
❏特典① SA・PAで使える2種類のクーポン

クーポン①
NEXCO西日本管内のSA・PAでお買い物またはお食事をされた場合にご利用いただけるクーポン

（お買い上げ金額が税込1,000円以上の場合に100円割引）を5枚進呈いたします。
※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】
西日本観光周遊ドライブパス＜九州＞をご利用いただき、申込み完了時に送信されるメール記

載のURLよりクーポンを印刷し、対象のSA・PAでお渡しいただいた場合に割引を実施します。
※1回のお会計で1,000円(税込)ごとに1枚使用できます。（1回のお会計が税込2,000円以上なら2枚、税
込3,000円以上なら3枚、税込4,000円以上なら4枚、税込5,000円以上なら5枚、同時にご使用いただけ
ます）

※複数枚レシートの合算での割引はできません。
※他の割引券との併用はできません。
（GoToトラベルキャンペーンの地域共通クーポンとの併用も不可）

【対象施設】
NEXCO西日本管内のSA・PA
※以下のSA・PAは対象外です。対象施設は別紙1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。

【関西地区】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
【九州地区】川南PA上下線

クーポン②
NEXCO西日本管内のSA・PAでレストラン等をご利用いただいた場合にアフタードリンク等のお得

な特典サービスが受けられるクーポンを進呈いたします。
※ご利用1回につき、1回限りのサービスとさせていただきます。

【ご利用方法】
西日本観光周遊ドライブパス＜九州＞をご利用いただき、

申込み完了時に送信されるメール記載のURLよりクーポンを印刷し、
対象のSA・PAでお渡しいただいた場合にサービス・割引を実施します。
※ご利用1回につき、1回限りのサービスとさせていただきます。
※他の割引券との併用はできません。（GoToトラベルキャンペーンの地域共通クーポンとの併用も不可）

【対象施設・特典内容】
対象施設および特典内容は別紙2をご確認ください。

みほん

みほん

（ご注意）
○クーポンのご利用には、クーポン券が必要です。
ご利用される方は必ず印刷し、ご持参ください。
プリンターをお持ちでない方は全国のコンビニエンスストア等の印刷サービスをご利用ください。

○クーポンの内容については申込後に変更になる場合があります。
最新の情報は申込完了メールに記載のURLからご確認ください。

【特典情報】
～西日本観光周遊ドライブパス＜九州＞をご利用のお客さまを対象に

3つのおトクな特典をご用意しています～



❏特典② 観光施設等で受けられるおトクな特典

【ご利用方法】
西日本観光周遊ドライブパス＜九州＞をご利用いただき、申込み完了時に送信される「申込み

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。

【特典内容】
九州管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】
本割引プラン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。ご利用後のご意見・ご感想を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！
※ご利用1回につき、1回限りのサービスとさせていただきます。

※当選発表は発送をもって代えさせていただきます。
※商品の当選数は、西日本観光周遊ドライブパスとGoToトラベル対象周遊パスを合わせた当選数となっておりま

す。

特典を利用して、
お得に九州を

観光しよう！

❏特典③ 利用後アンケートご回答で素敵な商品プレゼント

★

【豪華プレゼント内容】

博多織献上柄マスク
（大人用フリーサイズ）★

おおいたギフトセット ★宮崎県産品詰合せセット

その他プレゼント内容は、

Coming Soon・・・

５名様

５名様

５名様

５名様

熊本の特産品詰合せ

熊本の美味しいものをプレゼント。
何が入っているかは届いてからのお楽しみ！

参考：さつき紅茶、豊後黒豆しぼり、
kotokotoya苺香りジャム、安心院濃縮ぶどう、
酒粕クラッカー

★長崎食の名産品詰合せ

５名様

★

【対象施設】
対象施設は別紙3をご確認ください



クーポン①利用可能施設（156箇所）

道路名 箇所数 エリア名

名神高速道路 12箇所
黒丸PA(上) 黒丸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)

新名神高速道路 1箇所 宝塚北SA

西名阪自動車道 4箇所 香芝SA(上) 香芝SA(下) 天理PA(上) 天理PA(下)

