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東 日 本 旅 客 鉄 道 株 式 会 社 

 

地域で使える電子チケット「エキトマチケット」販売開始！ 

～「えき」から「まち」へ広がる JRE POINTが「地方を豊かに」～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．エキトマチケットとは 

（１）概要 

エキトマチケットとは、JRE POINTが「貯まる・使える」ECサイト「JRE MALL」にてご購入いただ
ける電子チケットです（1枚 500円）。ご購入されたエキトマチケットは、加盟店（地域の飲食・物販
店、アクティビティ施設など）にてご利用いただけます。 

※エキトマチケットのご購入／ご利用には、JRE MALLへの会員登録が必要です。 

 

＜ポスターデザイン/ロゴマーク＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇JR東日本は、グループ経営ビジョン「変革 2027」のもと、「地方を豊かに」を合言葉に「JR東日本 

グループだからこそできる地方創生」の推進に取り組んでいます。 

〇このたび、2021年 10月5日 10時より ECサイト「JRE MALL」において、地域での飲食やお買いもの、 

アクティビティにご利用いただける電子チケット「エキトマチケット」を販売します。鉄道利用や駅 

ビルでのお買いものなどで貯めた JRE POINTを「エキトマチケット」の購入に利用でき、スマホが 1 

台あればキャッシュレスで地域の店舗や商店街などでお買いものいただくことが可能です。 

〇一部の加盟店では、エキトマチケット利用者に向けた限定サービスをご用意。お得に飲食・お買いもの

をお楽しみいただけます。 

○「えき」から「まち」への新たな人の流れを生み出すこと、デジタル接点を通じて地域の魅力をお客 

さまにお届けすることで、地域との連携をより一層深めていきます。 

◆エキトマチケット命名の背景 

「まち（地域）」の魅力を知って頂き、「えき」と「まち」が 

つながる電子チケットサービスにしたい、という願いを込めて 

「エキトマ（＝「えき」と「まち」）チケット」との名称を付け

ました。 

 



（２）エキトマチケットご利用のメリット 

①店頭での現金払い不要。キャッシュレスでスムーズなお買い物が可能です！ 

    エキトマチケットは、お手持ちのスマートフォン 1台で購入から利用まで完結し、非接触での決済を
お気軽にご利用いただけます。 

 

②エキトマチケットのご購入で JRE POINTを「使う」「貯める」ことが可能です！ 

 ご購入の際に JRE POINTを利用することが出来るほか、購入金額に応じて JRE POINTが貯まります。
JRE POINTの利用先は従来「えき」が中心でしたが、エキトマチケットの展開により「まち（地域）」
へと広がり、JRE POINTのご利用シーンがますます広がります。 

 

③エキトマチケットご利用のお客さま限定サービスが登場します！ 

一部加盟店では、エキトマチケットをご利用いただいたお客さま限定で、お得なサービスをご提供い   
  たします。詳細については、エキトマチケット特設ページにてご紹介いたします。 
   ■特設ページ URL https://www.jreastmall.com/shop/pages/ekitoma.aspx 

※特設ページは2021年 10月5日 10時に開設予定です。 

 

（３）ご利用いただける店舗（加盟店） 

サービス開始の 10月 5日時点で 136施設（210ショップ）にてご利用いただけます。加盟店の詳細

につきましては、別紙をご参照ください。今後も月に 2回ペースで加盟店は拡大していく予定です。

加盟店情報についてはエキトマチケット特設ページでも紹介します。 

 

＜加盟店例＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

オルガニコ（東京・中野） 
中野・レンガ坂入口に位置するイタリア

ン・フレンチのお店。世界各国のオーガニ

ックワインをお楽しみいただけます。 

【エキトマチケット利用特典】 

ディナーご利用のお客さまに 

ドリンク1杯サービスいたします。 

館最中本舗 湖月庵（茨城・筑西） 

JR下館駅北口通りに位置する梁・大黒柱・

蔵の扉など古材を利用した和菓子店。素材

にこだわったお菓子作りをしています。 

【エキトマチケット利用特典】 

1,000円以上お買い上げいただいた方に、

お菓子を1つプレゼントいたします。 

碓氷峠鉄道文化むら（群馬・安中） 

旧碓氷峠の歴史を伝え、 

小さなお子さまから鉄道ファンまで 

楽しめる、県内有数のテーマパークです。 

 

長岡小嶋屋（新潟・長岡他） 

新潟県・長岡市に本店を構えるそば店。 

越後名物の蕎麦「へぎそば」の名店として、 

県内外多くのお客さまで賑わいます。 

昇仙峡ロープウェイ（山梨・甲府） 

片道5分の空中散歩。山頂からは富士山

や南アルプスの山々を一望できます。 

【エキトマチケット利用特典】 

往復乗車券（1,300円）＋ソフトクリーム

（500円）のセットがエキトマチケット 

3枚でご利用いただけます。 

※1/10～2/28は特典利用不可 

道の駅よねざわ（山形・米沢） 

道の駅人気ランキング2年連続受賞。 

新鮮な農作物・土産品の他、珍しい米沢牛の 

部位も楽しめるレストランも併設しています。 

https://www.jreastmall.com/shop/pages/ekitoma.aspx


２．エキトマチケットご利用方法 

STEP①：JRE MALLにてエキトマチケットを購入 

STEP②：標識確認／エキトマチケット利用を店舗スタッフへお伝えいただき、指定された店舗コードを入力 

STEP③：チケット利用済画面を店舗スタッフに提示 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．販売開始記念！JRE MALLでお得なキャンペーン開催 

 期間：①2021年10月 5日～10月31日、②2021年11月1日～11月30日、③2021年12月 1日～12月31日、       

④2022年 1月 1日～1月31日、⑤2022年2月1日～2月28日、⑥2022年3月1日～3月31日 

 

 内容：上記①～⑥の期間中、エキトマチケットを 10枚以上ご購入いただいたお客さまの中から、 

各回抽選で 10名様に JRE POINTを 5,000ポイントプレゼントいたします。 

※ポイント付与は各期間終了日の翌月中旬ごろを予定しています。 

※付与ポイントはポイント付与月の翌々月末日までの期間限定ポイントです。 

※当選者の発表はポイント付与を持ってかえさせていただきます。 

※JRE MALL会員登録・JRE POINT連携をされたお客さまが対象となります。 

 

