
NO. 県名 市町村名 対象施設名 特典内容

1 鳥取県 北栄町 青山剛昌ふるさと館 入館料100円引き

2 鳥取県 琴浦町 くつろぎ亭ひこべえ 牛骨ラーメン648円→550円　　牛骨ラーメンセット864円→750円

3 鳥取県 米子市 淀江ゆめ温泉　白鳳の里 一般入浴料金より50円引き

4 鳥取県 米子市 ホテル　カクバン 宿泊料金10％割引

5 鳥取県 境港市 大漁市場なかうら 店内で1000円以上お買い上げの方に粗品プレゼント

6 鳥取県 大山町 大山乗馬センター 乗られた馬のポストカードプレゼント

7 鳥取県 大山町 森の国 入園料50円引き

8 鳥取県 大山町 豪円山ロッジ ジンギスカン食べ放題　大人100円引き

9 鳥取県 南部町 赤猪岩神社前売店 古代米ちょっぴりプレゼント

10 鳥取県 南部町 とっとり花回廊 入園料10％割引

11 鳥取県 伯耆町 植田正治写真美術館 入館料100円引き

12 鳥取県 伯耆町  ご当地ファーム山の駅大山望 レストランにてソフトクリーム50円引き

13 鳥取県 伯耆町 大山ますみず高原天空リフト 天空リフト100円引き

14 鳥取県 江府町 道の駅「奥大山」 レストラン５％割引

15 島根県 松江市 日本庭園　由志園 入園料大人100円引き　高校生以下50円引き

16 島根県 飯南町 道の駅「赤来高原」　パンとスープの店miel パン全品10％割引

17 島根県 大田市 四季の宿　さひめ野 食事付プランで宿泊された方にワンドリンクサービス

18 島根県 江津市 神楽の里　舞乃市　恵比寿市場 焼き立てパン５％割引　※無くなり次第終了

19 島根県 江津市 神楽の里　舞乃市　大黒食堂 お食事代金５％割引

20 島根県 江津市 温泉リゾート風の国 温泉入浴料半額（大人600円→300円　小人300円→150円）　※幼児無料

21 島根県 江津市 有福ｃａｆｅ 貸切風呂ご利用の方に１ドリンクサービス

22 島根県 浜田市 島根県立しまね海洋館アクアス 入館料10％割引（大人1540円→1380円　小中高校生510円→460円）　※幼児無料

23 島根県 浜田市 国民宿舎千畳苑 大人1名につき入浴料100円引き

24 島根県 浜田市 ホテル松尾 ワンドリンクサービス

25 島根県 浜田市 道の駅「ゆうひパーク浜田」　会津屋八右衛門 お食事５％割引

26 島根県 浜田市  道の駅「ゆうひパーク浜田」　イタリアンレストランオリゾンテ お食事５％割引

27 島根県 浜田市 リフレパークきんたの里 温泉入浴料半額（大人600円→300円　　小人250円→125円）　※幼児無料

28 島根県 益田市 荒磯温泉　荒磯館 大人1名入浴料100円引き、小学生以下1名入浴料50円引き

29 島根県 益田市 島根県立石見美術館
当日券（企画展・コレクション展セット券）割引
（一般1150円→1020円　大学生700円→580円　小中高生300円→250円）

