
 

【静岡川根パスポート共通券の対象施設・対象サービス／特典】 

地区 対象施設名 営業時間 定休日等 対象サービス カテゴリー 

島
田
市
金
谷
・川
根
エ
リ
ア 

とろろ屋ととろ 
11：00～14：00 

17：00～22：00 

木曜日（水曜日は 

ランチのみ営業） 
とろろ汁のお食事セット 200円引き 飲食 

喫茶 ん 10：00～19：00 月・第 3日曜日 セットドリンクサービスｏｒかき氷にお好きなトッピング１つサービス 飲食 

中屋酒店 
8：00～21：00 

酒場 16：00～ 
火・第 2・4月曜日 

酒場： 乾杯ドリンク 1杯サービス 

店頭小売： 地元の酒 「かなや日和」720ｍｌ 100円ＯＦＦ 

飲食 

買い物 

さくら茶屋 9：00～16：00 火曜日 そばメニュー全品 50円引き 飲食 

朝日園駅前本店 8:00～18：00 なし 
店内商品ご購入の方に「オリジナルティーバックセット（煎茶・紅

茶）」プレゼント 
買い物 

たいやきや 10：00～15：30 
木曜日 

（水曜日不定休） 
焼きそばｏｒラーメンワンコイン 500円 飲食 

お食事処たばこや 
11:00～14：00、17：00～20：00

（要予約） 
月曜日 お食事をされた方に季節のデザートプレゼント 飲食 

マルイエ醤油川根本家 10：00～18：00 水曜日 税別 700円以上お買い上げの方に粗品プレゼント 買い物 

朝日園 茶房遊 10：00～17：45 不定休 お茶バーガー500円 
飲食 

買い物 

川根温泉ふれあいの泉 9：00～21：00 
毎月第 1火曜日（変

動あり） 

施設利用料金割引（大人） 

入浴 400円 プール 550円 入浴とプール 820円 

飲食、体験 

買い物 

Ｓｋｙ ＴＥＣフライングアカ

デミー 

9：00～17：00 

（要予約） 
不定休 パラグライダー体験料 10％ＯＦＦ 体験 

奥
大
井
南
部
エ
リ
ア 

農家民宿 サンゴ―カン

トリーともしび 

平日 17：00～21：00 

土日祝 11：00～21：00 

月曜日（月曜日が祝

日の場合は翌日） 
飲食税別 1,000円以上で「こだわり手作りケーキ」サービス 

飲食 

宿泊 

昇陽堂 9：00～19：00 なし（臨時休業有） 自家製お菓子お買い上げ金額より 5％ＯＦＦ 買い物 

せせらぎの郷 10：00～17：00 
月～金曜日  

冬季休業 
プリンセット＆バウムクーヘンセット 50円ＯＦＦ 買い物 

不動の滝自然広場オート

キャンプ場 

IN14：00 OUT12：00 

管理棟 9：00～18：00 
なし ソフトドリンク 1杯サービス（宿泊者のみ） 宿泊 

野口屋 11：30～14：00 不定休 パスポート限定ランチ 
飲食 

宿泊 

食事処 さか希 11：00～19：30 水曜日 
手打ちそばセット（天丼ｏｒかつ丼）1,000円 

その他メニュー100円引き 
飲食 

和彩食堂 あけぼの 11:30～21：00 火曜日 オリジナル手作りフレッシュジュース１杯サービス 飲食 

農家民宿 天空の宿 
15：00～翌 9：00 

（約 1週間前迄に要予約） 
12/28～1/5 農業体験料無料ｏｒ手作り品プレゼント 

体験 

宿泊 

三ツ星オートキャンプ場 
ＩＮ13：00 

ＯＵＴ11：00 
１２月～４月下旬 

サイト使用料１割引き 

ＮＰＯ特製ゆずあめプレゼント 
宿泊 

フォーレなかかわね茶茗

舘 
9：30～16：30 

水曜日、年末年始 

臨時休館あり 
川根茶セット 250円 体験 

茶茗舘販売所 緑のたま

てばこ 
9：30～16：30 水曜日 

税別 500 円以上お買い上げで 「川根茶一煎茶パックｏｒお茶クッ

キー」 

プレゼント 

買い物 

さわい農園 
8：30～17：00 

（約 2日前迄に要予約 ） 
