
当日有効な「青い森ワンデーパス」(コンビニ券含む)を提携施設でご提示
いただくと、各種お得なサービスが受けられます。

青森市文化観光交流施設

ねぶたの家 ワ・ラッセ
入場料団体料金適用
大人620円→550円、高校生460円→410円、
小中学生260円→230円
☎ 017-752-1311

アオモリボウル

1ゲーム料金50円引き
※ご本人様に限る

☎ 017-722-8131

「道の駅」浅虫温泉ゆ～さ浅虫

各種ソフトクリーム１個50円引き

☎ 017-737-5151

PIZZA HOUSE Sharumu

セモリナスティック１袋プレゼント

☎ 017-752-4311

青森県営浅虫水族館

オリジナル記念品をプレゼント

☎ 017-752-3377

ほたて広場

各種ソフトクリーム１個50円引き

☎ 017-752-3220

南部屋・海扇閣
・日帰り入浴1,000円を100円引き
・バスタオル無料貸出
・海扇閣フェイスタオルプレゼント

☎ 017-752-4411

ホテル秋田屋
タオル、貸バスタオル付き入浴料
200円引き(1,000円→800円)

☎ 017-752-3239

辰巳館
日帰り入浴料金大人50円引き
(500円→450円)

☎ 017-752-2222

棟方志功ゆかりの宿

椿館
日帰り入浴700円→半額350円
※最終受付は14:30

☎ 017-752-3341

宿屋つばき
日帰り入浴サービス(無料)

☎ 017-752-2001

旅館 小川
宿泊料金大人１名300円割引券をプレゼント
※発行日より１年間有効

☎ 017-752-3202

絶景の宿 浅虫さくら観光ホテル
宿泊のお客様は
・１名様に１本ドリンクサービス
・１グループ(2名様より)につき１個
ちょっぴりプレゼント

☎ 017-752-3355

Panya ichico (ぱんや いちこ)

500円以上のお買上げで、50円引き

☎ 017-755-3536

珈琲テラス ポニー
コーヒー50円引き、

お食事した方にはコーヒー100円引き

☎ 017-755-5525

龍松閣

ソフトドリンク半額

☎ 017-755-5514

青森の地酒 つじむら酒店

当店ポイントカード２倍

☎ 017-755-2024

ギフトハウスにいおか

串たこやき１本サービス

☎ 017-755-3974

のへじ駅前カフェ北前茶屋

お食事メニュー全品、１品につき50円引き

☎ 080-1849-8082

野辺地町観光物産PRセンター

売店部商品1,000円以上のお買上げで、
10％割引

☎ 0175-64-9555

つた や

蔦屋

食後のコーヒーサービス

☎ 0175-64-1111

さかもと食堂

お食事メニュー全品、１品につき50円引き

☎ 0175-64‐3818

パン工房 ビリオン

パン、焼き菓子など自社製品10％割引

☎ 0175-64‐9613

GARDEN CAFE (ガーデンカフェ)

けつめい茶ワッフル50円引き

☎ 0175-64-2422

「青い森ワンデーパス」は、割引・特典などサービス満載!!

・掲載内容は令和元年12月6日時点での内容です。サービス内容が途中で変更になる場合もございます。

・提携施設の最新情報は、青い森鉄道ホームページ「提携施設一覧」でご確認いただけます。

・各施設の営業時間や定休日については、各施設へお問い合わせいただくか、青い森鉄道ホームページ「提携施設一覧」よりご確認ください。
なお、臨時休業や営業時間の変更がある場合もございますので、あらかじめご了承ください。

