
★ご利用方法…対象施設で申込完了メール画面、または画面を印刷したものをご呈示ください（ご利用期間中のみ有効）

【長崎県】

区分 エリア 施設名 住所 連絡先 特典内容 備考

長崎市 グラバー園 長崎市南山手町8-1 095-822-8223 グラバーカフェ　料飲商品50円引き

長崎市 園田真珠 長崎市平野町4-16 095-845-5111
①食事をされた方はデザート（エッグタルト）サービス
②真珠玉出し体験料（通常648円）を１０％引き

長崎市 長崎ロープウェイ 長崎市淵町8-1 095-861-3640

ロープウェイ利用料割引（2割引相当）
　大人往復　　 980円
　中高生往復　730円
小・幼往復　 480円

長崎市 道の駅 夕陽が丘 そとめ 長崎市東出津町149-2 0959-25-1430 ソフトクリームもしくはコーヒー1杯無料

佐世保市 九十九島動植物園森きらら 佐世保市船越町2172 0956-28-0011
入園料 割引
　大人（高校生以上）　820円→720円
　小人（4才～中学生）  210円→170円

佐世保市  九十九島遊覧船（パールクィーン、みらい） 佐世保市鹿子前町1008 0956-28-4187
乗船料 割引
　大人（高校生以上）　1,400円→1,300円
　小人（4才～中学生）  700円→650円

佐世保市 九十九島水族館海きらら 佐世保市鹿子前町1008 0956-28-4187
入館料 割引
　大人（高校生以上）　1,440円→1,340円
　小人（4才～中学生）  720円→670円

佐世保市 道の駅 させぼっくす９９ 佐世保市愛宕町11 0956-42-6077
佐世保海軍ソフトクリーム100円引き
（1グループ4名様まで）

島原市  雲仙岳災害記念館「がまだすドーム」 島原市平成町1-1 0957-65-5555
ご利用いただく方の有料ゾーン入場を2割引き
※他のサービス、割引券との併用はできません

4/1リニューアルのため3月は休館

南島原市 道の駅 みずなし本陣ふかえ 南島原市深江町丁6077 0957-72-7222
オリジナル商品「いりこせんぺい」プレゼント
（お一人様1個限り）

諫早市 菓秀苑森長 諫早市八坂町3-10 0957-22-4337  全品消費税サービス及び2,000円以上お買い上げの方へ粗品プレゼント

諫早市 杉谷本舗本店 諫早市八坂町6-10 0957-22-2306
店舗内商品 全品1割引き
※ただし、徳用品(カステラ、おこし)を除く

諫早市 杉谷本舗橘店 諫早市松里町1574-1 0957-28-2277
店舗内商品 全品1割引き
※ただし、徳用品(カステラ、おこし)を除く

大村市  道の駅 長崎街道鈴田峠（峠の茶屋ひかる） 大村市中里町452-22 0957-53-6699 食後のコーヒー1杯サービス

大村市 鈴田峠農園こだわり市場 大村市中里町452-8 0957-48-5523
ソフトクリーム100円引き
（お一人様1個限り）

大村市 おおむら夢ファーム・シュシュ 大村市弥勒寺町486 0957-55-5288
レストランバイキング100円引き
（大人の方のみ）　※シニア・子どもの方を除く

平戸市 道の駅 生月大橋 平戸市生月町南免4375-1 0950-53-2927
1,000円以上お買い上げの方に生月銘菓「丸ボーロ」
（110円売り）をプレゼント