＜参考＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

【STEP③】チケット利用済画面提示 

●JRE MALL（https://www.jreastmall.com/）について 

JR 東日本が運営するネット通販、エキナカ商品の事前注文およびふるさと

納税などを提供するECサイトです。JRE POINTが100円(税抜）毎に1ポ

イント貯まり、1ポイント（＝1円）単位でお買いものにご利用いただけます。 

また、ビューカード決済で最大3.5倍の JRE POINTが貯まります。2021

年９月1日現在約１４８ショップが出店しています。 

【STEP①】購入 

訪問 

店内 

店舗 

コード 

【STEP②】加盟店標識確認／店舗コード入力 

https://www.jreastmall.com/


都道府県 住所 ショップ名 カテゴリー ショップ紹介文 お客様特典

岩手県 岩手県遠野市新穀町5-7 とおの結屋
食料品

土産

2020年7月23日新規開業の小さなお店です。おススメは手作りふんわりおむ

すび。常時10種類ほど販売しております。ぜひ遠野ならではの味をご堪能下さ

い。

おむすび全品10％OFF

宮城県
宮城県本吉郡南三陸町歌津字伊里前

96-1
（有）ナカノ電気商会

その他

（家電）

まちの電気屋さんでお茶っこどうぞ！

大きなテレビを見ながら、一服していってください。電気製品のことなら気軽にお

声がけください。町の女性たちの手作りクラフトも展示即売しています。いつでも

ぶらりとのぞきに来てください。

宮城県
宮城県本吉郡南三陸町歌津字伊里前

96-1
マルエー ファッション

おしゃれとギフトでみんなを元気に

おしゃれ用品、オリジナルロゴ入りＴシャツ、ジャンパーなどアイテムが多く、お楽し

みギフトやお買い得なバスタオル、毛布、タオルケット他、バッグ、財布、帽子、

小物も取りそろえています。

宮城県
宮城県本吉郡南三陸町歌津字伊里前

96-1
佐藤酒店

食料品

飲食

海辺で飲もうぜ！

宮城の地酒を中心とした充実の品揃え。気軽に寄っていただける雰囲気の落ち

着いた店内。それに全く似合わない無駄に明るく元気な店長が皆様のご来店を

お待ちしております！！（笑）夜はゆったりまったりお話しながらお酒を楽しみま

しょう！！

宮城県
宮城県本吉郡南三陸町歌津字伊里前

96-1
まきの衣料/大隆丸

ファッション

生活用品

女性の大好きなバッグやアクセサリー、洋品は地元の方にも愛されるような品ぞ

ろえを心がけており、ゆったりサイズも各種豊富に取り揃えています。両ショップに

はコーヒーコーナーも！

宮城県
宮城県本吉郡南三陸町歌津字伊里前

96-1
丸荒 食料品

魚屋さんがなぜスイーツを！？と誰もが驚く中、店舗内で製造しているこのバウ

ムクーヘンを食べてみてさらにびっくり！！ほのかな甘味とサックリとしたバウム生

地に包まれた爽やかな酸味のしっとりチーズクリームが本当に激ウマ！一度食べ

たら何度も購入するリピーターが続出。お友だちにも勧めたくなる美味しさですぐ

に売り切れてしまう大人気スイーツです！

宮城県
宮城県本吉郡南三陸町志津川字五日町

201番地5

さんさん市場/

Sun café

食料品

飲食

土産

さんさん商店街にある市場ということで「さんさん市場」と名付けました。南三陸

町の旬の食材を皆様に提供していきます。南三陸町のセレクトショップという位

置づけで、町内・周辺地域の商品を多数取扱っております。普段手にすること

が無いような物もございます。ご来店お待ちしております。

宮城県
宮城県本吉郡南三陸町志津川字五日町

201番地5
及善蒲鉾店

食料品

土産

明治13年（1880年）創業の６代続く蒲鉾店。蒲鉾は、その種類により使う

原料や配合バランスも違います。

店内に試食をご準備しております。じっくり吟味いただきお気に入りの逸品をお探

しください。味にこだわり、素材にこだわり、南三陸を代表する商品作りを念頭に

置き、お客様が周囲の方々にも自慢してお薦め出来る、地域に愛される店作り

を目指します。

宮城県
宮城県本吉郡南三陸町志津川字五日町

201番地5
BARBER ミヤカワ 美容健康

地元のお客様に支えられて４０年以上。

幅広い年代のご要望にお応え出来るよう心がけております。地元の方、観光客

の方、お気軽にご来店ください！！

宮城県
宮城県本吉郡南三陸町志津川字五日町

201番地5
丼専門店 海たろう

食料品

飲食

土産

東日本大震災前に、志津川サンポート内にて精肉店・軽食・スーパー運営。

震災後は、仮設さんさん商店街にて運営再開。２０１７年３月３日　本設

にてオープンしました。美味しい海鮮とお肉をたくさん用意しております。絶対来

てね!!