阪和自動車道 4箇所 岸和田SA(上) 岸和田SA(下)  紀ノ川SA(上) 紀ノ川SA(下)

第二神明道路 3箇所 名谷PA(上) 明石SA(上) 明石SA(下)

舞鶴若狭自動車
道

4箇所 六人部PA(上) 六人部PA(下) 西紀SA(上) 西紀SA(下)

中国自動車道 29箇所

西宮名塩SA(上) 西宮名塩SA(下) 赤松PA(上) 赤松PA(下) 社PA(下) 加西SA(上) 加西SA(下)

上月PA(上) 上月PA(下) 勝央SA(上) 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) 安佐SA(上) 安佐SA(下)

吉和SA(上) 吉和SA(下) 鹿野SA(上) 鹿野SA(下) 美東SA(上) 美東SA(下) 王司PA（上）

王司PA（下）

山陽自動車道 30箇所

淡河PA(下) 三木SA(上) 三木SA(下) 権現湖PA(上) 権現湖PA(下) 白鳥PA(上) 龍野西SA(上)

龍野西SA(下) 福石PA(上) 福石PA(下) 瀬戸PA(上) 吉備SA(上) 吉備SA(下) 道口PA(上)

道口PA(下) 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)

岡山自動車道 2箇所 高梁SA(上) 高梁SA(下)

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)

浜田自動車道 1箇所 寒曳山PA(上)

広島自動車道 2箇所 久地PA(上) 久地PA(下)

高松自動車道 5箇所 津田の松原SA（上）津田の松原SA（下）府中湖PA（下） 豊浜SA(上） 豊浜SA(下）

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） 南国SA(上） 南国SA(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） 基山PA（下） 広川SA（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) 溝辺PA(上)

桜島SA(上) 桜島SA(下)

長崎自動車道 8箇所
金立SA（上） 金立SA（下） 多久西PA（上） 多久西PA（下） 川登SA（上） 川登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 別府湾SA（上） 別府湾SA（下）

宮崎自動車道 4箇所 霧島SA(上) 霧島SA(下) 山之口SA(上) 山之口SA(下)

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 伊芸SA（上） 伊芸SA（下） 中城PA（上） 中城PA（下）

※ガソリンスタンド、一部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。

別紙1



別紙2
クーポン②対象施設・特典内容

※新型コロナウイルス対策に伴い、一部店舗で営業時間の短縮等を行っております。事前にこちらのページ
（https://www.w-holdings.co.jp/news/archives/post-1101.html）をご確認いただけますようお願いいたします。

対象施設 特典内容 営業時間

E2A 関門自動車道
めかりPA（上） ショッピングコーナーにてバターカステラ・抹茶バウムクーヘンを2割引

営業時間（ショッピングコーナー）
8:00～21:00
※仮設店舗で営業

E2A 関門自動車道
壇之浦PA（下） ショッピングコーナーご利用のお客さまにカップコーヒー50円引き 営業時間（ショッピングコーナー）

8:00～21:00
E3 九州自動車道
吉志PA（上） ショッピングコーナーにてモテナスコーヒー20円引き 営業時間（ショッピングコーナー）

8:00～20:00
E3 九州自動車道
吉志PA（下） ショッピングコーナーにてモテナスコーヒー20円引き 営業時間（ショッピングコーナー）

8:00～20:00
E3 九州自動車道
古賀SA（下） ショッピングコーナーにてカップコーヒー50円引き 営業時間（ショッピングコーナー）

24時間営業
E3 九州自動車道
基山PA（上） テイクアウトコーナーでモテナスコーヒー20円引き 営業時間（スナックコーナー・フードコート、ショッピングコーナー）

