
【特典情報】
⻄⽇本観光周遊ドライブパス＜九州＞をご利⽤のお客さま限定︕
〜３つのお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円以上のお⾷事・お買い物をされた場合に
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】
⻄⽇本観光周遊ドライブパス＜九州＞をお申し込みいただき、お申し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。

【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、寒曳山PA上線
【四国地区】津田の松原SA上下線
【九州地区】川南PA上下線

①ドライブパス
に申し込む

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】
⻄⽇本観光周遊ドライブパス＜九州＞を申し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。

❏特典① 対象SA・PAで使えるクーポンをプレゼント︕



❏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】
⻄⽇本観光周遊ドライブパス＜九州＞をご利⽤いただき、お申し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
受付窓口にご提示ください。

【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。

【内容】
⻄⽇本観光周遊ドライブパス＜九州＞をご利⽤いただいた後、お申し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、
抽選で素敵な賞品をプレゼント︕
※当選発表は発送をもって代えさせていただきます。

❏特典③ 抽選で素敵な賞品プレゼント︕

【豪華プレゼント内容】

【対象施設】
対象施設は別紙2をご確認ください。

九州各地の特産品や、学生が開発した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！！



別紙１

道路名 箇所数

名神⾼速道路 12箇所 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)

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) 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) ⻄紀ＳＡ(上) ⻄紀ＳＡ(下)

中国⾃動⾞道 31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)

王司ＰＡ（上） 王司ＰＡ（下） 安富PA(上) 安富PA(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)

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) 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)

広島⾃動⾞道 2箇所 久地ＰＡ(上) 久地ＰＡ(下)

⾼松⾃動⾞道 3箇所 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)

⻑崎⾃動⾞道 8箇所 ⾦⽴ＳＡ（上） ⾦⽴ＳＡ（下） 多久⻄ＰＡ（上） 多久⻄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）

※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。

クーポン利⽤可能箇所（155箇所）

エリア名



★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提示下さい（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 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
9：00～17：00（入園は16：40まで）
【定休日】月曜日（祝日の場合翌平日）

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

2 福岡県 ラピュタファーム お食事をされた方を対象にドリンク１杯サービス 福岡県田川郡川崎町安真木4408-11 0947-47-4000
11:00～16:00
定休日：月・木曜日
（祝日の場合は翌日に振替）

https://www.laputa-f.com/

3 福岡県 川崎町農産物直売所　De・愛 一定金額以上の購入でプレゼントあり 福岡県田川郡川崎町安眞木5308-1 0947-72-8249
8：00～18：00
定休日：年末年始

4 福岡県 小倉城 小倉城入城料金2割引 福岡県北九州市小倉北区城内２番１号 093‐561-1210
（4月～10月）9:00～18:00
（11月～3月）9:00～17:00
※ご入城は営業時間の30分前まで

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

5 福岡県 九州鉄道記念館
当日入場券　20％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5名まで）

福岡県北九州市門司区清滝2丁目3-29 093-322-1006
9：00～17：00　（入館は16：30まで）
【定休日】第2水曜日
（但し7月/第2水・木曜日、8月は休みなし）

http://www.k-rhm.jp

6 佐賀県 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（1300円→1000円）

〒847-0033
佐賀県唐津市久里1961-2

0955-78-1313

7 佐賀県 鯉料理とスッポン　清竜 ドリンク１杯プレゼント 佐賀県小城町清水 0952-72-2714

8 佐賀県 梅の花　神埼村
コーヒー　108円→50円
1000円お買上げ⇒コーヒー無料

〒842-0122
佐賀県神埼市神埼町城原3582

0952-53-4114

9 佐賀県 道の駅太良　たらふく館 たらみかんソフトクリーム　50円割引
〒849-1601
佐賀県藤津郡太良町大字伊福甲3488番地2

0954-67-9117

10 佐賀県 道の駅　厳木　風のふるさと館
温泉蒸し玉子　180円→120円（60円割引）
9：30～15：00　売り切れ次第終了
※1家族　1セットのみ

〒849-3113
佐賀県唐津市厳木町牧瀬692-1

0955-63-3737

11 佐賀県 道の駅　しろいし
利用証提示のお客様に有明海苔プレゼント（先着500名様）
※なくなり次第終了

〒849-0402
佐賀県杵島郡白石町大字福富下分306番地4

0952-87-2116

12 佐賀県 武雄温泉物産館 ソフトクリーム100円割引
〒843-0023
佐賀県武雄市武雄町昭和805

0954-22-4597

13 佐賀県 伝統文化の交流プラザ『有田館』 ドリンク各300円を200円に割引
〒844-0005
佐賀県有田町幸平1-1-1

0955-41-1300

14 長崎県 グラバー園 園内「グラバーカフェ」のドリンクなど一部商品を10％割引 長崎県長崎市南山手８番１号 095-822-8223

8：00～18：00（通常期間）
※夜間開園期間あり（詳細はＨＰよりご確認く
ださい）
※入園受付終了時間は、閉園の20分前となり
ます

＜公式サイト＞
http://www.glover-garden.jp/
＜ながさき旅ネットスポット紹介＞
https://www.nagasaki-tabinet.com/guide/101