宮城県
宮城県本吉郡南三陸町志津川字五日町

201番地5
菓房 山清

食料品

飲食

土産

「しあわせな笑顔にお菓子を添えて・・・」

心を込めた菓子づくり季節感のあるお菓子のいろいろを情緒豊かにお届けしま

す。創業大正１４年、南三陸に本社工場を構え、南三陸本店を拠点に地域

に根ざした菓子屋として営業。東日本大震災で被災し、登米市に工場を設け

操業を再開。材料を厳選し専門店ならではのこだわりで、お客様により良い商

品をお届けできるよう取り組んでいます。

宮城県
宮城県本吉郡南三陸町志津川字五日町

201番地5
Macana 美容健康

旧さんさん商店街から、出店いたしました。新さんさん商店街でも、引き続き頑

張ります！今後もお客様が癒しの空間としてリラックスして満足して頂ける空間

造りを目指し、サービスの提供をしてまいります。宜しくお願いいたします。

宮城県
宮城県本吉郡南三陸町志津川字五日町

201番地5
デイリー衣料 アベロク

土産

ファッション

1935年志津川に呉服店として開業。その後、ファミリー衣料アベロクとして、家

族で買い物ができる衣料品を取り揃えていました。2011年の震災で狭い店舗

で品揃えが限られ、買いものに一番苦労しているおばあちゃんの衣料を中心に

品揃えしています。おばちゃん・おばあちゃんのアウターを中心に、日常に使用す

る肌着や靴下、チョットしたおしゃれなストール・バック・エプロンなど、服飾雑貨を

品揃えしています。

宮城県
宮城県本吉郡南三陸町志津川字五日町

201番地5
パナックたまや 家電

創業以来、今回の”さんさん商店街”で５回目の店舗となりました。がんばろ

う！前に向かって！技術力と提案力で、お客様のご要望にお応えいたします。

秋田県
秋田県秋田市中通7-1-2

JR秋田駅構内

秋田駅構内

関根屋弁当売店
食料品

JR秋田駅構内にて駅弁を販売しております。長年愛され続けている定番駅弁

から、限定販売の駅弁まで、多彩なお弁当を取り揃えております。



秋田県 秋田県秋田市中通7-1-2 トピコ
その他

（商業施設）

JR秋田駅直結の商業施設です。秋田を代表する銘菓・おみやげ品や飲食店

が並びます。

秋田県 秋田県秋田市東通1-1-26 株式会社関根屋　本社 食料品

明治35年創業、秋田駅停車場前の関根屋旅館の弁当部門として開業しま

した。各種会議・会合・ご家族のお集まり・スポーツイベントにお料理・お弁当を

ご予算に合わせてご準備致します。

秋田県 秋田県大館市御成町1-10-2 弁当・御食事処　花善 飲食

創業1899年11月15日の老舗駅弁屋です。名物の「鶏めし」は昭和22年の

発売から変わらぬ味を守り続けて、県内外のお客様からご愛顧いただいておりま

す。ここでしか味わうことのできない鶏めしのアレンジメニューもおすすめです。

〈弁当販売処〉鶏めし弁当

（ペットボトル茶付）

通常価格1,050円→エキトマチケット1,000円(500円×2

枚)で提供

〈御食事処〉鶏めし御膳（ソフトドリンク付き（コーヒー類は除

く））通常価格1,210円→エキトマチケット1,000円(500円

×2枚)で提供

山形県 山形県米沢市駅前1-1-43
置賜広域観光案内センター

ASK

土産

食料品

米沢牛や米沢織、地酒など、米沢市の特産品・伝統工芸品のほか、周辺市

町村の特産品など、様々な種類の商品約1,000アイテムを紹介・展示販売を

おこっています。お中元やお歳暮など、地元の商品をお求めの際にもご利用でき

ます。どうぞお気軽にお越しください。

山形県 山形県米沢市大字川井1039-1
道の駅米沢

農産・物産、レストラン

飲食

土産

地元の農家さんが毎朝出荷する新鮮な野菜・果物が揃っており、お土産に最

適です。濃厚なソフトクリームや珍しいジェラート、焼きたてのどまん中ピザやアップ

ルパイもお試しください。米沢牛のサーロインやユッケ・刺身等もレストランにてお

楽しみいただけます。

山形県 山形県米沢市金池5-10-21 登起波　分店　登 飲食

明治２７年創業、米沢で１番古くから営んでいる歴史ある登起波牛肉店が

運営するレストラン。

名物看板商品として好評を頂いております「百年のすき焼き」だけではなく、米

沢牛の牛丼や牛鍋など、リースナブルで美味しい米沢牛も召し上がって頂けま

す。皆様のご来店を心よりお待ち申し上げます。

ワンドリンクサービス

山形県 山形県米沢市中央7-2-3 登起波牛肉店
食料品

土産

明治２７年創業、米沢で１番古くから営んでいる牛肉店として「米沢に登起

波あり」との評価を頂戴しております。代々受け継がれてきた目利きで米沢牛を

１頭買いし、米沢牛の本物の味と心を伝えます。安心・安全を第一に、お土

産品・ご贈答品・地方発送にも力を入れて営業中。皆様のご来店を心よりお

待ち申し上げます。

山形県 山形県米沢市中央7-2-3 米沢牛　登起波 飲食

明治２７年創業、米沢で１番古くから営んでいる歴史ある登起波牛肉店が

運営するレストラン。

「百年のすき焼き」は名物看板商品として好評を頂いております。料理長こだわ

りのステーキや、炭火網焼き・しゃぶしゃぶなどからお選びいただけます。一階の精

肉店ではお土産品の購入もでき、地方発送も承ります。皆様のご来店を心より

お待ち申し上げます。

ワンドリンクサービス

山形県 山形県米沢市丸の内1-1-22 上杉城史苑
飲食

土産

上杉神社を中心とする上杉文化エリアに位置する観光物産館。米沢牛や地

酒・ワイン・米沢織などの米沢・山形土産が一堂に揃う物産販売フロアと、米沢

牛や郷土料理が味わえるレストラン、休憩に便利なカフェがあります。山形新幹

線米沢駅から車で約8分。米沢観光の拠点としてご利用ください。

茨城県 茨城県筑西市丙202-13 館最中本舗 湖月庵
食料品

土産

JR下館駅北口通り、梁・大黒柱・蔵の扉など古材を利用した和菓子店です。

筑西市下館にて昭和21年創業。「ほんものがある　心がある　湖月庵の菓子」

をモットーに、素材にこだわった和菓子づくりをしています。

エキトマチケットを利用し1,000円以上お買い上げの方に、

お菓子を1個プレゼント

栃木県 栃木県宇都宮市駅前通り3-3-1 有限会社松廼家 食料品

駅弁発祥の地とされる宇都宮で明治26年より営業を続けている老舗駅弁調

製元。とちぎ霜降高原牛やいっこく野州どりなど地元産の食材をふんだんに使っ

たお弁当を得意としております。

栃木県
栃木県宇都宮市本町3-9

本町合同ビル1階
おいでよ！とちぎ館

土産

その他

（観光案内）

栃木県観光物産協会が運営する栃木の特産品や観光情報のアンテナショップ

です。店内では栃木名産のお土産やお菓子、地酒、伝統工芸品などを、まとめ

てみることができます。観光名所も紹介しているので、旅の最初に訪れるとス

ムーズな旅ができるはずです。ぜひお越しください。

栃木県 栃木県那須郡那須町高久4588-10 那須ハートランド 土産
平成元年にオープンした菓子製造販売店です。名物は柔らかさを追い求めた

