「速旅 みえ旅ドライブプラン」優待施設一覧
エリア
1 北勢

平成30年6月25日現在

優待施設様名

住所

最寄のIC

電話

定休日

阿下喜温泉

いなべ市北勢町阿下喜788

桑名/東員

0594-82-1126 毎週木曜日（祝日の場合は翌平日）、年末年始
毎週金曜日

優待内容

ｸｰﾎﾟﾝ提示による適用人数

有料入浴された方にタオルプレゼント

クーポン1枚につき1枚

2

伊坂ダムサイクルパーク

四日市市伊坂町辺谷157-2

四日市東

059-364-1546

変り種自転車の無料乗車(30分以内)

4名まで

3

四日市スポーツランド

四日市市桜町9868

四日市

059-326-5415 金曜日（祝日の場合は営業し翌週月曜日休業）

アスレチックコース無料入場

4名まで

4

大正館

四日市市西新地3-18

四日市

059-352-5118 無

お一人様5,000円以上のご利用で消費税分をサービス

5名まで

5

アクアイグニス

三重郡菰野町菰野4800-1

四日市

059-394-7733 無

日帰り入浴料100円割引

5名まで

6

鹿の湯ホテル

三重郡菰野町菰野8520-1

四日市

059-392-3141 不定休

日帰り入浴料半額

1グループ全員

ご宿泊のお客様にまこもさんどプレゼント

1グループ全員

7

名阪関ドライブイン

亀山市関町萩原39

亀山/伊勢関

0595-96-1414 無

レストラン関亭お食事代10％割引

1グループ全員

8 中南勢

松阪まるよし鎌田本店

松阪市鎌田町239-2

松阪

0120-298-044 水曜日（祝日は営業）

ソフトドリンク1杯無料※注文時にクーポン提示

10名まで

9

フレックスホテル

松阪市中央町36-18

松阪

0598-52-0800 無

宿泊-基本料金10%割引

4名まで

レストラン-｢ヤマザクラ｣｢伊勢路｣2店舗お食事代10%割引

4名まで

10

日本料理・松阪牛

松阪市中町1849番地2

松阪

0598-21-0222 水曜日

お食事された方にデザートサービス

5名まで

11

一般社団法人松阪観光協会まつさか交流物産館 松阪市京町301

松阪

0598-22-3770 無

商品お買い上げの方に「松阪もめんしおり」プレゼント

1グループ1名

12

国史跡斎宮跡休憩所「いつき茶屋」

多気郡明和町斎宮2969-4

玉城

0596-52-7805 月曜日

お食事された方に伊勢神宮ゆかりの古代米(約50g100円相当)プレゼント

4名まで

13

奥伊勢フォレストピア

多気郡大台町薗993

大宮大台

0598-76-1200 1月中旬頃10日間の連続休館有

入浴料200円割引（600円→400円）

5名まで

14 伊賀

ヒルホテルサンピア伊賀天然温泉「芭蕉の湯」 伊賀市西明寺2756-104

名阪国道

友生 0595-24-7000 原則無し。但し、メンテナンス休館日有

日帰り入浴料200円割引

5名まで

15

伊賀肉生産直売のオクダ

名張市鴻之台2-134

名阪国道

上野 0595-64-1780 火曜日

1,000円以上のお買い物をされた方に伊賀牛すき焼きコロッケ1個プレゼント

1名まで

16

焼肉レストランオクダ

名張市鴻之台2-134

名阪国道

上野 0595-64-0229 火曜日

1テーブル(2～4名様)でお食事された方に三重県産とりもも特製タレ付焼肉1皿プレゼント

1名まで

17

赤目四十八滝

名張市赤目町長坂682

名阪国道

上野 0595-64-2695 無

忍者衣装レンタル料300円割引(700円→400円)