一般620円、高校生310円、小中学生
180円　※団体割引あり

15 長崎県 長崎歴史文化博物館

１）常設展示室観覧料割引（団体料金適用）
大人630円→500円、小中高310円→250円

２）レストラン銀嶺
ランチ利用のお客様ワンドリンクサービス

（コーヒー・紅茶・オレンジジュース）

長崎県長崎市立山1-1-1 095-818-8366
8:30～19:00
※最終入館は30分前

＜公式サイト＞
http://www.nmhc.jp/
＜ながさき旅ネットスポット紹介＞
https://www.nagasaki-tabinet.com/guide/60486

16 長崎県 道の駅　させぼっくす９９ ソフトクリームトッピング無料 長崎県佐世保市愛宕町11 0956-42-6077
銘品館：9:00～18:00
フード館：7:00～15:00

＜公式サイト＞
http://sasebox99.com/
＜ながさき旅ネットスポット紹介＞
https://www.nagasaki-tabinet.com/eat/62623

17 長崎県 松浦史料博物館 入館料10%割引 長崎県平戸市鏡川町12番地 0950-22-2236   8:30～ 17:30

＜公式サイト＞
http://www.matsura.or.jp/
＜ながさき旅ネットスポット紹介＞
https://www.nagasaki-tabinet.com/guide/352

大人/600円、小中高生/350円
※団体割引あり

【特典内容】

別紙２
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県名 施設名 サービス内容 住所 連絡先 営業時間 URL 備考

18 長崎県 道の駅　松浦海のふるさと館 ソフトクリーム100円引き（お一人様1個限り） 長崎県松浦市志佐町庄野免226-30 0120-062-004

店舗・売店
8:30～19:00（12月31日　8:30～17：00、1月1日
9:00～12:00）
体験施設
8:30～22:00（12月31日　8:30～17：00、1月1日
9:00～12:00）

＜公式サイト＞
http://umihuru.com/
＜ながさき旅ネットスポット紹介＞
https://www.nagasaki-tabinet.com/eat/1031

19 長崎県 道の駅　鷹ら島 ソフトクリーム100円引き 長崎県松浦市鷹島町神崎免1636 0955-48-3535 8:30～17:00

＜公式サイト＞
https://takarajima-rs.com/
＜ながさき旅ネットスポット紹介＞
https://www.nagasaki-tabinet.com/guide/1032

20 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

熊本県玉名市築地字小岱1512-77 0968-74-3577 9：00～17：00　無休 http://www.okunoin-ren.jp/tanpopo/index.html

21 熊本県 ホテルメルパルク熊本
ホテル利用者に限り駐車場代無料
※宿泊、レストラン、売店等
※宿泊は日数分利用可

熊本県熊本市中央区水道町14-1
（代表）
096-355-6311

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

22 熊本県 ホテルサン人吉
宿泊料（ルームチャージ）に対して10％OFF
※他の割引との併用不可

熊本県人吉市上青井町166 0966-22-7741 24時間年中無休 https://www.sunhitoyoshi.jp/

23 熊本県 株式会社　シークルーズ

イルカクルージング
　大人4,800円→4,500円、中学生3,800円→3,500円
　小学生2,800円→2,500円、幼児1,800円→1,500円
天草五橋クルージング
　大人（中学生以上）1,600円→1,500円
　子供（3歳以上）800円→700円

〒861-6102
熊本県上天草市松島町合津6215-17
（ミオ・カミーノ天草内）

0969-56-2458 8：30～17：30 https://www.seacruise.jp/

※2歳以下は無料です。
※悪天候により、欠航となる恐れがあ
ります。
※大人2名様からの出航となります。

24 熊本県 阿蘇カドリー・ドミニオン

通常料金から、大人200円引き・子供200円引き・幼児100円引き
　大人（高校生以上）2,400円→2,200円
　子供（小・中学生） 1,300円→1,100円
　幼児（３歳以上）　　　700円→ 600円
※０～２歳の幼児は無料
※完了メールご提示で５名様まで割引
※他の割引との併用不可