御用邸の月です。

エキトマチケットを利用し1,000円以上お買い上げのお客様に

ホットコーヒーサービス

群馬県 群馬県吾妻郡長野原町横壁904-3 八ッ場湖の駅　丸岩

食料品

飲食

土産

その他

（水陸両用

バス駅）

旧長野原町庁舎を移築したモダンな建物が目印となる、湖の駅丸岩。裏庭か

らのダムサイトまで見渡せる風景は、四季折々に姿を変え、訪れる皆様に解放

感、満足感、やすらぎを与えます。

群馬県 群馬県吾妻郡長野原町横壁904-7 八ッ場ダックツアー
その他

（観光）

大自然に囲まれたダム湖をバスに乗ったまま、ゆうゆう遊覧！大迫力の「スプラッ

シュイン！」水陸両用バスで行くYAMBAダックツアーです。

※今シーズンは2021年11月末まで運行

チケット利用でダムカードをプレゼント

群馬県 群馬県安中市松井田町坂本1222 峠の湯
その他

（入浴施設）
歴史を今に伝える、碓氷峠のふもとに立つ日帰り温泉施設です。



群馬県 群馬県安中市松井田町横川407-16 碓氷峠鉄道文化むら

その他

（テーマパー

ク）

旧碓氷線の歴史を伝え、小さなお子様から鉄道ファンまで楽しめる、鉄道テーマ

パークです。

群馬県 群馬県高崎市旭町37 そば処　きのえね 飲食

高崎駅から徒歩5分。石臼挽き特上そば粉を使用し、毎日心を込めて打った

そばと高崎産小麦きぬの波100％の高崎うどんをぜひお召し上がりください。地

元高崎産の舞茸天ぷらも人気のメニューです。

群馬県 群馬県高崎市鞘町1 フルーツ&ケーキ room's 飲食

女性が一人でも気軽に入れるカフェレストランです。特にランチは人気で約95％

が女性のお客様です。小学生からおばあちゃんまで、幅広いお客様にご利用い

ただいております。

群馬県 群馬県高崎市通町33 らーめん酒場　福籠　通町店 飲食

高崎駅から徒歩８分。お酒も楽しめるらーめん居酒屋です。おススメは「サバ塩

ラーメン」。節の香りが広がります。細麺、太麺のまぜそばは唯一無二の人気メ

ニュー。

ソフトドリンク一杯サービス

群馬県 群馬県高崎市宮元町206 エルフリオ　大手前 飲食

1997年7月創業。高崎の「元祖オープンカフェ」としてイタリアンを中心に多国

籍の料理を提供するカフェレストラン。貸し切りパーティーはもちろん、家族連れ

やカップルなど、老若男女問わず幅広い層に人気です。

群馬県
群馬県高崎市連雀町21-1

連雀町ビル１F
PIZZERIA BACI 飲食

街中では珍しいイタリアから輸入した新窯を使用した本格ナポリピッツァが楽しめ

るイタリア料理店。ランチでは1,000円～ランチピッツァセットが食べられます。ディ

ナーではビールやワインを飲みながら楽しめます。

群馬県
群馬県高崎市連雀町25

寿ビル1F
レストランカフェ カーロ 飲食

高崎のイベント、キングオブパスタで2回優勝の高崎パスタを代表する店舗の一

つ。パスタ以外にもディナータイムは地場の野菜、肉等を使用したアラカルト、ア

ルコール等もご用意しております。

群馬県 群馬県利根郡みなかみ町大穴814-1 育風堂精肉店

食料品

飲食

土産

温泉地みなかみで創業60年の精肉店です。肉にもスパイスにもこだわって、丁

寧に作ったハムソーセージを販売しています。併設のレストランでは自家製ハム

ソーセージの他、懐かしい味わいのカツ丼など食堂メニューもお召し上がりいただ

けます。

お会計から5％オフ

群馬県 群馬県利根郡みなかみ町大穴814-1
ワインとお酒の専門店　瀧澤

Takizawa
食料品

地域一番の品揃えを誇るワインと日本酒の専門店です。群馬の地酒、全国の

銘酒、世界のワインなど、小さな店にぎっしりと並んでいます。

群馬県 群馬県利根郡みなかみ町鹿野沢70-15 そば処　くぼ田 飲食

みなかみ産の蕎麦粉と米粉をつなぎにした二八蕎麦を毎朝手打ちにこだわり

打っています。米粉も日本一に輝いた本多義光米を使用。居心地の良い店内

で地元みなかみの素材をふんだんに使用したフルコースをどうぞご堪能ください。

お食事注文で生芋こんにゃくの味噌おでんサービス！

群馬県 群馬県利根郡みなかみ町鹿野沢105-2 お土産　しなだ 土産
ＪＲ水上駅前の創業70年の土産物店。観光みやげ、地酒、タバコを扱ってお

ります。
オリジナルブラブラタンブラー1個サービス

群馬県 群馬県利根郡みなかみ町後閑737-1 月夜野びーどろパーク

その他

（工場見学・

美術館）

歴代天皇陛下のご視察を仰ぐ工芸ガラス工場の見学を無料開放。自社製の

オリジナル製品が並ぶショップでは手作りならではの逸品をお買い求めいただけま

す。グラスアートの歴史を楽しめる美術館も見学できます（有料）。

群馬県 群馬県利根郡みなかみ町後閑761-1 地ビールレストラン ドブリーデン
食料品

飲食

世界のビール審査会で金賞をはじめとする賞を多数受賞したビールが楽しめま

す。ビールの特徴に合わせた5種類のオリジナルグラスでそれぞれの味わいを楽し

めるのは、ガラスのテーマパークのレストランだからできる特徴の一つです。

群馬県 群馬県利根郡みなかみ町月夜野1756 みなかみツェルト
食料品

飲食

上毛高原駅構内にあり、乗降客の待ち時間の憩いの場所を提供するカフェと

地場産のお土産品を販売するお店。月夜野クラフトビールの5種類のビールとサ

イフォンで煎れるコーヒーが人気です。

群馬県 群馬県利根郡みなかみ町月夜野1756 上毛高原駅そば店 飲食

上毛高原駅構内にある立ちそば店です。地元のそば粉を使い、こだわりの田舎

麺で提供しています。朝日新聞における全国立ちそば店ランキングでもトップ10

に選出されました。

群馬県 群馬県利根郡みなかみ町寺間18 カッパCLUB

その他

（アウトドア

体験）

「もっと ずっと 楽しく アウトドア！」をキャッチフレーズに、さまざまなアウトドアツ

アーを開催しています。どのツアーも経験豊富で愉快なガイドと一緒なので初心

者の方からマニアな方まで幅広く楽しんでいただけます。



群馬県 群馬県利根郡みなかみ町湯原146 カフェレストラン　亜詩麻 飲食
谷川岳に続く国道291号線沿いにある北欧風のレストランです。創業30年以

上、名物の「焼きカレー」は長年地元の方、観光客にご愛顧いただいています。

エキトマチケットでお食事ご利用のお客様にひとくちアイスクリー

ムサービス

※注文時に必ずスタッフにお申し出ください

群馬県 群馬県利根郡みなかみ町湯原681-3 窯焼きピザの店 ラ・ビエール 飲食
さっくり、もっちりナポリピッツァ。水上の美味しい水で作った生地をぜひお試しくだ

さい。

チケット提示で一口アイス

サービス

群馬県 群馬県利根郡みなかみ町湯原759 雨ニモマケズ 飲食

枕崎産の鰹節を使用し、特注の薄口醬油と数種類の厳選した調味料を合わ

せて、 丹精込めたそばつゆで食べる豚しゃぶは群馬県産ブランドポーク【麦豚・

やまと豚・赤城ポーク】を使用しています。また肉厚の豚ロースを使用したみなか