平戸市 平戸瀬戸市場 平戸市田平町山内免345-15 0950-21-1977
２Ｆレストランでお食事の方、
ソフトドリンク100円引き

松浦市 道の駅 鷹ら島 松浦市鷹島町神崎免1636 0955-48-3535 ソフトクリーム(スウィートスプリング)50円引き

松浦市 道の駅 松浦海のふるさと館 松浦市志佐町庄野免226-30 0120-062-004
大ぶり丼定食 600円→500円
（なくなり次第終了となります）

西海市 いちごの森カフェ 西海市西彼町鳥加郷2322-1 0959-28-1840 各種ジェラート100円引き（1グループ4名様まで）

★「佐賀・長崎ドライブパス」利用特典施設一覧★

土産品店等 観光施設 商業施設 道の駅



西海市 長崎バイオパーク 西海市西彼町中山郷2291-1 0959-27-1090
バイオパーク入園料10%引き
（1グループ4名様まで）　※シルバー割引を除く

西海市 長崎オランダ村 西海市西彼町喰場郷1683-4 0959-27-0209 西海シネマ　10%引き

西海市 道の駅 さいかい みかんドーム 西海市西海町木場郷496-1 0959-37-4933
ソフトクリーム50円引き
（お一人様1個限り）

雲仙市 千々石観光センター 雲仙市千々石町丙160 0957-37-2254 食後のコーヒー1杯サービス

雲仙市  ミカド観光センターみかど本舗売店 雲仙市国見町土黒丙山下304 0957-65-3170
1500円毎に個包装カステラ（130円）を1個プレゼント
（例：6100円のお買い上げの場合は4個プレゼント）

【佐賀県】

佐賀市
幕末維新記念館
（博覧会メインパビリオン）

佐賀市城内2-1-35（市村記念体育館 0952-25-7481
当日入場券を前売価格で販売
800円→600円

「肥前さが幕末維新博覧会」メインパビリオン

佐賀市
リアル弘道館
【2018.4.16オープン】
（博覧会パビリオン）

佐賀市柳町3-15（旧古賀家） 0952-25-7481
当日入場券を前売価格で販売
400円→300円

「肥前さが幕末維新博覧会」パビリオン

佐賀市
葉隠みらい館
（博覧会パビリオン）

佐賀市柳町3-12（旧三省銀行） 0952-25-7481
当日入場券を前売価格で販売
400円→300円

「肥前さが幕末維新博覧会」パビリオン

佐賀市 アーノヴルストカーテ 佐賀市三瀬村杠283-2 0952-56-2929 生ウインナー1,000円以上お買い上げで10%引き

佐賀市 佐賀県立佐賀城本丸歴史館 佐賀市城内2-18-1 0952-41-7550 佐賀城本丸オリジナルグッズプレゼント 「肥前さが幕末維新博覧会」関連施設

佐賀市 佐賀県立博物館・美術館 佐賀市城内1-15-23 0952-24-3947
肥前さが幕末維新博覧会 特別展
「温故維新　美・技のSAGA」「はじまりはここから-岡田三郎助と女性画家たち-」観覧料100円引き

「肥前さが幕末維新博覧会」関連施設

佐賀市 さがレトロ館 佐賀市城内2-8-8 0952-97-9300
館内レストラン、カフェ、物販コーナーをご利用の 客様方に
「日本人初スローフード大賞」受賞の武富勝彦さんの黒茶1杯 をサービス

「肥前さが幕末維新博覧会」関連施設

佐賀市 ダムの駅　富士　しゃくなげの里 佐賀市富士町畑瀬1-31 0952-58-3200 ソフトクリーム50円割引き

佐賀市 徴古館（１階メイン展示室は4.16オープン）佐賀市松原2-5-22 0952-23-4200 お好きな絵ハガキ1枚プレゼント 「肥前さが幕末維新博覧会」関連施設

佐賀市 三瀬ルベール牧場　どんぐり村 佐賀市三瀬村杠2234-67 0952-56-2141 小人（4歳～中学生）の入園料無料

佐賀市 道の駅　大和　そよかぜ館 佐賀市大和町梅野805 0952-64-2296 干し柿ソフトクリーム50円引き

唐津市 唐津城 唐津市東城内8-1 0955-72-5697
入場料20％引き（20名以上の団体は除く）
一般500円→400円
小・中学生250円→200円

唐津市 旧大島邸 唐津市南城内4-23 0955-7573-0423
入場料20％引き（20名以上の団体は除く）
一般100円→ 80円
小・中学生 50円→ 40円

唐津市 旧高取邸 唐津市北城内5-40 0955-75-0289
入場料20％引き（20名以上の団体は除く）
一般510円→400円
小・中学生250円→200円

唐津市 鯨組主 旧中尾家屋敷 唐津市呼子町呼子3750-3 0955-82-0309
入場料20％引き（20名以上の団体は除く）
一般200円→160円
小・中学生100円→ 80円

