男鹿観光
プレミアム
パスポート
★入館加盟施設（パスポートで入場できる施設）

01 なまはげ館

男鹿市北浦真山字水喰沢
☎0185-22-5050
時 8:30〜17:00
大迫力！多種多様なナマハゲが
勢揃い！

04 入道埼灯台（資料展示室）

男鹿市北浦入道崎昆布浦
☎090-1931-9706
営 4/1〜11/6まで営業
時 土日9：00〜16：30・平日9:00〜16：00

（10/16〜11/6 9:00〜16：00）
全 国に1 6 基しか ない「 の ぼれる灯
台」の中で、唯一白黒縞模様の灯台。

！
大好評

入館・入場

02 男鹿真山伝承館

男鹿市北浦真山字水喰沢
☎0185-33-3033
時 再現講座（約20分）

9：00/9：30/10：00/10：30/11：00
11：30/13：30/14：00/14：30/15：00
15：30/16:00/16:30

ナマハゲの迫力を間近で体験。

05 寒風山回転展望台

男鹿市脇本富永字寒風山62-1
☎0185-25-3055
営 12/4まで営業
時 8:30〜17:00（最終入館16:30）

スカイレストランファミリオからの
絶景が自慢です。

加盟店のお土産、
お食事で使える
お得な500円の割引券付

お土産券

体験

お食事券

03 男鹿水族館GAO

男鹿市戸賀塩浜壷ケ沢93
☎0185-32-2221
時 9:00〜17:00（最終入館16：00）
レストランフルット

ミュージアムショップ

ホッキョクグマや秋田の県魚ハタハタを
はじめとした400種1万点の生き物を展示。

06 「五風」なまはげ太鼓

男鹿市北浦湯本字草木原21-2
☎0185-33-3191
五風なまはげ太鼓ライブ
4/23〜11/5まで20：30〜
なまはげ触れあい太鼓ライブ
4/24〜10/30期間中の日曜日13：30〜開催

勇壮なナマハゲが叩く迫力ある和太鼓。

1,000

税込

円

販売施設 男鹿総合観光案内所・男鹿ふっと観光案内所・男鹿駅観光案内所・道の駅オガーレ・男鹿温泉交流会館「五風」
有効期限

発券日より２日間有効

販売期間

2022/4/23〜

アンケート回答でも抽選で
景品が当たる！
皆様の声をお聞かせください。

※予定枚数（2万枚）に達した時点で、本チケットの販売を終了とさせて頂きます。

●使用方法：入館加盟施設（6カ所）で、プレミアムパスポートをご提示し、フリーパス入場割引券は、使用箇所で係員が切り取り致します。
●予告なく営業時間の変更、休館の場合があります。最新の施設情報をご確認下さい。
●1枚につき1名様限り有効です。●紛失等による再発行はいたしません。●割引券のおつりはでません。
男鹿市の観光サービス向上の
目的で使用いたします。
●使用の有無、施設の休業にかかわらず払い戻しや差額の返金はできません。●ご利用当日販売施設で現金でご購入下さい。
ぜひご協力お願い致します。

お問い合わせ／（一社）男鹿市観光協会 ☎0185-24-4700

本事業は、男鹿市緊急観光施設利用促進事業を活用しております。

割引券が利用できる加盟店（飲食店・お土産店）
◇男鹿水族館

◇男鹿海鮮市場 海鮮屋

◇居酒屋 秀

時 11:00～14:00
（LO13:30)

お刺身定食

刺身定食

◇龍宮館

◇海陽

ミュージアムショップ
時 10:00～17:00

GAO でしか買えないオリジナルグッズ多数

レストラン フルット

男鹿市船川港船川字海岸通り2-9-10
☎0185-22-0125
時 海鮮市場 9:00〜18:00
時 海鮮屋11:00～15:00

男鹿市船川港船川字栄町95
☎0185-23-3830
時 ランチ月～土11:00～14:00、日10:30～14:30
夜 金・土17:00～21:00

日本海を眺めながらお食事はいかがですか

男鹿市北浦入道崎字昆布浦2-72
☎0185-38-2131
営 4/1～10/31
休 不定休
時 9:00〜15:00頃まで

◇ドライブイン 灯台荘

男鹿市北浦入道崎字昆布浦2-70
☎0185-38-2121
時 10:00〜15:00
（荒天時臨時休業あり）

当店漁業部産直新鮮魚介類を使用。

男鹿市北浦入道崎字昆布浦2-69
☎0185-38-2530
営 4/23～10/31
休 不定休
時 10:00〜15:00

ミニ石焼き＆どんぶりセット

◇なまはげ御殿

◇男鹿ジャン

◇ぶるーベリーガーデン

男鹿市北浦入道崎字昆布浦2-69
☎0185-38-2011
時 9:00〜15:00

海の幸丼・刺身定食・牛すじ煮込み定食

男鹿市北浦相川字神田12-3
☎080-2842-1884
ブルーベリー収穫体験/7月上旬～8月上旬まで
休 水・木曜日
（祝日は変更あり）
時 10:00〜16:00