みトンテキは、ボリューム満点で濃厚ソースが食欲をアップさせます。

バニラアイスサービス

群馬県 群馬県利根郡みなかみ町湯原963 
GRILL&BAR The

Campfire MINAKAMI
飲食

上州牛のステーキや県産の食材を用いたグリル料理など提供しています。 店内

はむき出しになった梁など木を基調とした空間でどこか異国のような雰囲気があ

ります。 店のすぐ側には清流利根川が流れていて窓際の席からのロケーションは

抜群です。 素晴らしい景色を見ながらゆっくりとした時間をお過ごし下さい。

群馬県 群馬県利根郡みなかみ町湯桧曽土合220 谷川岳ドライブイン
飲食

土産

谷川岳の麓に位置し、JR土合駅の横にあります。お食事のおすすめは赤城牛

ステーキ御膳が大人気です。お土産は当社製造販売の生どら焼きや谷川の月

がおすすめです。

群馬県 群馬県富岡市富岡1-1 富岡製糸場 
その他

（観光施設）

　富岡製糸場は、明治5年（1872年）に明治政府が日本の近代化のため

に設立した模範器械製糸場です。場内には国宝に指定された東置繭所や西

置繭所、繰糸所をはじめとする歴史的建造物が創業当時とほぼ変わらない姿

で残されています。

群馬県 群馬県富岡市富岡1041 馳走　CO-JIRO 飲食
上州富岡駅と富岡製糸場の中間地点にあるお店です。地元産の食材を中心

にさまざまなおかず（おばんざい）を盛り合わせたお昼ご飯を用意しております。

群馬県 群馬県富岡市富岡1173-1 有限会社　扇屋菓子舗 土産
富岡製糸場より徒歩５分。仲町通りにある和洋菓子店です。富岡産の繭から

作ったシルクタンパク液入りのお菓子をたくさんご用意しております。

群馬県 群馬県前橋市新前橋町25-13 炭火肉ホルモン酒場　シンバル 飲食

新前橋駅東口から徒歩2分！炭火で焼きあげたおいしい肉とホルモンを気軽に

楽しめるお店です。仕事帰りの一杯や気の合う仲間との宴会にもいつでもご利

用下さい！

群馬県 群馬県前橋市新前橋町26-5 有限会社高橋与商店 食料品
群馬の地酒やビールを主に販売しています。お気軽にご来店、お問い合わせくだ

さい。

埼玉県 埼玉県久喜市栗橋中央1-17-1 つむぎや栗橋本店
食料品

土産

埼玉県の小麦を中心とした品づくりを行っております。埼玉小麦100％のうど

ん・ひやむぎ・そうめん・きしめんなどを取り揃えています。

埼玉県
さいたま市大宮区桜木町1-7-5

ソニックシティビル2F
そぴあ 土産

埼玉を代表するお土産を650種類以上発売しております。定番の草加煎餅、

小江戸川越の芋菓子、味の狭山茶、地酒ほか伝統工芸品や埼玉のマスコッ

ト「コバトン」グッズなど人気の商品を取り揃えております。埼玉の新たな魅力が

発見できるお店となっております。

埼玉県 埼玉県さいたま市大宮区桜木町2-1-1 アルシェ大宮
その他

（商業施設）

「アルシェ」はファッション・雑貨・飲食・アミューズメント・ビューティーサービス等の

店舗があり、学校・お仕事帰りにも便利な駅近施設としてご利用いただいていま

す。（施設内24ショップでエキトマチケットをご利用いただけます）

千葉県 千葉県館山市大賀81-17 ホテル　ファミリーオ館山

土産

その他

（宿泊）

大賀海岸のそばにたたずむホテルです。部屋は広々としていて、家族連れやグ

ループでの宿泊も可能です。シーカヤックやSUP,テニス、フットサルなどアクティビ

ティも充実しております。都会の喧騒を忘れ、南房総の魅力を感じながら快適

な旅をお楽しみください。

千葉県
千葉県館山市大賀81-17

ファミリーオ館山
BUONO

飲食

ファッション

名物の「アクアパッツァ」をはじめとする逸品は、日本を代表するイタリアンシェフ萩

原雅彦氏が監修。美味しい料理と、美しい海が目の前に広がるすばらしいロ

ケーションが共演する、“館山ならではの価値”を五感で感じられるレストランで

す。

千葉県 千葉県館山市大神宮116-5 SURFCO

ファッション

生活用品

美容健康

その他

（サーフボー

ド）

平砂浦の入口にあるサーフショップです。公認プロ2名が在籍するPROショップな

ので、サーフィンを始める初心者の方から上級者までお気軽にどうぞ！レンタル、

スクールもあります。

レンタルボード、レンタルウェット、サンドボードレンタル5％OFF



千葉県 千葉県銚子市犬吠埼9575-2 チョウシ・チアーズ

飲食

ファッション

生活用品

日本一早く初日の出が昇る街の銚子ビール犬吠醸造所から、日常が少しチョ

ウシよくハッピーになるクラフトビールやオリジナルグッズをお届けします。
銚子ビール公式LINEへの友達申請で100円割引実施

千葉県 千葉県銚子市西芝町14-18 イシガミ 銚子駅前店
食料品

土産

JR銚子駅の目の前（徒歩15秒）で、ぬれ煎餅をはじめ、煎餅・おかき・あら

れの他、木の葉パンや佃煮等、銚子みやげを販売しています。ちょっとしたお土

産に、ギフト用詰め合わせのご用意もあります。

エキトマチケットで1,000円以上お買い上げのお客様に「ぬれせ

んべいびぃ」か「ぷくぷくマンボー」を1袋プレゼント

千葉県 千葉県銚子市双葉町3-6 銚子セレクト市場

食料品

飲食

土産

JR銚子駅から徒歩5分。銚子が大好きな地元の人たちがセレクトした逸品をご

紹介・販売しております。名物の醤油ソフトが一番人気です。

銚子電鉄のプレミアムぬれ煎餅（931円）＆醤油ソフトクリー

ム（324円）をチケット2枚1,000円でお求め頂けます

千葉県 千葉県千葉市美浜区若葉3-1-21 MAKUHARI BREWERY
食料品

飲食

アメリカオレゴン州ポートランドにインスパイアされ、基本のスタイルはアメリカ西海

岸のIPAをメインにホップの効いた苦味のあるビールをベースに色々なビールに挑

戦しています。

千葉県 千葉県南房総市富浦町青木123-1 道の駅とみうら　枇杷倶楽部

食料品

飲食

土産

生花

2000年「全国道の駅グランプリ」で最優秀賞を受賞した道の駅。カフェやショッ

プはこだわりの枇杷グッズ満載で、季節により花摘みやいちご狩り、びわ狩りなど

体験メニューも楽しめます。

千葉県

ー

イベント出店のため住所無。イベント出店情

報は公式サイトURL・SNSにてご確認くださ

い。

PURE BALLOON その他

バルーンギフト・アレンジ等を製作販売しております。お誕生日や記念日、サプラ

イズギフト等にオススメです。バルーンを用いた装飾や演出の施行、ワークショップ

や講習会等。各種お祝いへのギフトとして、結婚式・発表会・コンサート・商業

施設等の装飾に是非ご利用ください。

エキトマチケットご利用のお客様に、日替わりプチプレゼントを１

つサービス

東京都
東京都板橋区小茂根1-9-5

サイマーケット内

vivo daily stand

小竹向原店
飲食

東京メトロ有楽町線小竹向原駅徒歩3分、東京都23区内で展開するバル

