
① ④ ⑦ ⑩
住所 住所 住所 住所

営業時間 営業時間 営業時間 営業時間

休業 不定休 0226ー28ー2034 休業 12月31日・1月1日のみ休み 0226ー27ー3150 休業 不定休（予約可） 0220ー22ー5283 休業 年中無休 0228ー56ー2040

② ⑤ ⑧ ⑪
住所 住所 住所 住所

営業時間 営業時間 営業時間 営業時間

休業 年中無休（設備点検のため不定
休あり）

0226ー23ー1313 休業 無休 0226ー44ー2517 休業 毎週第３水曜日 0228ー23ー0021 休業 1月1日～1月3日 0228ー54ー2188

③ ⑥ ⑨ ⑫
住所 住所 住所 住所

営業時間 営業時間 営業時間 営業時間

休業 年中無休 0226ー24ー1200 休業 年中無休 0226ー46ー2442 休業 年中無休 0228ー43ー4100 休業 年中無休 0229ー86ー2111

＜ご留意事項＞
・年金優待会員証のご提示がない場合は、優待サービスをご利用いただけません。
・正月、ゴールデンウィーク等の繁忙期は、優待サービスをご利用できない場合があります。
・優待サービスのご利用は、原則、会員ご本人さまのみとなります。
・会員の条件につきましてはJA窓口にお問い合わせください。
・本パンフレットに記載の優待サービス内容が、予告なく変更となる場合があります。
・本パンフレットに記載の提携施設については、提携先の都合により、予告なく優待サービスの適用対象外となる場合がございます。

日帰10：00～18：00/宿泊15：00～翌10：00

通常プレー料金より500円割引

グリーンシーズン：テレキャビン（往復料金)10％割引
スキーシーズン：リフト1日券10％割引
※5名様まで有効。

会食、宿泊時(夕食時)にお酒またはジュースをお一人様1本サービス
15名以上のご予約の場合、カラオケサービス
※会食はお一人様3,000円以上（税別）に限る。直接のお申し込みに限る。

本吉郡南三陸町志津川字黒崎99-17

南三陸ホテル観洋

ー

ビージェーキッチン(５Ｆ)11:00～14:30(14:00LO)/17:00~21:00（20：30LO）※東面の間、時短営業となります。
（19：30LO（20：00終了））

鈴蘭（1F）11：00～14：30（14：00LO）/17:00~21:00（20：30LO）※現在休業中

グリーンシーズン（4月下旬～11月上旬）土・日・祝日、ゴールデンウィーク、夏休み期間、9：00～17：00
スキーシーズン（12月中旬～3月下旬）9：00～16：45/ナイター12月中旬～3月中旬の土曜日

写真

太平洋を見下ろす眺望が最高！
気仙沼湾や大島、遠く金華山まで一
望できる山岳ゴルフコースです。
コースはアップダウンが利いてお
り、変化に富んだトリッキーなコー
スレイアウト。アットホームなゴル
フ場ですので、皆様お気軽にお越し
ください！

写真

当店では、みやぎの宝庫であります
お米、魚、野菜や地元で飼育された
仙台牛のお肉などの食材を四季折々
に職人技で活かし、お寿司や会席料
理としてメニューを提供していま
す。お客様に喜んで頂けるため日々
商品開発に努めておりますので、是
非ご来店の上ご賞味ください。

栗原市一迫字屋敷田18-1

東北新幹線「くりこま高原駅」から
徒歩40秒。田園地帯にそびえる凱旋
門をイメージした38mのタワーが目
印です。気軽なランチやカジュアル
なディナーにもご利用ください。

写真

見渡す限りの大自然を満喫しよう！
山頂から栗駒山などの大パノラマが
楽しめる4人乗りゴンドラ。夏休み期
間はカブトムシとのふれあいが楽し
めます！バラエティ豊かなコースレ
イアウトが魅力。ファミリー向けの
専用ゲレンデや託児所もあり大人か
ら子どもまで満喫できる。

オニコウベスキー場

エポカ内レストラン「ビージェーキッチン」、「鈴蘭」でのご飲食代5%割引
※他の割引との併用は不可。

栗原市志波姫新熊谷279-2

12:00～15:00/19:00～21:00（日帰り入浴時間）

ー

写真

気仙沼魚市場より車で1分の高台に建つ天
然温泉の宿です。お部屋からは気仙沼湾
を一望でき、お食事は豊かな三陸の海の
幸を使用した気仙沼ならではの海鮮料理
をご用意しております。また開湯10周年
を迎えた天然温泉では、ぷかぷか浮きな
がらご入浴をお愉しみいただける「浮遊
浴」が体験できます。

