【特典情報】
ぎゅぎゅっと九州まんきつドライブパス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〜

❏特典① 観光施設等で受けられるおトクな特典
【特典内容】

九州地⽅の観光施設等にて、割引やサービスなどの特典を受けられます。

【ご利⽤⽅法】

ぎゅぎゅっと九州まんきつドライブパス2022をご利⽤いただき、お申込み完了時に送信される
「申込完了メール」画⾯、もしくは画⾯を印刷したものをご準備いただき、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。

【対象施設】
対象施設は別紙1をご確認ください

❏特典② 利⽤後アンケートご回答で素敵な商品プレゼント
【特典内容】

ぎゅぎゅっと九州まんきつドライブパス2022をご利⽤いただいた後、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。アンケートにご回答いただいたお客さまから、
抽選で素敵な商品をプレゼント︕
※当選発表は発送をもって代えさせていただきます。

【豪華プレゼント内容】
九州各地の特産品や、九州の味覚詰め合わせなど…
九州のおいしいものを計３５名様にプレゼント︕︕
何が入っているかは届いてからのお楽しみ★

※商品は一例です。
実際とは異なる場合がございますので、予めご了承ください。

特典を利用して、お得に
九州を観光しよう！！

❏特典③ 対象SA・PAで使えるクーポンをプレゼント︕
【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】

ぎゅぎゅっと九州まんきつドライブパス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。

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

【有効期限】

ぎゅぎゅっと九州まんきつドライブパス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。

【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。

【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
※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。

★施設特典⼀覧★
別紙１

【ご利⽤⽅法】 対象施設にて、申込完了メールの画⾯、または画⾯を印刷したものをご提⽰下さい（ドライブパスのご利⽤期間中のみ有効）
【特典内容】
県名

施設名

サービス内容

住所

連絡先

営業時間

URL

9︓00〜17︓00
1

福岡県

芦屋釜の⾥

⼊園料半額
（中学⽣以上200円⇒100円、⼩学⽣100円⇒50円）

福岡県遠賀郡芦屋町⼤字⼭⿅1558-3 093-223-5881

⼊園は16︓40まで

https://www.town.ashiya.lg.jp/site/a

【定休⽇】⽉曜⽇

shiyagama/

祝⽇の場合翌平⽇

2

3

4

福岡県

福岡県

福岡県

道の駅むなかた

スペシャルクーポン進呈

9︓00〜17︓00

・むなかた鶏のやわらか炭⽕焼100円引き

【定休⽇】

・天然ひじきご飯の素100円引き
・ご当地ソフトクリーム50円引き

休⽇となります)