チェーンの小竹向原店です。デイリーワインとコーヒー、フレンチデリをメインに提供

する地域密着型のコミュニティバル。終日、カフェとしてもワインバーとしてもご利

用いただいております。お得なモーニング・メニューもおすすめです。

東京都 東京都板橋区南常盤台1-27-6
vivo daily stand

ときわ台店
飲食

東部東上線ときわ台駅南口徒歩1分、東京都23区内で展開するバルチェー

ンのときわ台店です。デイリーワインとコーヒー、フレンチデリをメインに提供する地

域密着型のコミュニティバル。チャージはなし、お一人でもお気軽に1杯からお立

ち寄りいただけます。

東京都 東京都北区赤羽1-16-4
vivo daily stand

赤羽店
飲食

JR赤羽駅東口徒歩2分、東京都23区内で展開するバルチェーンの赤羽店で

す。デイリーワインとコーヒー、フレンチデリをメインに提供する地域密着型のコミュ

ニティバル。チャージはなし、スタンディング・カウンターのみ、お一人でもお気軽に

1杯からお立ち寄りいただけます。

東京都 東京都北区東十条3-18-28
vivo daily stand

東十条店
飲食

東十条駅北口徒歩30秒、東京都23区内で展開するバルチェーンの東十条

店です。デイリーワインとコーヒー、フレンチデリをメインに提供する地域密着型の

コミュニティバル。チャージはなし、立ち飲みスペースもあり、お一人でもお気軽に

1杯からお立ち寄りいただけます。

東京都
東京都品川区上大崎2-15-5

長者丸ビル 1F

vivo daily stand

目黒店
飲食

目黒駅東口徒歩3分、東京都23区内で展開するバルチェーンの目黒店です。

デイリーワインとコーヒー、フレンチデリをメインに提供する地域密着型のコミュニ

ティバル。チャージはなし、お一人でもお気軽に1杯からお立ち寄りいただけます。

東京都 東京都渋谷区代々木1-10-7
vivo daily stand

代々木店
飲食

代々木駅徒歩4分、東京都23区内で展開するバルチェーンの代々木店です。

デイリーワインとコーヒー、フレンチデリをメインに提供する地域密着型のコミュニ

ティバル。チャージはなし、お一人でもお気軽に1杯からお立ち寄りいただけます。

東京都
東京都新宿区百人町1-15-33

ホテルEMPIRE 1F

vivo daily stand

大久保店
飲食

JR総武線大久保駅徒歩1分、東京都23区内で展開するバルチェーンの大久

保店です。デイリーワインとコーヒー、フレンチデリをメインに提供する地域密着型

のコミュニティバル。終日、カフェとしてもワインバーとしてもご利用いただいておりま

す。お得なモーニング・ランチメニューもおすすめです。

東京都
東京都杉並区阿佐谷北2-5-11

第2高田ビル 103号

vivo daily stand

阿佐ヶ谷店
飲食

阿佐ヶ谷駅北口徒歩3分、東京都23区内で展開するバルチェーンの阿佐ヶ谷

店です。デイリーワインとコーヒー、フレンチデリをメインに提供する地域密着型の

コミュニティバル。チャージは無し、立ち飲みスペースもあり、お一人でもお気軽に

1杯からお立ち寄りいただけます。

東京都 東京都杉並区荻窪4-21-12
vivo daily stand

荻窪店
飲食

荻窪駅南口徒歩4分、東京都23区内で展開するバルチェーンの荻窪店です。

デイリーワインとコーヒー、フレンチデリをメインに提供する地域密着型のコミュニ

ティバル。チャージはなし、お一人でもお気軽に1杯からお立ち寄りいただけます。

東京都 東京都杉並区下高井戸1-22-5
vivo daily stand

桜上水店
飲食

桜上水駅徒歩2分、東京都23区内で展開するバルチェーンの桜上水店です。

デイリーワインとコーヒー、フレンチデリをメインに提供する地域密着型のコミュニ

ティバル。チャージはなし、お一人でもお気軽に1杯からお立ち寄りいただけます。



東京都
東京都杉並区西荻南3-17-1

Rin nishiogikubo 1F

vivo daily stand

西荻窪店
飲食

西荻窪駅南口徒歩3分、東京都23区内で展開するバルチェーンの西荻窪店

です。デイリーワインとコーヒー、フレンチデリをメインに提供する地域密着型のコ

ミュニティバル。チャージはなし、立ち飲みスペースもあり、お一人でもお気軽に1

杯からお立ち寄りいただけます。

東京都 東京都豊島区北大塚2-12-6
vivo daily stand

大塚店
飲食

大塚駅北口徒歩3分、東京都23区内で展開するバルチェーンの大塚店です。

デイリーワインとコーヒー、フレンチデリをメインに提供する地域密着型のコミュニ

ティバル。チャージはなし、お一人でもお気軽に1杯からお立ち寄りいただけます。

東京都 東京都中野区中野3-34-23 みなみのカエル 飲食

木のぬくもりを感じるほっこり空間で飲食を楽しんでいただけたらと思います。おす

すめは「かものスモーク」、「イベリコレバーパテ」、「牛すね肉のデミソース」を盛り

合わせたお肉のプレートです。

エキトマチケット2枚以上ご利用でグラスワイン1杯サービス

東京都
東京都中野区中野3-34-23

辻ビル2F
麦酒大学 飲食

人生観を変える生ビールが飲める店。1種類のビールを注ぎ方だけで、味わいを

10種類以上に変える未知の体験。同じ生ビールでも注ぎ方で甘みを強く感じ

たり、ビールが苦手な方でも飲めてしまうような優しい味わいに変えることができる

のが、生ビール注ぎ分けの店"ビールダイガク"。

エキトマチケット2枚で生ビール1杯＋枝豆ビール漬けorポテト

サラダ（50円～320円お得）

東京都
東京都中野区中野3-34-24

千野ビル2F
オルガニコ 飲食

"自然に生きる"

オルガニコとはスペイン語でオーガニックという意味。余計なものは何も足さず、必

要なものは何も引かない。大地の恵みを吸収した世界各国のオーガニックワイン

を是非お楽しみください。

エキトマチケットでディナーをご利用のお客様はドリンク1杯サービ

ス

※サービスドリンクのみのご利用は不可

東京都 東京都中野区中野3-35-1 roji spice&_____. 飲食

様々なスパイスを使用した創作料理と自然派ワインのレストランです。季節のお

野菜、お肉などをこだわりのスパイスの香りと共にお楽しみください。

スパイス料理のペアリングにはこちらもこだわりの自然派ワインがオススメです！

東京都 東京都中野区中野3-35-6
vivo daily stand

中野店
飲食

中野駅南口徒歩1分、東京都23区内で展開するバルチェーンの中野本店で

す。デイリーワインとコーヒー、フレンチデリをメインに提供する地域密着型のコミュ

ニティバル。チャージはなし、立ち飲みスペースもあり、お一人でもお気軽に1杯か

らお立ち寄りいただけます。

東京都 東京都中野区中野3-35-6 十七番地　中野レンガ坂店 飲食 中野駅徒歩3分、レトロな一軒家酒場！焼鳥の他、日本酒多数あります。 エキトマチケットのご利用でお会計より10%割引