7:00～22:00

E3 九州自動車道
基山PA（下） スイーツコーナーでモテナスコーヒー20円引き

営業時間（スナックコーナー・フードコート）
「きざん」「つつじ庵」
6:00～24:00
「みずき」「みつせ」
10:00～20:00

E3 九州自動車道
広川SA（上） サーティーワンアイスクリームでコーヒー50円引き

営業時間（専門店（その他））
アイスクリーム専門店　「サーティーワンアイスクリーム」
9:00～20:00

E3 九州自動車道
広川SA（下） クリームランドでコーヒーをご注文のお客さまに50円引き

営業時間（専門店（その他））
ソフトクリーム 「クリームランドカフェ」
10:00～20:00

E3 九州自動車道
山川PA（上） ショッピングコーナーにてモテナスコーヒー20円引き 営業時間（ショッピングコーナー）

8:00～20:00
E3 九州自動車道
山川PA（下） ショッピングコーナーにてモテナスコーヒー20円引き 営業時間（ショッピングコーナー）

8:00～20:00
E3 九州自動車道
玉名PA（上） ショッピングコーナーにてモテナスコーヒー20円引き 営業時間（ショッピングコーナー）

8:00～21:00
E3 九州自動車道
玉名PA（下） ショッピングコーナーにてモテナスコーヒー20円引き 営業時間（ショッピングコーナー）

8:00～20:00
E3 九州自動車道
北熊本SA（上） レストランでお食事されたお客さまにコーヒー1杯サービス 営業時間（レストラン）

11:00～20:00
E3 九州自動車道
北熊本SA（下） ショッピングコーナーでお買物されたお客さまにホットコーヒー1杯サービス 営業時間（ショッピングコーナー）

24時間営業

E3 九州自動車道
宮原SA（上） レストランでお食事されたお客さまにコーヒー1杯サービス

営業時間（レストラン）
11:00~21:00
（ラストオーダー20:30）

E3 九州自動車道
宮原SA（下） スナックコーナーうまか軒にてご注文のお客さまに麺の大盛りサービス 営業時間（スナックコーナー「うまか軒」）

24時間営業
E3 九州自動車道
えびのPA（上） ショッピングコーナーにてモテナスコーヒー20円引き 営業時間（ショッピングコーナー）

8:00～20:00
E3 九州自動車道
えびのPA（下） ショッピングコーナーにてモテナスコーヒー20円引き 営業時間（ショッピングコーナー）

8:00～20:00
E3 九州自動車道
溝辺PA（上） ショッピングコーナーで1,000円以上（税込）ご利用のお客さまにカウンターコーヒー１杯サービス 営業時間（ショッピングコーナー）

8:00～19:00
E3 九州自動車道
桜島SA（上） レストランでお食事されたお客さまにコーヒー1杯サービス 営業時間（レストラン）

7:00～22:00
E3 九州自動車道
桜島SA（下） レストランでお食事されたお客さまにコーヒー1杯サービス 営業時間（レストラン）

7:00～22:00

E34 長崎自動車道
金立SA（上） レストランでお食事されたお客さまにコーヒー（ホット）1杯サービス

営業時間（レストラン）
【平日】11:00～21:00
（ラストオーダー20:30）
【土日祝】9:00～22:00
（ラストオーダー21:30）

E34 長崎自動車道
金立SA（下） クリームランドでコーヒーをご注文のお客さまに50円引き

営業時間（専門店（その他））
『アイスクリーム（クリームランド）』
10:00～18:00

E34 長崎自動車道
多久西PA（上） ショッピングコーナーにてモテナスコーヒー20円引き 営業時間（ショッピングコーナー）

8:00～20:00
E34 長崎自動車道
多久西PA（下） ショッピングコーナーにてモテナスコーヒー20円引き 営業時間（ショッピングコーナー）

8:00～20:00
E34 長崎自動車道
川登SA（下）

ショッピングコーナーで1,000円以上（税込）ご利用のお客さまに
ドリップコーヒー（通常200～260円）を100円でご提供

営業時間（ショッピングコーナー）
7:00～22:00

E34 長崎自動車道
大村湾PA（上） テイクアウトコーナー（外売店）にてモテナスコーヒー20円引き 営業時間（スナックコーナー・フードコート、ショッピングコーナー）