⼩倉城

6

福岡県

⼩倉城庭園

7

佐賀県

観光ホテル朝⾵

.jp/

10︓00〜23︓00
⼀般価格から「10％割引」

福岡県

末年始（12/31〜1/5）

・宗像観光おみやげ館お買上げ料⾦から100円引き

那珂川 清滝

5

毎⽉第4⽉曜⽇・8⽉15〜17⽇・年 https://www.michinoekimunakata.co
（定休⽇が休⽇の場合は、翌⽇が定

⼤浴場料⾦

かわせみの⾥

0940-62-2715

・⽶粉のシフォンケーキ100円引き

源泉野天⾵呂

中ノ島公園

福岡県宗像市江⼝1172番地

福岡県那珂川市南⾯⾥326

092-952-8848

（22︓00受付終了）
【定休⽇】⽊曜⽇（⽊曜⽇が祝祭⽇

http://www.nakagawaseiryu.jp/

の場合は通常営業）
NAKANOSHIMA
COFFEE STAND

福岡県那珂川市市ノ瀬445-1

092-953-0514

福岡県北九州市⼩倉北区城内２１

093-561-1210

福岡県北九州市⼩倉北区城内１２

093-582-2747

佐賀県佐賀市愛敬町11-25

0952-28-3333

お会計から100円引き（1会計ごと）
オリジナルノベルティー進呈
※10名様限定/⽇

オリジナルノベルティー進呈
※10名様限定/⽇

（宿泊された⽅）
佐賀の菓⼦詰め合わせプレゼント

8︓30〜17︓00

https://www.nakanoshima.fukuoka.j

（4〜9⽉は18︓00まで）

p/

4⽉〜10⽉︓9:00~20:00
11⽉〜3⽉︓9:00-19:00

https://www.kokura-castle.jp/floor/

4⽉〜10⽉︓9:00~20:00

https://www.kokura-

11⽉〜3⽉︓9:00-19:00

castle.jp/kokura-garden/

https://saga-asakaze.com
9:00〜18:00
【定休⽇】

8

佐賀県

JA唐津うまかもん市場

レストランよってかんね
ランチバイキング⼤⼈300円割引

7⽉13⽇、20⽇
佐賀県唐津市久⾥1961-２

0955-78-1313

1,300円→1,000円

8⽉17⽇

https://karatsuumakamon.com/

9⽉14⽇、21⽇
10⽉12⽇、19⽇
11⽉9⽇、16⽇

温泉蒸し⽟⼦60円割引
9

佐賀県

道の駅厳⽊ ⾵のふるさと館

180円→120円
9︓30〜15︓00売り切れ次第終了

佐賀県唐津市厳⽊町牧瀬692-１

0955-63-3737

佐賀県多久市多久町1837-１

0952-74-2502

8︓00〜18︓00

https://www.welcomekyushu.jp/kyus

【定休⽇】 １/１〜１/２のみ

hu_now/saga/389.html

9:30〜17:00

https://www.facebook.com/takushih

【定休⽇】第３⽕曜⽇

ouraian/

※１家族１セット
10

佐賀県

多久市物産館 朋来庵

多久翁ボールペン１本プレゼント

備考

11

県名

施設名

佐賀県

⼀般財団法⼈ 武雄市観光協会
⼩城観光案内所

12

佐賀県

（⼀般社団法⼈
⼩城市観光協会）

13

14

佐賀県

佐賀県

村岡総本舗本店

あしかり⾖美⼈

サービス内容

⼊浴剤「武雄の湯」を１個プレゼント

住所

連絡先

佐賀県武雄市昭和805武雄温泉物産館
内

0954-23-7766

営業時間

9:00〜17︓00
【定休⽇】12⽉31⽇〜1⽉２⽇

URL

備考

http://www.takeo-kk.net/

⼩城シュガーロードPASS
1組200円の割引
(⽺羹・スイーツ店で指定の商品と引換出来るクーポン3枚+
町歩きマップが1セット)1セット通常1,500円のものを200

