富山県
【富山市周辺地域】
ジャンル

特典提供施設

住所

特典内容

電話番号

観光施設

その他

(株)池田屋安兵衛商店

富山市堤町通り1-3-5

(+81)76-425-1871

粗品進呈

立山山麓スキー場

富山市原55

(+81) 76-482-1311

②グリーンシーズン（4/下～11/上）→
①グリーンシーズン（4/下～11/上）→
ジップライン・アドベンチャー立山 500 ③スキーシーズン（12/中～3/中）→リフト一日券 500円割引
ゴンドラリフト 2割引
円割引

(+81)80-3745-6600

台湾観光客に富山の観光に関するすべての情報を無料提供します。

coconara MUSUBI 日本田舎旅行無料相談所 富山市二口町2丁目14-5

富山県
【立山・黒部地域】
ジャンル

特典提供施設

住所

特典内容

電話番号

物販施設

四十物昆布

黒部市生地中区339-5

(+81) 765-57-0321

5%割引（税込1,050円以上お買物された方）

宿泊施設

延楽

黒部市宇奈月温泉347-1

(+81) 765-62-1211

滞在中、宿泊者にコーヒー・紅茶のいずれかを進呈

つるぎ恋月

中新川郡上市町湯上野1

(+81) 76-472-6333

記念日のお客様に記念のお写真をお撮りしてプレゼント

黒部市吉田科学館

黒部市吉田574-1

(+81) 765-57-0610

プラネタリウム・立体映像観覧料割引(大人300円→240円、高校・大学生150円→120円)※中学生以下は無料

セレネ美術館

黒部市宇奈月温泉6-3

(+81) 765-62-2000

入館料200円割引(一般600円→400円、高校・大学生500円→300円）※中学生以下は無料

立山黒部アルペンルート

中新川郡立山町芦峅寺

(+81) 76-432-2819

スタンプラリー付多言語パンフレット進呈

観光施設

昆布茶一杯進呈

富山県
【高岡・砺波地域】
ジャンル
物販施設

特典提供施設

住所

特典内容

電話番号

三井アウトレットパーク 北陸小矢部

小矢部市西中野972-1

(+81)3-5927-9321

スペシャルクーポン進呈

(+81)766-24-0025

折り紙プレゼント

銅像の駅 四津井

高岡市瑞穂町3-5

飲食施設

海鮮問屋 柿の匠

高岡市大野156

(+81) 766-28-0003

ミニソフト進呈

宿泊施設

大仏旅館

高岡市大仏町1276

(+81) 766-21-0075

オリジナルタオル進呈

小境荘

氷見市小境81

(+81) 766-78-1934

食前酒に「どぶろく」１杯進呈

高岡駅観光案内所

高岡市下関町6-1 JR高岡駅
コンコース内

(+81) 766-23-6645

絵ハガキ1枚進呈

その他

石川県
【金沢市周辺地域】
ジャンル
物販施設

特典提供施設

住所

箔一本店 箔巧館

金沢市森戸2-1-1

特典内容

電話番号
(+81) 76-240-8911

お買物5％引（一部割引対象外あり）

箔貼り体験の方 粗品進呈

香林坊大和

金沢市香林坊1-1-1

(+81) 76-220-1111

「金沢のおみやげ」進呈（6F「金沢遊工 お食事後ドリンク1杯進呈（8Fレストラ コーヒー・紅茶100円割引（8Fレストラン街「パスタデッラモロゾフ」）
房」にてお買上の方）
ン街「旬彩グリル香林」、「南国酒家」）

飲食施設

兼六園 金沢料理 兼見御亭

金沢市東兼六町2-37

(+81) 76-222-1600

オリジナルあぶらとり紙進呈

宿泊施設

深谷温泉元湯石屋

金沢市深谷町チ９５

(+81)76-258-2133

女性の宿泊者全員に原泉パックをプレゼント

金沢茶屋

金沢市本町2-17-21

(+81) 76-231-2225

オリジナルあぶらとり紙進呈

金沢ニューグランドホテル

金沢市南町4-1

(+81) 76-233-1311

レストラン飲食料金5%割引

金沢市東山１-3-27

(+81) 76-251-6777

金箔貼り体験 10％割引

金沢市小将町8-8

(+81) 76-224-5511

入館料割引(310円→260円)

観光施設

株式会社金銀箔工芸さくだ
加賀友禅会館

本店

売店全商品5%割引

宿泊料金10%割引
10％割引（お買上げの方）

金箔入りお茶進呈

石川県
【小松市、加賀市周辺地域】
ジャンル

特典提供施設

住所

宿泊施設

観光施設

特典内容

電話番号

物販施設

「ちょこ福セット（加賀福1個と加賀棒
「加賀豆絞り煎餅」を1枚進呈(来館者 茶）」又は「プチ菓子セット（4～5個の
全員（お子様含む）)
菓子詰合せ）」を進呈(物販にて2,000
円以上お買上げの方)

日本折紙博物館入場料200円割引（※通常500円）

御菓子城加賀藩

加賀市加茂町ハ90-1

花紫

加賀市山中温泉東町1-ホ-17(+81) 761-78-0077
1

夕食時ドリンク一杯進呈

加賀観光ホテル

加賀市片山津温泉ウ41

(+81) 761-74-1101

加賀観光ホテルオリジナル入浴剤進呈

白鷺湯たわらや

加賀市山中温泉東町2-ヘ-1

(+81) 761-78-1321

宿泊者に対して貸切大浴場（渓流野天風呂付）「菊香」割引（50分3,240円→2,160円）

翠明

加賀市山中温泉東町1-ホ-10

(+81) 761-78-1616

1人1個温泉ミスト進呈

ゆのくに天祥

加賀市山代温泉19-49-1

(+81) 761-77-1234

売店にて、10%割引（2,000円以上お買上げに限る）

コーヒーラウンジにて、ドリンク類10%割引

白山菖蒲亭

加賀市山代温泉桔梗丘4-34-1 (+81) 761-77-0335

源泉100％貸切風呂（５０分）サービス

日本酒（地酒）をお一人に銚子1本サービス

日本自動車博物館

小松市二ツ梨町一貫山40

(+81) 761-43-4343

入場料金10%割引

ハンドタオル進呈

加賀伝統工芸村ゆのくにの森

小松市粟津温泉ナ-3-3

(+81) 761-65-3456

オリジナル金蒔絵シール進呈

(+81) 761-77-0100

デザイン浴衣無料貸出（女性限定）

石川県
【能登半島地域】
ジャンル
物販施設

特典提供施設

住所

特典内容

電話番号

漆陶舗あらき

七尾市一本杉町4

(+81) 767-52-4141

輪島塗箸進呈（5,000円以上お買上げの方）

道の駅 すずなり

珠洲市野々江町シ-15

(+81) 768-82-4688

ご当地サイダー「しおサイダー」割引（220円→200円、カード提示者のみ、数量限定なし）

飲食施設

能登海鮮丼 みとね

七尾市和倉町ワ-23-3

(+81) 767-62-0077

食後のデザート（黒ごまカップソフトクリーム）進呈

宿泊施設

あえの風

七尾市和倉町和歌崎8-1

(+81) 767-62-3333

オリジナル入浴剤進呈

ホテル海望

七尾市和倉町和歌崎部12-3

(+81) 767-62-1515

売店10%割引（1,050円以上お買上げに限る）

和倉温泉 お宿すず花

七尾市和倉町ル-4-7

(+81) 767-62-2420

モーニングコーヒー進呈

和倉温泉 加賀屋

七尾市和倉町ヨ-80

(+81) 767-62-1111

オリジナル入浴剤進呈

日本の宿 のと楽

七尾市石崎町香島1-14

(+81) 767-62-3131

塗りの夫婦箸進呈

大本山總持寺祖院

輪島市門前町門前1-18甲

(+81) 768-42-0005

１人拝観料「400円」を「350円」に割引

輪島塗会館

輪島市河井町24-55

(+81) 768-22-2155

輪島塗資料展示室入場料50円割引(大人300円→250円)

丸一観光

七尾市矢田町2-1

(+81) 767-53-6161

当社のツアーご参加者に粗品を進呈

観光施設

その他

沈金体験料10%割引

ソフトドリンク1人1本進呈(お食事の際)