8:00～20:00
E34 長崎自動車道
大村湾PA（下） ショッピングコーナーにてモテナスコーヒー20円引き 営業時間（ショッピングコーナー）

8:00～20:00
E10 宮崎自動車道
霧島SA（上） レストランでお食事されたお客さまにコーヒー1杯サービス 営業時間（レストラン）

8:00～20:00
E10 宮崎自動車道
霧島SA（下） レストランでお食事されたお客さまにコーヒー1杯サービス 営業時間（レストラン）

8:00～20:00
E10 宮崎自動車道
山之口SA（上） ショッピングコーナーにてコーヒー50円引き 営業時間（ショッピングコーナー）

8:00～19:00
E10 宮崎自動車道
山之口SA（下） ショッピングコーナーにてコーヒー50円引き 営業時間（ショッピングコーナー）

8:00～19:00
E34 大分自動車道
山田SA（上） 果実と水車の里 山田パーラーでコーヒーをご注文のお客さまに50円引き 営業時間（テイクアウトコーナー「山田パーラー」）

10:00~18:00
E34 大分自動車道
山田SA（下） テイクアウトコーナー（外売店）にてポテトを20%増量 営業時間（テイクアウトコーナー（外売店））

8:00~18:00
E10 東九州自動車道
別府湾SA（上） フードコートのコーヒー（ホット）50円引き 営業時間（スナックコーナー・フードコート）

7:00～20:00
E10 東九州自動車道
別府湾SA（下） フードコートのコーヒー（ホット）50円引き 営業時間（スナックコーナー・フードコート）

7:00～20:00

E10 東九州自動車道
川南PA

かわみなみPLATZ（ぷらっつ）『かわみなみ食堂』でお食事されたお客さまに
アフターコーヒー（ホットorアイス）1杯サービス

営業時間（かわみなみ食堂）
11:00～17:30
（ラストオーダー17:00）

https://www.w-holdings.co.jp/news/archives/post-1101.html


★施設特典一覧★

【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呈示下さい（ドライブパスのご利用期間中のみ有効）

県名 施設名 サービス内容 住所 連絡先 営業時間 URL 備考

1 長崎県 がまだすドーム（雲仙岳災害記念館）

常設展示入場料２割引
一般 1,050→840円
中高生 740→590円
小学生 530→420円

長崎県島原市平成1-1 0957-65-5555 9：00～18：00（入館は17:00まで） https://www.udmh.or.jp/

2 熊本県
奥之院門前
一心会館たんぽぽ堂

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

〒865-0065
熊本県玉名市築地小岱1512-77

0968-74-3577
9：00～17：00　無休
（年末年始その他変更の場合アリ）

http://www.okunoin-ren.jp/tanpopo/index.html

3 熊本県 ホテルメルパルク熊本　レストラン『パール』
レストランお食事ご利用でソフトドリンク1杯プレゼント
（コーヒー・ウーロン茶など）

〒860-8517
熊本県熊本市中央区水道町14-1

096-355-6783
ランチ11：30～14：00
ディナー17：00～20：00.（ﾗｽﾄｵｰﾀﾞｰ19：00）

https://www.mielparque.jp/kumamoto/

4 熊本県 天草海鮮蔵・イルカウォッチングセンター乗船受付
・1,000円以上のお食事でソフトドリンクサービス
・イルカウォッチング案内受付10％OFFとオリジナルイルカステッカー
プレゼント（要予約）

〒863-2331
熊本県天草市五和町鬼池4733−1

0969-52-7707

・お土産売店
9：00～17：00
・お食事処（レストラン）
11：00～16：00
・台風など悪天候の場合は臨時休業する場合
があります。

http://www.kaisenkura.com
食事とイルカウォッチングがセットに
なったお得なプランもあります。4,000
円（税別）

5 熊本県 水前寺成趣園

入園料
大人（16才以上）400円　→　360円
子供（6才～15才）200円　→　180円
※窓口にて現金支払いのみ

〒862-0956
熊本県熊本市中央区水前寺公園8-1

096-383-0074
8：30開園
17：00閉園（最終入園16：30）

6 熊本県 福田農場
レストランでお食事された方に
自家製ジュース1杯プレゼント
※1回に5名様まで

〒867-0000
熊本県水俣市陳内2525

0966-63-3900

＜レストラン＞
11：00～15：30 LO
17：00～20：00 LO
＜売店＞
9：00～17：00
＜パン工房＞
平日9：00～16：00
土日祝9：00～17：00

https://www.fukuda-farm.co.jp/

7 熊本県 熊本城ミュージアムわくわく座
入館料割引
大人300円→240円
小・中学生100円→80円

〒860-0008
熊本市中央区二の丸1番1の1号

096-288-5600
9：00～17：30（入館は17：00まで）
休館日12/29・30.31日

http://www.sakuranobaba-johsaien.jp

8 熊本県 熊本県伝統工芸館

（1） 工芸ショップ匠の商品5％割引
（2） 企画・常設展示室観覧料の割引
一般　210円→140円
大学生130円→100円
高校生以下無料
※他のサービスと併用不可