30 島根県 益田市 島根県立万葉公園 公園内にある”やすらぎの家”の食事代10％割引

31 島根県 津和野町 津和野城跡観光リフト 50円引き（団体割引の適用）

32 島根県 津和野町 津和野のお宿　よしのや 食事付プランで宿泊された方にワンドリンクサービス

33 岡山県 瀬戸内市 道の駅「一本松展望園」　ミニ鉄道公園 回数券（6枚綴り）1080円→980円

34 岡山県 瀬戸内市 道の駅「黒井山グリーンパーク」　ちびっ子プール 入場料50円引き（大人600円→550円　こども500円→450円）

35 岡山県 吉備中央町 道の駅「かもがわ円城」 「白菜キムチ１パック」または「キムチくらげ２パック」プレゼント

36 岡山県 吉備中央町 道の駅「かよう」 「ブルーベリーどっさり100パフェ」または「ブルーベリージャム（大）」プレゼント

37 岡山県 笠岡市 道の駅「笠岡ベイファーム」　ひまわりカフェ ソフトクリーム50円引き

38 岡山県 高梁市 備中松山城 入城料10％割引（高校生以上300円→270円　中学生以下150円→135円）

39 岡山県 高梁市 高梁市郷土資料館 入館料10％割引（高校生以上300円→270円　中学生以下150円→135円）

40 岡山県 高梁市  武家屋敷館 （旧折井家・旧埴原家2館共通券） ２館共通券10％割引（高校生以上400円→360円　中学生以下200円→180円）

41 岡山県 高梁市 広兼邸
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41 岡山県 高梁市 広兼邸

42 岡山県 高梁市 郷土館

43 岡山県 高梁市 旧片山家住宅　

44 岡山県 高梁市 ベンガラ館

45 岡山県 高梁市 笹畝坑道

46 岡山県 新見市 味の庄　伯備 食事代金５％引き

47 岡山県 新見市 &カフェ寿司一 本店 ランチメニュー10％引き（税抜価格より）

48 岡山県 新見市 井倉洞 入洞料100円引き

49 岡山県 新見市 満奇洞 入洞料100円引き

50 岡山県 新見市 ペンションnoah-ノア- 日替ランチ1350円→1000円

51 岡山県 新見市 哲多食源の里祥華 食後のコーヒーまたはデザートサービス

52 岡山県 新見市 焼肉ステーキ牛弘 食後のコーヒーまたはデザートサービス

53 岡山県 新見市 新見美術館 入館料割引（団体割引の適用）

54 岡山県 真庭市 足温泉館 入浴された方全員に入浴剤プレゼント

55 岡山県 真庭市 元湯・湯本温泉館 入浴された方全員に入浴剤プレゼント

56 岡山県 真庭市 道の駅「風の家」 ソフトクリーム50円引き

57 岡山県 真庭市 蒜山高原かくれがスタイル貸別荘 天然酵母パン・手作り雑貨のお店「のーすぽーる」で使用できる500円券プレゼント

58 岡山県 真庭市 蒜山高原貸別荘「Xmasコテージ」「雪あかり」 宿泊１組につきイタリアンワイン1本プレゼント

59 岡山県 真庭市 休暇村蒜山高原
日帰り入浴料半額（大人500円⇒250円　小人300円⇒150円）
宿泊の方ウェルカムドリンク１杯サービス

60 岡山県 美咲町 柵原鉱山資料館 入館料大人100円引き　中学生以下（小学生まで）60円引き

61 岡山県 矢掛町 旧矢掛本陣石井家 入館料割引（一般400円→300円　小・中学生200円→150円）

62 岡山県 矢掛町 やかげ郷土美術館 入館料割引　（一般200円→150円　中学生100円→70円　小学生50円→30円）

63 岡山県 矢掛町 やかげ町家交流館
1000円以上お買い上げの方に「やかっぴーボールペン（又はシャープペン）1本プレゼント
3000円以上お買い上げの方は上記ペン1本と「やかっぴーメモ帳」プレゼント