佐賀県⼩城市⼩城町253-21

ゆめぷ

らっと⼩城1階

0952-72-7423

円引きでご提供します。
（1,080円以上お買い上げで）
⼩型⼩城⽺羹１本進呈

https://www.ogi-

※10⽉10⽇（⽉・祝）休館

kankou.com/access/4074.html

9:00〜18:00
佐賀県⼩城市⼩城町861

0952-72-2131

⽺羹資料館 9:00〜17:00
（年中無休）
⽊曜⽇ 11:00〜17:00

ドライブパスの掲⽰で「ミニカップ⾖乳ソフトクリーム」プ 佐賀県⼩城市⼩城町 字上町888番地
レゼント

9:00〜17︓00

１

https://muraokasohonpo.co.jp/tempo

⼟曜⽇ 13:00〜18:00
0952-72-1433

⽇曜⽇ 11:00〜17:00

https://www.mamebijin.com/

最新情報はインスタグラムにて
ご確認お願いします。
〇⼩城蒸留所

15

16

17

佐賀県

佐賀県

佐賀県

⼩城蒸溜所

BASEogi
（フレンチレストラン桜岡）
⽞海町次世代エネルギーパーク
あすぴあ

・クラフトジン 10％割引販売
・蔵café GINUPでお⾷事された⽅ワンドリンクサービス

10︓00〜18︓00（⽔〜⽇）
佐賀県⼩城市⼩城町964番地

0952-60-2095

〇Kura Café GINUP

https://ogidistillery.jp/

11:00〜17:00（⾦）
11:00〜18:00（⼟・⽇・祝）
〇営業時間 10:00〜18:00

ランチを200円割引

通常2,200円を2,000円に

（中学⽣以下のお⼦様）
⽂房具「ポータブルステーショナリーキット」または「カプ
セルステーショナリー」をプレゼント

佐賀県⼩城市⼩城町293-13

0952-72-6810

予約営業 18:00〜22:00

https://www.facebook.com/baseogi/

〇ランチ営業 11:30〜

about/

(14:00L.O）
9︓00〜17:00
佐賀県東松浦郡⽞海町⼤字今村4560
番地１

0955-51-3080

【定休⽇】第３⽉曜⽇（祝⽇の場合
は翌⽇）及び年末年始（12/29〜１

https://www.asupia.com/

/２）
パレア 10:00〜22:00
レストラン営業時間 11:00〜
15:00（LO 14:00）、16:00〜

18

佐賀県

⽞海海上温泉パレア

（レストランで1,200円以上のセットメニュー
を注⽂された⽅）

21:00（LO 20:00）
佐賀県東松浦郡⽞海町⽯⽥1369-３

0955-52-2411

ドリンクORコーヒーを１杯サービス

【定休⽇】

https://www.genkai-parea.com

全館（温泉・レストラン）
第１・第３⽔曜⽇
レストラン「お⾷事処 紀⽔」
毎週⽔曜⽇

19

佐賀県

道の駅 たらふく館

たらみかんソフトクリーム50円引

佐賀県藤津郡太良町⼤字伊福甲
3488番地２

0954-67-9117

9:00〜18:00
【定休⽇】 １/１〜１/２のみ

http://tarafukukan.com/

（通常）
20

⻑崎県

グラバー園

グラバーカフェ商品お⼀⼈さま１個に限り50円引き（⼀部商
品を除く）

特典交換可能時間︓10:00〜

8:00〜18:00
⻑崎県⻑崎市南⼭⼿町８番１号

095-822-8223

（7⽉16⽇〜10⽉9⽇）
8:00〜21:30
※最終⼊園は閉園の20分前

http://www.glover-garden.jp/

16:30（営業時間延⻑の場合あ
り）

県名

施設名

サービス内容

住所

連絡先

営業時間

URL

（4〜11⽉）
8:30〜19:00

21

⻑崎県

⻑崎歴史⽂化博物館

（7〜11⽉の定休⽇）

常設展観覧料割引（1グループ4名様まで）
⻑崎県⻑崎市⽴⼭1丁⽬1番1号

⼤⼈630円→500円

095-818-8366

⼩中⾼⽣310円→250円

7/4(⽉)、19(⽕)

http://www.nmhc.jp/

8/1(⽉)、,22(⽉)
9/5(⽉)、20(⽕)
10/3(⽉)、17(⽉)
11/7(⽉)、21(⽉)