福井県
【福井市、あわら市周辺地域】
ジャンル

特典提供施設

住所

特典内容

電話番号

物販施設

そば処 一筆啓上茶屋

坂井市丸岡町霞町3-1-3

(+81)776-66-5880

売店にてお買い物1,000円以上で越前織グッズまたは、竹細工のしおり、越前銘菓をプレゼント

宿泊施設

白和荘

あわら市温泉5-1201

(+81)776-78-7000

モーニングコーヒー提供

ちくちくぼんぼん（坂井市竹田農山村交流センター） 坂井市丸岡町山口60-8

(+81)776-50-2393

宿泊者にモーニングコーヒー進呈

東尋坊観光遊覧船

坂井市三国町安島64-1

(+81) 776-81-3808

乗船料割引(大人1,400円→1,200円、小人 700円→600円）

越前松島水族館

坂井市三国町崎74-2-3

(+81)776-81-2700

入場料割引 10% （大人2000円→1800円、小人1000円→900円）

坂井市東尋坊観光交流センター

坂井市三国町安島64-1-166

(+81) 776-82-5515

粗品進呈

観光施設

その他

福井県
【敦賀市、小浜市周辺地域】
ジャンル
飲食施設
観光施設

特典提供施設

住所

特典内容

電話番号

日本海さかな街

敦賀市若葉町1-1531

(+81) 770-24-0489

当施設内、案内所にて粗品進呈

みなとつるが山車会館

敦賀市相生町7-6

(+81)770-21-5570

敦賀市立博物館が所蔵する日本画の絵はがきを一枚進呈

紙わらべ資料館

敦賀市相生町13-14

(+81)770-37-1150

入館料50円割引（通常200円→150円）

敦賀昆布館

敦賀市坂下17号3-1

(+81) 770-24-3070

施設入館者に対し、昆布製品（粗品）を進呈

人道の港 敦賀ムゼウム

敦賀市金ヶ崎町44-1

(+81)770-37-1035

館内で販売している絵葉書（5枚組）を進呈

敦賀市立博物館

敦賀市相生町7-8

(+81)770-25-7033

敦賀市立博物館が所蔵する日本画の絵はがきを一枚進呈

展示を紹介する多言語音声タブレット（英・中・韓・露・ポーランド・ヘブラ
イ語）を貸出

長野県
【長野市、松本市周辺地域】
ジャンル
宿泊施設

観光施設

特典提供施設

住所

特典内容

電話番号

アルパイン ミズシロ

松本市安曇4232-6

(+81)263-93-2261

ご宿泊のお客様に限り、おり紙、日本手ぬぐい、扇子などの和雑貨いずれか1つを進呈

ホテルブエナビスタ

松本市本庄 1-2-1

(+81) 263-37-0111

ホテルブエナビスタ特製ボールペンを進呈

ホテル翔峰

松本市里山辺527

(+81) 263-38-7711

ウェルカムドリンクとして花梨ジュースをサービス

ホテル末広

松本市横田2-7-7

(+81) 263-32-0929

おもてなしの心でwelcomeドリンクを進呈

上高地ホテル白樺荘

松本市安曇上高地4468

(+81)263-95-2131

宿泊料金10%割引（但し、除外日あり）

松本ホテル花月

松本市大手4-8-9

(+81) 263-32-0114

ご宿泊のお客様一人1枚ドリンク券進呈

上松屋旅館

上田市別所温泉1628

(+81)268-38-2300

ミネラルウォータープレゼント

緑翆亭 景水

大町市大町温泉郷

(+81) 261-22-5501

貸切露天風呂50分 2,500円→2,100円に割引

白馬栂池高原の宿 エスポワールみさわ

北安曇郡小谷村栂池高原

(+81) 261-83-2644

ホテル内の売店商品10％割引（一部商品除く）

信州よませ温泉 ホテルセラン

下高井郡山ノ内町夜間瀬6995 (+81)269-33-1111

貸切露天風呂（通常2,500円）500円割引

御宿 炭乃湯

下高井郡山ノ内町渋温泉

炭乃湯オリジナルおひざかけ進呈

スノーモンキー（地獄谷野猿公苑）への送迎。※要予約

志賀パークホテル

下高井郡山ノ内町志賀高原高
(+81)269-34-2811
天ヶ原温泉

グリーンシーズン（6-11月）：ウェルカムドリンク進呈

ホワイトシーズン（12-5月）：スキーレンタル割引

硯川ホテル

宿泊者に対して、夕食時グラスワイン１人１杯進呈

魚敏旅館

下高井郡山ノ内町滋賀高原熊
(+81) 269-34-2921
ノ湯硯川温泉
下高井郡山ノ内町大字佐野
(+81) 269-33-1215
2563

信州まつもと天然アート館

松本市沢村2-13-9

(+81)263-32-4456

入場料20%割引

立山黒部アルペンルート

大町市

(+81) 261-22-0804

スタンプラリー付多言語パンフレット進呈

千国の庄史料館

北安曇郡小谷村大字千国乙
3125-1

(+81) 261-82-2536

入館料の割引（大人300円→240円、小人100円→80円）

小谷村郷土館

北安曇郡小谷村中小谷丙131 (+81) 261-82-2001

入館料の割引（大人300円→240円、小人100円→80円）

牛方宿

北安曇郡小谷村大字千国乙
840-1

入館料の割引（大人300円→240円、小人100円→80円）

(+81) 269-33-3128

(+81) 261-82-2001

飲食・販売5%割引券進呈

厄除箸プレゼント

宿泊された方は無料で日本文化の一つ弓道を体験したり見たりすることができます。

長野県
【塩尻市、諏訪湖周辺地域】
ジャンル

特典提供施設

住所

特典内容

電話番号

物販施設

イオン佐久平店

佐久市佐久平駅南11-10

(+81)267-65-8711

イオン直営店のサービスカウンター（免税カウンタ）にてイオンハッピークーポン5％OFF割引券をプレゼント。イオン直営店でのお買い物の際にご利用できます。（一部商品対象外）

宿泊施設

Ｂ＆ＢめぐハウスZuKu

諏訪市四賀5852

(+81)266-54-7127

地元のお土産進呈

ホテル鷺乃湯

諏訪市湖岸通り3-2-14

(+81) 266-52-0480

お土産進呈(キーホルダーorマグネット)

ホテルヤマダ

諏訪市上諏訪8989

(+81) 266-53-0200

ハンドタオル（客室備付けのもの）進呈

訪問施設等への送迎（地域限定有り）

長野県
【飯田市、伊那市、木曽地域】
ジャンル

特典提供施設

住所

特典内容

電話番号

宿泊施設

街道浪漫 おん宿 蔦屋

木曽郡木曽町福島5162

(+81)264-22-2010

ご予約された方に粗品進呈

交通機関

中央アルプス駒ヶ岳ロープウェイ

駒ヶ根市赤穂759-489

(+81) 265-83-3107

ロープウエイ往復乗車運賃 4月～10月：20%割引 11月～3月：30%割引

御岳ロープウェイ

木曽郡木曽町三岳1

(+81) 264-46-3000

往復乗車料10%割引(大人2,600円→2,340円、小人1,300円→1,170円)

岐阜県
【岐阜市、大垣市周辺地域】
ジャンル
物販施設

特典提供施設

住所

特典内容

電話番号

ナガラガワフレーバー

岐阜市西材木町41-2

(+81) 58-263-3777

物販施設 商品代金5%割引（一部除外あり）

道の駅 柳津

岐阜市柳津町仙右城7696-1

(+81) 58-388-8719

物販館内飲食スペースでドリンク1杯進呈

日本泉酒造株式会社

岐阜市加納清水町3丁目8の2 (+81)58-271-3218

無料試飲

セレクトショップ 「長良川デパート」

岐阜市湊町45

(+81)58-269-3858

レジにて長良川サイダー１本プレゼント

岐阜髙島屋

岐阜市日ノ出町2-25

(+81)58-264-1101

1レシート5,000円（税込）以上お買上で｢色彩和紙おりがみ｣を進呈。※お渡し場所：8階｢総合サービスカウンター｣

渡辺酒造醸

大垣市林町8-1126

(+81)584-78-2848

1,000円以上お買い上げの方に、清酒グラス進呈

イオン各務原店

各務原市那加萱場町3丁目8番
(+81)58-375-3500
地

イオン直営店のサービスカウンター（免税カウンタ）にてイオンハッピークーポン5％OFF割引券をプレゼント。イオン直営店でのお買い物の際にご利用できます。（一部商品対象外）