◇福の家

◇島の家

◇亀寿司食堂

赤鬼ラーメン・男鹿しょっつる焼きそば・あなご焼き

しょっつるラーメン

ちらし寿司、焼魚定食、焼肉定食

◇鵜ノ崎テラス

◇レストランしらやま

◇きりん亭

とってもお得な日替わりランチは海の幸がたっぷり

焼き肉定食・カツ丼他。 珈琲フリードリンク有り

男鹿しょつる焼きそば、はたはたタルタル丼がお勧めです

海鮮丼、石焼料理

男鹿市北浦湯本字草木原61-5
☎0185-33-4089
休 不定休
時 11:30〜13:30／18:00〜23:00

男鹿市船川港台島字鵜ノ崎49
☎0185-27-8666
休 水曜日
（その他不定休）
時 11:00～15:00

◇アメヤ珈琲

男鹿市船越一向207-219
男鹿総合観光案内所内
☎0185-47-7451
休 元旦のみ
時 10:00～16:00

スペシャル珈琲が自慢・男鹿パフェ・珈琲スムージー・
ソフトクリーム

◇寒風山食堂

男鹿市脇本富永字寒風山62-1
☎0185-25-2015
時 9:00～17:00
焼き肉定食・カツ丼

男鹿市戸賀塩浜字平床37
☎090-4319-2294
営 土・日・祝日のみ営業
時 11:00〜15:00

石焼定食・ハタあげ丼

男鹿市北浦湯本字草木原51-4
☎0185-33-2955
休 不定休
時 11:00〜14:00／19:00～24:00

男鹿市払戸字大堤127
男鹿ふっと観光案内所内
☎0185-46-2639
時 9:00〜14:30

◇温浴ランドおが
男鹿市北浦北浦字平岱山1
☎0185-33-3715
休 第2・4火曜日
時 9:00〜20:00

当園自慢のブルーベリーを使用したお菓子やドリンクが自慢

男鹿市北浦北浦栄町4-3
☎0185-33-2049
休 火曜日
時 11:30～14:00／17:00～21:00

男鹿市船越字内子213
☎0185-35-2700
休 不定休
時 11:00〜14:00／17:00〜21:00

◇夕陽温泉WAO

ラーメン・定食・カツ重、カツカレー

男鹿市野石字大場沢下1-17
☎0185-47-2926
休 第1・3木曜日
時 入浴 9:00〜20:00
食事 11:00〜14:00
（月・木定休）

◇東洋一の海岸線にある男鹿のレストラン

◇おがジェラード

男鹿産天然真鯛と紅ズワイ蟹とギバサの 3 食丼
男鹿名物 塩汁焼きそば・男鹿定食

男鹿の塩を使った海のジェラード

男鹿市船川港船川字新浜1-19（道の駅おが オガーレ内）
☎0185-28-0300
時 3月～9月 10:30～18:30
10月～2月 平日10:30～17:00/土・日・祝10:30～18:00

定食、丼物、麺類

男鹿市船川港船川字新浜1-19（道の駅おが オガーレ内）
時 4月 10:00～16:00
5月～10月 10:00～17:00
11月～12月 10:00～16:00

お土産券対応施設（宿泊施設）
セイコーグランドホテル、男鹿ホテル、男鹿萬盛閣、元湯雄山閣、別邸つばき、男鹿観光ホテル、温泉旅館ゆもと

チケット販売施設（マークの施設は割引券も利用できます）
❶男鹿総合観光案内所

❷男鹿ふっと観光案内所

❸男鹿駅観光案内所

❹道の駅おが
「オガーレ」

❺男鹿温泉交流会館「五風」

※各施設の利用料に差額が発生した場合には、現金でお支払
い願います。

男鹿市船越字一向207-219
☎0185-35-5300
時 9:00〜17:00

男鹿市船川港船川字新浜町1-19
☎0185-47-7515
時 9:00～17:00
各種お土産品・海産物を取りそろえ

男鹿市払戸字大堤127
☎0185-46-3012
時 9:00〜17:00

秋田県男鹿市北浦湯本草木原２１-２
☎0185-33-3191
時 8:30〜17:00

男鹿市船川港船川字新浜町1
☎0185-24-2100
時 9:00〜17:00

入館・入場

お食事券

お土産券

体験