22

⻑崎県

23

⻑崎県

⻑崎ペンギン⽔族館
雲仙岳災害記念館
（がまだすドーム）

有料観覧のお客さまにオリジナルポストカードをプレゼント ⻑崎県⻑崎市宿町3番地16

095-838-3131

常設展⽰⼊場料 2割引

0957-65-5555

⻑崎県島原市平成町1-1

毎⽇9:00〜17:00

https://penguin-aqua.jp/

毎⽇9:00〜18:00

https://www.udmh.or.jp/

※最終⼊館17:00
（通年）
10:00〜17:00
※最終⼊館16:30

⼊場料割引
24

⻑崎県

鍋島邸

⼤⼈300円→200円

⻑崎県雲仙市国⾒町神代丙103番地1 0957-61-7778

⼩中⾼⽣200円→150円
障碍者⼿帳をお持ちの⼈130円→100円

【定休⽇】

https://www.city.unzen.nagasaki.jp/

毎週⽉曜⽇、 7/19(⽕)、

kiji0031132/index.html

9/20(⽕)、 10/11(⽕)
※7/18(⽉)、9/19(⽉)、
10/10(⽉)は開館
（通年）

25

⻑崎県

松浦史料博物館

⼊館料10％割引

⻑崎県平⼾市鏡川町12

0950-22-2236

08:30〜17:30

http://www.matsura.or.jp/

【定休⽇】
12⽉29⽇〜1⽉1⽇
（通年）

26

⻑崎県

平⼾オランダ商館

有料⼊館者1名さまにつき、ポストカード1枚プレゼント

⻑崎県平⼾市⼤久保町2477番地

0950-26-0636

08:30〜17:30

https://hirado-shoukan.jp/

【定休⽇】
6⽉第3⽕⽔⽊曜⽇

27

28

⻑崎県

熊本県

道の駅鷹ら島
奥之院⾨前
⼀⼼会館たんぽぽ堂

ソフトクリーム50円引

⻑崎県松浦市鷹島町神崎免1636番地 0955-48-3535

名物「ご祈願済み マンガ⾵ソフト」ご購⼊で
オリジナルステッカープレゼント

熊本県⽟名市築地字⼩岱1512-77

0968-74-3577

29

熊本県

阿蘇カドリー・ドミニオン

→

幼児（3歳以上）

700円

→
→

600円

http://www.okunoin-

【定休⽇】無休

ren.jp/tanpopo/index.html

0967-34-2020

2023年3⽉12⽇（⽇）
※12⽉〜翌年2⽉の毎週⽔曜⽇は休
園⽇ ただし、冬休み期間・祝⽇は

※他の割引との併⽤不可

除く

駐⾞場サービス（無料）

ホテルメルパルク熊本

※ホテル利⽤者に限る
（宿泊・レストラン・売店等）
※宿泊者の⽅は泊数関係なく利⽤がある⽇数分無料

https://www.cuddly.co.jp

10︓00〜16︓30

※完了メールご提⽰で５名様まで割引

熊本県

※⼟・⽇・祝は

【冬期】2022年10⽉11⽇（⽕）〜
熊本県阿蘇市⿊川2163

※０〜２歳の幼児は無料

30

a/takarajima.html

17︓30まで

2,200円
1,100円

michi/michi_no_eki/kobetu/takarajim

9︓00〜17︓00

9︓30〜17︓00

円引き
⼦供（⼩・中学⽣） 1,300円

（1⽉1⽇は12:00まで）

【夏期】〜2022年10⽉10⽇（⽉）

通常料⾦から、⼤⼈200円引き・⼦供200円引き・幼児100
⼤⼈（⾼校⽣以上）2,400円

http://www.qsr.mlit.go.jp/n-

毎⽇8:30〜18:00

熊本県熊本市中央区⽔道町14-1

096-355-6311
（代表）

https://www.mielparque.jp/kumamo
24時間営業

to/

備考

県名

施設名

サービス内容

住所

連絡先

営業時間

URL

拝観料
31

熊本県

⽔前寺成趣園

⼤⼈（16才以上）400円→360円
⼦供（6才〜15才）200円→180円

熊本市中央区⽔前寺公園8-1

096-383-0074

8:30〜17︓00（最終⼊園16︓
30）

※専⽤駐⾞場はございません。
http://www.suizenji.or.jp

熊本県

道の駅 通潤橋

9︓00〜17︓00まで

ソフトクリーム50円引き
他の割引・特典との併⽤不可

熊本県上益城郡⼭都町下市184-1

0967-72-4844

おひとり様1個まで

「元気の森」 平⽇/10:00〜17:00

・広⼤なエリアとアスレチックの運動施設です。
33

熊本県

(阿蘇ファームランド)