写真

写真

栗駒山の南麓に位置し四方を山に囲
まれた閑静なたたずまい。季節の移
ろいを映す山々を望み、川のせせら
ぎ、野鳥のさえずりを聞きながらの
露天風呂は格別。温泉はお肌に優し
い泉質で身体と心を癒してくれる。
食事は地元産食材を取り入れた料理
でおもてなし。

気仙沼プラザホテル

大崎市鳴子温泉鬼首字小向原9-55

ご宿泊料金10％割引（会員様のみ対象）
※チェックイン時に会員証をご提示ください。

気仙沼市本吉町九多丸１

はまなす海洋館

牛乳ソフトクリーム30円割引
※ご本人のみ有効。注文時に会員証をご提示ください。

11:00～19:00（日帰入浴時間）

4～10月　10：00～18：00/11月～3月　10：00～17：00

写真

東北自動車道築館ICから車で15分。
国道398号線沿いのアイスのお店。
「小山牧場」自慢の健康でおいしい
牛乳に、地元四季折々の新鮮な食材
を加えたアイスを作っています。保
存料未使用の新鮮・出来立てのおい
しさをぜひ楽しんでください。

サンマリン気仙沼ホテル観洋

あいすむらエポカ２１

日帰り入浴料100円割引
宿泊時ドリンク1本サービス（お銚子またはソフトドリンク）

日帰り入浴料100円引き
宿泊の場合、飲物1本サービス（お銚子またはソフトドリンク）

海の幸を提供し、宴会は合同仮装カ
ラオケです。

写真

気仙沼の新鮮な海の幸や自家菜園の
野菜を、気仙沼出身の料理長が一皿
一皿丁寧に仕上げます。地元の料理
人だからこそ出来るお料理を、春夏
秋冬、様々に変化する海を眺めなが
ら、お召し上がりくださいませ。

国定公園栗駒山の麓、標高650ⅿ に
あり、四季折々の風情を眺め、名峰
栗駒山の懐に湧く名湯とお食事が自
慢の温泉宿泊施設です。地元産食材
を取り入れたお料理、温泉は内風
呂・露天風呂・温泉プールがあり、
ゆっくりお過ごしできる滞在型の健
康増進施設です。

10：00～20：00

ソフトドリンク1杯サービス
※お食事の方に限る。他の割引券との併用は不可。注文時に会員証を提示。

写真

気仙沼湾を見渡す高台に建ち、地下
1,800ｍから湧き出る気仙沼温泉と、
気仙沼魚市場で水揚げされた新鮮な
魚介類が四季折々お楽しみいただけ
ます。また、ホテルから直結のエレ
ベーターでお魚いちばへ行くことが
でき、海産物などお土産のお買物に
も便利です。

写真

東北太平洋沿岸では珍しい海に臨む
温泉・南三陸温泉。大海原を一望で
きる露天風呂からは飛び交うかもめ
や太平洋の四季彩豊かな景観を。海
に映える日の出の美しさは絶景で
す。震災後の2012年からは「震災を
風化させないための語り部バス」を
運行しています。

気仙沼市港町4－19

提携施設一覧

気仙沼ちゃんの宿　アインスくりこ

ハイルザーム栗駒

気仙沼市長崎272

栗原市栗駒沼倉耕英東50-1

2022年10月1日基準

花山温泉 温湯山荘

気仙沼市柏崎1-1

栗原市花山字本沢温湯15-1

ご宿泊料金の5%割引
※入湯税別の宿泊料金から5％の金額を割引いたします。※チェックイン時に会員証
を提示してください。※会員様人数分の割引が受けられます。

気仙沼市長磯大窪152-38 登米市迫町佐沼字中江5-2-8

割烹 若鮨気仙沼カントリークラブ

自家製手造りアイスクリームサービス
※宿泊の場合に限る。

ご宿泊料金の5%割引　※入湯税別の宿泊料金から5％の金額を割引いたします。※チェッ
クイン時に会員証を提示してください。※会員様人数分の割引が受けられます。

チェックイン14:00～チェックアウト10:00

ー

日帰10：00～18：00/宿泊15：00～10：00

写真



⑬ ⑯ ⑲ ㉒
住所 住所 住所 住所

営業時間 営業時間 営業時間 営業時間

休業 ー 0229ー86ー2011 休業 不定休（予約可） 0229ー87ー2050 休業 無休 0229ー73ー2236 休業 第1・3月曜日（祝日の場合翌
日）