東京都 東京都中野区中野3-36-3 1F レンガ坂スペインバル　シオノ 飲食

リーズナブルな価格でお気軽におひとりでも立ち寄れるスペインバルです。イベリコ

ベジョータ、ハモンセラーノ、ワインに合わせたタパスからパエリア、仕込みにしっかり

時間をかけた料理とスペインワインをお楽しみください。最大25名までの貸し切り

OK。

エキトマチケット1,000円（500円×2枚）以上ご利用につき

CAVA（スペインスパークリングワイン）orソフトドリンク1杯サー

ビス

東京都 東京都中野区中野3-36-4 ビストロ　トランク 飲食

1階はカウンター/２階はテーブル席の小さな古民家で本格フレンチを楽しむ大

人の隠れやビストロ。中野駅南口徒歩2分、厳選した季節の素材を丁重に調

理し、提供する本格的なフランス料理。フランス各地とカリフォルニアを中心とした

ワインが充実しております。

東京都
東京都中野区東中野4-20-19

コーエイビル90-101

vivo daily stand

落合店
飲食

東京メトロ東西線落合駅、東京都23区内で展開するバルチェーンの落合店で

す。デイリーワインとコーヒー、フレンチデリをメインに提供する地域密着型のコミュ

ニティバル。チャージはなし、お一人でもお気軽に1杯からお立ち寄りいただけま

す。

東京都
東京都練馬区栄町1-10

菊屋第2ビル 1F

vivo daily stand

江古田店
飲食

江古田駅徒歩3分、東京都23区内で展開するバルチェーンの江古田店です。

デイリーワインとコーヒー、フレンチデリをメインに提供する地域密着型のコミュニ

ティバル。チャージはなし、お一人でもお気軽に1杯からお立ち寄りいただけます。

東京都

東京都三鷹市下連雀3-23-16

青山コーポラス1F 三鷹　ラクエバ 飲食

リーズナブルな価格でお気軽におひとりでも立ち寄れるスペインバルです。ハモン

セラーノ、ワインに合わせたタパスからパエリア、仕込みにしっかり時間をかけた料

理とスペインワインをお楽しみください。幅広い年齢層の方にくつろいでお食事、

お酒を楽しめる雰囲気を大事にしています。

エキトマチケット1,000円（500円×2枚）以上ご利用につき

CAVA（スペインスパークリングワイン）orソフトドリンク1杯サー

ビス

東京都
東京都港区新橋2-20-15

新橋駅前ビル1号館 B1-112-6
新橋　ラコピータ 飲食

リーズナブルな価格でお気軽におひとりでも立ち寄れるスペインバルです。ハモン

セラーノ、ワインに合わせたタパスからパエリア、仕込みにしっかり時間をかけた料

理とスペインワインをお楽しみください。お仕事帰りに軽くワインを飲める懐かしい

昭和の雰囲気のバルです。

エキトマチケット1,000円（500円×2枚）以上ご利用につき

CAVA（スペインスパークリングワイン）orソフトドリンク1杯サー

ビス

東京都
東京都港区新橋2-20-15

新橋駅前ビル1号館 1F

vivo daily stand

新橋店
飲食

新橋駅直結駅ビル内、東京都23区内で展開するバルチェーンの新橋店です。

デイリーワインとコーヒー、フレンチデリをメインに提供する地域密着型のコミュニ

ティバル。チャージはなし、お一人でもお気軽に1杯からお立ち寄りいただけます。

神奈川県
神奈川県鎌倉市小町1-4-1

御代川ビル1F
日本料理 鯉之助 飲食

鎌倉駅東口からすぐの好立地に「鯉之助」はございます。ご友人とのランチなど

の普段使いの方はもちろん、記念日のお祝いや結納、顔合わせ、七五三といっ

たご家族の行事にもご利用いただけます。

絶品のお料理と共に上質な時間をお過ごしください。



神奈川県
神奈川県鎌倉市小町1-4-1

御代川ビルB1
すし処きみ 飲食

鎌倉駅より徒歩1分の場所にあり、鎌倉駅から一番近い寿司店です。落ち着

いた雰囲気の店内にはカウンター、テーブル、個室等があり、シーンに合わせてお

使いいただけます。旬の食材を盛り込んだこだわりのにぎり寿司をはじめ、四季を

大切に“鮮”を感じる海の幸をどうぞご堪能ください。

神奈川県 神奈川県鎌倉市山ノ内350 鎌倉鉢の木　新館 飲食

全国の新鮮な魚介類など、厳選された食材を用いた会席料理やお手軽な会

席弁当をお楽しみ頂けます。  JR北鎌倉駅から徒歩5分。近隣には円覚寺や

浄智寺、縁切り寺として知られる東慶寺、あじさい寺として有名な明月院などが

あり、観光途中のお食事に最適です。

また、ご予約頂けるテイクアウトのお料理も充実しております。

神奈川県 神奈川県鎌倉市山ノ内350 鎌倉鉢の木　北鎌倉店 飲食

鉢の木北鎌倉店では、肉や魚など、動物性の食材を使わないでお仕立てする

精進料理をご提供しております。800年前から受け継がれる文化・伝統・歴史

に思いを馳ながら、精進料理をお楽しみください。

ご予約制、全席個室対応と、安心してお食事をお召し上がり頂けます。ゆったり

とした空間でお寛ぎください。

神奈川県 神奈川県茅ヶ崎市東海岸北1-7-28 プレンティーズ 茅ヶ崎本店 飲食
季節の厳選素材と新鮮な牛乳を混ぜ合せ、お店で手作りしています。茅ヶ崎の

ローカルアイスクリームです。

神奈川県
神奈川県横浜市中区山下町

山下公園地先(予約センター）
海上交通船シーバス

その他

（クルーズ）

横浜港ミニクルーズをお楽しみいただきながら主要観光スポットへ移動することが

できます。船内からは、みなとみらい地区や横浜ベイブリッジなど横浜港の景色

をご覧頂けます。

神奈川県
神奈川県横浜市中区山下町

山下公園地先(予約センター）
横浜港観光船マリーンルージュ

飲食

その他

（クルーズ）

クルージングとお食事付きのプランとご乗船のみのプランをご用意しております。お

食事はシェフが船内で調理した特製のフランスコース料理です。お食事会場は

大きい窓となっておりますので、全てのお席から横浜港の景色をお楽しみ頂けま

す。

新潟県 新潟県長岡市殿町2-2-9 長岡小嶋屋 本店 食料品

越後名物の蕎麦「へぎそば」をご提供しております。素材のひとつひとつにこだわ

り「そば一本・つゆ一滴の美味しさ」に磨きをかけ、さすが長岡小嶋屋と言って頂

けるよう日々取り組んでおります。

新潟県
新潟県長岡市城内町1-611-1

長岡駅ビル CoCoLo長岡内

長岡小嶋屋

CoCoLo長岡店
食料品

越後名物の蕎麦「へぎそば」をご提供しております。素材のひとつひとつにこだわ

り「そば一本・つゆ一滴の美味しさ」に磨きをかけ、さすが長岡小嶋屋と言って頂

けるよう日々取り組んでおります。

新潟県  新潟県長岡市城内町1-611-1 ぽんしゅ館　長岡驛店
食料品

飲食

「越後魚沼のドラマを食で語る」をコンセプトに新潟人も知らない新潟を提案す

る新潟専門食品店。酒処新潟の全酒蔵を利き酒できる「利酒番所」を中心に

新潟の文化の発信拠点として、食の楽しさと豊かさを伝えていきます。

新潟県
新潟県新潟市中央区花園1-1-1

