【みえ周遊ドライブプラン 共通お買い物券利用可能施設】
お買い物券の
ご利用は、

安全安心な観光の実現に向けて

1 10 の順でお使いください。

お買い物券利用可能施設には、三重県観光局が策定した「県内観光事業者向けガイドライン作成の手引き」を
遵守するようにお願いしております。

● お買い物券引換場所兼利用施設
NO

地域

1

北勢

2

施設名
湾岸長島パーキングエリア
（上り・下り）
名阪関ドライブイン

住所

営業時間

[上り線] 桑名市長島町松蔭427-2
[下り線] 桑名市長島町松蔭393-2
亀山市関町萩原39番地

お買い物券で利用できる内容

■ レストラン 営業時間 11：00 - 21：00 ラストオーダー 20：30
■ ショップ 営業時間 7：00 - 22：00
8：00 - 19：00
（変動します。詳細はHPにて）

レストラン・売店（上り線、下り線）※フードコート利用不可
（売店）
お買い物券引換時間▶ 9：00 - 20：00
館内売店全てで使用可能

3
道の駅 菰野
三重郡菰野町菰野2256
平日 9：00 - 17：00 土日祝 - 18：00
（4月〜10月）
※当面の間
9：00〜17：00
（11月〜3月）
4 中南勢 道の駅 津かわげ
津市河芸町三行255番地4
下記に記載 ※1
5 伊勢志摩 伊勢神宮内宮前勢乃國屋本店
伊勢市宇治今在家町117
8：30 - 16：30
6
伊勢湾フェリー
鳥羽市鳥羽三丁目1484番地111
7：40 - 17：40
愛知県田原市伊良湖町宮下3000-65 7：40 - 17：40
7
鳥羽1番街
鳥羽市鳥羽1-2383-13
9：00 - 17：30（土・日・祝）- 18:00
（季節により変動あり）
8
伊賀
名阪上野ドライブイン(忍者ドライブイン) 伊賀市大内2017番地
9：00 - 18：00
9 東紀州 道の駅 熊野・花の窟
熊野市有馬町137
売店 9：00 - 17：00（季節により変更有り）
食堂 11：00 - 14：00
10
道の駅 紀伊長島マンボウ
北牟婁郡紀北町東長島2410-73
販売所 8：15 - 18：00（平日）8：00 - 18：00（土日祝）
レストラン 9：00 - 17：00
南牟婁郡御浜町大字阿田和4926-5 浜街道
11
道の駅 パーク七里御浜
（売店）9：00 - 17：30（元旦10：00 - 16：00）
（閉店15：00）定休日あり
レストラン11：00 - 14：00ラストオーダー

ふるさと館

お買い物券引換時間▶ 営業時間と同じ
お買い物券引換時間▶ 営業時間と同じ

レストラン券売機以外
お買い物券引換時間▶ 7：00 - 18：00
売店・神路庵（ＬＯ16：00） お買い物券引換時間▶ 8：30 - 16：30
フェリー乗り場（乗船券）
お買い物券引換時間▶ 7：40 - 17：40
フェリー乗り場（乗船券）
お買い物券引換時間▶ 7：40 - 17：40
館内店舗
お買い物券引換時間▶ 営業時間内
館内売店全てで使用可能 お買い物券引換時間▶ 営業時間と同じ
売店・食堂
（季節により変更有り）
お買い物券引換時間▶ 9:00〜17:00
物産のみ
お買い物券引換時間▶ 8：15 - 18：00
レストラン・浜街道（売店）
お買い物券引換時間▶ 9：00 - 17：00
※お買い物券の引き換え場所は観光センターインフォメーションになります。

※1 営業時間 7：00 - 19：00(下記以外の販売は営業時間に準ずる) レストラン 7：00 - 18：00 ･モーニングメニュー 7：00 - 10：00 ･レストランメニュー10：00 - 18：00(オーダーストップ17：30)
＊コロナウィルス感染防止対策のため閉店18：00 オーダーストップ16：30時短営業中

● お買い物券利用施設
住所

NO

地域

施設名

12
13
14
15
16
17

北勢

じばさん三重名品館
ナガシマスパーランド
湯あみの島
なばなの里
鈴鹿サーキット
御在所ロープウエイ

四日市市安島1丁目3番18号
桑名市長島町浦安333番地
桑名市長島町浦安333番地
桑名市長島町駒江漆畑270
鈴鹿市稲生町7992
三重郡菰野町菰野８６２５

10：00 - 18：00
オフィシャルＨＰにてご確認
オフィシャルＨＰにてご確認
オフィシャルＨＰにてご確認
オフィシャルＨＰにてご確認
４月〜１１月 ９：００-１７：００ １２月〜３月 ９：００-１６：００ 公式HPにて