月曜日 卵（8個）と野菜セットで 1,000円 

体験 

買い物 

こやぶ園茶舗 9：00～ 不定休 お茶代金 5％ＯＦＦ 買い物 

川根茶直売所 山香荘茶

園 
8：30～17：30 

水曜日 

（4月・5月無休） 
オリジナル茶あめ 1袋ｏｒ高級川根茶 10ｇプレゼント 

体験 

買い物 

千
頭
エ
リ
ア 

生粋川根茶 澤本園 8：30～17：00 
第３水曜日、元旦、 

不定休有 
お茶代金 5％引き 買い物 

ケーブルテクニカ やん

ばい処 

9：00～15：00 

（要予約） 

土・日曜日 

（冬季・ＧＷ・夏季） 
レーザー彫刻体験 1,000円 体験 

川根茶製造販売 ㈱坂本

園 

9：00～17：00 

（体験は 5日前迄に要予約 ） 
土・日曜日 お茶 5％引き 

体験 

買い物 

山本屋旅館 遊工房 
10：00～16：00 

19：00～21：30（木・金） 
火・水・木曜日 

レッスン料１回 300円引き 

（カルトナージュ・インテリア茶箱） 
体験 

https://tororoyatotoro.com/
http://shizuoka.j47.jp/sakurajyaya/
http://tea-asahien.com/?mode=f2
http://shizuoka.j47.jp/tabakoya/
https://shop.maruie-shouyu.com/
http://tea-asahien.com/?tid=2&mode=f3
http://kawaneonsen.jp/
http://sky-tec.net/access/entry-44.html
http://sky-tec.net/access/entry-44.html
http://kawanegt.jp/stay/sango_counrty_tomoshibi.html
http://kawanegt.jp/stay/sango_counrty_tomoshibi.html
http://www.shokokai.or.jp/22/224271S0044/index.htm
http://www.shokokai.or.jp/22/224271S0046/index.htm
http://www.ffnpcs.com/
http://www.ffnpcs.com/
http://www.shokokai.or.jp/100/22/224271S0036/index.htm
http://www.shokokai.or.jp/100/22/224271S0028/index.htm
https://www.akebono-kawane.com/
https://www.akebono-kawane.com/
http://www2.wbs.ne.jp/~k-life/concept.html
http://www.okuooi.gr.jp/wordpress/chameikan/
http://www.okuooi.gr.jp/wordpress/chameikan/
http://www.okuooi.gr.jp/wordpress/chameikan/guide/guide-hiroba-miyage
http://www.okuooi.gr.jp/wordpress/chameikan/guide/guide-hiroba-miyage
http://www.shokokai.or.jp/22/224271S0029/index.htm
http://koyabuen.jp/
http://www.yamakasho.com/
http://www.yamakasho.com/
https://www.kawanecha.co.jp/index.html
https://www.sakamotoen.com/
https://www.sakamotoen.com/
http://www.ryokan-yamamotoya.com/


