
こちらのお店・施設では、「シルバーフェリー」にご乗船された方には特典があります!!　　特典の内容と受取り方法は施設ごとに異なりますので

以下の一覧をご参照ください。　弊社、もしくは各施設の都合により、予告なく特典を中断・終了させていただく場合も有りますのでご容赦ください。

※なお、乗船券（一部「なかよしきっぷ」お客様控え）のご提示が条件の特典は、原則、乗船日を含む14日以内のご利用に限らせて頂きます。

方　法 【乗船券】をご提示下さい。

同朝市内の指定のお店でコーヒー一杯サービス！

ご希望の方は「上村隆雄農園」又は「加山珈琲」

にお立ち寄りください。

方　法

大人お1人様

宿泊料金５０００円（朝食付き）

※禁煙・喫煙のご要望承ります。

※スタンダードシングルを基本としますが、
ツイン・ダブルのお一人様利用等は別途

追加料金にて承ります。

※その他の割引とは重複いたしません。

方　法

特典① 【モーニングステイ】

特典② 【スーパーアーリーチェックイン】

特典③ 【ナイトステイ】

方　法

特典① ご宿泊料金１０％引き

特典②

方　法

入館料

一　般 ： 　５１０円

高校生 ： 　３００円

※中学生以下は無料

方　法 【乗船券】をご提示下さい。

（八戸市）

☎０１７８－４６－３１１４(宿泊予約)

シーガルビューホテル

チェックイン・・・ＡＭ５：００～９：００
ご利用料金・・・シングル１名３，０００円、
ツイン（又はダブル）１室２名４，０００円

☎０１７８－３３－３６３６

詳しくはホームページをご覧ください。
　　　　　　　　　　　www.hsv-hotel.com/

（八戸市）

★シルバーフェリー乗船者特典≪東北編／青森県エリア≫★

施　　設　　紹　　介特　典　内　容店 舗 ・ 施 設 名

    グランパークホテル
パネックス八戸 お電話でシルバーフェリーご乗船者プランを

ご予約の上、ホテルフロントで【乗船券】を
ご提示下さい。 八戸の中心街に位置し、ビジネスにもレジャーにも利用しやすいホテルです。

客室も最高級シモンズベッドが特徴の「エグゼクティブフロア（グランクラ
ス）」をはじめ、スタンダード（パネックス）ルームでも幅１４０ｃｍの広々
シングルから、ダブルルーム・ツインルームもご用意。

地元の食材をふんだんに使用した、約３０種の栄養バランス抜群の朝食ビュッ
フェがすべての宿泊プランについています。

レストランはランチのみの利用も可能。好きなメイン料理を１品選択する「プ
リフィックス型」ハーフバイキングも是非お楽しみください。

特　典

（八戸市）

☎０１７８－５１－８４８４

０１２０－４８９－３０３(宿泊予約)

館鼻（タテハナ）岸壁朝市 毎週日曜、日の出前から広大な岸壁に店が並び、
２万人～３万人の客で賑わう、日本最大級の朝市!!

