
別紙２－１

■対象スポット一覧 ①

※攻略スポットは最寄り駅となっております。 ★上記特典は数に限りがあります。
また、内容に変更が生じる可能性があります。

通No. 域内No. 小計 エリア 都道府県 ジャンル スポット 特典

1 1 北海道 駅 登別駅

2 2 北海道 駅 帯広駅

3 3 北海道 駅 網走駅

4 4 北海道 観光施設 小樽オルゴール堂　本館
オリジナルストラップ
（条件：３０００円以上購入者）

5 5 北海道 観光施設
札幌ｳｲﾝﾀーｽﾎ゚ー ﾂﾐｭー ｼ゙ｱﾑ
&大倉山展望台

大倉山オリジナルKEYホルダー

6 6 北海道 観光施設 五稜郭タワー
「四季の五稜郭ポストカード」
（条件：展望台チケット購入者）

7 1 東日本 駅 川部駅

8 2 東日本 観光施設 青森県観光物産館ｱｽﾊ゚ﾑ ひばオイル(1回分)※青森ヒバ100％使用

9 3 東日本 駅 平泉駅

10 4 東日本 観光施設 安比高原スキー場 安比高原内で利用できる「優待割引クーポン」

11 5 東日本 駅 仙台駅

12 6 東日本 観光施設 あ・ら・伊達な道の駅 ソフトクリーム100円割引券

13 7 東日本 駅 大館駅

14 8 東日本 観光施設 秋田ふるさと村
①ワンダーキャッスル・星空探険館スペーシアの利用希望者は入場券１０％引き　②先
着100名様に秋田ふるさと村のメインキャラクター「ノブ」のぬいぐるみを進呈

15 9 東日本 駅 かみのやま温泉駅

16 10 東日本 観光施設 やまがた観光情報ｾﾝﾀー おしどりミルクケーキ3枚入り1袋

17 11 東日本 駅 喜多方駅

18 12 東日本 駅 郡山駅

19 13 東日本 駅 いわき駅

20 14 東日本 観光施設
環境水族館
アクアマリンふくしま

オリジナル缶バッジ

21 15 東日本 駅 常陸太田駅

22 16 東日本 観光施設 偕楽園 なし

23 17 東日本 駅 栃木駅

24 18 東日本 観光施設 日光市日光郷土センター 日光杉の夫婦箸

25 19 東日本 駅 高崎駅

26 20 東日本 観光施設 富岡製糸場 繭玉２個セット

27 21 東日本 駅 栗橋駅

28 22 東日本 観光施設 埼玉県物産観光館「そぴあ」 商品5％割引（一部除外商品あり）

29 23 東日本 駅 五井駅

30 24 東日本 観光施設 千葉県立房総のむら 当日、館内で100円として使える「百文券」

31 25 東日本 駅 東京駅

32 26 東日本 観光施設 東京観光情報センター エコバッグ

33 27 東日本 駅 鎌倉駅

34 28 東日本 駅 小田原駅

35 29 東日本 観光施設
物産・観光プラザ
「かながわ屋」

神奈川県オリジナルクリアファイル

36 30 東日本 駅 新発田駅

37 31 東日本 観光施設 新潟ふるさと村 バザール館、アピール館内の施設で使用できる200円商品券

38 32 東日本 駅 清里駅

39 33 東日本 観光施設 かいてらす（山梨県地場産業センター） 淡水パールネックレス

40 1 東海 駅 飯田駅

41 2 東海 駅 木曽福島駅

42 3 東海 観光施設 松本市立博物館 特製絵葉書とM100チケット（松本市内の飲食店などの割引チケット集）

43 4 東海 駅 大垣駅

44 5 東海 駅 飛 古川駅

45 6 東海
観光施設

[駅]
白川郷観光協会 （総合案内所であいの館）
[高山駅]