（受付終了16:30）

・通常/⼤⼈（中学⽣以上）1600円、⼩学⽣800円
幼児（4歳以上）800円から10%OFF。

【定休⽇】放⽔・祝祭⽇を除く⽕曜 道の駅 通潤橋 (facebook.com)
⽇、年末年始

「元気の森」⼊場料10％ＯＦＦ

阿蘇 元気の森

阿蘇郡南阿蘇村河陽5579-3

0967-67-2100

※完了メールご提⽰で1家族まで利⽤可

⼟⽇祝/9:00〜17:00（受付終了
16:30）

https://asofarmland.co.jp

※天候等により、変更となる場合が

※「キングスライダー」は別料⾦となります。

ございます

※必ず保護者同伴でお願いいたします

9︓00〜17︓00

⼊園料

（⼊園16︓30まで）
34

⼤分県

⼤分市⾼崎⼭⾃然動物園

●⼤⼈520円→420円

基本定休⽇なし
⼊園料２割引

近隣の⺠間駐⾞場をご利⽤くだ
さい。

※窓⼝にて現⾦⽀払いのみ
32

備考

⼤分県⼤分市神崎3098-1

097-532-5010

※G.W・お盆休みの営業時間変更の https://www.takasakiyama.jp/
場合あり

●⼩⼈260円→210円
⼊園時に「申し込み完了メー
ル」画⾯⼜は印刷したものを提

※年に数⽇程度臨時休園する場合あ

⽰することで5名様まで有効

り

＊他の割引との併⽤はできませ
ん。本券で５名様ご利⽤できま
す。

始発9︓00〜上り最終17︓00/下り
35

⼤分県

別府ロープウェイ

往復運賃/⼤⼈1,600円・⼩⼈800円
⼤⼈100円割引き・⼩⼈50円割引き

別府市⼤字南⽴⽯字寒原10-7

0977-22-2278

最終17︓30（3/15〜11/14）
上り最終16︓30/下り最終17︓00

https://www.beppu-ropeway.co.jp/

年中無休、ただし、悪天候・設
備の整備・点検等で運休するこ
とがあります。

（11/15〜3/14）

東九州⾃動⾞道別府ICから3ｋ
ｍ（⾞で5分）
36

⼤分県

⾥の駅 つくみマルシェ

37

⼤分県

昭和ロマン蔵

38

⼤分県

杵築観光案内所

39

⼤分県

朝倉⽂夫記念館

ソフトクリーム５０円引き
全館共通⼊館
２割引

津久⾒市四浦２２１８－１０

0972-85-3111

豊後⾼⽥市新町989番地1

0978-23-1860

杵築市マスコットキャラクター「きつみん」オリジナル⽸

⼤分県杵築市⼤字杵築665-172

バッジのプレゼント

（杵築ふるさと産業館１階）

⼊館料2割引

豊後⼤野市朝地町池⽥1587-11

１０︓００〜１６︓００
10︓00〜16︓00（平⽇）
9︓00〜17︓00（⼟・⽇・祝）

https://tsukumiryoku.com/pages/155/

https://showanomachi.com/

定休⽇︓12/30.12/31

0978-63-0100
（杵築市観光協
会）
0974-72-1300

10:00〜17︓00

https://kit-suki.com/

9︓00〜17︓00 （⼊館は16︓30
まで）

https://www.bungo-

【定休⽇】⽉曜⽇（祝祭⽇の場合は ohno.jp/categories/shisetsu/asakura/
翌⽇）

40

⼤分県

ベリージュファーム

⼊園料半額
350円

玖珠郡九重町⼤字町⽥3285

0973-78-8018

10:00〜17:00
【定休⽇】⽊曜⽇

http://berryjyu-farm.jp/

摘み取り体験ができる期間は概
ね6⽉中旬から8⽉末までです

41

県名

施設名

⼤分県

九重やまなみ牧場

42

⼤分県

⽔分茶屋

43

宮崎県

綾の照葉⼤吊橋

44

宮崎県

⻄都原ガイダンスセンター
このはな館

45

宮崎県

⻄⽶良温泉ゆた〜と

46

宮崎県

おがわ作⼩屋村

47

宮崎県

農産物販売所 菜っ葉屋

48

宮崎県

⽊城温泉館湯らら
新富町温泉

49

宮崎県

健康センター
サン・ルピナス

50 ⿅児島県

道の駅「桜島」
⽕の島めぐみ館

サービス内容

住所

連絡先

⼊園料半額
（⼤⼈）200円※中学⽣以上

営業時間

URL

備考

9:00〜17:00
玖珠郡九重町⼤字⽥野1681-14

0973-73-0080

（⼩⼈）150円

【定休⽇】⽔曜⽇（夏休み期間は無 http://www.yamanami-farm.jp/
休）

⾷事された⽅で会計時にソフトドリンクプレゼント

玖珠郡九重町⼤字野上3735-2

0973-77-6752

⼊場料50円割引

綾町⼤字南俣5691番地１

0985-77-2055

11:00〜15:00
【定休⽇】不定休

http://www.mizuwake.jp/chaya.html

８︓３０〜１７︓００
（４〜９⽉は１８︓００まで）
（年中無休）
10:00〜17:00
ソフトクリーム(ミルク)1本無料
（他の割引との併⽤不可、ドライブパス利⽤者のみ）

宮崎県⻄都市⼤字三宅4941番地1

0983-43-6230

【定休⽇】⽉曜⽇(但し、⽉曜⽇が

https://www.saito-

国⺠の祝⽇にあたる場合はその翌

kanko.jp/konohanakan/

⽇)