blooper backpacks（ブル

ーバー バックパックス） 
13：00～19：00 不定休 オリジナルステッカープレゼント 買い物 

奥大井音戯の郷 10：00～16：30 
火曜日、年末年始 

臨時休館あり 
入館料ｏｒ体験料 100円引き 体験 

Ｃａｆｅ うえまる 10：00～16：30 
火曜日、年末年始 

臨時休業あり 
自家農園おしゃれ川根茶ティーパックプレゼント 飲食 

Ｃａｆｅ うえまる千頭駅前

店 
9：30～18：30 火曜日 自家農園おしゃれ川根茶ティーパックプレゼント 飲食 

大井川鐵道千頭駅売店

そばコーナー 

11：00～14：30 

（12月～1月は 13：30まで） 
なし 

そば・うどん注文の方トッピングメニュー１品サービス 

（卵・きつね・山菜いずれか） 

飲食 

買い物 

カーケア中原 11：00～17：00 日曜日・祝日 レンタカー500円引き＆ドリンク１本サービス 体験 

ゑびすや食堂 11：00～16：00 木曜日・不定休 全品 100円引き（1品に限る） 飲食 

おざわ屋食堂 

11：30～14：30 

（月曜のみ～14：00） 

17：30～21：00 

火曜日（臨時休業有） 
麻婆豆腐セットｏｒかつ丼セット 1,000円 

その他 50円引き（１品に限る） 
飲食 

エディオン 堀電器千頭

店 
8：00～19：00 第１・３日曜日 

スヌーピーマイボトル（350ｍｌ）プレゼント 

※税別 1,000円以上お買い上げの方 
買い物 

前田工房 9：00～17：00 土・日曜日・祝日 川根の茶箱 ネット価格より 30％引き 買い物 

玄米彩食 あさゐ 
11：30～日没 

宿泊 15：00～ 
不定休（ＨＰで確認） 

お食事の方：ドリンクサービス 

宿泊の方：ウェルカムドリンク＋プレゼントあり 

飲食 

宿泊 

エコティかわね 10：00～18：00 不定休 自然体験プログラム８％ＯＦＦ 体験 

大井川鐵道井川線奥泉

駅 
9：00～16：30 なし しおりづくり体験１００円ＯＦＦ 体験 

接
岨
峡
・寸
又
峡
エ
リ
ア 

たぶの家 15：00～ 月・金曜日 郷土料理 1品サービス 宿泊 

資料館やまびこ 9：00～16：30 
火曜日・祝日の翌日 

12/29～1/3 
入館料２０％ＯＦＦ 体験 

寸又峡温泉 翠紅苑 

ランチ 11：00～13：00 

宿泊 14：00～翌 10：00、 

日帰り入浴 11：00～19：00 

不定休 
宿泊の方：1品サービス 

日帰りの方：入浴 100円引き 

体験 

宿泊 

 

寸又峡温泉 光山荘 14：00～翌 10：00 不定休（ＨＰ確認） ジビエ料理 1品サービス 宿泊 

SHOP＆CAFE 晴耕雨読 
平日 11：00～日暮れ 

土日祝 10：00～日暮れ 
不定期・冬季休業 あられ 5袋以上で 1袋サービス 買い物 

安竹商店 8：30～19：00 不定休 温泉パック 2本で１３％ＯＦＦ 買い物 

㈱長島園 8：00～17：00 不定休 1,000円以上お買上げの方「ミニソフトクリーム」サービス！ 買い物 

求夢荘 

宿泊 15：00～ 

日帰り入浴 6：00～9：00、 

16：00～22：00 

不定休 日帰り入浴・宿泊料金２０％ＯＦＦ 
体験 

宿泊 

紅竹食堂 
10：30～ 

閉店要問合せ 
木曜日 10％（1回目）１２％（2回目）１５％（3回目）１８％（4回目）引き 飲食 

特典 

静岡川根パスポート 2冊「（600円×2冊 計 1,200円）」 

および静岡川根パスポート掲載施設で利用できる「共通券 3,500円分（500円券×5枚）+（200円券×5枚）」 

定価合計 4,700円分を 4,000円で販売 

 

※パスポート共通券対象施設の営業時間については、各店舗・施設の HP等にてご確認ください。 

※他の割引プランとの併用はできません。 

※宿泊・体験等をご利用の場合は、必ずお客様から各施設への直接事前予約をお願いいたします。 

※パスポート共通券の未使用分は返金できません。また、利用時のおつりはでません。 

※パスポート共通券の有効期間は、2019年 7月 31日までとなります。 

https://blooper-backpacks.business.site/
https://blooper-backpacks.business.site/
http://www.otoginosato.com/
http://cafe-uemaru-tea.com/
http://cafe-uemaru-tea.com/
http://cafe-uemaru-tea.com/
http://www.carcare-nakahara.jp/
https://my.edion.jp/search/detail.php?sc=05470&p=41&tp=1
https://my.edion.jp/search/detail.php?sc=05470&p=41&tp=1
https://kawanechabako.jp/
http://acai-kawane.com/
http://kawanehon-eco.com/
http://www.okuooi.gr.jp/wordpress/20110912/1685/
http://www.okuooi.gr.jp/wordpress/20110905/870/
http://www.suikoen.jp/onsen.html
http://www.tekarisanso.jp/
http://seikou-udoku2012.com/
http://www.okuooi.gr.jp/wordpress/20160514/11648/
http://www.okuooi.gr.jp/wordpress/20110912/1541/
http://www.shokokai.or.jp/22/224281S0009/index.htm#sin1