0229ー67ー5211

⑭ ⑰ ⑳ ㉓
住所 住所 住所 住所

営業時間 営業時間 営業時間 営業時間

休業
4月下旬～11月上旬 10：00～18：00（5月連休・お
盆期間8：00～20：00）※入浴の受付は30分前に終
了します。（お電話にてご確認ください）

0229ー86ー2493 休業 なし（施設メンテナンスのため
不定休あり）

0229ー83ー2333 休業 第1・３月曜日（祝日の場合翌
日）

0229ー67ー3388 休業 毎週木曜日 022ー359ー5555

⑮ ⑱ ㉑ ㉔
住所 住所 住所 住所

営業時間 営業時間 営業時間 営業時間

休業 通年営業 0229ー87ー2121 休業 無休 0229ー83ー2001 休業 毎月第2・4月曜日（但し祝日の
場合は翌日）

0229ー69ー6600 休業 年中無休 022ー348ー0526

食事施設にてお食事の方にソフトドリンク1杯サービス
※注文時に会員証をご提示ください。

夕食時にお酒またはソフトドリンク1本サービス

千年の歴史を誇る鳴子温泉の中で
も、”源蔵の湯”として皆様から親し
まれてきた老舗の宿です。硫黄の香
りと乳白色の湯で、日頃の疲れを癒
していただき、地元の食材をメイン
にした、お食事で満足していただけ
ますようアシストしてまいります。

深い森と清流のせせらぎ、大自然に
湧き出る天然温泉です。カラオケや
食事、フィットネスルームも好評で
家族みんなで楽しめる施設となって
おります。ゆっくり流れる時間と癒
しの空間を味わいに、ぜひお越しく
ださい。

源蔵の湯　鳴子観光ホテル
大崎市鳴子温泉字湯元41

やくらい薬師の湯

宿泊基本料金10％割引（会員のみ対象）※チェックイン時に会員証をご提示ください。必
ず、直接事前予約をお願いします。また特別企画は除外させていただきます。

湯治文化を伝承する温泉宿。彩り豊
か、さまざまな色に変化する源泉か
け流しの温泉と湯煙をお楽しみくだ
さいませ。

やくらい山の麓に位置し、薬師の湯や
パークゴルフ場などと隣接した食事処。
地元直送の新鮮食材のオリジナル料理を
数多く揃えており、加美産牛をリーズナ
ブルな価格でご提供しております。加美
町産やくらいワサビを使用したパスタ
や、やくらい地ビールも絶品です。ぜ
ひ、ご家族皆さんでご来店ください。

ー

薬莱山を臨みながらゆったりとした時間
を過ごせる日帰り温泉施設。周辺には直
売所やパークゴルフ場などもあり、買い
物や運動を楽しんだ後の温泉もまた格
別！絶景が展望できる露天風呂が自慢
で、大浴場や家族風呂・サウナなど多彩
なお風呂も満喫できます。ぜひ、ご家族
皆さんでお越しください。

写真

ゆったりと訪れるやすらぎのひとと
き…。炭酸風呂やコラーゲン風呂、
サウナのほかに、お食事処、アカス
リ、エステサロン、床屋など一日中
のんびり過ごすことができます。お
一人様でもご家族連れやカップルで
も疲れたココロとカラダを癒しま
す。

ゆっぽ　とみや大清水

10：00～21：00

宿泊利用の場合、宿泊料金よりおひとり様500円割引
日帰り入浴の場合、入浴料600円⇒半額の300円

大崎市鳴子温泉字星沼18-2

写真

食事施設にてお食事の方にソフトドリンク1杯サービス
※注文時に会員証をご提示ください。

加美郡加美町宮崎字切込3-2

入浴料大人70円割引、子ども50円割引
※5名様まで有効。

入浴料大人500円（中学生以上）
※お支払い時にフロントへ会員証をご提示ください。

10：00～23：00（フロント最終受付22：30）
※コロナウイルスが収束するまで　10：00～22：30（フロント最終受付22：00）

写真

全国的にも珍しくユニークな階段式
の露天風呂で、最上段の「源泉の
湯」から各浴槽が階段を流れる温泉
でつながっています。また、広い休
憩室やテーブル席もあり、お風呂上
りには併設のビール工場で造られた
松島ビールやお食事等も楽しめま
す。