〒860-0001
熊本県熊本市中央区千葉城町3-35

096-324-4930
9：30～17：30
定休日：月曜日（祝日の場合は翌日）
12/28～1/4は休館

http://kumamoto-kougeikan.jp/information/

9 熊本県 平山温泉　フローラ
入浴料割引
大人　400円→350円
※2名まで

〒861-0556
熊本県山鹿市平山5235

0968-44-5888
10/31（土）リニューアルオープン日から利用可
9：30～21：30
定休日：毎週木曜日

https://www.spa-flora.com/

10 熊本県 阿蘇くまもと空港
・くまもと土産 旬彩館（サテライト店・ターミナル店）
・フードコート（くすのき・りんどう・空福亭）
ドライブパス申込完了メールまたはその印刷した紙の提示で10%off

〒861-2204
熊本県上益城郡益城町大字小谷1802-2

096-232-2311

くまもと土産 旬彩館（サテライト・ターミナル
店）6:35～最終便出発時刻まで
・フードコート
ラーメン くすのき 6:35～最終便出発時刻まで
和食 りんどう 11:00～最終便出発時刻まで
キッチン 空福亭 11:00～最終便出発時刻まで

https://www.kumamoto-airport.co.jp/

フードコート各店のメニュ-はこちら
https://www.kyusanko.co.jp/retail/
airport/pdf/menu_kusunoki.pdf 
https://www.kyusanko.co.jp/retail/
airport/pdf/menu_rindo.pdf
https://www.kyusanko.co.jp/retail/
airport/pdf/menu_kufuku.pdf
※駐車場は30分まで無料となっており
ます。詳細はリンク先をご確認下さ
い。
https://www.kumamoto-
airport.co.jp/access/parking/#sec-
access

11 宮崎県 宮交ボタニックガーデン青島（県立青島亜熱帯植物園）
レンタサイクル
100円引き

宮崎県宮崎市青島2丁目12-1 0985-65-1042

8：30～17：00
大温室・熱帯果樹室開館時間 9：00～17：00
年中無休
但し園内一部施設の定休日あり
【大温室休館日】
毎週火曜日（祝日除く）
【熱帯果樹室休館日】
毎週水曜日 （祝日除く）

http://mppf.or.jp/aoshima/
新型コロナウィルス感染症拡大防止
のためサービス提供を中止させてい
ただく場合がございます。

12 宮崎県 阿波岐原森林公園 市民の森
森のパークショップにてソフトクリーム10％割引
（同伴者4名まで）

宮崎県宮崎市阿波岐原町産母128 0985-39-7308

年中無休
森のパークショップ営業時間
10：00～16：00
（軽食LO15:30）
【定休日】
毎週火曜日・年末年始

http://mppf.or.jp/shimin/ 
新型コロナウィルス感染症拡大防止
のためサービス提供を中止させてい
ただく場合がございます。

【特典内容】

別紙3
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13 宮崎県 国際海浜エントランスプラザ
ガーデンハウスカフェにて700円以下の紅茶10％割引
（但し、フラワーガーデンショー期間中は800円以下の紅茶10％割引）

宮崎県宮崎市山崎町浜山414-1 0985-32-1369

5月～9月
9：00～19：00
10月～4月
9：00～17：00
年中無休
但し園内有料施設の定休日あり
毎月第１・３月曜日（祝日の場合その翌日）及
び年末年始
ガーデンハウス営業時間10：00～16：30
（LO16：00）
【定休日】
不定休

http://mppf.or.jp/entrance_plaza/
新型コロナウィルス感染症拡大防止
のためサービス提供を中止させてい
ただく場合がございます。

14 宮崎県 みやざき臨海公園 The BEACH BURGER HOUSE にてハンバーガー全品100円引き 宮崎県宮崎市新別府町前浜1400-16 0985-62-2665