海の幸、山の幸、地元の食材が沢山集まり、串焼きの
魚、桜鍋、せんべい汁等のご当地グルメも味わえます。
この賑わいぶりはまるで東南アジアの夜市の様！

日の出前、ランタンの灯りに浮かび上がるコーヒーの
香りを嗅ぐと、一日の始まりをちょっと優雅な気分で
迎えられます。

ハマると病みつきになる朝市です。

詳しくはホームページをご確認下さい。
http://minatonichiyouasaichikai.com/

（青森県八戸市）

☎０１７８－８０－７８７８

（湊日曜朝市会）

【モーニングステイ】プランは、早朝八戸発着の
お客様は、短時間の休息や身支度を整える為に
便利なショートステイ（最大３時間）のプランです。

お電話でシルバーフェリーご乗船者プランを
ご予約の上、ホテルフロントで【乗船券】を
ご提示下さい。

２名様１室利用で１泊２食付きで８，１００円～
（フェア・プランは適用外とさせていただきます。）

ご宿泊のお客様はご予約の際シルバーフェリー特典利用の
旨お伝え下さい。ホテルフロント又は、レストラン会計時
に【乗船券】をご提示下さい。

チェックイン・・・ＡＭ５：００～
チェックアウト・・・翌朝１０：００まで
ご利用料金・・・シングル１名８，０００円、
ツイン（又はダブル）１室２名１２，０００円

チェックイン・・・ＰＭ４：３０～８：３０
ご利用料金・・・シングル１名３，０００円、
ツイン（又はダブル）１室２名４，０００円

【スーパーアーリーチェックイン】プランは八戸に
下船後、八戸市を中心にアクティブに活動する方に
お勧めのステイ（最大２９時間）プランです。

【ナイトステイ】プランは八戸を夜出発のフェリーを
ご利用のお客様が、出発前にゆっくり八戸中心街を
楽しむのに便利なショートステイ（最大３時間）の
プランです。

【モーニングステイプラン】と【スーパーアーリー
チェックイン】はオプションで朝食（和洋バイ
キング）を５１５円（５０％引）で付けられます。

ＪＲ八戸線鮫駅から車で５分。フェリー埠頭から車で
１０分。当ホテルは三陸復興国立公園内に位置して
おり、周辺には「日本の音 風景百選」「日本の渚百選」
「日本の白砂青松百選」に選ばれた名所に囲まれた
自然豊かなホテルです。日々の忙しさや町の喧騒から
離れ、くつろぎのひと時をお過ごしください。

                              (通常９２０円)

レストラン飲食代１０％引き

うみねこラーメン（海鮮ラーメン）８２８円

※臨時休館の場合もございます。
事前にホームページで開館情報をご確認ください。
http://www.kokukagaku.jp/

(月曜休館／祝日の場合翌日)

特　典

営業／９：００ ～ １７：００

青森県立三沢航空科学館
（青森県三沢市）

☎０１７６－５０－７７７７

入館後、“インフォメーション”で
【乗船券】をご提示下さい。

お支払い頂いた入館料から 一般：５０円、
高校生：３０円 をご返金！

ミス・ビードル号と聞いてピンと来る方も多いかもしれませんが、
青森県淋代海岸を離陸した同機は世界初の太平洋無着陸横断飛行を
実現した機体。そのレプリカをはじめ貴重な飛行機のレプリカや
実機の展示、楽しい実験コーナー等見どころ満載。

ＹＳ－１１の設計に関わった木村秀政など日本の航空史に多大な影
響を与えた青森出身の偉人の情報も紹介されています。
（お父さんも）自由研究をしたくなる様な科学館です。

特　典

３／１５～１２月末　毎週日曜早朝

尾上工場へ直接御来社いただいた方には各種商品を
１５％割引にて販売いたします。

カネショウ株式会社
１９１２年(大正元年)創業。
酢の醸造元として本州最北に位置するカネショウは、
日本一のりんご産地でりんごにこだわり永年培った醸造
技術を活かして、良質なりんご酢造りに取り組んでいます。

お土産としても人気のハチミツ入りんご酢は、津軽の完熟
りんごを丸ごとすりおろして醸造したりんご酢にハチミツを
加えました。さわやかな酸味とまろやかな甘みが旅の疲れを
癒してくれます。りんごドレッシングやほたて醤油など青森の
幸をふんだんに使用した商品も多数ございます。

詳しくはホームページをご確認ください。
http://www.ringosu.com/

（青森県平川市）

☎０１２０－３０－０２３１

営業／平日 ９：００ ～ １７：００

特　典

八戸ワシントンホテル

など、上記料金でお召し上がり頂けます。

海鮮ちらし　　１，３７７円(通常１，５３０円)

生うに丼　　　１，９８０円(通常２，２００円)