食事施設「キッチン木かげ」にてお食事の方にミニソフトクリームサービス
※注文時に会員証をご提示ください。

大人（中学生以上600円⇒500円）
小学生400円⇒200円　幼児（4歳以上）300円⇒200円
※5名様まで有効。お支払い時にフロントへ会員証をご提示ください。

雄大な大自然に囲まれた吹上高原に
ある日帰り温泉施設で、大きめの内
風呂と開放的な露天風呂がありま
す。内風呂はタイル風呂とレンガ造
り。露天風呂は木造りと岩造りがあ
り、雄大な山並が見渡せ、爽快な気
分にさせてくれます。夕暮れの露天
風呂もおすすめです。

写真

船乗りの集う宿として人気の高い宿
です。新緑と紅葉の名所「鳴子峡」
までは徒歩10分。風光明美な自然に
囲まれ、しっとり肌に浸みるやさし
い温泉で癒されれば身も心もやすら
げることでしょう。しっとり、あっ
たか、やすらぎの宿で皆様のお越し
をお待ちしております。

鳴子やすらぎ荘
黒川郡富谷町大清水1-32-3

写真

紅葉の名所、鳴子峡にあるレストハ
ウス。レストハウスの前には鳴子峡
を一望できる見晴らし台があり、記
念写真の撮影スポットでもあり大深
沢を望む景観が楽しめます。お食事
のできるレストランや地元のお土産
品を扱う売店コーナーなどがありま
す。

コーヒー1杯サービス
※除外期間：10月～11月

4月下旬～11月上旬　9：00～17：00

チェックイン15：00～チェックアウト10：00

名湯の宿　鳴子ホテル
大崎市鳴子温泉湯元36

9：00～21：00

11：00～21：00/12月～2月（月～金）11：00～15：00
（金・土・日・祝）11：00～20：00

9：00～21：00

レストラン　ぶな林レストハウス鳴子峡
大崎市鳴子温泉鬼首字大清水26-29

鳴子温泉の奥座敷、カムロ岳の裾野
に広がる雄大な自然の中にたたずむ
リゾートホテルです。天然温泉（ア
ルカリ性単純泉）の大浴場からは、
オニコウベの自然を眺望いただけま
す。春は山菜、夏は新緑、秋は紅
葉、冬はスキーと四季ごとにオニコ
ウベをお楽しみいただけます。

7：00～22：00

農産物直売所には、地元生産者が安心・
安全をモットーに丹精込めて作った新鮮
な野菜が並び、毎日多くのお客様で賑
わっています。また、大崎市と姉妹都市
でもある、北海道当別町に工場がある
「ROYCE’」のチョコレートや、愛媛県宇
和島市の名産でもある柑橘類も大変好評
いただいております。

加美郡加美町字味ケ袋薬莱原1-76 黒川郡大郷町東成田新田11-1

夢実の国

陶芸の里　ゆ～らんど

大崎市鳴子温泉字星沼13-5 加美郡加美町字味ケ袋薬莱原1-81

あ・ら・伊達な道の駅
大崎市岩出山池月字下宮道下4-1

屋外ロイズコーナーのソフトクリーム（ミルク味）を300円→250円でご提供

10：00～21：00

9：00～18：00（施設により異なる）

大崎市鳴子温泉鬼首字本宮原23-89

写真

リゾートパーク　ホテルオニコウベ

すぱ鬼首の湯

夕食時にアルコール類またはソフトドリンク1杯サービス

ー



㉕ ㉘ ㉛ ㉞
住所 住所 住所 住所

営業時間 営業時間 営業時間 営業時間

休業 水曜日 022ー797ー0408 休業 火曜日（祝祭日の場合は営業、
翌日休み）

0223ー34ー3447 休業 年末年始のみ 0224ー83ー5505 休業 毎月第3水曜日（祝日の場合は翌日）
本店0224ー51ー5811
広表店0224ー53ー6211