関の刃物屋 三秀

関市小瀬950-1

(+81) 575-28-5147

粗品

飲食施設 飲食料5％割引

日本酒の100円割引 / 本

岐阜県刃物会館

関市平和通4-6

(+81) 575-22-4941

全商品5%割引

飲食施設

お休み処芭蕉庵

大垣市船町2-26-1

(+81)584-78-3334

お休み処芭蕉庵（土産品物産コーナー）で2,000円以上お買上げのお客様に飲み物（コーヒー、紅茶）進呈

宿泊施設

ダイワロイネットホテル岐阜

岐阜市神田町8-5

(+81) 58-212-0055

ミネラルウォーター1室1本進呈

岐阜キャッスルイン

岐阜市県町2-8

(+81) 58-262-3339

ミネラルウォーター（500ml）1人1本進呈（ウェルカムドリンク）※連泊の場合でも1人1本

岐阜グランドホテル

岐阜市長良648

(+81) 58-233-1111

喫茶コーナーにて、ドリンク10%割引

岐阜都ホテル

岐阜市長良福光2695-2

(+81) 58-295-3100

1階ラウンジ「フローラ」の飲料10%割引

岐阜ワシントンホテルプラザ

岐阜市神田町7-7-4

(+81) 58-266-0111

宿泊者のお客様に限り朝食無料サービス

天然温泉 金華の湯 ホテルドーミーイン
岐阜駅前

岐阜市吉野町6-31

(+81) 58-267-5489

ドーミーイン岐阜駅前オリジナル携帯ストラップ進呈（ご宿泊のお子様に限ります）

ホテルグランヴェール岐山

岐阜市柳ヶ瀬通6-14

(+81) 58-263-7111

1階レストラン「カトレヤ」（ランチバイキング）、11階レストラン「ボン・ルパ」（ランチ又はディナー）にて飲食料10%割引

ホテルイルクレド岐阜

岐阜市神田町9-23

(+81) 58-266-8111

ウェルカムコーヒーサービス（13：00～22：00）

ホテルパーク

岐阜市湊町397-2

(+81) 58-265-5211

売店10%割引

ホテルリソル岐阜

岐阜市長住町5-8

(+81) 58-262-9269

ミネラルウォーター進呈（1人1本ずつ）

石金旅館

岐阜市長良112

(+81) 58-231-8156

ソフトドリンク１杯サービス

十八楼

岐阜市湊町10

(+81) 58-265-1551

ロビーにてグラスビール1杯もしくはソフトドリンク1杯進呈（宿泊者1名ずつ）

きんか

岐阜市大宮町1-15

(+81) 58-262-2292

宿泊者に美の薬泉進呈

ニュー岐阜ホテルプラザ

岐阜市長住町3-4

(+81) 58-263-0011

朝食（軽食）進呈

サンホテル岐阜

岐阜市吉野町3-3

(+81) 58-264-0005

ウェルカムコーヒー進呈

東横INN 岐阜

岐阜市元町5-9

(+81) 58-264-1045

東横INNオリジナルグッズ進呈

鵜匠の家 すぎ山

岐阜市長良73-1

(+81) 58-231-0161

お食事かご宿泊の方に1人1回コーヒーか紅茶を進呈（ロビーにて）

ホテルグッディ大垣

大垣市清水町76-1

(+81) 584-74-4141

ミネラルウォーター進呈（1人1本ずつ）

サンホテル岐阜羽島

羽島市福寿町浅平1-72

(+81) 58-392-5000

アメニティプレゼント

うすずみ温泉四季彩館/ホテル四季彩館

本巣市根尾門脇422番地

(+81)581-38-3678

日帰り入泉料 大人850円⇒750円 子ども（3歳～11歳）450円⇒400円

ご宿泊の方は夕食時、お一人様に付き日本酒（一合）又はソフトドリンク1杯進呈

岐阜県
【岐阜市、大垣市周辺地域】
ジャンル
観光施設

交通機関
その他

特典提供施設

住所

特典内容

電話番号

岐阜城

岐阜市金華山天守閣18

(+81) 58-263-4853

岐阜城入場料を割引（大人200円→160円、小人100円→80円）

岐阜市歴史博物館

岐阜市大宮町2-18-1

(+81) 58-265-0010

入館者に対して、オリジナル絵はがき進呈（お1人1枚）

ぎふ長良川鵜飼

岐阜市湊町1-2 岐阜市鵜飼
観覧船事務所

(+81) 58-262-0104

鵜飼観覧料を300円引（大人のみ）

岐阜大仏（正法寺）

岐阜市大仏町8

(+81) 58-264-2760

拝観料を割引（大人200円→150円、小人100円→50円）

奥の細道むすびの地記念館

大垣市船町2-26-1

(+81) 584-84-8430

奥の細道むすびの地記念館にご来館いただいた方においしい大垣の水を１本進呈

フェザーミュージアム

関市日ノ出町1-17

(+81) 575-22-1923

入場者にカミソリ進呈

関鍛冶伝承館

関市南春日町9-1

(+81)575-23-3825

入館料の50円割引(大人300円→250円 高校生200円→150円 小中学生100円→50円）

旧今井家住宅・美濃史料館

美濃市泉町1883

(+81) 575-33-0021

ウエルカムカード提示者に対して旧今井家住宅入館券の100円割引（300円→200円） 他券併用不可・カード使用不可

美濃和紙の里会館

美濃市蕨生1851-3

(+81) 575-34-8111

ウェルカムカード提示者に対して美濃和紙の里会館への入館券の50円割引（500円→450円）他券併用不可・カード使用不可

美濃和紙あかりアート館

美濃市本住町1901-3

(+81) 575-33-3772

ウェルカムカード提示者に対して美濃和紙あかりアート館観覧券の100円割引（200円→100円） 他券併用不可・カード使用不可

美濃和紙雑貨体験ショップ石川紙業

美濃市本住町1909-3

(+81)575-33-0228

体験・購入者に日本文化の和雑貨をプレゼント

松井屋酒造資料館

加茂郡富加町加治田688-2

(+81) 574-54-3111

ウェルカムカード提示者に対して、酒造資料館への入館料の割引（大人300円→200円、小人150円→100円）

道の駅 織部の里もとす

本巣市山口676番地

(+81)581-34-4755

そば打ち体験料 １打2,600円→1打2,400円 （体験人数1打4名様まで 予約可能）

ぎふ金華山ロープウェー

岐阜市千畳敷下257

(+81) 58-262-6784

オリジナルトランプ進呈（往復乗車券購入者）

コパン各務原

各務原市各務西町4-303-5

(+81) 58-389-1001

スポーツジム利用無料（月曜日・月末最終日は休館）

岐阜県
【高山市、飛騨市、白川郷】
ジャンル
物販施設

飲食施設

特典提供施設

住所

特典内容

電話番号
(+81) 577-32-0016

オリジナル粗品進呈（1,000円以上お買上げの方）

飛騨高山アンテナショップ まるっとプラザ 高山市本町2-60

(+81) 577-77-9200

飛騨高山の間伐材を用いてつくられた割り箸を進呈。なくなり次第、別のものに変わります。

飛騨高山宮川朝市協同組合

高山市下三之町

(+81) 80-8262-2185

7月感謝デー：500円以上お買上げの方先着200名に朝市商品進呈

おみやげ処 角桑本店

高山市上一之町110

(+81) 577-35-1226

10%割引（お土産品お買上げ2,000円以上の方）

おおたか

高山市花里町6-34

(+81) 577-37-3300

みやげ品お買上げ金額の10%割引（現金でお支払の場合に限る）

飛騨の酒 山車（原田酒造場）

高山市上三之町10

(+81) 577-32-0120

季節の日本酒を1杯（80ml）試飲

桜の郷 荘川

高山市荘川町猿丸88-1

(+81)5679-2-1030

ソフトクリーム50円値引き

蒲酒造場

飛騨市古川町壱之町6-6

(+81) 577-73-3333

試飲（無料）

蓬莱蔵元 渡辺酒造店

飛騨市古川町壱之町7-7

(+81) 577-73-3311

季節限定酒の無料試飲

佐藤民芸品店

大野郡白川村荻町195

(+81) 5769-6-1164

5%割引（2,000円以上お買上げの場合）

喫茶ドン

高山市本町2-52

(+81) 577-32-0968

飲食料5%割引

布久庵

高山市下一之町17

(+81) 577-34-0126

甘味をご注文頂いた方、ミニドリンク進呈

飛騨小町

高山市上三之町47

(+81) 577-32-0318

飛騨牛乳ソフト、飛騨桃ソフト割引（300円→250円）

飛騨牛料理指定店 飛騨琢磨

高山市天満町5-1

(+81) 577-35-1341

ウーロン茶1杯進呈（食事注文された方）

丸明 飛騨高山店

高山市天満町6-8

(+81) 577-35-5858

ソフトドリンク1人1杯進呈

郷土料理 みかど

高山市末広町58

(+81) 577-34-6789

飛騨牛陶板焼きステーキ定食割引（3,000円→2,800円） 飛騨牛三昧定食（2,000円→1,800円）

ステーキハウスキッチン飛騨

高山市本町1-66

(+81) 577-36-2911

ドリンク（ビール、ワイン、ソフトドリンク）1人1杯進呈

寿々や

高山市花川町24

(+81) 577-32-2484

ドリンク1杯進呈（グラスワイン（食前酒）又はグラスウーロン茶）

Gallery&Café 遊朴館

高山市上一之町26

(+81) 577-32-8883

ショップにて当館オリジナル手ぬぐい3枚以上お買上げの方、8%割引

カフェにて、お一人様1会計2,100円以上で8%割引

味処古川

飛騨市古川町壱之町11-3

(+81) 577-73-7100

お土産5%割引

レストラン飲食10%割引

壱之町珈琲店

飛騨市古川町壱之町

(+81) 577-73-7099

当店オリジナルポストカード進呈（お食事された方）

井之廣製菓舗

飛騨市古川町弐之町7-12

(+81) 577-73-2302

試食パック進呈

森の食彩館 白真弓

大野郡白川村木谷868

(+81) 5769-5-0020

団体様お食事 小鉢1品進呈

舩坂酒造店

高山市上三之町105

11月収穫祭 鍋料理ふるまい。野菜、民芸品等安売（チャリティオーク
ション）売上は福祉施設へ寄付

大吟醸酒ケーキの試食

岐阜県
【高山市、飛騨市、白川郷】
ジャンル
宿泊施設

特典提供施設

住所

特典内容

電話番号

長作の宿 なかだ屋

高山市奥飛騨温泉郷一重ヶ根
(+81) 578-89-2111
944

家族風呂（サウナ・露天風呂付）を1時間サービス

ひだホテルプラザ

高山市花岡町2-60

(+81) 577-33-4600

館内売店利用10%割引（一部除外商品あり、お1人1回限り）

本陣平野屋 別館

高山市本町1-5

(+81) 577-34-1234

売店にて10%割引（一部除外品あり）

ホテル穂高

高山市奥飛騨温泉郷神坂字巾
(+81) 578-89-2200
平710-62

ご宿泊のお客様対象さるぼぼストラップ進呈（無料幼児は対象外）

アミーゴたちの宿 ヤスダペンション

高山市新宮町3353-1

(+81) 577-34-5550

手作り布製和コースター（5枚入り）プレゼント

飛騨高山温泉 民宿 桑谷屋

高山市総和町1-50-30

(+81) 577-32-5021

ソフトドリンク1本進呈（1名につき1本）

お宿 すみれ荘

高山市一之宮町5293

(+81) 577-53-2054

飲物料10%割引

中村館

高山市奥飛騨温泉郷平湯728 (+81) 578-89-2321

ご宿泊者の方へモーニングコーヒー進呈（1人1杯）＜AM7:00～AM10:00＞

乗鞍山の宿 銀嶺荘

高山市丹生川町岩井谷乗鞍岳 (+81)577-79-2026

宿泊者にモーニングコーヒー進呈

奥飛騨百姓座敷の宿 藤屋

高山市奧飛騨温泉郷

ご宿泊1組様5%割引

奥飛騨ガーデンホテル焼岳

高山市奥飛騨温泉郷一重ヶ根
(+81) 578-89-2811
2498-1

オリジナルウォッシュボールをプレゼント（１人１個）

ペンションはなつばき

高山市山口町1384-8

(+81) 577-32-8718

宿泊料金を10%割引（大人のみ）

飛騨牛専門旅館 清龍

高山市花川町6

(+81) 577-32-0448

ご宿泊の方に粗品進呈（春慶福箸）

龍リゾート＆スパ

高山市荘川町新渕892-11

(+81) 5769-2-2611

レストランにて飲料1人1杯サービス

高山グリーンホテル

高山市西之一色町2-180

(+81) 577-33-5500

宿泊の方に駄菓子進呈

和風旅館岐山

高山市奥飛騨温泉郷一重ヶ根
(+81) 578-89-2201
522-1

モーニングコーヒー進呈

奥飛騨薬師のゆ本陣

高山市奥飛騨温泉郷一重ヶ根
(+81)576-89-2026
20-8-48

コーヒーチケット付

ホテルアソシア高山リゾート

高山市越後町1134

(+81)577-36-0001

１階売店「ショップアベイル」5％off ※他の割引との併用不可

ペンション ぐっどらっく 高山

高山市新宮町4302-23

(+81)577-36-3239

市内観光施設入場割引券

お宿 栄太郎

高山市奥飛騨温泉郷平湯649 (+81)578-89-2540

ご宿泊者にオリジナルポストカード進呈

旅館 田島館

高山市奥飛騨温泉郷一重ヶ根
(+81)578-89-3063
1934

コーヒーチケット進呈

やまと館

高山市奥飛騨温泉郷平湯600 (+81)578-89-2301

水のペットボトル1本プレゼント

奥飛騨温泉郷 新穂高温泉 雪紫

高山市奥飛騨温泉郷神坂405 (+81)578-89-2046

お部屋の冷蔵庫の中のドリンク無料

もずも

高山市奥飛騨温泉郷平湯579(+81)578-89-2020
1

宿泊者にミネラルウオーター・モーニングコーヒー進呈

旬菜の宿 ホテル季古里

飛騨市古川町黒内1400-1

(+81) 577-75-3311

ドリンク1杯進呈（ペア）

白川郷の湯

大野郡白川村大字荻町337

(+81) 5769-6-0026

入浴料金割引 （大人700円→600円）

(+81) 578-89-2714

Ganeshを護持する禅通寺をご案内

売店10%割引（2,000円以上お買上げの場合）

岐阜県
【高山市、飛騨市、白川郷】
ジャンル
観光施設

交通機関
その他

特典提供施設

住所

特典内容

電話番号

飛騨開運乃森大七福神

高山市西之一色町3-2025-2

(+81) 577-33-3317

当施設入場料20%割引

飛騨の里

高山市上岡本町1-590

(+81) 577-34-4711

ポストカード1セット進呈

飛騨大鍾乳洞＆大橋コレクション館

高山市丹生川町日面1147

(+81) 577-79-2211

入館料100円割引

飛騨高山 思い出体験館

高山市上岡本町1-436

(+81) 577-34-4711

ウエルカムカード提示で体験料100円引き（お1人1回限り、1,000円以上の体験のみ）

飛騨高山テディベアエコビレッジ

高山市西之一色町3-829-4

(+81) 577-37-2525

入館料100円割引

光ミュージアム（光記念館）

高山市中山町175

(+81) 577-34-6511

入館料の割引（一般900円→700円 高・大生、シルバー700円→500円 小中生300円→200円） ※シルバーは年齢確認が必要となります。

飛騨高山 町人歴史資料館 平田記念館

高山市上二之町39

(+81) 577-33-1354

大人入館料を団体料金に割引（300円→200円）

ほおのき平スキー場 レストハウス飛岳

高山市丹生川町久手446

(+81) 577-79-2026

コーヒー割引（350円→200円）

中崎山荘 奥飛騨の湯

高山市奥飛騨温泉郷神坂710 (+81) 578-89-2021

入浴料割引(800円→700円)