温泉⼊浴料半額
（⼤⼈のみ、ドライブパス利⽤者及び同伴者2名まで）

宮崎県児湯郡⻄⽶良村⼤字村所260-6

お⾷事１００円引き

宮崎県児湯郡⻄⽶良村⼤字⼩川254番

（ドライブパス利⽤者及び同伴者１名まで）

地

（株）⽶良の庄

10︓00〜21︓00

0983-36-1833

【定休⽇】第３⽔曜⽇

0983-37-1240

ソフトクリーム50円引き
（他の割引との併⽤不可、ドライブパス利⽤者及び同伴者4

宮崎県児湯郡⽊城町⼤字⾼城1403-1 0983-32-3770

名まで）

宮崎県児湯郡⽊城町⼤字⾼城1403-1 0983-32-3770

名まで）

⼊浴料

10:30〜14︓00

https://www.ogawasakugoya-

【定休⽇】第４⽔曜⽇

village.com

９︓００〜１９︓００
【定休⽇】なし

新型コロナウィルス感染症拡⼤
http://service.kijo.jp/~yurara/

（最終⼊館20︓30）
【定休⽇】⽕曜⽇

新型コロナウィルス感染症拡⼤
http://service.kijo.jp/~yurara/

不可、ドライブパス利⽤者及び同伴者1名まで）

⼩みかんソフトクリーム
50円引き
（お⼀⼈様１個限り）

宮崎県児湯郡新富町⼤字三納代18591

10︓00〜22︓00
0983-33-1000

【定休⽇】毎⽉第3⽉曜⽇
祝⽇の場合は翌⽇

http://
sun-lupinus.info/

9:00〜17:00
⿅児島県⿅児島市桜島横⼭町172248

099-245-2011

（レストランは〜16:00）
【定休⽇】第３⽉曜⽇（祝⽇の場合
は翌⽇が休み）

防⽌のためサービス提供を中⽌
させて頂く場合がございます。

（祝祭⽇と重なった場合は翌⽇）

⼤⼈100円割引500円⇛400円（他の割引との併⽤

防⽌のためサービス提供を中⽌
させて頂く場合がございます。

10︓00〜21︓00

ソフトクリーム50円引き
（他の割引との併⽤不可、ドライブパス利⽤者及び同伴者4

http://yutato.com

https://www.megumikan.jp/

県名

施設名

サービス内容

住所

連絡先

営業時間

URL

【⼊園料割引】
⼤⼈(⾼校⽣以上)1,000円→900円
51 ⿅児島県

仙巌園・尚古集成館

⼩⼈(⼩中学⽣)500円→450円
【⼊園料割引＋御殿コース】

⿅児島県⿅児島市吉野町9700-1

099-247-1551

9:00〜17:00

https://www.senganen.jp/

⼤⼈(⾼校⽣以上)1,500円→1,400円
⼩⼈(⼩中学⽣)750円→700円

52 ⿅児島県

出⽔市公開武家屋敷「⽵添邸」
「税所邸」 及び出⽔麓歴史館

【出⽔麓歴史
【出⽔麓歴史館】 ⿅児島県出⽔市麓

3施設共通⼊館料の割引

町10-39

（団体割引を適⽤）

【⽵添邸】 ⿅児島県出⽔市麓町5-17
【税所邸】 ⿅児島県出⽔市麓町5-11

館】
0996-68-1390
【⽵添邸】
0996-62-5505
【税所邸】
0996-63-6142

53 ⿅児島県

54 ⿅児島県

55 ⿅児島県

56 ⿅児島県

出⽔市ツル博物館
クレインパークいずみ
ヘルシーランド露天⾵呂
「たまて箱温泉」
道の駅 ⼭川港活お海道
道の駅 いぶすき 彩花菜館

⼊館料の割引
（団体割引を適⽤）

⿅児島県出⽔市⽂化町1000番地

0996-63-8915

薩摩藩英国留学⽣記念館

⼊湯料
⼤⼈510円→410円

⿅児島県指宿市⼭川福元3292

0993-35-3577

知覧特攻平和会館

59 ⿅児島県

知覧武家屋敷庭園群

60 ⿅児島県

⿅屋市観光物産総合センター

http://www.izumi-

【定休⽇】出⽔麓歴史館は第3⽔曜 navi.jp/feature/buke.html
⽇
9:00〜17︓00
（最終⼊館16︓30）

https://www.city.kagoshima-