4月～9月
9：00～19：00
10月～3月
9：00～18：00
年中無休
The BEACH BURGER HOUSE営業時間
11：00～17：00 （LO16：00）
【定休日】
毎週火曜日及び第２・４水曜日

http://mppf.or.jp/marineparks/
新型コロナウィルス感染症拡大防止
のためサービス提供を中止させてい
ただく場合がございます。

15 宮崎県
道の駅「つの」
ソフト＆ドリーム

ソフトクリーム50円引き(他割引と併用不可)ドライブパス利用者を含む
３名様まで利用可

宮崎県児湯郡都農町大字川北5129番地 0983-25-5055

門前市場(直売所)
9：00～18：00
ソフト＆ドリーム
10：30～17：45

https://michinoeki-tsuno.com
（(他割引と併用不可)ドライブパス利
用者を含む３名様まで利用可）

16 宮崎県
道の駅北川はゆま
テイクアウトコーナー

バニラソフトクリーム50円引き
350円→300円

〒889-0102
宮崎県延岡市北川町長井5751番地1 （0982）24-6006

平日
８：３０～１８：００
土日祝日
８：００～１９：００

http://www.kitagawa-hayuma.jp/

17 宮崎県
ＥＴＯランド
（えとらんど）

各遊具１００円引き

※１組１回限り

〒882-0244
宮崎県延岡市北方町早中巳1183番地

0982-47-2700

営業時間
９時～１７時

【定休日】
毎週火曜日
祝祭日の場合は翌日

ホームページ
http://www.etoland.jp/

Facebook
https://www.facebook.com/etoland6/

インスタグラム
https://www.instagram.com/etoland6/

18 宮崎県 のじりこぴあ
ソフトクリーム５０円引き
（他の割引との併用不可）

宮崎県小林市野尻町東麓５１６０番地 ０９８４-４４-３０００

（平日）
10：00～17：00
（土・日・祝）
9：00～17：00

【定休日】
第１水曜日

http://www.hermec.co.jp/nojirikopia/

19 宮崎県
道の駅
ゆ～ぱるのじり

ソフトクリーム５０円引き
（他の割引との併用不可）

宮崎県小林市野尻町三ヶ野山４３４７-１ ０９８４－４４－２２１０

8：00～21：00

【定休日】
第１水曜日
（当日祝日の場合は翌日）

http://www.hermec.co.jp/yuparunojiri/

20 宮崎県 高千穂牧場
ソフトクリーム10%引き
※他のサービス・特典との併用不可。
※ドライブパス利用者を含む4名様まで。

宮崎県都城市吉之元町5265-103 0986-33-2102
11月～3月は、～17：00

休業日：不定休
https://www.takachiho-bokujou.co.jp/

※他のサービス・特典との併用不可。
※ドライブパス利用者を含む3名様ま
で。

21 宮崎県 滝の駅せきのお
ソフトクリーム50円引き
（他のサービス・特典との併用不可） 宮崎県都城市栄町4553番地 0986-23-2460

9：00～17：00
年中無休 https://miyakonojo.tv/summary/takinoeki

22 宮崎県
ギャラリーはら
（株式会社原金物店）

全商品10%OFF 宮崎県日南市南郷町東町7-4 0987-64-1188

8:00～17:30

【定休日】
日曜日

23 宮崎県
道の駅高岡
ビタミン館

ミルクソフトクリーム50円引き
（お一人様1個まで）

宮崎県宮崎市高岡町花見304-5 0985-82-4936

9:00～18:00

【定休日】
1月1日、2日

24 宮崎県 生駒高原
ソフトクリーム５０円引き
（他の割引との併用不可）

宮崎県小林市南西方８５６５ ０９８４-２７-１９１９

９：００～１７：００
※季節にて変動
【休園日】
なし

http://ikomakougen.com/
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25 宮崎県
こどものくに
（ハイビスカスカフェ）