ＪＲ八戸線本八戸駅から車で５分、八戸市中心街に
ある好立地のビジネスホテルで、八戸周辺の観光や
ビジネス利用に適しています。

2015年3月２０１７年４月 現在
（ ２０１７年９月末まで有効 ）※

スタンダードシングル スタンダードツイン



こちらのお店・施設では、「シルバーフェリー」にご乗船された方には特典があります!!　　特典の内容と受取り方法は施設ごとに異なりますので

以下の一覧をご参照ください。　弊社、もしくは各施設の都合により、予告なく特典を中断・終了させていただく場合も有りますのでご容赦ください。

※なお、乗船券（一部「なかよしきっぷ」お客様控え）のご提示が条件の特典は、原則、乗船日を含む14日以内のご利用に限らせて頂きます。

方　法

方法

方法

特典

方　法 【乗船券】をご提示下さい。

お食事の代金が５％引き

ラストオーダーは閉店1時間前

六本木店も、人気となっているヌッフデュパプでは、
生産者と共に歩んできたからこそ揃えらえる、お店
こだわりの岩手産の肉や魚、野菜をふんだんに使った
料理をご賞味いただけます。

岩手の短角和牛は旨味を最大限に引き出す熟成肉で、
また、店頭では販売されていない幻のブランド豚
「白金豚（プラチナポーク）」も味わう事が可能。
※仕入れ状況に拠り、メニューに無い場合も有り

詳しくはホームページをご確認下さい。
http://www.neufdupape.com/neuf_du_pape/

（岩手県盛岡市）

☎０１９－６５１－５０５０

営業時間

特　典

月～土　１７：３０ ～ ２５：００

日　　　１７：００ ～ ２４：００

休：１２／３１、１／１、他臨時休業有り

ヌッフ　デュ　パプ

明治２６年創業。もともとは寒い風土の保存食として
作られていた盛岡駄菓子を今に伝える老舗。

添加物を使わず、厳選された菓子だねと糖蜜など、
自然の物で手作りされ、優しい味わいで彩りも豊かな
菓子が店頭に並んでいます。

「たんきり」「焼酎糖」「みそパン」など素朴でどこか
懐かしい味はお土産にも最適です。
また冬季限定生産の「生姜糖」は紅茶に入れて飲むと
身体の芯から温まります。

　関口屋菓子舗
１，０００円以上購入の場合、
【乗船券】をご提示下さい。

盛岡駄菓子または和菓子を一つプレゼント。
※プレゼントされるお菓子はその時により
　異なります。

（岩手県盛岡市）

☎０１９－６２２－４５０９

営業／８：３０ ～ １８：００

※日曜定休

（岩手県盛岡市）

☎０１２０－９７０－４７３

営業／１０：００ ～ １８：００

休：１２／３１ ～ １／３

創業大正3年。盛岡の老舗「浅沼醤油店」の直営店。
時代のニーズに応え開発した『えごま醤油』は大豆や
小麦を使わないアレルゲンフリーのお醤油。

また店頭で味わえる「えごま醤油ソフトクリーム」は
まろやかな味わいで、同店の人気商品「マロンＭｉｓｏ
シロップ」や「カラメＳｏｙシロップ」を掛けると
更に深い味わいが楽しめます。

特典
オリジナル「えごま醤油ソフトクリーム」
「５０円引き」

　食楽（くら）日和
【乗船券】をご提示下さい。

★シルバーフェリー乗船者特典≪東北編／岩手県盛岡周辺エリア≫★

施　　設　　紹　　介特　典　内　容店 舗 ・ 施 設 名

通常は１００杯以上完食した方にプレゼント
される貴重な「わんこそば証明手形」が、
１００杯に到達できなくてもプレンゼント
されます！

特　典

営業／１１：００ ～ ２０：００

創業明治四十年。南部ご城下の情緒を今に残す佇まい。
盛岡で親しみ続けられてきた老舗のそば処です。

一度はやってみたいわんこそばの食べ放題。
万全の体調で挑んでください。

北海道の方も、「札幌・盛岡なかよしきっぷ」を使えば
週末を利用して気軽に盛岡を散策出来ます。
今週末にでも「わんこそば」を食べに行きませんか？

お店の情報はホームページをご確認ください。
http://www.wankosoba-azumaya.co.jp/

【乗船券】をご提示頂き、わんこそば
（２，７００円以上のコース）をお召
し上がり下さい。

そば処 東家本店
（岩手県盛岡市）

☎０１９－６２２－２２５２

201５年３月２０１７年４月 現在
（ ２０１７年９月末まで有効 ）※



こちらのお店・施設では、「シルバーフェリー」にご乗船された方には特典があります!!　　特典の内容と受取り方法は施設ごとに異なりますので

以下の一覧をご参照ください。　弊社、もしくは各施設の都合により、予告なく特典を中断・終了させていただく場合も有りますのでご容赦ください。

※なお、乗船券（一部「なかよしきっぷ」お客様控え）のご提示が条件の特典は、原則、乗船日を含む14日以内のご利用に限らせて頂きます。

方　法 【乗船券】をご提示下さい。

「レトロ館」入館料

一般　：　２００円（通常３００円）

中高生：　１００円（通常２００円）

小学生：　  ５０円（通常１００円）

(９：００～１７：００)