青い森鉄道ＨＰ 提携施設一覧

あおもり帆立小屋
りんごジュース１杯サービス

☎ 017-752-9454

三内丸山遺跡センター

ポストカードをプレゼント

☎ 017-781-6078

青森県立美術館

常設展観覧者にポストカードをプレゼント

☎ 017-783-3000

魚っ喰いの田 ワ・ラッセ店

りんごジュース１杯サービス

☎ 017-721-4499

津軽藩本陣の宿 柳の湯
・宿泊のお客様は本人のみ400円引き

・入浴のお客様は本人のみ50円引き

☎ 017-752-2023

あさむし温泉プリン金治郎

各種プリン１個50円引き

☎ 017-718-0662

青函連絡船メモリアルシップ八甲田丸
・見学料金割引
大学生以上510円→460円、高校生・中学生
310円→280円、小学生110円→100円

・オリジナル缶バッチプレゼント
☎ 017-735-8150



味処 たなか

ソフトドリンク１杯サービス

☎ 0175‐63-2639

小料理 磯げん

お昼ご来店の方に、
コーヒーまたはソフトドリンクサービス

☎ 0175‐63-2322

農家レストラン まなかのカフェ

まなか特製ドレッシングを1本プレゼント

☎ 080‐6040-4769

居食処 富士

ソフトドリンク１杯サービス

☎ 0175‐63-2908

玉勝温泉

入浴料60円引き(210円→150円)

☎ 0176‐56-3007

温泉旅館 水明

入浴料100円引き(大人250円→150円)
※ご本人様に限る

☎ 0176‐56-5083

青森県立三沢航空科学館
入館料10％程度の割引
大人510円→460円、高校生300円→270円

☎ 0176-50-7777

三沢市寺山修司記念館

「寺山修司の言葉」缶バッチを
１個プレゼント

☎ 0176-59-3434

MUSIC&ZAKKA DEMZU (デムズ)

ユーズド商品お買上げで、
お会計額より400円引き

☎ 0176-53-3233

アンクル インドレストラン

ラッシー１杯サービス

☎ 0176‐53-2681

彩喰楽酒 だい天

パイカ赤ワイン煮660円を550円で提供

☎ 0176‐52-6157

向山駅ミュージアム

オリジナルポストカード１枚、または
ミュージアム記念入場券(硬券)１枚プレゼント

☎ 080‐5569-0819

カワヨグリーン牧場

パークゴルフの用具レンタル料100円引き

☎ 0178‐56-4111

アグリの里おいらせ 物産館

朝摘みいちごのミルクアイス１個50円引き

☎ 0178‐56-2884

一般財団法人 VISITはちのへ

(ユートリー)
お土産売り場で1,000円以上お買上げの方に、
地場産品1個プレゼント（お一人様1個限り）
☎ 0178-27-2227

菓子工房 三福 八戸店

1,000円以上(税別)のお買上げで、
はちのへワッフルまたは焼き菓子プレゼント

☎ 0178-27-5807

居酒屋 松膳

ランチタイムはソフトドリンクサービス、
ディナータイムは生ビール１杯サービス

☎ 0178-51-8067

ほうりん

浜料理 いかめしや 烹鱗
ファーストドリンク１杯サービス
(グラスビール、日本酒１合、ソフトドリンク
のうち、いずれか１杯)

☎ 0178-70-2712

八戸市埋蔵文化財センター

是川縄文館
受付で是川遺跡出土品の絵はがきを
1枚プレゼント
☎ 0178-38-9511

ケクーカフェ
お店のご利用で、
お好きなドリップバッグを１袋プレゼント

☎ 0178-84-3739

きたむら茶屋

ドリンク50円引き

☎ 0178‐20-9115

殿さまあんぱん
殿さまあんぱん50円引き
※殿さまあんぱんは売り切れることがあります
ので、電話で確認の上、ご来店ください

☎ 0178-20-9115

南部町農林漁業体験実習館

チェリウス
入浴を特別料金(大人200円、小中学生100円)
で提供

☎0178-76-1001

古町温泉

入浴料100円引き

☎ 0179‐22-2761

トラベルプラザ・サンシャイン

菜の花ソフトクリーム50円引き

☎ 0175‐78-2080
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coffee&smoke 南部どき

ドリンク50円引き

☎ 0179‐20-0710

農家Caféこみゅ
アップルパイなど季節に応じたフルーツパイ
50円引き、またはカフェドリンク50円引き

☎ 0179-23-0423