64 岡山県 矢掛町 佐藤玉雲堂
ご来店の方に柚子ジュースサービス
1000円以上お買い上げの方に「ゆべし吉備の雪」1個プレゼント

65 岡山県 矢掛町 ぼっこう堂 全品５％割引

66 岡山県 矢掛町 ケーキハウス　ローザンヌ 純生はちみロールケーキプレーン　10％OFF

67 岡山県 矢掛町 御菓子処　清邦庵 ５％割引

68 岡山県 矢掛町 カフェ・シーズ藤原家 飲食代100円引き　※雑貨は除く

69 岡山県 矢掛町 矢掛屋　ＩＮＮ＆ＳＵＩＴＥＳ 着物体験料3500円→3000円　（完全予約制、3日前までに要予約）

70 岡山県 矢掛町 矢掛家具センター テンペコロッケ通常120円→100円

71 広島県 尾道市 因島水軍城 入城料30円引き

72 広島県 尾道市 千光寺公園頂上売店 ソフトクリーム全品100円引き

73 広島県 世羅町 せらワイナリー ショップ・レストランをご利用の方５％引き

74 広島県 世羅町 道の駅「世羅」 道の駅オリジナルブレンドコーヒー50円引き

75 広島県 安芸高田市 たかみや湯の森 入湯料100円引き

76 広島県 安芸高田市 神楽門前湯治村 入湯料100円引き

77 広島県 北広島町 田原温泉5000年風呂 入浴料　大人100円引き　小人50円引き

78 広島県 北広島町 芸北オークガーデン 入浴料　大人200円引き　宿泊料金５％割引　（要電話予約、現金支払いのみ）

79 広島県 北広島町 おおあさ鳴滝露天温泉 入浴料　大人100円引き　小人50円引き

80 広島県 北広島町 広島北ホテル（仏陀の湯・龍神の湯） 入浴料　大人100円引き　小人50円引き

81 広島県 北広島町 どんぐり荘（龍頭温泉） ご宿泊の方　朝食サービス（和朝食）

82 山口県 下関市 道の駅「北浦街道豊北」 オリジナルクリアファイル １枚プレゼント

全館共通周遊券を購入された場合、団体割引扱い
（高校生以上850円→750円、中学生以下400円→350円）
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83 山口県 下関市 ホテル西長門リゾート 入浴料1000円→500円

84 山口県 下関市 果子乃季ゆめタウン長府店 ５％割引

85 山口県 下関市 果子乃季熊野店 ５％割引

86 山口県 宇部市 果子乃季東岐波店 ５％割引

87 山口県 宇部市 果子乃季宇部ファーム店 ５％割引

88 山口県 宇部市 シュシュ宇部 ５％割引

89 山口県 宇部市 シュクルヴァン宇部 ５％割引

90 山口県 山口市 果子乃季平川店 ５％割引

91 山口県 山口市 果子乃季大内店 ５％割引

92 山口県 山口市 果子乃季ゆめタウン山口店 ５％割引

93 山口県 山口市 果子乃季小郡プラッツ店 ５％割引

94 山口県 山口市 果子乃季新山口駅店 ５％割引

95 山口県 山口市 果子乃季＆シュクルヴァン新山口駅2号店 ５％割引

96 山口県 山口市 シュシュ山口 ５％割引

97 山口県 山口市 シュクルヴァン山口 ５％割引

98 山口県 山口市 シュクルヴァン新山口駅 ５％割引

99 山口県 萩市 萩・世界遺産ビジターセンター学び舎（まなびーや） 大人300円→240円、生徒・児童（小・中・高生）100円→80円

100 山口県 萩市 果子乃季萩美術館前店 ５％割引

101 山口県 萩市 果子乃季東萩店 ５％割引

102 山口県 防府市 果子乃季国衙店 ５％割引

103 山口県 防府市 果子乃季ゆめタウン防府店 ５％割引

104 山口県 防府市 果子乃季三田尻店 ５％割引

105 山口県 下松市 笠戸島家族旅行村 売店商品１０％割引き（ただし軽食類は除く）

106 山口県 下松市 果子乃季下松店 ５％割引

107 山口県 下松市 果子乃季サンリブ店 ５％割引

108 山口県 下松市 シュクルヴァン下松 ５％割引

109 山口県 岩国市 果子乃季玖珂店 ５％割引

110 山口県 岩国市 果子乃季南岩国店 ５％割引

111 山口県 岩国市 果子乃季岩国店 ５％割引

112 山口県 岩国市 果子乃季由宇店 ５％割引

113 山口県 光市 果子乃季光井店 ５％割引

114 山口県 光市 果子乃季浅江店 ５％割引

115 山口県 柳井市 sweets & cafe miyabi 柳井ブランドのお菓子１点プレゼント

116 山口県 柳井市 果子乃季総本店 ５％割引

117 山口県 柳井市 果子乃季ゆめタウン柳井店 ５％割引

118 山口県 柳井市 シュシュ柳井店 ５％割引

119 山口県 柳井市 シュクルヴァン柳井店 ５％割引

120 山口県 柳井市 ばさら窯 ５％割引

121 山口県 柳井市 錦果楼 ５％割引

122 山口県 柳井市 きじや ５％割引

123 山口県 柳井市 エスパリエカゲツ　本店 1000円以上（税込）お買い上げで200円割引

124 山口県 柳井市 エスパリエカゲツ 南町店 1000円以上（税込）お買い上げで200円割引124 山口県 柳井市 エスパリエカゲツ 南町店 1000円以上（税込）お買い上げで200円割引