〒869-2225
熊本県阿蘇市黒川2163

0967-34-2020

9：30～17：00　※土・日・祝は17：30まで
※念のため10月11日以降の営業時間も記載
させていただきます。
10：00～16：30
（12月～翌2月の毎週水曜日は休園日　ただ
し、冬休み・祝日は除く）

https://www.cuddly.co.jp

25 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

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） http://www.suizenji.or.jp

26 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1－1号

096-288-5600
9:00～17:30（入館17:00まで）
※休館日　12月29・30・31日

http://www.sakuranobaba-johsaien.jp
※新型コロナウイルス感染症の急速な拡
大の影響により、4月26日(月)から当面の
間、臨時休館中

27 大分県 国東市サイクリングターミナル
レンタサイクル使用料割引

（大人50円、高校生以下20円引き）
大分県国東市国東町小原2662-1 0978-72-5168 8：30～17：00

https://www.city.kunisaki.oita.jp/soshiki/kanko/
kunisakicycle.html

28 大分県 朝倉文夫記念館 入館料２割引
〒879-6224
大分県豊後大野市朝地町池田1587-11

0974-72-1300
9：00～17：00（入館は16：30まで）
※休館：月曜日（祝祭日の場合は翌日）

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

入館料
●大人500円（大学生以上）→400円
●小人200円（小学生以上高校生以下）→
160円

29 大分県 大分市高崎山自然動物園 入園料２割引
〒870-0802
大分県大分市神崎3098-1

097-532-5010

9：00～17：00　（入園16：30まで）
基本定休日なし
※G.W・お盆休みの営業時間変更の場合あり
※年に数日程度臨時休園する場合あり

https://www.takasakiyama.jp/

入園料
●大人520円→420円
●小人260円→210円
入園時に「申し込み完了メール」画面又は
印刷したものを提示することで5名様まで
有効

30 大分県 昭和ロマン蔵 入館料2割引 大分県豊後高田市新町989-1 0978-23-1860 9：00～17：00 https://www.showanomachi.com/

31 大分県 しおさいの里 レストランご利用のお客様に「ごまだしソフト（小）」を無料提供 大分県佐伯市上浦大字津井浦1460番地12 0972-25-9111
8：30～17：00
（※食事は11：00～14：00まで）

https://kamiurasaiki.wixsite.com/website ※食事は11：00～14：00まで

32 大分県 直川憩の森公園キャンプ場 入場料半額　（通常料金:5歳以上一律300円） 大分県佐伯市直川大字赤木1262 0972-58-2517
9:00～17:00（最終入場16:00）
定休日：木曜日（夏休み期間は営業、振替休
業あり）、年末年始

https://tabidoku.com/camp-naokawa/
定休日：木曜日（夏休み期間は営業、振替
休業あり）、年末年始

33 大分県 べっぷ地獄めぐり ７地獄共通入場券10％OFF　（１枚につき５名様まで） 大分県別府市鉄輪559-1 0977-66-1577 8：00～17：00　※年中無休 http://www.beppu-jigoku.com/
①他の割引との併用不可
②割引利用の際は、必ず「海地獄」ま
たは「血の池地獄」から受付
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34 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

【営業時間】8：30～17：00
【大温室・熱帯果樹室開館時間】
9：00～17：00
【休館日】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）
【パラボラチョカフェ店休日】
毎週火曜日（祝日除く）

http://mppf.or.jp/aoshima/
※新型コロナウイ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。

35 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 宮崎県宮崎市阿波岐原町産母128 0985-39-7308

【定休日】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）
【森のパークショップ定休日】
毎週火曜日・年末年始

http://mppf.or.jp/shimin/
※新型コロナウイ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。

36 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紅茶10％割引 宮崎県宮崎市山崎町浜山414-1 0985-32-1369

【営業時間】5月～9月　9：00～19：00
【定休日】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）
【ガーデンハウス定休日】不定休

http://mppf.or.jp/entrance_plaza/
※新型コロナウイ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。

37 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

【営業時間】4月～9月　9：00～19：00
【定休日】年中無休
【The BEACH BURGER HOUSE営業時間】
7/1～7/22 11：00～17：00（LO16：00）
【店休日】 毎週火曜日及び第2・4水曜日
7/23～7/31 10：00～18：00（LO17：30）
【店休日】 毎週火曜日及び第2・4水曜日
8/1～8/31 10：00～18：00（LO17：30）
【店休日】 毎週火曜日
9/1～9/30 11：00～17：00（LO16：00）
【店休日】 毎週火曜日及び第2・4水曜日

http://mppf.or.jp/marineparks/
※新型コロナウイ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。

38 宮崎県 道の駅「都農」　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
【営業時間】
門前市場（直売所）9：00～18：00
ソフト＆ドリーム10：30～17：00