かきもち

46 7 東海 駅 富士宮駅

47 8 東海 駅 掛川駅

48 9 東海 観光施設 静岡県立美術館 お茶油とり紙、クリアファイル、ポストカード

49 10 東海 駅 熱田駅

50 11 東海 駅 武豊駅

51 12 東海 観光施設 名古屋市科学館 なし

52 13 東海 駅 津駅

53 14 東海 駅 鳥羽駅

54 15 東海 観光施設 三重県立熊野古道センター ボールペン（熊野古道伊勢路）

三重県

北海道

岐阜県

静岡県

愛知県

埼玉県

千葉県

長野県

青森県

岩手県

宮城県

33

東京都

神奈川県

秋田県

山形県

福島県

茨城県

山梨県

新潟県

6

15

栃木県

群馬県

※



別紙２－２

■対象スポット一覧 ②

※攻略スポットは最寄り駅となっております。 ★上記特典は数に限りがあります。
また、内容に変更が生じる可能性があります。

通No. 域内No. 小計 エリア 都道府県 ジャンル スポット 特典

55 1 西日本 駅 石動駅

56 2 西日本 観光施設 池田屋安兵衛商店 飴

57 3 西日本 駅 小松駅

58 4 西日本 観光施設 石川県政記念しいのき迎賓館 あぶらとり紙

59 5 西日本 駅 敦賀駅

60 6 西日本 観光施設 福井県立恐竜博物館 恐竜クリアホルダー

61 7 西日本 駅 近江八幡駅

62 8 西日本 観光施設 （社）彦根観光協会 ひこにゃんクリアファイル

63 9 西日本 駅 宇治駅

64 10 西日本 観光施設 東映太秦映画村 映画村特製割り箸「七人のワル箸」

65 11 西日本 駅 大阪駅

66 12 西日本 観光施設 海遊館 海遊館オリジナルペーパークラフト（入館特典）

67 13 西日本 駅 神戸駅

68 14 西日本 観光施設 赤穂大石神社 拝観料　　大人420円→210円

69 15 西日本 駅 王寺駅

70 16 西日本 観光施設 平城京歴史館
入館者に限り、「せんとくん　ピンバッチ」か「せんとくん　バンダナ」のどちらかひとつを
進呈

71 17 西日本 駅 紀伊勝浦駅

72 18 西日本 観光施設
和歌山城
（和歌山城観光案内所）

和歌山市観光PRグッズ及び和歌山市観光土産品センターでの5%割引

73 19 西日本 鳥取県
観光施設

[駅]
鳥取砂丘情報館「サンドパルとっとり」
[鳥取駅]

トリピーマグネット

74 20 西日本 駅 出雲市駅

75 21 西日本 観光施設 松江城 ハーンのメモ帳

76 22 西日本 駅 児島駅

77 23 西日本 観光施設 岡山後楽園 後楽園の絵葉書

78 24 西日本 駅 宮島口駅

79 25 西日本 観光施設
龍馬の隠れ部屋
桝屋清右衛門宅

絵葉書
（タイトル：鞆龍馬と常夜燈　切絵を絵葉書にしたもの）

80 26 西日本 駅 下関駅

81 27 西日本 観光施設 国宝　瑠璃光寺五重塔 絵葉書6枚セット

82 1 四国 駅 阿波池田駅

83 2 四国
観光施設

[駅]
大鳴門橋遊歩道「渦の道」
[鳴門駅]

オリジナルボールペン

84 3 四国 駅 屋島駅

85 4 四国 観光施設 栗林公園 香川県のロゴ入りティッシュケース、付箋

86 5 四国 愛媛県
観光施設

[駅]
虹の森公園『おさかな館』
[松丸駅]

おさかな館入館料割引（1割引き）

87 6 四国 高知県
観光施設

[駅]
「龍馬伝」幕末志士社中
[高知駅]

志国高知 龍馬ふるさと博　オリジナルコースター

88 1 九州 駅 久留米駅

89 2 九州 観光施設 福岡タワー 展望料金1割引き

90 3 九州 駅 唐津駅

91 4 九州 観光施設 佐賀県立佐賀城本丸歴史館 メモ帳

92 5 九州 駅 諫早駅

93 6 九州 観光施設 長崎歴史文化博物館
観覧料を団体料金に割引（常設展示室：大人240円　小中高生　120円
特別企画展「孫文・梅屋庄吉と長崎」：大人700円　小中高生　350円）

94 7 九州 駅 人吉駅

95 8 九州 観光施設
桜の馬場　城彩苑
歴史文化体験施設　湧々座

絵葉書

96 9 九州 駅 臼杵駅

97 10 九州 観光施設 別府　血の池地獄 特製　夫婦耳かき

98 11 九州 宮崎県
観光施設

[駅]
綾照葉大吊橋
[宮崎駅]

オリジナルポストカード

99 12 九州 駅 指宿駅

100 13 九州
観光施設

[駅]
霧島神話の里公園
[霧島神宮駅]

霧島茶ティーパック

大分県

石川県

滋賀県

福井県

富山県

香川県

徳島県

奈良県

和歌山県

27

島根県

岡山県

広島県

山口県

大阪府

兵庫県

長崎県

京都府

鹿児島県

6

13

福岡県

佐賀県

熊本県

※

※

※

※

※

※


