
※特典の内容が変更となる場合があります。各施設でご利用前にご確認下さい。

［お問い合わせ先］ 八幡平市観光イベント実行委員会（八幡平市観光協会) TEL.0195-78-3500 八幡平市観光協会 検索

湯けむりトクトクバッジ特典
期間中、バッジを参加店で見せると、様々な特典が受けられます!

期間中、市内指定宿泊施設に
お泊りの方にバッジプレゼント!

食
べ
る

TEL/0195-73-5111

TEL/0195-73-5111

TEL/0195-73-5132

TEL/090-9030-1314

TEL/0195-72-3663

TEL/0195-75-0070

TEL/0195-75-2500

TEL/0195-72-5159

TEL/0195-78-3002

　安比高原
【安比高原スキー場】
●安比高原ソフトクリーム50円引き
(安比プラザ 創源・オリーブ) (安比ハッピーモール リトルラビット) (安比温泉 白樺の湯)
●スノーアイス50円引き(安比プラザ マサラ)
【安比ハッピーモール】
●安比高原アイスクリーム5％引き
●安比高原牧場飲むヨーグルト、牛乳1ℓ 5％引き
●2,000円以上お買い上げの方に安比のコーンスープ1個プレゼント
　安比高原ペンション
【地産地消レストラン＆ペンション スターダスト】
レストラン11:00～14:00(要予約) 定休日/不定休
●お食事の方にコーヒーまたは紅茶1杯サービス
【安比ロッキーイン】
11:00～15:00(ランチ) 定休日/月、火、水曜日
●小学生以下に雪だるましゅまろをサービス
　安代エリア
【カフェレストラン ぱぱなっしゅ】
11:30～14:30(ランチ) 17:00～20:00(ディナー)  定休日/月曜日
●ゆきだるまパフェ50円引き
●お食事注文時にソフトドリンク1杯サービス
【麹屋もとみや味噌茶屋】9:30～17:00 定休日/なし
●みそソフトクリーム50円引き
　西根エリア
【道の駅にしね】9:00～17:00 定休日/なし
●ソフトクリームひと巻追加サービス
【サラダファームたまご館】
●いちごソフトクリーム50円引き
　松尾エリア
【松っちゃん市場】
9:00～16:30(食堂11:30～14:00) 定休日/なし
●「松っちゃんラーメン」100円引き
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TEL/0195-72-5613

TEL/0195-72-5676

TEL/0195-72-5900

TEL/0195-78-2866

TEL/0195-78-3477

TEL/0195-73-6888

TEL/0195-68-7732

TEL/0195-73-5939

TEL/0195-73-5100

TEL/0195-73-5064

TEL/0195-73-5241

TEL/0195-73-5132

　安比民宿エリア
【民宿 かすみ荘】
●安比高原アイスクリーム1個サービス
【民宿 まきば】
●モーニングコーヒー・紅茶・チャイ サービス
【SKI HOUSE あるぺん】
●夕食時に生ビール1杯またはソフトドリンク1杯サービス

　八幡平温泉郷エリア
【ペンション パレット】
●ソフトドリンク1杯サービス
【天然温泉の宿 安暖庭】
●グラスワイン1杯サービス

　安比高原エリア
【リゾートイン・ミワ】
●安比高原アイスクリーム引換券プレゼント&
  コーヒーまたは紅茶サービス
【ペンション アーラワッカ】
●メニューのソフトドリンク1杯サービス ※一部対象外あり
【ペンション アサンギ】
●安比高原アイスクリーム1個プレゼント  ※雪フェスプランの方のみ
【ペンション ロスアミーゴス】
●山ぶどうグラスワイン1杯サービス
【ペンション アリス】
●夕食時に生ビール1グラス
　またはウーロン茶（500ml 1本）サービス
【ペンション サンダーパパ】
●夕食時にソフトドリンク1杯
　またはグラスワイン1杯サービス
【地産地消レストラン＆ペンション スターダスト】
●コーヒーまたは紅茶1杯サービス
　さらに安比高原アイスクリーム1個サービス

2/9土 28 木
2019

2/9土 28 木
2019
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　安比高原スキー場 TEL/0195-73-5111
●ナイターリフト券(大人)値引き　　      2,200円→1,900円
　イーハトーヴォ安比自然ツアーズ TEL/0195-73-6228
●ガイドと行く スノーシューツアー10％OFF ①9：30～11：30 ②13：30～15：30

日
帰
り
温
泉

新安比温泉 静流閣

TEL/0195-72-2110
時間/10:00～17:00
定休日/なし

大人    700円→350円
小人    400円→200円

入浴料 50％OFF
四季館彩冬

TEL/0195-72-5344
時間/11:30～14:00(館内利用14:30まで)
定休日/水曜日

大人    700円→350円
入浴料 50％OFF

安比豊畑温泉 フロンティアの湯

TEL/0195-72-5740
時間/9:00～21:00
定休日/不定休・要問い合わせ

大人    600円→500円
入浴料 100円引き

綿帽子温泉 あずみの湯

TEL/0195-72-6811
時間/10:00～21:00（受付20:00まで）
定休日/第3木曜日

大人    600円→500円
小人    300円→200円

入浴料 100円引き

安比温泉 白樺の湯

TEL/0195-73-6060
時間/平日13:00～23:00、土日祝12:00～23:00
(受付22:30まで) 定休日/なし

大人 1,000円→600円
小人    600円→300円

入浴料 割引き
八幡平自然休養村 なかやま荘

TEL/0195-78-3132
時間/10:00～21:00
定休日/なし

大人    600円→500円
小人    300円→200円

入浴料 100円引き
八幡平温泉館 森乃湯

TEL/0195-78-3611
時間/10:00～21:00(受付20:00まで)
定休日/第3金曜日

大人    600円→500円
小人    300円→200円

入浴料 100円引き
八幡平ハイツ

TEL/0195-78-2121
時間/平日8:00～21:00、土・日・祝・休前日
8:00～16:00 定休日/なし

大人    630円→315円
小人    300円→150円

入浴料 50％OFF

八幡平マウンテンホテル

TEL/0195-78-4111
時間/11:00～15:00（最終受付14:00）
定休日/なし

大人 1,000円→500円
小人    700円→350円

入浴料 50％OFF
松川温泉 峡雲荘

TEL/0195-78-2256
時間/8:00～19:00
定休日/2月13日、2月27日は15:00～休館

大人    600円→300円
小人    300円→150円

入浴料 50％OFF
日帰り温泉館  焼走りの湯

TEL/0195-76-2013
時間/9:30～20:30(最終受付20:00)
定休日/なし

大人    600円→500円
小人    300円→200円

入浴料 100円引き
いこいの村岩手

TEL/0195-76-2161
時間/10:00～20:00（火曜日のみ11:00～）
定休日/なし

大人    550円→450円
小人    300円→200円

入浴料 100円引き