方　法 【乗船券】をご提示下さい。

「琥珀博物館」入館料

大　　人：　４００円（通常５００円）

小中学生：　１５０円（通常２００円）

方　法 【乗船券】をご提示下さい。

「浄土ヶ浜周遊コース」運賃

大　人　：　１，２６０円（通常１，４００円）

小学生　：　 　 ６３０円（通常　　７００円）

*中学生以上は大人扱い

２０１７年３月３１日まで有効（※）

『第１６陸中丸』は震災の津波も乗り越えて、震災後すぐ
２０１１年7月から運航を再開。　復興への希望の光とも
なった船です。　２０１６年現在、遊覧船はこの１隻だけの
運航です。２０１５年には２５年ぶりの新人マリンガイドも
入社し大活躍中です。

浄土ヶ浜遊覧コースでは「三陸復興国立公園」や「三陸
ジオパーク」を海から眺める事が出来るほか、ウミネコの
餌付けも体験できます。
　（船内で「うみねこパン」を販売しています）

※３月中旬～１１月下旬まで運航（点検のため臨時運休日あり）
上記以外の運航日は運航会社までお問合せ下さい。
　運航会社：みやこ浄土ヶ浜遊覧船
（岩手県北自動車株式会社　遊覧船事業部）
電話　０１９３－６２－３３５０

特　典

久慈は、八戸フェリーターミナルから車で一時間強。

三陸の海と山の幸に恵まれた街です。ドラマを見て
「三陸鉄道に乗りたい！」、「琥珀を掘ってみたい！」
と思った方も多いのではないでしょうか。

ＪＲと三陸鉄道久慈駅から歩いて１０分程の所に
ある 「道の駅くじ　やませ土風館」 には久慈の魅力が
凝縮されておりお土産だけなら殆ど揃ってしまいます。
また、レストラン山海里ではユニークで美味しい
メニューが沢山！　勿論、本場の「まめぶ汁」
（クルミと黒糖入り）も味わえます！
街には他にも多くの楽しみがあります。土風館で
街の情報をチェックして楽しんでいって下さい。

特　典

１９９３年の映画「ジュラシックパーク」で、話題と
なった“虫入り琥珀”は、はるか昔の生物達の手掛かり
として今も研究されています。

世界四大琥珀産地の一つに数えられる久慈の琥珀は
まさに恐竜が闊歩していた時代である白亜紀の物。
そんなロマンあふれる琥珀の展示の他、美しい装飾品
としての琥珀も揃っています。
また、日本で唯一の琥珀採掘体験は１時間で多くの方が
大小の琥珀を掘り出し、持ち帰っているとか。

【琥珀採掘体験】※要予約　※１２/２４～４/１７は休業
悪天候の際には中止になる事もございますので事前に
ご確認ください。

（岩手県久慈市）

☎０１９４－５２－２２８９

みやこ浄土ヶ浜遊覧船

※１５：３０の便は１０月３１日迄

久慈琥珀博物館

営業／９：００ ～ １７：００

休：１２／３１ 、 １／１、２月末日

営業／９：００ ～ １９：００

新館内の琥珀ドーム「太陽の石」

（岩手県久慈市）

☎０１９４－５９－３８３１

１２：００／１３：４０／※１５：３０

（岩手県宮古市）

　☎０１９３－６２－３３５０

（出発）８：４０／９：３０／１１：００

★シルバーフェリー乗船者特典≪東北編／岩手県沿岸エリア≫★

施　　設　　紹　　介特　典　内　容店 舗 ・ 施 設 名

道の駅くじ　やませ土風館

201５年３月２０１７年４月 現在
（ ２０１７年９月末まで有効 ）※