唐津市 佐賀県立名護屋城博物館 唐津市鎮西町名護屋1931-3 0955-82-4905 館所蔵品のポストカード1枚プレゼント

唐津市 マリンセンターおさかな村 唐津市浜玉町浜崎1922 0955-56-2200 有明のりプレゼント

唐津市 曳山展示場 唐津市西城内6-33 0955-73-4361
入場料20％引き（20名以上の団体は除く）
一般300円→240円
小・中学生150円→120円



鳥栖市 鳥栖プレミアム・アウトレット 鳥栖市弥生が丘8-1 0942-87-73717370インフォメーションセンターにて「クーポンシート」プレゼント

鳥栖市 中富記念くすり博物館 鳥栖市神辺町288-1 0942-84-3334 薬草の種プレゼント 「肥前さが幕末維新博覧会」関連施設

武雄市 佐賀県立宇宙科学館 武雄市武雄町永島16351 0954-20-1666 宇宙科学館オリジナルメモ用紙プレゼント

武雄市 武雄温泉 武雄市武雄町武雄7425 0954-23-2001 入浴料100円引き（元湯・蓬菜湯：400円→300円、鷺乃湯：600円→500円）

武雄市 峠の豆腐や　若木屋 武雄市若木町川古106-5 0954-26-2626 絹ごし豆腐または木綿豆腐１丁プレゼント

武雄市 陽光美術館 武雄市武雄町武雄4075-3 0954-20-1187 「庭園」または「美術館」への入園料・入館料を600円→500円、共通入場券を1,000円→800円

鹿島市 酒造観光　幸姫酒造 鹿島市古枝甲599 0954-63-3708
地酒ソフトクリーム（九州初）50円引き
（アルコール分なし）

小城市 小柳酒造 小城市小城町903 0952-73-2003 自製酒（原酒、にごり酒、吟醸酒など）の無料利き酒（ドライバーを除く）

小城市 友 枡桝飲料 小城市小城町岩蔵2575-3 0952-72-5588 500円以上お買い上げで”オリジナルポストカード（3枚セット）プレゼント

小城市 村岡総本舗　羊羹資料館 小城市小城町861 0952-72-2131 「小型小城羊羹」1本プレゼント

嬉野市 うれしの　お茶ちゃ村 嬉野市嬉野町岩屋川内乙3537 0954-43-1188 「特製ほうじ茶」プレゼント（18歳以上に限る）

嬉野市 嬉野温泉公衆浴場　シーボルトの湯 嬉野市嬉野町下宿乙818-2 0954-43-1426 入浴された方１名様につき「巾着袋入タオルセット」プレゼント

嬉野市 肥前吉田焼窯元会館 嬉野市嬉野町吉田丁4525-1 0954-43-9411 体験代（絵付け、手びねり）100円引き

嬉野市 ブーゲンハウス嬉野 嬉野市嬉野町岩屋川内甲103-5 0954-43-7544 入場料金10%引き

玄海町 玄海海上温泉パレア 東松浦郡玄海町石田1369-3 0955-52-2411 入浴料100円引き

玄海町 玄海次世代エネルギーパーク　あすぴあ 東松浦郡玄海町今村4560-1 0955-51-3080 あすぴあグッズ（クリップペンorシールor間伐材バッジ）の中から1つプレゼント

有田町 有田ポーセリンパーク 西松浦郡有田町戸矢乙340-28 0955-41-0030 2,000円以上お買い上げで有田焼のちょっぴりプレゼント

有田町 佐賀県立九州陶磁文化館 西松浦郡有田町戸杓乙3100-1 0955-43-3681 「オリジナルクリアファイル」プレゼント

有田町 深川製磁　チャイナ・オン・ザ・パーク 西松浦郡有田町原明乙111 0955-46-3900 ギャラリー忠次館併設のカフェ・リフレッシュルームの珈琲orソフトドリンク券をプレゼント（お1人様1枚限り）

有田町 深川製磁本店 西松浦郡有田町幸平1丁目1-8 0955-42-5215 5,000円以上お買い上げで素敵な器プレゼント