125 山口県 柳井市 株式会社佐川醤油店 １０％割引（一部対象外商品あり）

126 山口県 柳井市 株式会社まつもと 獺祭5000円以上お買い上げの方に「獺祭グラス」プレゼント

127 山口県 柳井市 白壁の映山 お食事の方にセルフコーヒーを無料サービス

128 山口県 柳井市 シェ・カワモト 1000円以上（税込）お買い上げの方に「和クッキー(しょうゆ)」１袋プレゼント

129 山口県 柳井市 瀬戸内麺業 味の民芸品 手延素麺多喜しぶき 全種類５％割引

130 山口県 柳井市 ひがしや菓子店 ５％割引

131 山口県 柳井市 やない西蔵（柳井縞の会） 来館者に柳井縞クリッププレゼント

132 山口県 柳井市 やまぐちフラワーランド 入館料20％割引(大人500円⇒400円　小人250円⇒200円)

133 山口県 柳井市 月性展示館 入館料50円割引(大人200円⇒150円)　※高校生以下無料

134 山口県 柳井市 有限会社木阪賞文堂 1000円以上（税込）お買い上げの方に「オリジナルポストカード」プレゼント

135 山口県 柳井市 おく屋 履物、蜂蜜　全商品１０％割引

136 山口県 柳井市 国森家住宅 入館料大人のみ50円引き（団体・小人は適用なし）

137 山口県 柳井市 ダルマ書店 来店者にお菓子プレゼント

138 山口県 柳井市 柳井クルーズホテル レストラン「水浅葱」５％割引（団体不可）

139 山口県 柳井市 柳井ステーションホテル 宿泊料５％割引（現金支払のみ）

140 山口県 柳井市 柳井ビジネスホテル 宿泊料５％割引

141 山口県 柳井市 柳井市観光ボランティアの会 白壁の町並み無料ガイド（１０日前までに柳井市観光協会へ予約が必要）

142 山口県 柳井市 普慶寺 恋みくじ100円引

143 山口県 柳井市 柳井サンワボウル ボウリングゲーム代100円引

144 山口県 柳井市 Ｌｏｖｅ＆Ｂｌｕｅ ダイビングフィー1000円引（要予約）

145 山口県 柳井市 西尾株式会社（制服のニシオ） ５％割引

146 山口県 柳井市 商家博物館むろやの園 入館料50円引き

147 山口県 周南市 果子乃季熊毛店 ５％割引

148 山口県 周南市 果子乃季遠石店 ５％割引

149 山口県 周南市 果子乃季徳山店 ５％割引

150 山口県 周南市 果子乃季徳山駅店 ５％割引

151 山口県 周南市 果子乃季ゆめタウン新南陽店 ５％割引

152 山口県 周南市 果子乃季新南陽店 ５％割引

153 山口県 山陽小野田市 朝陽カントリークラブ プレーされるお客様に限りモーニングコーヒーサービス

154 山口県 山陽小野田市 山陽国際ゴルフクラブ プレーされるお客様に限りモーニングコーヒーサービス

155 山口県 山陽小野田市  レストランやけの（きらら交流館内） ソフトドリンク１杯サービス

156 山口県 山陽小野田市 きららガラス未来館 ジェルキャンドル体験者1名につきオリジナルガラスパーツ1つサービス

157 山口県 山陽小野田市 レストラン　ソル・ポニエンテ １ドリンクサービス

158 山口県 山陽小野田市  季節体験農場花の海 季節”旬”野菜の収穫体験料100円引き

159 山口県 山陽小野田市 果子乃季厚狭店 ５％割引

160 山口県 周防大島町 果子乃季大島店 ５％割引

161 山口県 田布施町 果子乃季マックスバリュ田布施店 ５％割引

162 山口県 平生町 果子乃季平生店 ５％割引
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