【定休⽇】⽉曜⽇、

izumi.lg.jp/cranepark/

9:30〜19:30（最終受付19時）

http://ppp.seika-

【定休⽇】⽊曜⽇

spc.co.jp/healthy/tamatebako/

8:30〜17:30
ソフトクリーム

10％割引

ソフトクリーム 50円引き
※350円の商品に限る

指宿市⼭川⾦⽣町1-10

0993-27-6507

指宿市⼩牧52番地4

0993-27-9022

0996-35-1865

【定休⽇】⽕曜⽇
（⽕曜⽇が祝⽇の場合は翌⽇）、

http://www.ssmuseum.jp/

12⽉29⽇〜12⽉31⽇
⿅児島県南九州市知覧町郡17881

0993-83-2525

・⼊園料を個⼈料⾦から50円引き

南九州市知覧町郡13731-1

0993-58-7878

薔薇の絵はがき(２枚)プレゼント

⿅屋市⻄原３丁⽬11-1

0994-41-6111

・知覧茶（10ｇ）1袋

https://michinoeki-ibusuki.jp/

10:00〜17:00
⿅児島県いちき串⽊野市⽻島4930

※他の割引との併⽤不可
・知覧特攻平和会館オリジナルポストカード6枚⼊り

【定休⽇】第１⽔曜⽇（５⽉・８
⽉・11⽉を除く），１⽉１⽇

⼤⼈300円⇒250円
⼩⼈200円⇒150円

【定休⽇】第３⽔曜⽇（祝⽇の場合 http://io-kaido.com/
は翌⽇）
9:00〜17:30

※ドライブパス利⽤者及び同乗者の⼈数分まで
58 ⿅児島県

（最終⼊館16︓30）

ただし、11〜3⽉は無休

観覧料割引
57 ⿅児島県

9:00〜17:00

対象施設に関するお問い合わせは、
各対象施設にお願いします！

9:00〜17:00
【定休⽇】なし
9:00〜17:00
【定休⽇】なし
9︓00〜17︓00
【定休⽇】12/29〜1/3

https://www.chiran-tokkou.jp/

http://chiran-bukeyashiki.com/

https://kanoyashi-kankokyokai.jp

備考

別紙2

クーポン利⽤可能箇所(150箇所)
※券売機、ガソリンスタンド、コンビニエンスストア、バーガー専門店、コーヒー専門店など一部店舗はキャンペーンの対象外となります。

※宝くじ、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、クーポンご利⽤の対象外とさせていただきます。
※税込1,000円以上のお買い物、お⾷事の際にご利⽤できます。
※他の割引券やクーポンとの併⽤はできません。
※1会計につき、1回しかご利⽤いただけません。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。
道路名

箇所数

名神⾼速道路

12箇所

エリア名
⿊丸ＰＡ(上)

⿊丸ＰＡ(下) 菩提寺ＰＡ(上) 菩提寺ＰＡ(下) 草津ＰＡ(上)

草津ＰＡ(下)

大津ＳＡ(上)

大津ＳＡ(下)

桂川ＰＡ(上)

桂川ＰＡ(下)

吹田ＳＡ(上)

吹田ＳＡ(下)

⾹芝SＡ(下)

天理ＰＡ(上)

天理ＰＡ(下)

新名神⾼速道路

1箇所

宝塚北ＳＡ集約

⻄名阪⾃動⾞道

4箇所

⾹芝ＳＡ(上)

阪和⾃動⾞道

4箇所

第⼆神明道路

3箇所

舞鶴若狭⾃動⾞道

4箇所

中国⾃動⾞道

⼭陽⾃動⾞道

岸和田ＳＡ(上) 岸和田ＳＡ(下) 紀ノ川ＳＡ(上) 紀ノ川ＳＡ(下)

名⾕ＰＡ(上)

明⽯ＳＡ(上)

明⽯ＳＡ(下)

六⼈部ＰＡ(上) 六⼈部ＰＡ(下) ⻄紀ＳＡ(上)

⻄紀ＳＡ(下)

27箇所 ⻄宮名塩ＳＡ(上) ⻄宮名塩ＳＡ(下) ⾚松ＰＡ(上)

⾚松ＰＡ(下)

社ＰＡ(下)

加⻄ＳＡ(上)

加⻄ＳＡ(下)

上月ＰＡ(上)

上月ＰＡ(下)

勝央ＳＡ(上)

29箇所

王司ＰＡ(上)

王司ＰＡ(下)

安富PA(上)

安富PA(下)

勝央ＳＡ(下)