新穂高ロープウェイ

高山市奥飛騨温泉郷神坂字巾
(+81) 578-89-2252
平710-58

乗車料金割引 （大人2,900円→2,600円 小人（6才以上12才未満）1,450円→1,300円）

民芸ミュージアム 匠の館

高山市丹生川町根方532

(+81) 577-79-2505

入館料10％割引

高山祭屋台会館

高山市桜町178番地

(+81)577-32-5100

絵葉書1枚プレゼント

神田家

大野郡白川村荻町796

(+81) 5769-6-1072

入館者 大人・小人ともに50円割引 （大人300円→250円 小人150円→100円）

明善寺 郷土館

大野郡白川村荻町679

(+81) 5769-6-1009

カード持参の方は団体料金20％割引 （大人300円→240円 小中学生100円→80円）

長瀬家

大野郡白川村荻町823-2

(+81) 5769-6-1047

1日先着50名様 白川郷の絵ハガキ1枚進呈（有料者に限る）

国指定重要文化財 和田家

大野郡白川村荻町997

(+81) 5769-6-1058

オリジナル絵はがき又はしおりを進呈（1日先着50名様までに限る）

白山白川郷ホワイトロード

大野郡白川村大字馬狩字幅上
(+81)76-256-7341
246-4

白山林道岐阜管理事務所にて施設利用者に対しオリジナルグッズプレゼント

濃飛乗合自動車

高山市花里町6-65

(+81) 577-32-0045

平湯温泉 アルプス街道平湯にてお土産品代金５％割引（2,000円以上購入
の場合に限る）

安国寺

高山市国府町西門前474

(+81)577-72-2173

拝観料1割引（500円→450円）

飛騨荘川温泉 桜香の湯

高山市荘川町猿丸82-1

(+81)5679-2-2044

温泉施設入浴料100円割引

オリジナルポストカード進呈

高山濃飛バスセンター売店にてお土産品代金５％割引（1,000円以上購
入の場合に限る）

岐阜県
【下呂市、郡上市周辺地域】
ジャンル
物販施設

飲食施設
宿泊施設

観光施設

特典提供施設

住所

特典内容

電話番号

道の駅 清流白川クオーレの里

加茂郡白川町和泉181-1

(+81) 574-72-2462

飲食料10%割引（レストランにて1,000円以上お食事された方）

郡上紬と藍染たにざわ

郡上市八幡町本町839

(+81) 575-65-2074

粗品進呈（2,000円以上お買上げの方）

舞台峠観光センター

下呂市御厩野518－3

(+81)576-26-2115

日本一受賞米銀の朏五平餅200円→100円にて

望川館

下呂市湯之島190-1

(+81) 576-25-2048

酒又はソフトドリンク進呈

下呂温泉 冨岳

下呂市湯之島898

(+81) 576-25-3428

売店割引優待券（売店全品8%OFF） ※他の割引との併用はできません

下呂温泉 山形屋

下呂市湯之島260-1

(+81) 576-25-2601

色ゆかたレンタル無料

下呂温泉 悠久の華

下呂市湯之島898-1

(+81) 576-25-3428

売店割引優待券（売店全品8%OFF） ※他の割引との併用はできません

川上屋花水亭

下呂市湯之島30

(+81) 576-25-5500

到着時にお菓子とお抹茶進呈

木曽屋

下呂市森971-1

(+81) 576-25-3230

ウェルカムドリンク進呈

吉泉館竹翠亭

下呂市幸田湯本1098

(+81) 576-25-3327

酒又はソフトドリンク1本進呈

奥田屋八峰苑

下呂市湯之島881

(+81) 576-27-2838

モーニングコーヒーサービス

旅館 御岳

下呂市小坂町落合濁河温泉

(+81) 576-62-2124

ご宿泊の方に夕食時、瓶ビール又は日本酒又はソフトドリンク1本進呈（お子様はソフトドリンク、但し無料の幼児は特典対象外）

水明館

下呂市幸田1268

(+81) 576-25-2800

ウェルカムドリンク進呈（館内の喫茶エビアンにて１ドリンク付）

湯之島館

下呂市湯之島645

(+81) 576-25-4126

ご宿泊のお客様に記念品（美濃焼の湯呑み）進呈

ホリディハウス グリーンガーデン

郡上市高鷲町ひるがの4670427

(+81) 575-73-2101

手作りクッキープレゼント

ホテル郡上八幡

郡上市八幡町吉野208

(+81) 575-63-2311

売店でのお買い物10%割引（2,000円以上お買い物された際に限る）

郡上八幡 ホテル積翠園

郡上市八幡町柳町一の平511(+81)575-65-3101
2

お土産品5％割引（但し、たばこを除く）

下呂発温泉博物館

下呂市湯之島543-2

(+81) 576-25-3400

入館料10%割引

天領酒造株式会社

下呂市萩原町萩原1289-1

(+81) 576-52-1515

天領酒造の日本酒の利き酒と酒造見学

日本最古の石博物館

加茂郡七宗町中麻生1160

(+81) 574-48-2600

入館料20％割引（他の割引との併用不可）

牧歌の里

郡上市高鷲町鷲見2756-2

(+81) 575-73-2888

入園料金200円割引（大人1,130円→930円、中人920円→720円、小人610円→410円）

ダイナランドゆり園

郡上市高鷲町西洞3035-2

(+81) 575-72-6636

ダイナランドゆり園入園料割引（大人1,030円→830円 子供400円→350円）

郡上八幡博覧館

郡上市八幡町殿町50

(+81) 575-65-3215

粗品進呈（売店2,000円以上お買上げの方）

食品サンプル創作館 さんぷる工房

郡上市八幡町橋本町956

(+81) 575-67-1870

当店の商品1,000円以上お買上げのお客様に、オリジナルチョコレートキーホルダー進呈

サンプルビレッジ いわさき

郡上市八幡町城南町250

(+81) 575-65-3378

1,000円以上お買上げのお客様は20％割引

大滝鍾乳洞

郡上市八幡町安久田大棟2298 (+81)575-67-1331

大滝鍾乳洞 入場料金15％割引

エスプレッソコーヒー250円→100円にて

貸切露天風呂50％割引（通常45分2,160円→1,080円でOK）

レッキー君のシール進呈（12歳以下のお子様）

岐阜県
【多治見市、恵那市周辺地域】
ジャンル
物販施設

飲食施設

宿泊施設

観光施設

交通機関
その他

特典提供施設

住所

特典内容

電話番号

多治見市PRセンター

多治見市本町5-9-1

(+81) 572-23-5444

30%割引（陶磁器をお買上げの場合、作家作品等一部除外品あり）

木曽路 元起

中津川市落合2490-6

(+81)573-69-3111

粗品進呈

豆乃匠 中島豆腐

中津川市手賀野455-10

(+81)573-65-2591

御豆腐（500ｇ）通常800円（税抜）→5％割引：760円（税抜）豆乳（500ml）通常450円（税抜）→5％割引：427円（税抜）

清水屋（豆吉本舗 馬籠店）

中津川市馬籠4287

(+81)573-69-2737

粗品進呈（1000円以上お買い上げの場合に限る）

馬籠館 本館

中津川市馬籠4571-1

(+81)573-69-2212

木曽ひのき箸をプレゼント（1000円以上お買い上げの場合に限る）

馬籠館 別館

中津川市馬籠4571-1

(+81)573-69-2212

木曽ひのき箸をプレゼント（1000円以上お買い上げの場合に限る）

土岐プレミアム・アウトレット

土岐市土岐ヶ丘１－２

(+81) 572-53-3160

クーポンブック進呈（インフォメーションセンターに提示）

やま里

恵那市大井町舟山1120

(+81)573-25-7707

カード提示のお客様のグループ全員飲食代金5％割引

神戸館

中津川市かやの木町1−20

(+81)573-65-2577

カード提示のお客様のグループ全員飲食代金5％割引

馬籠館 そば処まごめや

中津川市馬籠4571-1

(+81)573-69-1111

木曽ひのき箸をプレゼント（1000円以上お食事の場合に限る）

茶房 籠

中津川市馬籠4571-1

(+81)573-69-2212

馬籠宿オリジナルポストカードをプレゼント (400円以上ご利用の場合に限る)

みたけ華ずし

可児郡御嵩町御嵩1446

(+81)80-3670-4552

みたけ華ずし体験コース10％割引（要予約5日前）

オースタット国際ホテル多治見

多治見市白山町4-14-1

(+81) 572-25-0111

フロントにてミネラルウォータープレゼント

旅館いち川

恵那市大井町95-1

(+81)573-25-2191

ご宿泊の方にコーヒーもしくはノンカフェインコーヒー無料１杯進呈

セラミックパークMINO

多治見市東町4-2-5

(+81) 572-28-3200

2階ショップ＆ギャラリーMI-NOにて陶磁器に限り10%割引販売

岐阜県現代陶芸美術館

多治見市東町4-2-5

(+81) 572-28-3100

オリジナルポストカード進呈

多治見市美濃焼ミュージアム

多治見市東町1-9-27

(+81) 572-23-1191

団体価格にて観覧（一般260円 大学生150円 高校生以下無料）※他券との併用は不可

馥郁農園

恵那市武並町竹折328-120

(+81) 573-28-2931

イチゴ狩りの料金を100円割引

ちこり村

中津川市千旦林1-15

(+81) 573-62-1545

選べるプレゼント（次の①か②のどちらかお選び頂けます）：①私達が育てた農薬・科学肥料を使わず育てた野菜 ②食卓で育てる発芽野菜の種

大蔵木工所

中津川市駒場1666-3300

(+81)573-66-7007

（カード提示で）お買い物10％割引（※旅行会社が手配するツアー等で既に特 さいばし進呈（※旅行会社が手配するツアー等で既に特典を受けている
典を受けている場合は適用除外）
場合は適用除外）

花フェスタ記念公園

可児市瀬田1584-1

(+81) 574-63-7373

カードを提示いただいたご本人のみ対象 花フェスタより粗品進呈

恵那峡遊覧船

恵那市大井町奥戸

(+81) 573-25-4800

乗船料割引 （大人（１人）1,280円→1,150円、小人（1人）640円→570円（6才以上12才以下）、幼児は大人1人に付1人は無料、2人目からは小人料金）

安土桃山陶磁の里 ヴォイス工房

多治見市東町1-19-17

(+81) 572-25-2233

作陶体験コース10%割引（要予約）

多治見市文化工房 ギャラリーヴォイス

多治見市本町5-9-1

(+81) 572-23-9901

上絵付体験料10%割引（要予約）

出光興産下野給油所

中津川市下野437

(+81)573-72-2321

当店現金会員価格で提供

静岡県
【静岡市周辺地域】
ジャンル
物販施設

飲食施設
宿泊施設
観光施設

交通機関

特典提供施設

住所

特典内容

電話番号

梅芳園

静岡市清水区三光町6-35

(+81) 54-351-0055

１階店舗の商品（茶並びに茶道具類及び観光土産品）5%割引

ブックオフ静岡産業館西通り店

静岡市駿河区有明町7-13

(+81)54-654-5166

カード提示で全品５％OFF

ブックオフ清水岡町店

静岡市清水区岡町6-1

(+81)54-335-0572

カード提示で全品５％OFF

ブックオフ静岡馬渕店

静岡市駿河区馬渕3丁目4-6

(+81)54-288-0104

カード提示で全品５％OFF

ブックオフ静岡流通通り店

静岡市葵区東千代田1丁目7(+81)54-267-2627
16

カード提示で全品５％OFF

ブックオフ静岡篭上店

静岡市葵区籠上26-3

(+81)54-272-2773

カード提示で全品５％OFF

金券屋ハウマッチ 葵タワー地下店

静岡市葵区紺屋町17-1

(+81)54-272-0087

カード提示でブランド品は5％OFF＆ハイウェイバス静岡-東京50円OFF

金券屋ハウマッチ 静岡駅北口店

静岡市葵区御幸町9-10

(+81)54-251-6885

カード提示でブランド品は5％OFF＆ハイウェイバス静岡-東京50円OFF

金券屋ハウマッチ 静岡駅南口店

静岡市葵区黒金町55

(+81)54-282-4443

カード提示でブランド品は5％OFF＆ハイウェイバス静岡-東京50円OFF

リユース＆リサイクル ハウマッチライフ
静岡産業館西通り店

静岡市駿河区有明町7-11

(+81)54-654-5570

店内商品5％オフ ※金券を除く

リユース＆リサイクル ハウマッチライフ
静岡流通通り店

静岡市葵区東千代田1丁目7(+81)54-263-1990
13

店内商品5％オフ ※金券を除く

リユース＆リサイクル ハウマッチライフ
清水高橋店

静岡市清水区高橋3丁目1-1

(+81)54-371-5812

店内商品5％オフ ※金券を除く

グリンピア牧之原

牧之原市西萩間1151

(+81) 548-27-2995

静岡茶無料試飲サービス

待月楼

静岡市駿河区丸子3305

(+81) 54-259-0181

ソフトドリンク1杯進呈

スマイルホテル静岡

静岡市葵区伝馬町23-5

(+81)54-252-8366

ミネラルウォーター１本プレゼント

ちびまる子ちゃんランド

静岡市清水区入船町13-15
(+81) 54-354-3360
S-PULSE DREAM PLAZA 3階

入園者にオリジナルノベルティ進呈

日本平お茶会館

静岡市清水区村松4046

(+81) 54-334-1391

お茶摘み体験割引（500円→450円、4月下旬～10月下旬）

玉露の里

藤枝市岡部町新舟1214-3

(+81) 54-668-0019

茶室瓢月亭利用料10%割引

日本平ロープウェイ

静岡市清水区草薙597-8

(+81) 54-334-2026

ロープウェイ運賃10%割引（団体利用は除く） １グループ（5名以下）、他サービスとの併用不可

清水港ベイクルーズ

静岡市清水区港町1-410-3

(+81) 54-353-2222

オリジナルポストカード進呈

駿河湾フェリー

静岡市清水区日の出町10-80 (+81) 54-353-2221

急須の要らない粉末茶2杯分

お茶摘み体験100円引き(1グループ4名まで。茶摘体験4月下旬～10月
上旬の開催時期のみ)

オーシャンルーム（特別室サービス ※貸切等でご利用できない場合はドリン
オリジナルポストカード1人1枚進呈
クチケット進呈（ソフトドリンク対象））

静岡県
【浜松市周辺地域】
ジャンル
物販施設

特典提供施設

住所

電話番号

特典内容

ビックカメラ浜松店

浜松市中区砂山町322-1

(+81) 53-455-1111

免税されるお客様はウェルカムカード提示で６％割引※対象外商品(アップル製品、ロレックス、酒類、薬・日用品)

グランドホテル浜松

浜松市中区東伊場1-3-1

(+81) 53-452-2114

昇龍道限定宿泊料金で提供（1泊朝食付きお1人様 シングル1室1名 7,500円（サ込・税別）・ツイン2名1室 5,500円（サ込・税別））

宿泊施設

静岡県
【富士山周辺・伊豆半島地域】
ジャンル
物販施設

飲食施設
宿泊施設

観光施設

交通機関

特典提供施設

住所

特典内容

電話番号

イオン富士宮店

富士宮市浅間町1-8

(+81)544-25-5310

イオン直営店のサービスカウンター（免税カウンタ）にてイオンハッピークーポン5％OFF割引券をプレゼント。イオン直営店でのお買い物の際にご利用できます。（一部商品対象外）