かき氷・ソフトクリーム50円引き 宮崎県宮崎市青島1-1-1 0985-65-1111

9:00～17:00

【定休日】
水曜日

http://www.kodomo-no-kuni.com/

（メール問合せ）
ono-seiko@miyakoh.co.jp
（ご担当者様）
小松　聖子

26 鹿児島県 薩摩藩英国留学生記念館

観覧料割引
大人300円⇒250円
小人200円⇒150円
※他の割引との併用不可
※ドライブパス利用者及び同乗者の人数分まで

鹿児島県いちき串木野市羽島1930 0996-35-1865

10:00～17:00
休館日:火曜日
（火曜日が祝日の場合は翌日）、12月29日～
12月31日

http://ssmuseum.jp/

27 鹿児島県 知覧武家屋敷庭園群 入園料を個人料金から50円引き 鹿児島県南九州市知覧町郡13731-1 0993-58-7878
09:00～17:00
無休

http://chiran-bukeyashiki.com/

28 鹿児島県 鹿屋市観光物産総合センター 薔薇の絵はがき（２枚）プレゼント 鹿屋市西原３丁目11-1 0994-41-6111
9:00～17:00
休館日：12月29日～1月3日

https://kanoyashi-kankokyokai.jp

29 鹿児島県 ヘルシーランド露天風呂「たまて箱温泉」
入湯料
大人510円→410円

鹿児島県指宿市山川福元3292 0993-35-3577
９時30分～19時30分
（最終受付19時）
休館日　木曜日

http://ppp.seika-spc.co.jp/healthy/tamatebako/

30 鹿児島県 道の駅山川港活お海道 ソフトクリーム10％割引 指宿市山川金生町1-10 0993-27-6507
８時30分～17時30分
休館日：第３水曜日（祝日の場合は翌日）

http://io-kaido.com

31 大分県 フォレストアドベンチャー奥日田 300円引きもしくはオリジナル手袋 日田市中津江村合瀬3750 080-8360-6789
9:00～17:00
（最終受付15:00）

https://fa-okuhita.foret-aventure.jp/

32 大分県 国東市サイクリングターミナル
貸し自転車(レンタサイクル)使用料割引
大人:50円引き、高校生以下:20円引き

国東市国東町小原2662-1 0978-72-5168 8:30～17:00
https://www.city.kunisaki.oita.jp/map/kunisaki-
st.html

33 大分県 朝倉文夫記念館
入館料2割引き
大人:500円(大学生以上)が400円に
小人:200円(小学生以上高校生以下)が160円に

豊後大野市朝地町池田1587-11 0974-72-1300
9:0～17:00(入館～16:30まで)
定休日:月曜(祝祭日の場合は翌日)

https://www.bungo-
ohno.jp/categories/shisetsu/asakura/

34 大分県 杵築城下町公共観光文化施設
共通観覧券1,200円を団体料金1,000円にて提供
※小中学生600円が500円に

杵築市杵築665-172
0978-63-0100
(杵築市観光協会)

9:30～17:00
(最終入場16:30)

https://www.kit-suki.com/

35 大分県 別府ロープウェイ
ロープウェイ乗車割引
大人:100円引き、小人:50円引き
※5名様まで、他割引併用不可

別府市南立石寒原10番地の7 0977-22-2278

始発9:00
【3/15～11/14】
のぼり最終17:00、下り最終17:30
【11/15～3/14】
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・点検等で運休する場合あり

36 大分県 耶馬渓サイクリングターミナル ノベルティプレゼント（くろかんくんキズテープ） 中津市耶馬渓町柿坂353番地 0979-54-2700

【10月～4月】
8：30～17:00
【5月～9月】
8:30～19:00
定休日:水曜※12～2月は火・水曜

https://www.city-
nakatsu.jp/doc/2014022100011/

プレゼントの数には限りがあるので、
先着順とし、なくなり次第終了

37 大分県 大分市高崎山自然動物園
入園料2割引き
大人：520円（高校生以上）が420円に
小人：260円（小学生以上高校生以下）が210円に

大分市神崎3098-1 097-532-5010

9:00～17:00
（最終入園16：30まで）
※ゴールデンウイーク・お盆休みは営業時間
を変更する場合があります。

https://www.takasakiyama.jp/ クーポン1枚につき5名様まで有効

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！
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