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）

39 宮崎県
新富町温泉
健康センター　サン・ルピナス

入浴料　大人100円割引（500円→400円）
（他の割引との併用不可、ドライブパス利用者及び同伴者1名まで）

宮崎県児湯郡新富町大字三納代1859-1 0983-33-1000
【営業時間】10：00～22：00
【休館日】
毎月第3月曜日（祝日の場合は翌日）

https://sun-lupinus.info/

40 宮崎県 農産物販売所　菜っ葉屋
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名まで）

宮崎県児湯郡木城町高城1407 0983-21-4188
【営業時間】9:00～19:00
【定休日】なし

http://service.kijo.jp/~yurara/
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頂く場合がご
ざいます。

41 宮崎県 木城温泉館湯らら
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名まで）

宮崎県児湯郡木城町大字高城1403-1 0983-32-2525

【営業時間】10：00～21：00
（最終入館20：30）
【定休日】火曜日（祝祭日と重なった場合は翌
日）

http://service.kijo.jp/~yurara/
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頂く場合がご
ざいます。

42 宮崎県 日向岬馬ヶ背茶屋 ソフトクリーム各種100円引き 宮崎県日向市細島１－１ 0982-55-0235

【営業時間】
（4月～9月）9：00～18：00
（10月～3月）8：30～17：30
【定休日】12月31日

http://www.hyuga.or.jp

43 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）
※他の割引との併用不可

宮崎県延岡市北川町長井5751‐1 0982-24-6006
【営業時間】8:30～18:00
※土日祝日は延長の場合あり
【定休日】年中無休

http://www.kitagawa-hayuma.jp
営業時間等変更の場合あり。HPでご案内
いたします。

44 宮崎県 椎葉村物産センター
●椎葉牛丼　1000円→900円(税込み)
●椎葉牛丼肉増し　1700円→1530円(税込み)

宮崎県椎葉村大字下福良509-23 0982-67-3139

【営業時間】
物産 9：00～17：00
レストラン 11：00～14：00
【定休日】なし

https://www.shiibakanko.jp/tourism/eat/eat5

45 宮崎県 綾の照葉大吊橋 入場料50円引　（小学生以上　350円→300円） 宮崎県東諸県郡綾町大字南俣5691－1 0985－77－2055
【営業時間】8:30～18:00
※10～3月は17時まで
【定休日】年中無休

https://miyakonojo.tv/summary/takinoeki

46 宮崎県 ほんものセンター　綾・アイス工房 アイス商品全品50円引　※ソフトクリームは除く 宮崎県東諸県郡綾町大字南俣515 0985－77－2727
【営業時間】9:00～18：00
※10～3月は17時半まで

47 宮崎県 滝の駅　せきのお
ソフトクリーム50円引き
（他サービス・特典との併用不可）

宮崎県都城市関之尾町6843番地20 0986-23-2460
【営業時間】 9：00～17：00
【定休日】年中無休

48 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4930 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://www.ssmuseum.jp/
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49 鹿児島県 仙巌園・尚古集成館
入場料割引
大人（高校生以上）1000円➡900円
小人（小中学生）500円➡450円

〒892-0871
鹿児島市吉野町9700‐1

099‐247‐1551 9:00～17:00 http://www.senganen.jp

50 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/

51 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/

52 鹿児島県 道の駅　いぶすき　彩花菜館
ソフトクリーム　50円引き
※350円の商品に限る

指宿市小牧52番地4 0993-27-9022
9:00～17:30
休館日：第１水曜日（５月・８月・11月を除く），１
月１日

https://michinoeki-ibusuki.jp/

53 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
9：00～17：00
休館日：12/29～1/3

54 鹿児島県
ＭＡＲＵＭＡＲＩＮＥ
東串良町円山公園管理センター

感染対策グッズ（マスク・除菌スプレー）プレゼント 東串良町川東4989番地6 0994-35-1881
9：00～18：00
休館日：月曜日、第1.3火曜日

http://www.higashikushira.com

55 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

3施設共通入館料の割引
（団体割引を適用）

（出水麓歴史館） 鹿児島県出水市麓町10-39
（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

0996-68-1390
0996-62-5505
0996-63-6142

9:00～17:00
（最終入館16：30）
※出水麓歴史館は第3水曜休館

http://www.izumi-navi.jp/feature/buke.html

56 鹿児島県 出水市ツル観察センター
入館料の割引
（団体割引を適用）

鹿児島県出水市荘2478番地4 0996-85-5151 9:00～17:00 （開所期間：11月1日～）
http://izumi-kankou.main.jp/portfolio/crane-
watching-center/

57 鹿児島県 出水市ツル博物館クレインパークいずみ
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
9:00〜17：00
（最終入館16：30）
※月曜休館、ただし、11～3月は無休

https://www.city.kagoshima-
izumi.lg.jp/cranepark/

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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