天城浄蓮の滝 踊子茶屋

伊豆市湯ヶ島2860-56

(+81) 558-85-1284

10%割引（売店にて1,000円以上の利用に限る。一部対象外商品あり）

中伊豆ワイナリーシャトーT.S

伊豆市下白岩1433-27

(+81) 558-83-5111

ワイン購入時、売店にて10%割引

味処 麦

三島市芝本町6-24

(+81) 55-981-2647

コーヒーまたは小鉢1品進呈

新かどや

熱海市小嵐町14-8

(+81) 557-81-6185

お土産品を進呈

青山やまと

伊東市岡203

(+81) 557-37-3108

女性のお客様は（大人）浴衣のサイ
ズ、デザインが選べます。

水庭の旅籠 すみよし館

伊豆の国市古奈1149-1

(+81) 55-948-1345

貸切専用露天風呂１組１回30分間サービス

佐野美術館

三島市中田町1-43

(+81) 55-975-7278

入館料10%割引

花と鳥の別天地 富士花鳥園

富士宮市根原480-1

(+81) 544-52-0880

入園料10%割引（他割引券との併用不可）

小室山レストハウス・観光リフト・踊子茶屋 伊東市川奈小室山1428

(+81) 557-45-1444

小室山観光リフト 大人50円引（往復利用に限る） 小人30円引（往復利用に限る）

IZU・WORLD みんなのHawaiians

伊豆の国市田京195-2

(+81) 558-76-3355

入場料 大人100円引き、小人（7才～15才）50円引き（ショー開催日の14:30まで）

伊豆の国 パノラマパーク

伊豆の国市長岡260-1

(+81) 55-948-1525

ロープウェイ往復 大人（中学生以上）100円引、小人（小学生）50円引

酪農王国オラッチェ

田方郡函南町丹那349−1

(+81) 55−974−4192

ソフトクリーム50円引き（他の割引券との併用不可）

伊豆急行

伊東市八幡野1151

(+81) 557-53-1116

オリジナルピンバッジ進呈（伊豆急トラベル下田（伊豆急下田駅降車口前）にて）

モーニングコーヒー進呈
ウェルカムドリンク進呈

30日前までの予約は基本宿泊料金から1泊目のみ1名につき1,000円割
引（直接のメール又は電話予約に限る。他のサービスやスペシャルオ
ファーとの併用は不可。大人のみ対象、子供は不可。）

ロープウェイカード１枚進呈（１グループにつき１枚）

愛知県
【名古屋市】
ジャンル
物販施設

特典提供施設

住所

特典内容

電話番号

オスティアジャパン衣名古屋店

名古屋市中区大須3-41-8

(+81)52-252-5270

カード提示の方で商品購入の方にノベルティ進呈

ビッグサイズストア

名古屋市中区大須3-14-39

(+81)52-253-7107

全品5%割引

近鉄百貨店 名古屋店（近鉄パッセ）

名古屋市中村区名駅1-2-2

(+81) 52-582-3411

近鉄パッセで免税手続きをされた方に粗品をプレゼント ■免税手続きは10階パッセ事務所

丸栄

名古屋市中区栄3-3-1

(+81) 52-264-1211

免税手続き時に粗品進呈（手続きの本人、お1人様1点に限る）

名鉄百貨店

名古屋市中村区名駅1-2-1

(+81) 52-585-1111

免税手続き時ウエルカムカード提示で粗品進呈。

三井屋

名古屋市中区大須3-36-11

(+81)52-242-2225

京友禅和雑貨、浴衣、作務衣、甚平など、日本伝統の品物10％割引

名古屋三越 栄店

名古屋市中区栄3-5-1

(+81)52-252-1111

１階免税カウンターにて、免税手続きをされたお客様に粗品進呈。

東急ハンズ ANNEX店

名古屋市中区錦3-5-4

(+81) 52-953-2811

免税対応されたお客様に粗品進呈

東急ハンズ 名古屋店

名古屋市中村区名駅1-1-4

(+81) 52-566-0109

免税対応されたお客様に粗品進呈

ビックカメラ名古屋駅西店

名古屋市中村区椿町6-9

(+81) 52-459-1111

免税されるお客様はウェルカムカード提示で６％割引※対象外商品(アップル製品、ロレックス、酒類、薬・日用品)

Studio Clip イオンモール熱田店

(+81) 52-685-4487

店頭表示価格より

(+81) 52-385-1882

店頭表示価格より10％ＯＦＦ

(+81) 52- 884-0226

お買上げのお客さまに粗品プレゼント

(+81) 52-884-0235

10,000円以上お買上げでハート型ローズクオーツをプレゼント

(+81) 52-884-0290

店頭表示価格より

5％ＯＦＦ

(+81）52-613-8806

店頭表示価格より

5％ＯＦＦ

(+81) 52- 884-3825

店頭表示価格より

5％ＯＦＦ

(+81) 52-889-2210

店頭表示価格より

5％ＯＦＦ

(+81) 52-872-1680

ノベルティ プレゼント

(+81) 52-883-0007

店頭表示価格より

(+81) 52-884-0291

パスポートご提示で、「肌のお悩みに合わせたスキンケアサンプルプレゼント」※ お1人さま ２個まで

(+81) 52-884-0217

店内商品お買い上げでスキンケアサンプルプレゼント

(+81) 52-884-3888

店頭表示価格より

イオンナゴヤドーム前店

名古屋市熱田区六野１－２－１
１ イオンモール熱田店１F
名古屋市熱田区六野１－２－１
１ イオンモール熱田店１F
名古屋市熱田区六野１－２－１
１ イオンモール熱田店２F
名古屋市熱田区六野１－２－１
１ イオンモール熱田店２F
名古屋市熱田区六野１－２－１
１ イオンモール熱田店２F
名古屋市熱田区六野１－２－１
１ イオンモール熱田店２F
名古屋市熱田区六野１－２－１
１ イオンモール熱田店３F
名古屋市熱田区六野１－２－１
１ イオンモール熱田店３F
名古屋市熱田区六野１－２－１
１ イオンモール熱田店３F
名古屋市熱田区六野１－２－１
１ イオンモール熱田店３F
名古屋市熱田区六野１－２－１
１ イオンモール熱田店３F
名古屋市熱田区六野１－２－１
１ イオンモール熱田店１F
名古屋市熱田区六野１－２－１
１ イオンモール熱田店３F
名古屋市熱田区六野１－２－１
１ イオンモール熱田店３F
名古屋市熱田区六野1丁目2番
11号
名古屋市東区矢田南4丁目102
番-3

Ｄiscoat イオンモール熱田店
モードサクライ イオンモール熱田店
ノーブルコート イオンモール熱田店
ＡsBee イオンモール熱田店
Ｈeart Bread ＡＮＴＩＱＵＥ イオンモール熱田店

ＡＢＣ－ＭＡＲＴ イオンモール熱田店
ＡＶＩＲＥＸ イオンモール熱田店
ＪＩＮＳ イオンモール熱田店
マナティフットウエアー イオンモール熱田
店
ＤＨＣ イオンモール熱田店
Thebodyshop イオンモール熱田店
BARNS イオンモール熱田店
ikka イオンモール熱田店

5％ＯＦＦ

一部除外商品あり

5％ＯＦＦ

5％ＯＦＦ

(+81) 52-884-3835

店頭表示価格より8％ＯＦＦ

(+81)52-884-0300

イオン直営店のサービスカウンター（免税カウンタ）にてイオンハッピークーポン5％OFF割引券をプレゼント。イオン直営店でのお買い物の際にご利用できます。（一部商品対象外）

(+81)52-725-6700

イオン直営店のサービスカウンター（免税カウンタ）にてイオンハッピークーポン5％OFF割引券をプレゼント。イオン直営店でのお買い物の際にご利用できます。（一部商品対象外）

イオンスタイル名古屋茶屋店

名古屋市港区西茶屋2丁目11 (+81)52-309-6450

イオン直営店のサービスカウンター（免税カウンタ）にてイオンハッピークーポン5％OFF割引券をプレゼント。イオン直営店でのお買い物の際にご利用できます。（一部商品対象外）

イオン大高店

名古屋市緑区大高町奥平子1
(+81)52-626-2600
番地の1
名古屋市中村区名駅一丁目1
番３号 地上9階～10階

イオン熱田店

BIC CAMERA名古屋JRゲートタワー店

イオン直営店のサービスカウンター（免税カウンタ）にてイオンハッピークーポン5％OFF割引券をプレゼント。イオン直営店でのお買い物の際にご利用できます。（一部商品対象外）

免税されるお客様はウェルカムカード提示で７％割引※対象外商品(アップル製品、ロレックス、酒類、薬・日用品)

愛知県
【名古屋市】
ジャンル
飲食施設

特典提供施設

住所

特典内容

電話番号
飲食料10%割引

鶏料理 風来坊 吹上店

名古屋市千種区吹上2-5-3

名古屋コーチン・旬菜 一鳳

名古屋市熱田区金山町2-2-1 (+81)52-684-1002

当店でご飲食された方に、食後のデザートを進呈

名古屋コーチン 一鳳にしき

名古屋市中区錦3-12-18

(+81)52-961-1002

当店でご飲食された方に、食後のデザートを進呈

札幌かに本家 栄中央店

名古屋市中区栄3-8-28

(+81) 52-238-2500

飲食代金10％割引（他の優待券、特典カードとの併用不可）

札幌かに本家 金山店

名古屋市中区金山2-16-21

(+81)52-321-7890

飲食代金10％割引（他の優待券、特典カードとの併用不可）

札幌かに本家 名古屋駅前店

飲食代金10％割引（他の優待券、特典カードとの併用不可）

札幌かに本家 八事店

名古屋市中村区名駅南1-17(+81)52-583-0012
20
名古屋市昭和区八事本町100(+81)52-831-3456
37

札幌かに家 名古屋店

名古屋市中村区名駅4-4-16

(+81)52-562-0001

飲食料10%割引（他の割引券との併用不可、対象外料理有り）

すたみなバイキング吹上店

名古屋市千種区青柳町7-1

(+81) 52-733-7639

お食事割引（ランチ1,720円→1,300円、ディナー1,720円→1,550円）

にこみのたから

名古屋市中区大須2－16－17 (+81) 52-231-5523

各種味噌煮込みうどん1点につき50円off

白鳥甲羅本店

名古屋市熱田区白鳥１－６－１２(+81)52-671-0680

食後デザートをサービスさせて頂きます。

ラケル渋谷 イオンモール熱田店

(+81)52-884ー0263

テイクアウト商品 全て5%ＯＦＦ

(+81)52-884-3828

お食事のお客さま人数分 ドリンク1杯サービス

(+81)52-881-9481

お食事のお客さまグループ人数分 ドリンクバー無料

(+81)52-884-3884

お食事のお客さま全品5%ＯＦＦ

(+81)52-883-6729

パスポートご提示で会計額より5%ＯＦＦ

豆乃畑 イオンモール熱田店

名古屋市熱田区六野１－２－１
１ イオンモール熱田店４F
名古屋市熱田区六野１－２－１
１ イオンモール熱田店４F
名古屋市熱田区六野１－２－１
１ イオンモール熱田店４F
名古屋市熱田区六野１－２－１
１ イオンモール熱田店４F
名古屋市熱田区六野１－２－１
１ イオンモール熱田店４F
名古屋市熱田区六野１－２－１
１ イオンモール熱田店４F