アクアイグニス
アソビックスあさひ あさひの湯
にぎわいの森

三重郡菰野町菰野4800-1
三重郡朝日町小向181
いなべ市北勢町阿下喜31番地

オフィシャルＨＰにてご確認
平日 10：00 - 25：00 土日祝日 9：00 - 25：00
オフィシャルＨＰにてご確認

津市森町1945-11
津市高野尾町5680

10：00 - 18：00(時期により16：00閉園、17：00閉園有り）
9：30 - 17：00※ランチタイム 11：00 - 14：00
（L.O16：30）
ジェラート・カフェ 10：00 - 17：00
下記に記載 ※3
開園時間 9：00 - 17：00
（お問い合わせは、
18：00まで）

18
19
20
21
22

中南勢 おやつタウン
高野尾花街道 朝津味

営業時間

23
24

道の駅 飯高駅
松阪農業公園ベルファーム

松阪市飯高町宮前177
松阪市伊勢寺町551-3

25
26

道の駅 茶倉
五桂池ふるさと村

松阪市飯南町粥見４５２−１
多気郡多気町五桂956

27
28

いつき茶屋
道の駅 奧伊勢おおだい

多気郡明和町斎宮2969-4
多気郡大台町佐原663-1
多気郡大台町薗993
度会郡大紀町滝原870-37
伊勢市二見町江580
伊勢市二見町三津1201-1

オフィシャルHPでご確認下さい

33
34
35
36
37
38
39
40

鳥羽水族館
ミキモト真珠島
パールロード鳥羽展望台
伊勢志摩スカイライン
鳥羽マルシェ
志摩マリンランド
賢島エスパーニャクルーズ
志摩スペイン村

鳥羽市鳥羽3丁目3-6
鳥羽市鳥羽1丁目7-1
鳥羽市国崎町大岳3-3
伊勢市〜朝熊山上〜鳥羽市
鳥羽市鳥羽1丁目2383-42
志摩市阿児町神明723-1(賢島)
志摩市阿児町神明752-11
（賢島)
志摩市磯部町坂崎952-4

9：00 - 17：00
（但し7/20〜8/31／8：30 - 17：30）
9：00 - 17：00 ※季節により変動あり
9：00 - 17：00 繁忙期は延長
1月〜7月 9月〜12月 7：00 - 19：00 8月 6：00 - 20：00
下記に記載 ※4
9：00 - 17：00(季節により異なります。最終入館は閉館の30分前)
オフィシャルＨＰにてご確認
9：30 - 17：00
（季節により異なります。）

41
42
43

伊勢志摩物産館
ないぜしぜん村
宮リバー度会パーク

志摩市磯部町穴川511番地5
度会郡南伊勢町内瀬1537-8
度会郡度会町棚橋2

9：00 - 18：00(駐車場・
トイレ・公衆電話は24時間利用可)
物販 9：30 - 17：30 みかん狩り 10：00 - 16：00
8：00 - 日没※プールを除く

ふるさと味工房アグリ
伊賀流忍者博物館
伊賀の国大山田温泉さるびの
忍者修行の里 赤目四十八滝

度会郡玉城町原4254-1
伊賀市上野丸之内117
伊賀市上阿波2953
名張市赤目町長坂861-1

48
49
50
51
52
53
54

伊賀

とれたて名張交流館
東紀州 おわせお魚いちば おとと
鬼ヶ城センター
道の駅 熊野・板屋九郎兵衛の里
道の駅 海山
紀勢自動車道
紀北パーキングエリア
「始神テラス」
道の駅 紀宝町ウミガメ公園

名張市希央台2番町77-1
尾鷲市古戸野町2-10
熊野市木本町1835-7
熊野市紀和町板屋82番地
北牟婁郡紀北町相賀1439-3
北牟婁郡紀北町三浦600番地
南牟婁郡紀宝町井田568-7

いいたかの店・レストランいいたか
農家市場・松阪商会・国産小麦のパンのお店 やさい畑・ガーデンカ
フェ ルーベル・和牛オーダーバイキングMow&Buu
売店
おばあちゃんの店・動物園・ふるさと食堂・キャンプ場

９：０0 - 1７：００
動物ふれあい広場（夏4月〜10月）10：00 - 16：30
（冬11月〜3月）10：00 - 16：00
※くだもの狩りは種類により受付時間が異なりますので詳細は公式HPでご確認ください。
9：30 - 17：00
（飲食コーナーは9：30 - 16：30）
売店及び食堂※ラストオーダー4月〜10月16:30、11月〜3月は16:00
（物品販売）8：00 - 18：00 （まごころ食堂）8：00 - 15：30
物品販売
（まごころ屋台）平日11：00 - 16：00 土日祝日10：00 - 16：00
11：00 - 17：00
入湯料・売店商品
9：00 - 17：00
物販のみ
9：00 17：00
（季節変動有り）
めおと岩カフェでの体験（苔玉作り、御朱印帳作り）
以外で利用可

