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 　　　は、既存の「きたいわてぐるっとパス」紙券でもご利用いただけるサービスです。

No.
エリア・
最寄駅

優待店舗・施設 サービス内容 備考 電話番号

1 盛岡 東家駅前店 大盛りサービス ※同伴2名様まで有効 019-622-2252

2 盛岡 そばの花 大盛りサービス ※ご本人様のみ有効 019-654-4520

3 盛岡 ビアバー　ベアレン　中ノ橋 019-651-6555

4 盛岡 菜園マイクロブルワリー with Kitchen 019-606-0171

5 盛岡 ビアベースベアレン盛岡駅前 019-601-7110

6 盛岡
茶Ｃａｆé　ちゃちゃちゃ
フェザン地下デリカタウン店

ソフトクリーム30円引き（カップのみ） ※単品お買い上げの方に限る 019-654-7888

7 青山 Chinese 晴菜 ドリンク1杯無料 090-3469-7745

8 青山 渡辺園茶店 飲茶サービス 019-646-6283

9 青山 てらどのかまど お料理一品サービス
※1グループ（4名）1品、料理の上限金
額550円まで
※他サービス併用不可

019-643-9137

10 青山 鉄ぱん屋IPPIN 生ビール１杯サービス ※同伴２名まで可 019-601-5065

11 青山 びすとろ　銀河 お食事の方にセットドリンク１杯サービス ※チケット利用者ご本人のみ有効 019-601-4155

12 厨川 居酒屋・定食　そう
（お昼）定食、丼もの、麺類全品500円
（夜）ドリンク1杯無料

※同伴者4名まで
※他サービスとの併用不可

019-681-6088

13 岩手県営武道館 ぶらんちスポーツクラブ　大人料金100円割引 019-641-4577

14 岩手県営運動公園
①スポ振ぶらんちクラブ　参加料100円割引
②すまいるグラウンドゴルフ交流会参加料100円割引

019-641-1127

15 岩手県営スケート場 貸し靴料を無料 ※同伴3名まで可 019-641-1530

16 岩手県営体育館 ぶらんちスポーツクラブ　大人料金100円割引 ※同伴1名まで可 019-647-1010

17 滝沢 ナポリタンのお店　りもーね ライス又はパスタ大盛り無料
※他サービスとの併用不可
※チケット利用者ご本人のみ有効

019-688-0077

18 滝沢 Café Wagtail 対象商品　定価より割引
※チケット利用者ご本人のみ有効
※滝沢駅店舗のみ有効
※割引率は商品により異なる

070-5625-8575

19 沼宮内
トータルビューティ―サロン
アンティーム

3,000円以上の施術で500円割引 090-5355-6128

20 沼宮内
株式会社肉のふがね
本店・川口工場直営店

メンチカツ50円引き 0195-62-2403

21 沼宮内 西田だんご店
だんご製品500円以上お買い上げのお客様に
80円のだんご1本サービス

0195-62-2224

22 奥中山 朝朱の湯

23 奥中山 煌星の湯

24 奥中山 奥中山高原つり堀 貸竿100円→無料 ※同伴４名様まで有効

25 奥中山 奥中山高原観光天文台 入館料　大人100円引き　小人50円引き ※同伴４名様まで有効

26 奥中山 雪あかり
奥中山の高原ジェラート・雪あかり
シングル料金にて「ダブルジェラート」を提供

※他サービスとの併用不可
※同伴4名様まで

27 二戸 株式会社南部美人 お買物のお客様にオリジナル手ぬぐいプレゼント 0195-23-3133

28 二戸 鉄板焼き処　來 ハッピーアワー17：30～19：00までALL290円

毎週月曜日メンズデー・水曜日レ
ディースデー
『17：30～22：00』まで
ハッピーアワーフリードリンクメニューＡ
ＬＬ290円

0195-23-4303

大人入浴料金より100円割引
※チケット利用者ご本人のみ有効
※他割引との併用不可

0195-35-3131

【北いわてMaaS】 きたいわてぐるっとパス　デジタルチケット購入者限定サービス一覧　
北いわてMaaSアプリで「きたいわてぐるっとパス」をご購入いただいた方が、画面を提示することによってサービスを受けることができる施設・店舗の一覧です。

サービス内容が変更になったり、各施設・店舗の諸事情でサービスが受けられない場合がありますので、詳細や営業日はあらかじめ各施設にお問い合わせ下さい。

ベアレンビール生グラス　1杯100円引き
※チケット利用者ご本人のみ有効
※お食事の方に限り有効
※他サービス併用不可

青山
厨川

※同伴1名まで可
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29 二戸 町家の食べ処　福わらし
お買い物のお客様にドリンク(コーヒー、ジュース)
無料進呈