真庭ＰＡ(上)

真庭ＰＡ(下)

大佐ＳＡ(上)

大佐ＳＡ(下) 七塚原ＳＡ(上) 七塚原ＳＡ(下)

本郷ＰＡ(上)

本郷ＰＡ(下)

⿅野ＳＡ(上)

⿅野ＳＡ(下)

美東ＳＡ(上)

三⽊ＳＡ(上)

三⽊ＳＡ(下) 権現湖ＰＡ(上) 権現湖ＰＡ(下) 白鳥ＰＡ(上) ⿓野⻄ＳＡ(上) ⿓野⻄ＳＡ(下)

福⽯ＰＡ(上)

福⽯ＰＡ(下)

瀬⼾ＰＡ(上)

吉備ＳＡ(上)

吉備ＳＡ(下)

道⼝ＰＡ(上)

福⼭ＳＡ(上)

福⼭ＳＡ(下)

⾼坂ＰＡ(上)

⾼坂ＰＡ(下)

小⾕ＳＡ(上)

小⾕ＳＡ(下)

奥屋ＰＡ(下)

沼田ＰＡ(上)

宮島ＳＡ(上)

宮島ＳＡ(下)

玖珂ＰＡ(上)

玖珂ＰＡ(下)

下松ＳＡ(上)

下松ＳＡ(下) 佐波川ＳＡ(上)
⾼梁ＳＡ(下)

基⼭ＰＡ(下)

美東ＳＡ(下)

道⼝ＰＡ(下)

岡⼭⾃動⾞道

2箇所

⾼梁ＳＡ(上)

⽶⼦⾃動⾞道

3箇所

大⼭ＰＡ(上) 蒜⼭⾼原ＳＡ(上) 蒜⼭⾼原ＳＡ(下)

広島⾃動⾞道

2箇所

久地ＰＡ(上)

⾼松⾃動⾞道

3箇所

府中湖ＰＡ(下) 豊浜ＳＡ(上)

松⼭⾃動⾞道

4箇所

⽯鎚⼭ＳＡ(上) ⽯鎚⼭ＳＡ(下) 伊予灘ＳＡ(上) 伊予灘ＳＡ(下)

⾼知⾃動⾞道

4箇所

⾺⽴ＰＡ(上)

⽴川ＰＡ(下)

徳島⾃動⾞道

3箇所

上板ＳＡ(上)

上板ＳＡ(下) 吉野川ＳＡ(上)

九州⾃動⾞道

23箇所

吉志ＰＡ(上)

吉志ＰＡ(下)

古賀ＳＡ(上)

古賀ＳＡ(下)

基⼭ＰＡ(上)

広川ＳＡ(下)

⼭川ＰＡ(上)

⼭川ＰＡ(下)

玉名ＰＡ(上)

玉名ＰＡ(下) 北熊本ＳＡ(上) 北熊本ＳＡ(下)

緑川ＰＡ(上)

緑川ＰＡ(下)

宮原ＳＡ(上)

宮原ＳＡ(下)

えびのＰＡ(上) えびのＰＡ(下)

桜島ＳＡ(上)

桜島ＳＡ(下)

⾦⽴ＳＡ(上)

⾦⽴ＳＡ(下) 多久⻄ＰＡ(上) 多久⻄ＰＡ(下) 川登ＳＡ(上)

⻑崎⾃動⾞道

8箇所

久地ＰＡ(下)
豊浜ＳＡ(下)

南国ＳＡ(上)

南国ＳＡ(下)

大村湾ＰＡ(上) 大村湾ＰＡ(下)

大分⾃動⾞道

2箇所

⼭田ＳＡ(上)

⼭田ＳＡ(下)

東九州⾃動⾞道

2箇所

宮崎⾃動⾞道

4箇所

霧島ＳＡ(上)

関門⾃動⾞道

2箇所

めかりＰＡ(上) 壇之浦ＰＡ(下)

沖縄⾃動⾞道

4箇所

別府湾ＳＡ(上) 別府湾ＳＡ(下)

伊芸SＡ(上)

霧島ＳＡ(下) ⼭之⼝ＳＡ(上) ⼭之⼝ＳＡ(下)

伊芸SＡ(下)

中城PＡ(上)

中城PＡ(下)

川登ＳＡ(下)

広川ＳＡ(上)

溝辺ＰＡ(上)