2名まで

18

ステーキハウスGrazie（グラツィエ）

伊賀市上野丸之内500ハイトピア2F

名阪国道

上野 0595-51-0783 火曜日

お食事された方にミニハンバーグ1個プレゼント

1名まで

19

名阪上野忍者ドライブイン

伊賀市大内2017番地

名阪国道

大内 0595-23-1414 無

カジュアルレストラン上野お食事代10％割引

1グループ全員

20 伊勢志摩 伊勢志摩スカイライン

伊勢市宇治館町岩井田山677-1

伊勢西

0596-22-1810 無

軽･普通自動車 自動二輪車(126cc以上)は20%割引

1台

21

鳥羽湾めぐりとイルカ島

鳥羽市鳥羽1丁目2383番地51

伊勢西

0599-25-3145 平成31年1月15日から2月8日まで休業

運賃割引(大人1,800円→1,700円､小人1,000円→950円)

5名まで

22

パールロード鳥羽展望台

鳥羽市国崎町字大岳3-3

伊勢西

0599-33-6201 無

レストランでお食事された方にコーヒー1杯サービス

5名まで

23

ミキモト真珠島

鳥羽市鳥羽1-7-1

伊勢西

0599-25-2028 12月第2火曜日から3日間

入場料金 大人100円割引 小人（小･中学生）50円割引※他の割引との併用不可

5名まで

24

賢島エスパーニャクルーズ

志摩市阿児町神明752-11（賢島）

伊勢西

0599-43-1023 無

運賃割引(大人1,600円→1,500円､小人800円→750円)

5名まで

25

志摩自然学校

志摩市大王町波切2199ともやま公園内

伊勢西

0599-72-1733 不定期

英虞湾エコツアーシーカヤック1.5時間コース10%OFF

4名まで

片岡温泉

快楽亭

忍者の森

（祝日の場合は営業し翌週月曜日休業）

東紀州

受付時間11:00～21:00（22:00終了）

ご宿泊料5%割引
※お電話での予約のみ､スタンダードプランのみ（ご予約時に優待利用の旨、お伝え下さい。）

クーポン1枚につき8名まで

※繁忙期(8月9日から8月18日）を除く
日帰り入浴料20%割引(大人1,080円→864円)

クーポン1枚につき8名まで

0597-46-3555 年末年始

1体験1割引（1グループ）

1グループ4名まで

熊野大泊

0597-88-1011 無

お食事された方にコーヒー1杯サービス

1グループ3名まで

熊野大泊

0597-89-1502 無

熊野市久生屋町1430

熊野大泊

0597-88-2045 無

紀南ツアーデザインセンター

熊野市木本町517-1

熊野大泊

0597-85-2001 毎週水曜日、年末年始

「めはり寿司にぎり体験」申込の方に「新姫サイダー」プレゼント

1グループ4名まで

32

ホテル瀞流荘

熊野市紀和町小川口158

熊野大泊

0597-97-1180 不定期

トロッコ列車往復乗車券付入浴券100円割引

1グループ4名まで

33

ホテルなみ

熊野市大泊町772-1

熊野大泊

0597-88-1800 無

ご宿泊のお客様にドリンク1杯サービス

2名まで

34

道の駅パーク七里御浜

南牟婁郡御浜町阿田和4926-5

熊野大泊

05979-2-3600 無

35

道の駅紀宝町ウミガメ公園

南牟婁郡紀宝町井田568-7

熊野大泊

0735-33-0300 無

26

ホテル季の座

北牟婁郡紀北町東長島3043-4

紀伊長島

0597-46-2111 無

27

きほくふるさと体験塾

北牟婁郡紀北町東長島2410-73

紀伊長島

28

お綱茶屋（道の駅熊野・花の窟）

熊野市有馬町137

29

鬼ヶ城センター

30

熊野倶楽部

31

熊野市木本町1835-7

売店で1,000円以上のお買い物をされた方に特産｢新姫｣のドリンクをプレゼント
年２回（2月・６月）休館日あり

※他サービスとの併用不可
日帰り入浴料250円割引（750円→500円）

売店「浜街道」で2,000円以上（税込）のお買い上げレシートを観光センターインフォメーション
カウンターでご提示にて、季節のみかんじゅうす（250ml）1本プレゼント
2階レストランでお食事された方にコーヒーサービス

1名
4名まで

クーポン1枚につき1本
1名