(+81)52-881-7272

お食事のお客さま全品10%ＯＦＦ

魚屋の台所 下の一色 本店

名古屋市中区新栄1-49-18

(+81)52-269-3251

ご飲食代より500円割引（税込3000円以上ご飲食時に限る。）

魚屋の台所 下の一色 ニシキ店

名古屋市中区錦2-4-11

(+81)52-265-5573

ご飲食代より500円割引（税込3000円以上ご飲食時に限る。）

丸の内天ぷらめし 下の一色

名古屋市中区丸の内3-17-10
(+81)52-265-5896
GS丸の内三丁目ビル1F

ご飲食代より500円割引（税込3000円以上ご飲食時に限る。）

御園天丼 下の一色

名古屋市中区栄1-10-11

(+81)52-684-5922

ご飲食代より500円割引（税込3000円以上ご飲食時に限る。）

fisherman's bistoro GEIRIKI

名古屋市中区栄1-4-9 ステッ
(+81)52-228-9293
プ喜多福2F

ご飲食代より500円割引（税込3000円以上ご飲食時に限る。）

サッポロビール 名古屋ビール園 浩養園

名古屋市千種区千種2-24-10 (+81)52-741-0211

レストランにて飲食料10％割引（上限5000円迄）

上海常 イオンモール熱田店
串家物語 イオンモール熱田店
ハドウス イオンモール熱田店
味のがんこ炎 イオンモール熱田店

(+81) 52-733-4448

飲食代金10％割引（他の優待券、特典カードとの併用不可）

愛知県
【名古屋市】
ジャンル
宿泊施設

観光施設

交通機関

特典提供施設

住所

ANAクラウンプラザホテルグランコート名古屋 名古屋市中区金山町1-1-1

特典内容

電話番号
(+81) 52-683-4111

飲食料の10%割引（ホテル直営レストラン（スターゲート、花梨、オーキッドガーデン、ロビーラウンジ）にて、2,000円以上お食事された際に限る）

熱田の杜ホテル深翠苑

名古屋市熱田区玉の井町11-6 (+81)52-681-0221

朝食（和定食）を提供

ダイワロイネットホテル名古屋駅前

名古屋市中区名駅南1-23-20 (+81)52-541-3955

チェックアウト1時間延長サービス

ホテルキヨシ名古屋

名古屋市中区平和1-3-1

(+81) 52-321-5663

団体様の場合、お値打ちな料金とさせて頂きます。

ホテルキヨシ名古屋第２

名古屋市中区平和1-15-22

(+81) 52-321-8188

団体様の場合、お値打ちな料金とさせて頂きます。

名古屋城

名古屋市中区本丸1-1

(+81)52-231-1700

観覧料割引（一般：500円→400円）

名古屋テレビ塔

名古屋市中区錦3-6-15先

(+81) 52-971-8546

展望料金100円割引（大人・中学生以上600円→500円、小学生300円→200円、シニア（65歳以上）500円→400円）

ノリタケの森

名古屋市西区則武新町3-1-36 (+81)52-561-7114

ノリタケの森クラフトセンター入館料1割引

名古屋港水族館

名古屋市港区港町1-3

オリジナルノベルティ進呈

リニモ（東部丘陵線）

名古屋市名東区藤が丘170-4
(+81) 561-61-4751
地内、地先

来駅された方にリニモの魅力や技術のすばらしさがわかる「特製パンフレット」進呈（日本語版または英語版）

名鉄バスセンター

名古屋市中村区名駅1-2-4

(+81) 52-561-6381

オリジナルノベルティ進呈（乗車券購入者）

太平洋フェリー

名古屋市港区空見町40 フェ
リーターミナルビル内

(+81) 52-398-1023

オリジナル・ポストカードを進呈（定期便（名古屋-仙台-苫小牧）にご乗船の方）

株式会社レンタリース東海

名古屋市中村区名駅3-12-5

(+81) 52-589-0096

レンタカー基本料金から割引（JSKクラ
保険及び保証内容の英字・中国語表
ス30％・JS～JD・MV・WAクラス40％
名古屋近郊観光地パンフレットを進呈
記案内を進呈
割引）

(+81) 52-654-7080

その他

名古屋市熱田区六野１－２－１
(+81) 52-882-7288
１ イオンモール熱田店２F
名古屋市熱田区六野１－２－１
(+81) 52-889-2230
namco イオンモール熱田店
１ イオンモール熱田店４F
名古屋市中村区椿町1-14
(+81)52-451-2600
トヨタレンタリース名古屋 名古屋駅西口店 第2カネジュ-ビル

ネイルサービス 5％ＯＦＦ 他割引併用不可、セール品、一部除外商品あり

トヨタレンタリース名古屋 丸の内駅前店

名古屋市中区丸の内2-9-16

(+81)52-202-0100

和小物進呈

トヨタレンタリース名古屋 丸の内駅北店

名古屋市中区丸の内2-12-15 (+81)52-229-0100

和小物進呈

ＢＡＳＩＣ ＮＡIL イオンモール熱田店

トヨタレンタリース名古屋 名古屋国際セン 名古屋市中村区名駅3-3-2
ター前店

クレーンゲーム 1回無料
和小物進呈

(+81)52-541-0300

和小物進呈

トヨタレンタリース名古屋 金山駅前店

名古屋市熱田区金山町1-3-3 (+81)52-681-0100

和小物進呈

トヨタレンタリース名古屋 名駅笹島店

和小物進呈

スパイスレンタカー（Spice rent car)

名古屋市中村区名駅南1-26- (+81)52-565-0100
34
名古屋市西区上名古屋3-21- (+81)52-531-6796
18

フワール

名古屋市千種区池上町1−5−8 (+81)52-753-3122

着付け体験されたお客様に、オリジナル記念写真プレゼント

レンタカー料金１０％割引

愛知県
【中部国際空港セントレア】
ジャンル
物販施設

飲食施設

宿泊施設
その他

特典提供施設

住所

特典内容

電話番号

えびせんべいの里 セントレア店

常滑市セントレア1-1

(+81) 569-38-0248

粗品1個進呈

HELLO KITTY Japan

常滑市セントレア1-1

(+81) 569-38-7021

粗品進呈（税抜3,000円以上お買上げ）

IZONE NEW YORK

常滑市セントレア1-1

(+81) 569-38-1707

500円割引（5,000円以上のサングラスのみ）

櫻文化堂

常滑市セントレア1-1

(+81) 569-38-8530

レジにて5%割引（一部商品を除く）

Warakuya Okame 日本館

常滑市セントレア1-1

(+81)569-38-7766

あぶらとり紙進呈（5,000円以上お買い上げの方）

アリスダイニング

常滑市セントレア1-1

(+81) 569-38-7866

飲食代5%割引（お食事の方）

海上楼

常滑市セントレア1-1

(+81) 569-38-7511

飲食代5%割引（お食事の方）

回転寿司丸忠 中部国際空港店

常滑市セントレア1-1

(+81) 569-38-0800

店内飲食に限り5%割引

味仙

常滑市セントレア1-1

(+81) 569-38-1515

ソフトドリンク（ウーロン茶もしくはオレンジジュース）1杯進呈（お食事の方）

紗羅餐 中部国際空港店

常滑市セントレア1-1

(+81) 569-38-1137

10%割引（当店にて3,000円以上お食事頂いた方に限り）

西安刀削麺

常滑市セントレア1-1

(+81) 569-38-1688

飲食代10％割引（お食事の方）

とんこつらーめん麺達

常滑市セントレア1-1

(+81) 569-89-7743

ライスサービス（ラーメンご注文の方）

ヤマサちくわ

常滑市セントレア1-1

(+81)569-38-8225

粗品進呈（1,200円以上お買い上げの方）

コンフォートホテル中部国際空港

常滑市セントレア4-2-3

(+81) 569-38-7211

レストラン イタリアントマト カフェスペリオーレ 5%割引（朝食外、1,000円以上利用に対して）

セントレア くつろぎ処

常滑市セントレア1-1

(+81) 569-38-7070

入浴料金割引 （大人1,030円→930円）

愛知県
【犬山市、瀬戸市周辺地域】
ジャンル
物販施設

観光施設

その他

特典提供施設

住所

特典内容

電話番号

犬山名物 藤澤げんこつ

犬山市犬山東古巻161

(+81)568-61-0336

お買上げ商品10％割引

瀬戸蔵セラミックプラザ

瀬戸市蔵所町1-1

(+81) 561-89-5758

店内価格より10%割引。（一部商品を除く）

博物館明治村

犬山市字内山1

(+81) 568-67-0314

入村料金10%割引

国宝犬山城

犬山市犬山北古券65-2

(+81) 568-61-1711

登閣料の10%割引

野外民族博物館リトルワールド

犬山市今井成沢90-48

(+81) 568-62-5611

入館の方へ粗品進呈

招き猫ミュージアム

瀬戸市薬師町2

(+81) 561-21-0345

招き猫グッズ進呈

瀬戸市美術館

瀬戸市西茨町113-3

(+81) 561-84-1093

入館料を20%割引

瀬戸蔵ミュージアム

瀬戸市蔵所町1-1

(+81) 561-97-1554

入館料を20%割引

定光寺

瀬戸市定光寺町373

(+81)561-48-5319

パスポート提示で拝観料50％割引

入館料を20％割引

愛知県
【豊田市、岡崎市、豊橋市周辺地域】
ジャンル
物販施設

飲食施設

宿泊施設

特典提供施設

住所

特典内容

電話番号

イオン岡崎南店

岡崎市戸崎町字ばら山1-1

(+81)564-57-2211

イオン直営店のサービスカウンター（免税カウンタ）にてイオンハッピークーポン5％OFF割引券をプレゼント。イオン直営店でのお買い物の際にご利用できます。（一部商品対象外）

株式会社ラグーナテンボス

蒲郡市海陽町2-3

(+81)533-58-2700

ラグナシア入園券とパスポート5％割引

札幌かに本家 豊田城店

豊田市十塚町4-20

(+81)565-31-3456

飲食代金10％割引（他の優待券、特典カードとの併用不可）

札幌かに本家 岡崎店

岡崎市康生通り西3-26

(+81)564-24-2255

飲食代金10％割引（他の優待券、特典カードとの併用不可）

すたみなバイキング知立店

知立市山町御林1-50

(+81) 566-84-5222

ディナー10％割引

西浦グランドホテル吉慶

蒲郡市西浦町塩柄3

(+81)533-57-6111

コーヒー１杯進呈（大人のみ）

蒲郡ホテル

蒲郡市三谷北通2-82

(+81) 533-68-1300

レストランにて飲食料10%割引

平野屋

蒲郡市三谷町南山1-21

(+81) 533-68-5161

館内の売店商品5%引き

ホテルたつき

蒲郡市西浦町大山25

(+81) 533-57-5111

宿泊者に対して粗品及びお土産のどちらか進呈

伊良湖ビューホテル

田原市日出町骨山1460-36

(+81) 531-35-6114

カラオケルーム（１時間室料）通常の30％割引 ※適用除外期間あり

風の谷の庵

額田郡幸田町大字荻字遠峰10 (+81) 564-56-3030

夕食時のドリンク代10%割引

天の丸

額田郡幸田町大字荻字遠峰10 (+81) 564-62-1751

貸切露天風呂50分間利用無料（要予約）

岡崎城

岡崎市康生町561-1

(+81) 564-22-2122

入館料割引（200円→170円、30人以上の団体の場合は160円）、家康館との
共通券割引（510円→450円、30人以上の団体の場合は410円）

音声ガイド再生装置「ボイスペ
グレート家康公「葵」武将隊によるおも
ン」を無料で貸出。（日、英、中、
てなし演武（事前にご連絡ください）
韓対応）

三河武士のやかた家康館

岡崎市康生町561-1

(+81) 564-24-2204

入館料割引（360円→310円、30人以上の団体の場合は280円）、岡崎城との
共通券割引（510円→450円、30人以上の団体の場合は410円）

音声ガイド再生装置「ボイスペ
グレート家康公「葵」武将隊によるおも
ン」を無料で貸出。（日、英、中、
てなし演武（事前にご連絡ください）
韓対応）

トヨタレンタリース名古屋 豊田市駅前店

豊田市西町1-52

(+81)565-37-8555

和小物進呈

蒲郡市観光協会

蒲郡市元町1-3

(+81) 533-68-2526

蒲郡市内の観光入場割引、温泉日帰入浴割引、飲食店の割引やちょっぴりプ
多言語パンフレット進呈
レゼントがもらえるクーポンブック「がまポン」を差し上げます。

トヨタレンタリース名古屋 刈谷駅前店

刈谷市相生町1-18

(+81)566-27-0100

和小物進呈

観光施設

その他

蒲郡市内で使えるお得なクーポンブック”がまポン”を進呈

貸切露天風呂（45分）通常の30％割引

愛知県
【半田市、常滑市周辺地域】
ジャンル
物販施設

特典提供施設

宿泊施設

観光施設
その他

特典内容

電話番号

とこなめ焼卸団地 セラモール

常滑市金山字上砂原99

(+81) 569-43-7111

お買上げ総額より5%割引

まるふく

常滑市原松町6-66-1

(+81) 569-35-2209

お買上げ10%割引

盛田 味の館

常滑市小鈴谷字脇浜10

(+81) 569-37-0733

八丁味噌進呈（食事された方）

大蔵餅

常滑市鯉江本町2-2-1

(+81) 569-35-2676

大蔵餅オリジナル招き猫タオル進呈

常滑焼 ヤマタネ

常滑市奥条7-56

(+81) 569-35-3233

イオンスタイル常滑

常滑市りんくう町２丁目２０番３ (+81)569-35-9500

イオン直営スーパーのサービスカウンター（免税カウンタ）と「よいひばんらい」のレジにてハッピークーポン5％OFF割引券をプレゼント。イオン直営スーパーと「よいひばんらい」でのお買い物の際にご利用できます。（一部商品対象外）