29
奥伊勢フォレストピア
30
道の駅 奥伊勢木つつ木館
31 伊勢志摩 伊勢夫婦岩ふれあい水族館／
伊勢夫婦岩めおと横丁
32
伊勢忍者キングダム

44
45
46
47

お買い物券で利用できる内容
地場産品販売施設（１F)
入場券売り場・売店・レストランで利用可※自動販売機、券売機は利用不可
入場券売り場・売店・食事処で利用可※自動販売機、券売機は利用不可
園内の売店・レストランで利用可※入場券売り場、
花市場は利用不可
入場券売り場・売店・飲食店※一部店舗・商品を除く
山麓（ふもと）乗車券発売窓口・売店（ベルフォレ）
・モンベルルーム御
在所店 ＊自動販売機、券売機は利用不可
下記に記載 ※2
温泉施設
キッチュ エ ビオ いなべ ヒュッテ・ロブ いなべヒュッテ・魔法のぱん・食
肉加工屋 FUCHITEI
入園券
ファーマーズマーケット
（イベント特設販売は除く）
・レストラン＆カフェ

入場券、入国手形、通行手形及び園内で発行する園内で利用可能な
「ともいき通貨」
入館券売り場・館内直営店（売店・レストラン）
入場口（切符売場）
・パールプラザ
（売店・レストラン）
海鮮カフェ はねやすめ
伊勢志摩スカイライン伊勢料金所、鳥羽料金所（通行料）
農水産物直売所・レストラン・テイクアウトコーナー
入場券売場・売店（レストランは不可）
乗船券販売窓口
テーマパーク
「パルケエスパーニャ」※一部店舗を除く
※志摩スペイン村は1月12日〜2月12日の間休園をしております
飲食・お買い物
物販・みかん狩り
バザールわたらい内 ①いらっ茶いわたらい
（特産品販売所）
②オリーブカフェわたらい店（喫茶店）
産直施設
伊賀流忍者博物館入館料・グッズ販売店「Ninja坊」
売店及び農産物直売所(17：00まで)
赤目四十八滝 (日本サンショウウオセンタ−)

下記に記載 ※5
下記に記載 ※6
10：00 - 21：00
[2020.5.13〜] 9：00 - 17：00※新型コロナウィルス対策
緊急事態宣言に伴い時間を変更して営業しております。
[4月〜11月] 8：30 - 17：00 [12月〜3月] 9：00 - 16：30
9：00 - 18：00
直売所
店舗 10：00 - 18：00 食堂 11：00 - 14：00
店舗・食堂
9：00 - 17：00
売店
売店 10：00 - 17：00
物販のみ
食事 11：00 - 14：00 飲料、
ソフトアイス10：00 - 17：00
9：30 17：00
物販のみ
キホクニヤ
（物産販売）8：00 - 18：00
キホクニヤ
種まき権兵衛家カフェレスト(レストラン) 9：30 - 17：30
（L.O１７：00）
（テイクアウトコーナー）9：30 - 17 ： 00
下記に記載 ※7
物産館・１階たこ焼きコーナー・ふれあいパーク

※2 片岡温泉・コンフィチュール アッシュ・マリアージュドゥ ファリーヌ・サー
ラ ビアンキ アル・ケッチァーノ・イル・ケッチァーノミエーレ・
「笠庵」賛
否両論・露庵温味・アクアイグニスギャラリー温
※TSUJIGUCHIFARMはご利用いただけません。

※4 ・ 農水産物直売所10：00 - 18：00
・ 地産ビュッフェレストラン
（11：00 - 14：00）
※7/17現在ビュッフェ中止 定食・丼物提供中
・ 地産テイクアウトコーナー
（10：00 - 17：30）

※6 [2020.5.30〜] 10：00 - 16：00(入館受付15：30まで)
※新型コロナウィルス対策に伴い時間を変更して営業しております。
変更があった場合は随時HPにてお知らせいたします。
[通常] 9：00 - 17：00(入館受付16：30まで)

※3 【いいたかの店】9：00 - 18：00
【いいたかの湯／受付】10：00 - 20：00
【レストランいいたか】11：00 - 19：00（L.O18：30）
※14：00 - 17：00は麺類のみ限定メニューとなります。
【飯高茶屋】7：30 - 14：00（LO13：30)
【案内事務所】10：00 - 18：00※但し、駐車場・
トイレは24時間利用可

※5 バーベキューハウス１１：00 -１８：00(L.O１７：00)
アグリの農産物とれたて市場９：３０-１８：00
手作りソーセージ・パン教室１０：00 -１２：00・１３：３０-１５：３０
要予約（三日前までの予約が必要）
※体験教室に関しては、
コロナ関連により中止の場合があります。

※7 [物産館] 11月〜2月 8：30 - 18：00 3月〜10月 8：30 - 19：00
[1階たこ焼き] 10：00 - 18：00
（L.O14：30）
[2階軽食コーナー] 8：30 - 15：00
[ふれあいパーク] 9：00 - 18：00

※2020 年 8 月 18 日時点の情報であり、
最新情報はこちらからご確認ください。

≪ご注意ください≫
新型コロナウィルスの影響により、営業時間の短縮や店内飲食の休止などの措置を
予告なく実施する場合がありますので、利用の前に必ず店舗の最新情報をご確認ください。