0195-43-3980

30 二戸 銀河ダイニング　へのへの お食事の方にセットドリンク１杯サービス ※チケット利用者ご本人のみ有効 0195-43-3931

31 二戸 座敷わらし伝説の温泉宿　緑風荘 日帰り入浴　大人500円⇒250円 ※チケット利用者本人のみ有効 0195-27-2131

32 八幡平 岩手山国際交流村　焼走りの湯 日帰り入浴10％割引き ※同伴5名様まで有効 0195-76-2013

33 八幡平 綿帽子温泉館あずみの湯 日帰り入浴10％割引き ※同伴5名様まで有効 0195-72-6811

34 八幡平 温泉ゲストハウス　やすもり タオル貸与＆歯ブラシサービス
※宿泊の方のみ
※同伴1名様まで可
※他サービスとの併用不可

070-4462-6089

35
つなぎ
鴬宿

愛真館
日帰り入浴　大人　800円　→　700円
　　　　　　　  子供　400円　→　300円

※同伴4名様まで可
※入浴受付16：00まで

019-689-2111

36
つなぎ
鴬宿

ホテル偕楽苑 日帰り入浴　600円　→　400円 019-695-2111

37 花巻 県民ゴルフ場 プレイ料金　500円割引 ※薄暮プレーを含む 0198-27-3280

38 宮古 魚彩亭すみよし 小鉢一品サービス ※チケット利用者ご本人のみ有効 0193-62-3244

39 宮古 浄土ヶ浜パークホテル ランチタイムのドリンクバーサービス ※チケット利用者ご本人のみ有効 0193-62-2321

40 宮古 シートピアなあど 塩ソフトクリーム５０円引き ※チケット利用者ご本人のみ有効 0193-71-3100

41 宮古 浄土ヶ浜レストハウス ソフトクリーム５０円引き ※チケット利用者ご本人のみ有効 0193-62-1179

42 宮古 よし寿司 握り寿司ご注文の方は一貫サービス ※チケット利用者ご本人のみ有効 0193-62-1017

43 宮古 蛇の目寿司 アイスクリームサービス ※チケット利用者ご本人のみ有効 0193-62-1383

44 宮古 丼の店おいかわ 小鉢一品サービス ※チケット利用者ご本人のみ有効 0193-62-2380

45 宮古 宮古エコカーシェアリング 利用料金２０％引き ※チケット利用者ご本人のみ有効 0193-63-7300

46 久慈 道の駅くじ　やませ土風館 「琥珀入りしおり」プレゼント ※チケット利用者ご本人のみ有効 0194-52-2289

47 久慈
久慈市情報交流センター
YOMUNOSU
１F　観光交流センター

「琥珀入りしおり」プレゼント ※チケット利用者ご本人のみ有効 0194-52-3222

48 久慈 久慈琥珀博物館
【入場料】大人500円⇒400円
【お買い物】消費税相当額の割引
【レストラン】飲食代金より消費税相当額の割引

※チケット利用者ご本人のみ有効 0194-59-3821

49 久慈 津軽煮干中華そばサムライブギ― 「煮卵」・「大玉」・「半ライス」のいずれか１品サービス ※チケット利用者ご本人のみ有効 0194-66-9350

50 久慈 国民宿舎くろさき荘
【日帰り入浴】大人100円引き
【ご宿泊のお客様】「サラダ昆布」or「すき昆布」をプレゼン
ト

※チケット利用者ご本人のみ有効 0194-35-2611

51 久慈 ジェイ・プランニング　てしごと屋 【お買い物】10％割引 ※チケット利用者ご本人のみ有効 0194-66-7177

52 久慈 道の駅のだ　ソフトクリーム販売所 のだ塩ソフトクリーム　50円引き ※チケット利用者ご本人のみ有効 0194-78-4171

53 久慈 道の駅のだ　レンタサイクル レンタサイクル料1000円⇒900円 ※チケット利用者ご本人のみ有効 0194-78-4171

54 久慈 国民宿舎えぼし荘 ご宿泊のお客様に「のだ塩（50G）」をプレゼント ※チケット利用者ご本人のみ有効 0194-78-2225

55 久慈 もぐらんぴあ水族館 【入館料】一般700円⇒500円 ※チケット利用者ご本人のみ有効 0194-75-3551

56 久慈 道の駅青の国ふだい 昆布ソフト　100円引き ※チケット利用者本人のみ有効 0194-35-2411

←「北いわてＭａａＳ」について詳しくはこちら

盛岡～二戸～久慈～宮古を一周できる「きたいわてぐるっとパス」をはじめとした、北
いわて域内で使用できる交通デジタルチケットの購入・発券をスマホ上で行うことが
できます。
また、デジタルチケット購入に加え、乗換検索や観光施設情報等の閲覧、観光施設で
利用できるクーポン券の管理がスマホ一つで簡単便利に行えます！https://iwatemaas.jp/