よいひばんらい

常滑市りんくう町２丁目２０番３ (+81)569-89-7914

イオン直営スーパーのサービスカウンター（免税カウンタ）と「よいひばんらい」のレジにてハッピークーポン6％OFF割引券をプレゼント。イオン直営スーパーと「よいひばんらい」でのお買い物の際にご利用できます。（一部商品対象外）

えびせんべいの里 美浜本店

イオン東浦店

知多郡美浜町大字北方字吉田
(+81) 569-82-0248
流52-1
知多郡南知多町大字豊丘字駒
(+81) 569-65-0323
帰34-24
知多郡東浦町大字緒川字旭
(+81)562-82-2800
13-2

札幌かに本家 太田川店

東海市大田町蟹田66-1

網元直売 魚太郎本店

知多郡美浜町豊丘字原子32-1 (+81) 569-82-6188

粗品進呈

日間賀観光ホテル

知多郡南知多町日間賀島

(+81)569-68-2211

ご到着時、ラウンジにて生ビール１杯ご提供

源氏香

知多郡南知多町山海海岸

(+81) 569-62-3737

宿泊者に対して粗品及びお土産のどちらか進呈

花乃丸

知多郡南知多町大字豊浜字廻
(+81) 569-64-3555
間

宿泊者に対して粗品及びお土産のどちらか進呈

鯱亭

知多郡南知多町山海海岸

宿泊者に対して粗品及びお土産のどちらか進呈

大海老

知多郡南知多町大字日間賀島
(+81) 569-68-2144
字新井浜40

海産物進呈（3,000円以上お食事されたお客様）

INAXライブミュージアム

常滑市奥栄町1-130

(+81) 569-34-8282

団体料金（但し5名迄）に割引（一般600円→500円 高・大学生400円→300円 小中学生200円→150円）

(+81)569-35-0500

和小物進呈

鯛祭りひろば

飲食施設

住所

トヨタレンタリース名古屋 りんくう常滑駅前店 常滑市りんくう町3-2-10

(+81)562-39-3740

(+81) 569-62-2525

「常滑焼 開運グッズ」進呈（1,000円以上お買上げの方）

粗品1個進呈
えびせんべいミックス小袋進呈
イオン直営店のサービスカウンター（免税カウンタ）にてイオンハッピークーポン5％OFF割引券をプレゼント。イオン直営店でのお買い物の際にご利用できます。（一部商品対象外）

飲食代金10％割引（他の優待券、特典カードとの併用不可）

三重県
【津市、四日市市、松阪市周辺地域】
ジャンル

特典提供施設

住所

特典内容

電話番号

物販施設

飲食施設

宿泊施設

近鉄百貨店 四日市店

四日市市諏訪栄町7-34

(+81) 59-353-5151

オリジナルノベルティを進呈（近鉄四日市店で10,500円以上お買い上げいただき当店で免税手続きをされた方。景品はなくなり次第終了）■免税手続きは1階・5階免税カウンター

イオン鈴鹿店

鈴鹿市庄野羽山4-1-2

(+81)59-375-0777

イオン直営店のサービスカウンター（免税カウンタ）にてイオンハッピークーポン5％OFF割引券をプレゼント。イオン直営店でのお買い物の際にご利用できます。（一部商品対象外）

三井アウトレットパーク ジャズドリーム長島 桑名市長島町浦安368

(+81)3-5927-9321

スペシャルクーポン進呈

札幌かに本家 四日市店

四日市市浜田町4-17

(+81)59-354-1211

飲食代金10％割引（他の優待券、特典カードとの併用不可）

サガミ伊賀上野店

伊賀市平野東4番地

(+81)595-22-0722

飲食代より10％割引

ホテル ザ・グランコート津西

津市広明町345-4

(+81) 59-227-8333

宿泊料10%割引（他の割引との併用不可）

四日市都ホテル

四日市市安島1-3-38

(+81) 59-352-4131

宿泊代金20%割引

ホテル ザ・グランコート松阪

松阪市宮町238-2

(+81) 598-50-5080

宿泊料10%割引（他の割引との併用不可）

彩向陽

三重郡菰野町菰野8497

(+81) 593-92-2570

粗品またはお土産を進呈（宿泊の方）

レストランにて飲食料10%割引

三重県
【伊勢志摩地域、熊野地域】
ジャンル
物販施設

飲食施設

特典提供施設

住所

特典内容

電話番号

伊勢萬 内宮前酒造場

伊勢市宇治中之切町77-2

(+81) 596-23-8800

甘酒一杯進呈（お土産にお酒を1,000円以上お買上げの方に限る）

伊勢志摩みやげセンター王将 伊勢店

伊勢市勢田町281

(+81) 596-63-5800

店内商品10%割引（一部除外品あり）

味噌醤油醸造販売 糀屋

伊勢市宮後1-10-39

(+81) 596-65-7050

粗品進呈（1,000円以上お買上げの方）

イオン伊勢店

伊勢市楠部町乙160-2

(+81)596-26-1500

イオン直営店のサービスカウンター（免税カウンタ）にてイオンハッピークーポン5％OFF割引券をプレゼント。イオン直営店でのお買い物の際にご利用できます。（一部商品対象外）

