾部市位田町桧前81

①牧場名物濃厚ジャージー牛の
ソフトクリーム100円割引
②レジでの支払い3,000円以上でソフト
クリームプレゼント

○ 火曜定休

33 綾部市 あやべ温泉 0773-55-0262 綾部市睦寄町在ノ向10

①温泉入浴料金100円引き
　※割引は大人のみ、1クーポン5名ま
で
②1,000円以上の飲食またはお買い物
で100円引き
③迷宮二王門迷路100円引き
※割引は大人のみ

○
毎月第２、第４月曜（祝日の場
合は翌日）定休

34 宮津市 天橋立ワイナリー 0772-27-2222 宮津市字国分123 白ワインソフトクリーム50円引き ○ 水曜日定休

35 宮津市 松井物産本店 0772-27-0028 宮津市大垣48
土産・食事　5%off
割引のできない品物もあります

○ 定休日なし

36 宮津市 橋立海産センター瑞松苑 0772-27-1488 宮津市小松10
土産・食事　5%off
割引のできない品物もあります

○ 定休日なし

37 宮津市 松寿庵 0772-27-1151 宮津市大垣803
土産・食事　5%off
割引のできない品物もあります

○ 定休日なし

38 宮津市 ちりめん問屋 0772-25-1594 宮津市文珠481-1 1割引（ワイン等一部対象外あり） ○

39 宮津市 龍燈の松 0772-22-3331 宮津市文珠481-1 1割引 ○

40 宮津市 カフェ　ドウ・パン 0772-22-1313 宮津市文珠469-1 1割引 ○

41 宮津市 ちとせ茶屋　龍宮そば 0772-22--5807 宮津市文珠472-1 1割引・智恵のもちは50円引 ○ 火曜定休

42 宮津市 天橋立ビューランド 0772-22-1000 宮津市文珠437
リフト・モノレール往復共通 乗車券50円
引

○

43 宮津市 （株）やまいち　橋立やまいち 0772-27-1846 宮津市字溝尻324-1
おつまみじゃこ（ぐるっとドライブパス特
典用）

○ 元旦のみ休業

44 宮津市 丹後海陸交通（株） 0772-42-0323
与謝野郡与謝野町字上山
田641番地1

企画切符　傘松観光券
200円引

○

45 宮津市 丹後海陸交通（株） 0772-42-0323
与謝野郡与謝野町字上山
田641番地1

企画切符　伊根傘松観光券
200円引

○

46 与謝野町
旧加悦町役場庁舎
（与謝野町観光協会）

0772-43-0155 与謝野町加悦1060
シルク体験（コースターづくり・ミサンガ
づくり）10％割引

○

年中無休
営業時間
9：00～17:00
年末年始休み：12/29～1/3

47 与謝野町 道の駅シルクのまちかや 0772-43-0390 与謝野町滝98
シルク体験（コースターづくり・ミサンガ
づくり）10％割引

○

年中無休
営業時間
9：30～16:00
年末年始休み：12/30～1/3

48 与謝野町 ㈲畳工房ヨシオカ 0772-42-3318 与謝野町明石808-1
ミニ畳作り体験1,000円➡900円
畳コースター作り体験200円➡180円
（入館時、コーヒーサービス有り）

○

年中無休
営業時間
9:00～17:00
※要予約
年末年始休み：12/30～1/3

49 与謝野町 与謝野町立古墳公園 0772-43-1992 与謝野町明石2341 入園料半額割引 ○
月曜定休
但し、12～2月は月・火曜日
年末年始休み：12/29～1/3
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