㉖ ㉙ ㉜ ㉟
住所 住所 住所 住所

営業時間 営業時間 営業時間 営業時間

休業 毎週木曜日 022ー397ー8235 休業 水曜日（祝日の場合は営業、翌日休
み）木曜日不定休の場合あり

0223ー34ー8760 休業 毎月第2月曜日（祝日の場合翌
日）、年末年始

0224ー83ー5660 休業 年6回保守点検のため休館 0224ー22ー5526

㉗ ㉚ ㉝ ㊱
住所 住所 住所 住所

営業時間 営業時間 営業時間 営業時間

休業 年中無休（1月1日～3日休み） 0223ー34ー9687 休業 火曜日（祝日の場合は営業、翌
日休み）月曜不定休の場合あり

0223ー37ー0334 休業 年始3日間 0224ー33ー3915 休業 水曜日（水曜日が祝日の場合は翌平日
/年末休館日：12/28~31）

0224ー29ー2326

9：00～17：00　※16：30ラストオーダー

ジェラートダブル450円⇒380円でご提供
※ご本人様のみ有効。

お食事代５％割引
※1会計、1回のみ利用可。（その他　利用条件あり）

ソフトクリーム50円割引
※カードご提示のご本人様のみ有効。

お食事代５％割引
※1会計、1回のみ利用可。（その他　利用条件あり）

写真

場所は国道6号線沿いに設置された産地直
売施設。生産者が直接持込む新鮮な地場
産品を販売しています。野菜はもちろ
ん、地元産のくだもの、切り花、手作り
味噌やジャムなど加工品も豊富にとりそ
ろえています。また、亘理産苺を使った
手作り苺ソフトクリームは大好評です！
ぜひご来店くださいませ。

おおくまふれあいセンター
亘理郡亘理町逢隈字郡99

9：30～19：00

写真

写真

ゆっぽには、食事処や床屋、エステ
コーナー、アカスリ、ボディケア等、
色々なお店があります。もちろんサウ
ナや露天風呂等といったお風呂も多種
多様。特に、北投石の湯（台湾産）や
電気風呂等が人気となっています。こ
の他にも入浴と食事のセットプランな
どもあり、無料でご利用できる大広間
もあるので、1日ゆっくりと過ごせる施
設となっています。

1,000円以上お買い上げで、いり豆サービス
※会員様ご本人のみ。

ソフトクリーム50円引き
※会員様ご本人のみ。

10：00～20：00（最終入館19：00/プール利用19：30まで）

写真

そら豆料理はもちろん、地場の新鮮
素材を使用したおすすめ料理を多数
ご用意しております。新鮮野菜、地
場産品をふんだんに使用したレスト
ラン城山は、「村田の味」そら豆う
どん等が食べられます。

写真

本格的に泳げる日本水泳連盟公認
50mプールと360㎡の岩風呂を備え
て、子どもに大人気のウォータース
ライダー、こどもプールのほかに、
水着着用で入れるバーデゾーンに
は、泡湯、打たせ湯、サウナなどが
あり、ご家族、カップル、お友達と
一緒に楽しめる施設です。

スパッシュランドしろいし
蔵王町大字平沢字田中188 白石市小原字西川久保18番地

産直市場みんな野

利用料10％割引
※ご本人様を含む5名様まで有効。

通常入浴料金から100円割引　※家族内の大人（ご本人様含む）3名様まで有
効。※毎月26日「風呂の日」は割引対象外。

9：00～18：00

場所は常磐道山元I.C下車すぐ左側に
位置し、四季、近海からの厳選され
た旬の素材を活かした郷土料理をお
楽しみいただけます。亘理名物「は
らこめし」・「ほっきめし」をはじ
め、海鮮丼・握り寿司・てんぷらな
どメニューが豊富なのも特徴です。
鮮度が自慢の当店へぜひお立ち寄り
ください。

道の駅「村田」蔵の町レストラン城山
柴田郡村田町大字村田字北塩内41

写真

比較的標高差のある蔵王の土地で
は、春夏秋冬様々な野菜や果物、
米、肉、卵が生産されています。是
非私たちが真心込めて作った農畜産
物をご賞味ください。

昼の部　10：30～15：00（１５時まで受付入店可）
　夜の部　17：00～20：30（最終入店20：00　ラストオーダー20：15）

昼の部　10：30～15：00（１５時まで受付入店可）
夜の部　17：00～20：30（最終入店20：00　ラストオーダー20：15）

田園＜山元店＞
亘理郡山元町小平字須崎1

写真

当店で提供する蕎麦の品種は「常陸秋
そば」です。名取市内にある自社畑に
て丹精込めて栽培し乾燥させた後、毎
日店舗敷地内にある製粉所にて製粉し
ています。当店で使用する野菜等の食
材も自社で栽培したものと、地元農家
から仕入れたものが中心となっており
ます。地元名取の味を心ゆくまで味
わっていただきたいと思います。