伊勢志摩みやげセンター王将 鳥羽本店

鳥羽市松尾町15-1

(+81) 599-26-3100

店内商品10%割引（一部除外品あり）

TOBAパールタウン

鳥羽市鳥羽3-3-6

(+81) 599-26-4077

「真珠の恵み」（真珠エキス配合化粧石鹸）進呈（真珠専門店で1,000円以上お買上げの方、他のサービスと併用不可）

伊勢志摩真珠館

鳥羽市堅神町545番地

(+81)599-21-0077

真珠商品２０％ＯＦＦ （一部除外あり） 来館者にお楽しみプレゼント

株式会社松井真珠店

志摩市阿児町賢島

(+81)599-43-1015

銀製品10％割引

カジュアルイタリアン 蔵deパスタ

伊勢市宮後1-10-39

(+81) 596-63-8555

ソフトドリンク1杯進呈

千代幸

伊勢市小俣町本町926

(+81) 596-26-3181

コーヒー又はデザート進呈（お食事の方）

播田屋

伊勢市河崎2-13－5

(+81) 596-28-2207

粗菓進呈（500円以上お買上げのお客様）

岩戸屋

伊勢市宇治今在家町58

(+81) 596-23-3188

特別優待券の発行、土産・お食事の10%割引（但し、一部商品、飲み物、テナント及び伊勢茶コーナーは除外）

割烹大喜

伊勢市岩渕2-1-48

(+81) 596-28-0281

ウーロン茶1杯進呈

味噌ラーメン専門店 蔵deらーめん

伊勢市宮後1-9-17

(+81) 596-65-7878

ソフトドリンク1杯進呈

勢乃國屋

伊勢市宇治今在家町117

(+81) 596-23-5555

お土産5%割引 ※一部除外品あり

魚勘

伊勢市大世古2-4-7

(+81) 596-24-3017

伊勢茶（ペット500ｍｌ）1本進呈（お1人で来店時）

炭火焼うなぎ 東山物産

志摩市阿児町鵜方4032

(+81) 599-43-0539

まるごとイチゴアイス、１グループ全員に進呈

ソフトドリンクかソフトクリーム進呈

三重県
【伊勢志摩地域、熊野地域】
ジャンル
宿泊施設

観光施設

交通機関

その他

特典提供施設

住所

特典内容

電話番号

瑞穂館

伊勢市吹上1-6-26

(+81) 596-24-2274

お買い物、お食事代金を10%割引

リゾートヒルズ豊浜 蒼空の風

鳥羽市相差町1471

(+81) 599-33-6000

モーニングコーヒーサービス

鳥羽グランドホテル

鳥羽市小浜町239-9

(+81) 599-25-4141

コーヒーチケットサービス（人数分）

鳥羽シーサイドホテル

鳥羽市安楽島町1084

(+81) 599-25-5151

ウェルカムドリンク（コーヒーまたはソフトドリンク）

鳥羽ビューホテル花真珠

鳥羽市安楽島町1075-98

(+81) 599-25-2111

コーヒー進呈

戸田家

鳥羽市鳥羽1-24-26

(+81) 599-25-2500

コーヒー券１人１枚進呈

NEMU HOTEL & RESORT

志摩市浜島町迫子2692-3

(+81)599-52-1111

HOTEL NEMU内ショップ10％割引（一部タバコ・切手など除外品あり）

シーサイドホテル鯨望荘

志摩市浜島町浜島1550-1

(+81) 599-53-0029

ウェルカムドリンク（コーヒーまたはソフトドリンク）進呈（宿泊の方）

志摩地中海村

志摩市浜島町迫子2619-1

(+81) 599-52-1226

レストラン料理10%割引（但し2,000円以上のお食事コースに限る）

ホテル季の座

北牟婁郡紀北町紀伊長島区城
(+81)597-46-2111
ノ浜

ウェルカム呈茶進呈

伊勢・安土桃山文化村

伊勢市二見町三津1201-1

(+81) 596-43-2300

入場料15%割引

ミキモト真珠島

鳥羽市鳥羽1-7-1

(+81) 599-25-2028

入場料金20%割引（1枚のカードで5名様まで）

相差 海女の家 五左屋

鳥羽市相差町神明神社参道
1406

(+81) 599-33-6770

2階カフェ コーヒー 300円 → 100円

鳥羽1番街

鳥羽市鳥羽1-2383-13

(+81) 599-26-3331

館内ご利用（買い物・食事）5%割引（割引対象外商品あり・現金支払時のみ）

海の博物館

鳥羽市浦村町大吉1731-68

(+81) 599-32-6006

入館料10%割引

海女小屋はちまんかまど

鳥羽市相差町あさり浜

(+81) 599-33-6145

１グループにつき「元気な海女レイ子お守り」ストラップを１個進呈

海女小屋 相差かまど

鳥羽市相差町前の浜

(+81) 599-33-7453

海女小屋体験 ランチ 3500円 → 3200円

アリストダイバーズ

志摩市阿児町神明1001-17

(+81)599-43-2868

伊勢志摩の海で体験ダイビング10％割引

近鉄浜島カンツリークラブ

志摩市浜島町迫子1614-1

(+81) 599-52-1141

ソフトドリンク1杯進呈

近鉄賢島カンツリークラブ

志摩市阿児町鵜方3620-5

(+81) 599-43-1082

ソフトドリンク1杯進呈

鬼ヶ城センター

熊野市木本町1835-7

(+81) 597-89-1502

売店で\1,000以上お買上げの場合「新姫ドリンク」をお１人様１本進呈

伊勢湾フェリー

鳥羽市鳥羽3-1484-111

(+81) 599-25-2880

旅客運賃20%割引（最大5名まで ）

鳥羽湾めぐりとイルカ島

鳥羽市鳥羽1-2383-51

(+81) 599-25-3145

料金割引（大人1,800円→1,700円・小人（小学生）1,000円→950円）

賢島エスパーニヤクルーズ

志摩市阿児町神明752-11

(+81) 599-43-1023

料金割引（大人1,600円→1,500円、小人（小学生）800円→750円）

海島遊民くらぶ

鳥羽市鳥羽1-4-53

(+81) 599-28-0001

ホットコーヒー1杯進呈

希望者の方は、手荷物、車を午前10時～午後4時の間お預かりさせて頂きます

記念品プレゼント

熊野古道（ツヅラト峠、荷坂峠）送迎サービス

「伊勢志摩の海が好きです」Tシャツ10％割引

滋賀県
【大津市、近江八幡市周辺地域】
ジャンル
物販施設
飲食施設
宿泊施設
その他

特典提供施設

住所

特典内容

電話番号

三井アウトレットパーク 滋賀竜王

蒲生郡竜王町大字薬師字砂山
(+81) 748-58-5031
1178-694

アウトレットスペシャルクーポン進呈

びわ湖 鮎家の郷

野洲市吉川4187

(+81) 77-589-3999

ソフトドリンク進呈（2Fレストラン「比良暮雪」にて1,000円以上お食事された際に限る） ※団体は不可

暖灯館きくのや

大津市雄琴6-1-29

(+81)77-578-1281

ウェルカムドリンクサービス

BSCウォータースポーツセンター

大津市南船路4-1

(+81) 77-592-0127

ウォータースポーツスクール5%割引

オリジナルノベルティ進呈

売店10%割引チケット発行

滋賀県
【彦根市、長浜市周辺地域】
ジャンル
宿泊施設
観光施設

特典提供施設

住所

特典内容

電話番号

びわ湖畔 味覚の宿 双葉荘

彦根市松原町1377

(+81) 749-22-2667

お食事の際に日本酒１合提供

名勝・玄宮園

彦根市金亀町1-1

(+81) 749-22-2742

玄宮園割引 （大人：200円→180円/小中学生100円→90円）

彦根城博物館

彦根市金亀町1-1

(+81) 749-22-6100

博物館割引 （大人：500円→450円/小中学生250円→170円）

彦根城

彦根市金亀町1-1

(+81) 749-22-2742

彦根城・玄宮園共通券割引 （大人：600円→540円/小中学生：200円→180
円）

金剛輪寺

愛知郡愛荘町松尾寺874

(+81) 749-37-3211

オリジナルクリアファイルを進呈

釈迦山 百濟寺［国史跡］

東近江市百済寺町323

(+81) 749-46-1036

百濟寺宝物絵はがき（10枚セット）を先着1,000名に進呈

彦根城・玄宮園・博物館セット券割引 （大人：1,000円→900円/小中学
生：350円→315円）

高速道路
【東名高速道路】
ジャンル
物販施設
飲食施設

特典提供施設

住所

特典内容

電話番号
ドリンク1杯進呈（レストランでお食事をされた方、カード所持者のみ）

富士川SA 下り線

富士市岩淵舟山

浜名湖SA 集約

浜松市北区三ヶ日町佐久米
47-1

(+81) 53-528-1450

湖の見えるレストラン・浜名亭でお食事のお客様にコーヒー（お子様にはジュース）を１杯進呈（6名様まで）

駒門PA 上り線

御殿場市駒門62

(+81) 550-87-0434

(株)東京ハイウエイにてお食事のお客様にアメリカンドック１本進呈

赤塚PA 上り線

豊川市市田町字北山7-48

(+81) 533-86-9246

ハイウェイショップにて、コーヒー割引（180円→100円）

新城PA 下り線

新城市富岡字東川60-689

(+81) 536-26-0822

稲穂ずし（３個入り）を１パック進呈（門前そば 山彦でお食事をされたお客様）

新城PA 上り線

新城市富岡字東川60-467

(+81) 536-26-1551

陣屋 サガミにてそば茶ペットボトル１本進呈

上郷SA 下り線

豊田市永覚町上長根6-256

ホットコーヒーを100円にて提供（※通常120円）

EXPASA富士川 上り線

富士市岩淵字北吉野1500番地

「頑固市場」にてウェルカムカードご提示のお客様に粗品プレゼント

日本坂ＰＡ 上り線

焼津市石脇上96-1

(+81) 54-628-1058

(株)エイチ・アール 横浜にてソフトクリーム割引（牛乳・みかん・ミックス300円→250円、抹茶350円→300円）

小笠ＰＡ 下り線

掛川市下俣字菖蒲谷241-1

(+81) 537-23-1554

スナックコーナー松風屋にて「いちごシェイク」をお買い上げ時に50円割引き（カード所持者のみ）

高速道路
【新東名高速道路】
ジャンル
物販施設
飲食施設

特典提供施設

住所

特典内容

電話番号

掛川PA 下り線

掛川市倉真5968-4

(+81) 537-28-1001

掛川遠州屋にてコーヒー（ホットまたはアイス）お1人様1杯進呈

NEOPASA静岡 下り線

静岡市葵区飯間1258

(+81) 54-295-9022

しずおかマルシェにてカード提示で、コーヒーをお1人様1杯50円割引

NEOPASA静岡 上り線

静岡市葵区小瀬戸1544-3

(+81) 54-276-0281

ＩＰＰＵＤＯ RAMEN ＥＸＰＲＥＳＳにてラーメンをご購入のお客様に玉子進呈

遠州森町PA 上り線

周智郡森町円田903-4

(+81) 538-84-0117

遠州ふるさと屋にてホットまたはアイスコーヒー１杯進呈（1,050円以上お買上げの方）

しずおかマルシェにてカード提示で、コーヒーをお1人様1杯50円割引

高速道路
【名神高速道路】
ジャンル
飲食施設

特典提供施設

住所

養老SA 下り線
多賀SA 上り線

犬上郡多賀町敏満寺59-2

多賀SA 下り線

犬上郡多賀町大字敏満寺字西
(+81) 749-48-1226
谷66-36

養老SA 上り線

特典内容

電話番号

養老郡養老町橋爪字南川原
1475-1
養老郡養老町橋爪字西川原
1477-2

(+81) 584-32-3152

ホットコーヒー１杯進呈（レストランでお食事の方）（カード所持者のみ）

(+81) 584-32-0879

レストランにてアフターコーヒー進呈（レストランでお食事のカード所持者のみ）

(+81) 749-48-1325

でり家にて、コーヒー（ホットまたはアイス）を100円でご提供。（カード所持者のみ）
コーヒー1杯進呈（レストラン（近江多賀亭）でお食事の方）

高速道路
【中央自動車道】
ジャンル
物販施設

飲食施設

特典提供施設

住所

特典内容

電話番号

フードコート・屋台通りにてお食事をされたお客様、コーヒー1杯サービス

恵那峡SA 上り線

恵那市大井町字舟山1120-206 (+81) 573-26-3131

春慶箸一本進呈（ショップでのお買物2,000円以上の方）

神坂ＰＡ 上り線

中津川市神坂字子森2002

(+81)573-69-2212

馬籠と湯舟の里にて粗品進呈（1000円以上お買い上げの場合に限る。飲食は対象外。）

駒ヶ岳SA 上り線

駒ヶ根市大字赤穂字大徳原
15-160

(+81) 265-82-5100

販売メニューのドリンク（コーヒー、ジュース等）１杯進呈（レストランでお食事の方、カード所持者のみ）

駒ヶ岳SA 下り線

駒ヶ根市赤穂字新田15-571

(+81) 265-83-7176

ドリンクバーをサービス（レストランでお食事の方、カード所持者のみ）

諏訪湖SA 上り線

諏訪市大字豊田字所久保
3118-5

(+81) 266-53-7115

ソフトクリーム50円割引(販売コーナー：グルメ工房、アルプスの贈り物)

諏訪湖SA 下り線

岡谷市大字湊字方久保435

(+81) 266-53-2323

レストランにてコーヒー進呈(お食事をされた方のみ)

恵那峡SA 下り線

恵那市大井町字原2194-104

(+81) 573-26-3151

フードコートにて、コーヒー（ホットまたはアイス）を100円でご提供。（カード所持者のみ）

ソフトクリーム50円割引（フードコート）

高速道路
【北陸自動車道】
ジャンル
飲食施設

特典提供施設

住所

特典内容

電話番号

有磯海SA 下り線

魚津市湯上848

(+81) 765-22-3356

ホットコーヒー1杯進呈（レストランでお食事をされた方、カード所持者のみ）

有磯海SA 上り線

滑川市栗山2913-10

(+81) 76-471-2601

ドリンク1杯進呈（レストランでお食事をされた方、カード所持者のみ）

小矢部川SA 下り線

小矢部市戸久4682

(+81) 766-61-4350

ホットコーヒー1杯進呈（レストランでお食事をされた方、カード所持者のみ）

小矢部川SA 上り線

小矢部市浅地171-1

(+81) 766-61-4352

ホットコーヒー1杯進呈（レストランでお食事をされた方、カード所持者のみ）

尼御前SA 下り線

加賀市美岬町尼ゴジ3-2外

(+81) 761-75-2611

おぼろ昆布進呈（フードコートでお食事をされた方、カード所持者のみ）

尼御前SA 上り線

加賀市美岬町ナ48外

(+81) 761-75-2631

ホットコーヒー１杯進呈（レストラン「加賀の里」でお食事をされた方、カード所持者のみ）

南条SA 下り線

南条郡南越前町上野78-8

(+81) 778-47-3418

ホットコーヒーを1杯進呈（レストラン「花はす」、フードコート「そば街道」でお食事をされた方、カード所持者のみ）

神田PA 下り線

長浜市加田今町字松岡山1-5

賤ヶ岳SA 下り線

長浜市余呉町坂口267-1

(+81) 749-86-2111

ホットコーヒー１杯進呈（テイクアウトコーナー：カード所持者のみ）

賤ヶ岳SA 上り線

長浜市余呉町坂口94

(+81) 749-86-3322

ホットコーヒー1杯進呈（レストランでお食事をされた方）（カード所持者のみ）

ソフトクリーム５０円割引き

高速道路
【長野自動車道】
ジャンル
飲食施設

特典提供施設

住所

特典内容

電話番号

梓川SA 下り線

松本市島内西河原6931-5

(+81) 263-47-8855

ドリンクバー無料（レストランでお食事の方）

梓川SA 上り線

安曇野市豊科高家972-5

(+81) 263-72-8816

ソフトクリーム50円割引（スナックコーナー、第2スナックコーナーにて）

高速道路
【東海北陸自動車道】
ジャンル
飲食施設

特典提供施設

住所

特典内容

電話番号

長良川SA 下り線

関市下有知字重竹962

(+81) 575-23-4422

レストランでお食事のお客様にドリンクバーサービス（ご本人様とご同伴のお客様 計４名様まで）

関SA 上り線

関市小瀬2832

(+81) 575-21-5101

レストランでお食事のお客様に販売メニューのドリンク（コーヒー、ジュース等）1杯進呈 （ご本人様及び同伴者 計５名様まで。）

高速道路
【伊勢湾岸自動車道】
ジャンル
飲食施設

特典提供施設

住所

特典内容

電話番号

湾岸長島ＰＡ 下り線

桑名市長島町松蔭393-2

(+81) 594-45-8588

外国人団体専用メニュー5%割引

湾岸長島ＰＡ 上り線

桑名市長島町松蔭427-2

(+81) 594-45-8585

外国人団体専用メニュー5%割引

高速道路
【東名阪自動車道】
ジャンル

特典提供施設

物販施設

住所

特典内容

電話番号

御在所SA 下り線

四日市市山之一色町字乱取口
1491-2

「魚屋の台所 下の一色」でお買上金額より、100円引き（税込1,000円以上お買上げの場合に限る）

御在所SA 上り線

四日市市山之一色町字池之谷
(+81) 59-332-1212
口1569-2

「グリル＆カレー カキヤス」にてソフト 「うどんそば処 彦兵衛」にて、ご注文 「和洋ダイニング 味蔵」にて、ご注文 「焼丸」にて、ご注文のお客様に
ドリンクサービス（１グループ6名様ま のお客様に「ドリンク」プレゼント（カー のお客様に「ドリンク」プレゼント（カー 「ドリンク」プレゼント（カード所持
で）
ド所持者のみ）
ド所持者のみ）
者のみ）

亀山PA 上り線

亀山市布気町字高塚805-1

売店にてレジコ－ヒ－100円で販売

亀山PA 下り線

亀山市布気町大岨942-1

レジコ－ヒ－100円で提供

大山田PA 下り線

桑名市大字蛎塚新田字大谷
79-1

レジコ－ヒ－100円で提供（※通常150円）

飲食施設

高速道路
【伊勢自動車道】
ジャンル
飲食施設

特典提供施設

住所

特典内容

電話番号

嬉野ＰＡ下り線

松阪市嬉野薬王寺町字東峡
191

レジ珈琲１００円販売

安濃SA 上り線

津市安濃町内多2807-2

安濃横丁コーナーにて、ウェルカムカード提示された方にコーヒー100円引き販売