田園＜亘理店＞
亘理郡亘理町逢隈上郡字上147

写真

10：00～18：00

白石市大平森合字森合沖86

じゃんけんポイントカード2倍

やすらぎの湯　ゆっぽ

写真

美味しく安全ヘルシーな豚肉「和豚も
ちぶた」の直売所です。新鮮なお肉は
もちろん、生産者が見える安心野菜や
手作りのお惣菜から菓子・雑貨まで、
県南地域の「とっておき」を取り揃え
ています。本店隣りに併設する日帰り
温泉施設「おおがわら天然温泉いい
湯」では、良質な温泉と自慢のもちぶ
た料理で皆様をお待ちしています。

本店/柴田郡大河原町新寺字北185-11
広表店/柴田郡大河原町字広表34-37

10：00～21：00（最終受付20：30）

とんとんの丘もちぶた館

新鮮で旬な野菜を求めるお客さん
と、採りたて野菜を持ってくる農家
の方といつも賑やかで、安心感のあ
る活き活きとした野菜が並んでいま
す。6月のそら豆・8月のとうもろこ
し「味来」等が特産品です。

そらまめ大福（1箱6個入り）660円（税込）を50円引き
※地場産のもち米とそら豆をふんだんに使用した贅沢で美味しい逸品です。

写真

場所は、鳥の海スマートインターか
ら車で3分の場所に位置しておりま
す。亘理名物「はらこめし」・
「ほっきめし」をはじめ「季節のご
はん」は当店一押しの人気メニュー
です。また、「海鮮丼」等、新鮮な
海の幸をまるごと召しあがれますの
で、皆様お誘い合わせの上ぜひお越
しくださいませ。

写真

名取市にあるジェラートショップ「ナチュリ
ノ」は「恵みを感動に」というコンセプトの
下、地元素材にこだわり抜いたジェラート
ショップです。原料の生乳は色麻町にある小
松牧場より毎朝搾乳したての生乳を直接仕入
れ自社殺菌します。そして季節毎の様々な地
元素材を小松牧場の生乳と合わせ最上級イタ
リア製ジェラートマシンで練り上げる事によ
り新鮮で素材を感じるジェラートが生まれま
す。

ジェラートショップ　ナチュリノ
名取市飯野坂字南沖93-1

写真

場所は国道6号線沿いに位置し、四
季、近海からの厳選された旬の素材
を活かした郷土料理をお楽しみいた
だけます。亘理名物「はらこめ
し」・「ほっきめし」をはじめ、海
鮮丼・握り寿司・てんぷらなどメ
ニューが豊富なのも特徴です。鮮度
が自慢の当店へぜひお立ち寄りくだ
さい！

そばの大盛り料金（200円）サービス
※カードご提示のご本人様のみ有効、他の割引優待との併用不可。

9：00～17：00

ソフトドリンク1杯サービス
※ご本人様を含む4名様まで有効。

11：00～14：30 本店/10：00～19：00、広表店/11：00～18：00

道の駅「村田」物産交流センター

11：00～14：00/17：00～20：00

和風れすと　海仙農家食堂　神明そば　慶
名取市田高字神明10 柴田郡村田町大字村田字北塩内41亘理郡亘理町逢隈高屋字倉東57-6



㊲
住所

営業時間

休業 年末年始・不定休 0224ー61ー1150

㊳
住所

営業時間

休業 ー 0224ー72ー2105

日帰りプラン3,500円（税込）の予約でコーヒーサービス
（３日前まで要予約。大人４名様～食事のみ、11：00～14：00まで）
※会員様と同行者（同グループ全員）に適用。

10：00～20：30（日帰り入浴最終入場 20：00）

伊具郡丸森町字不動50-5

あぶくま荘

ランチメニュー100円割引
※ご本人様に限る。

写真

大自然が広がる丸森の山間部にある宿
泊施設。豊かな自然に恵まれ、近くを
流れる阿武隈川では、舟下り体験がで
きます。森の中をイメージした檜香る
「山の湯」が人気。

角田市角田字流197-4

ＪＡみやぎ仙南シンケンファクトリー

昼11：00～14：00/夜17：00～21：00

写真

地ビールとソーセージが自慢のレス
トランでは、仙南管内９市町で生産
する数多くの農作物からＪＡ営農担
当者が特にお勧めする「旬の食材」
を料理長が素材を生かして調理いた
します。


	提携施設一覧