新潟駅ビル CoCoLo新潟東館内

長岡小嶋屋

CoCoLo新潟店
食料品

越後名物の蕎麦「へぎそば」をご提供しております。素材のひとつひとつにこだわ

り「そば一本・つゆ一滴の美味しさ」に磨きをかけ、さすが長岡小嶋屋と言って頂

けるよう日々取り組んでおります。

新潟県 新潟県新潟市中央区花園1-96-47 ぽんしゅ館　新潟驛店
食料品

飲食

「越後魚沼のドラマを食で語る」をコンセプトに新潟人も知らない新潟を提案す

る新潟専門食品店。酒処新潟の全酒蔵を利き酒できる「利酒番所」を中心に

新潟の文化の発信拠点として、食の楽しさと豊かさを伝えていきます。

新潟県
新潟県南魚沼郡湯沢町大字湯沢

字主水2427-3

ぽんしゅ館越後湯沢驛店

唎酒番所

食料品

飲食

新潟全酒蔵の代表銘柄を唎き酒！

受付で500円お支払い頂くとメダル５枚をお渡しします。唎き酒マシン129銘

柄の中から最大でお猪口５杯分の唎き酒を楽しめます。

新潟の日本酒の豊かさ、魅力を体験して下さい。

山梨県 山梨県甲府市猪狩町441 昇仙峡ロープウェイ
その他

（観光）

片道5分の空中散歩。山頂からは富士山や南アルプスの山々を一望できま

す。

往復乗車券1,300円＋ソフトクリーム500円→1,500円

※1/10～2/28は特典利用不可

山梨県 山梨県甲府市高成町1035-2 昇仙峡影絵の森美術館
その他

（美術館）

影絵の巨匠である藤城清治氏自ら設計監修した世界初の常設影絵美術

館。影絵の他、山下清や竹久夢二などの作品も常設展示しています。

美術館入チケット＆山梨県産生はちみつ90g

エキトマチケット利用1,750円→1,500円に割引

山梨県
山梨県甲府市丸の内1-1-25

甲州夢小路 F-104
葡萄屋 kofu 甲州夢小路店 土産

山梨のブドウを1粒残さず食べるために、質の高いブドウの加工品をお作りして

通年召し上がって頂きたいと願い、大粒の巨峰などのレーズンをサンドした6種

類の風味のレーズンサンドをご提供しております。

500円エキトマセット

（レーズンサンド）

山梨県
山梨県甲府市丸の内2-2-5

ママビル2F
ロック＆ソウルバー　フィルモア 飲食

甲府駅より徒歩３分。

ロックやソウルミュージックを中心にジャンルレスにお届けします。ここちよいBGMと

共に甲府の夜を楽しんで下さい。



山梨県 山梨県甲府市丸の内2-2-7 飲み喰い処　のんでけし 飲食

板前さんがやる、昔ながらの赤ちょうちん。お酒も料理も豊富にあります。10月

からはおでんも登場！！カウンター席でゆっくり温まりましょう。

山梨県 山梨県甲府市丸の内2-2-7 旬菜そばかさふじ 飲食
歴史と伝統の味を守る老舗そば処。店の自慢は何といっても先代から守り続け

た秘伝のそばつゆ。カツオを中心とした数種類のダシの味は絶品。

山梨県 山梨県甲府市丸の内2-3-10 居酒屋まるわ 飲食
全国の日本酒と手作りの家庭料理を中心としたアットホームな居酒屋です。レ

トロな雰囲気と心温まる時間を楽しんでください。

山梨県

山梨県南都留郡富士河口湖町

大石字前浜1477-1

富士大石ハナテラス内D棟

葡萄屋 kofu

ハナテラス café

飲食

土産

「旬に会いたくなるフルーツ」をコンセプトに、桃、ブドウなど生産量日本一の山梨

だからこそお届けできる、果物が持つ真のポテンシャルを味わっていただけるスイー

ツをご提供しております。

山梨県 山梨県南巨摩郡富士川町鰍沢5535-1 レール・パル351

その他

（娯楽施設・

ホビー）

17ｍ×7mの巨大レイアウト（全15線）がリーズナブルな価格でお楽しみ頂け

ます。提携ホテルとの一泊二日プランも大好評！
レンタルレイアウト　最初の1時間1路線につき550円→500円

山梨県 山梨県山梨市一町田中1127 餅菓子処　こばやし製菓 食料品

「お客様の笑顔とお茶の時間をお手伝い」

生活の一部となるように、お求めやすい価格で皆様の笑顔が大好きだから、安

心できる材料でを日々心がけ和菓子を作ってまいります。

山梨県 山梨県笛吹市春日居町鎮目511 鉄道ゲストハウス　鐡ノ家

その他

（宿泊・ホ

ビー）

「鉄道と温泉にどっぷりつかろう」

山梨県の石和温泉にある民宿を改装したゲストハウスです。宿の裏には中央

本線、宿の中には大型Nゲージレンタルレイアウト、コミュニティースペースには鉄

道関連書籍があり鉄道にどっぷりつかれます。また、美肌の湯とよばれるアルカリ

性単純温泉が引き込んであり、温泉にゆったりつかれます。

エキトマチケットをご利用のお客様に、

ペットボトル１本サービス

長野県
長野県諏訪郡富士見町富士見

6666-703

富士見パノラマリゾート

（チケット売場/レストランオリオ

ン/売店）

その他

（チケット）

中央自動車道諏訪南インターから約7分という好立地。冬は大人から子供まで

楽しめるスノーリゾート、夏は、花と眺望の入笠山トレッキングやマウンテンバイク

などが楽しめます。

長野県
長野県諏訪郡富士見町富士見

9275-1
カゴメ野菜生活ファーム

食料品

飲食

土産

その他

工業・農業・観光が一体となった体験型「野菜のテーマパーク」。八ヶ岳の雄大

な自然を背景に、野菜と豊かにふれあいながら、農や食、地域の魅力を体験で

きる施設です。

長野県
長野県諏訪郡富士見町富士見

9547
美肌温泉ゆ～とろん水神の湯 美容健康

入笠山の麓、富士見パノラマリゾートから徒歩約10分の自然に囲まれた日帰り

温泉です。

水神さまからの恵みの湯は、Ph10.3強アルカリ、源泉100％掛け流し『美肌の

湯』。湯船によって温度が違う洞窟風呂、鉄平石風呂など様々な趣向の露天

風呂と内湯をご堪能いただけます。

エキトマチケット提示・決済のかたご本人様は入浴会計時にお

土産『温泉の素』小1個

または八ヶ岳牛乳（またはコーヒー牛乳）1本プレゼント。

長野県 長野県松本市大手2-1-15 ラ・シェネガWEST ファッション

私達の店は、ファッションビルの中には存在しません。また、人があふれる通りにも

似合わないと思います。南は道路と川に面し、冬は暖かな陽がふりそそぎ、夏は

オープンエアな風が吹きぬけるお店です。このロケーションとショップには、クリエー

ター達の服がよく合います。広々とした吹き抜けの空間の中で、心地よく服を探

して欲しいと思います。少しの緊張感と一緒に！

エキトマチケットでお買い上げのお客様にLacienegaカフェの

コーヒーを一杯プレゼントいたします。

長野県 長野県松本市大手2-2-5 ラ・シェネガEAST
飲食

ファッション

カフェを併設しておしゃれで落ち着ける空間を心がけております。ぜひ優雅なラン

チタイムやティータイムを過ごしにいらしてください♪人気のパスタ、ランチセットは

￥1300♬　ソースにこだわったパスタランチは、お客様からご好評の声を頂いて

おります＊　是非お出掛け下さい。私たちは心から貴方のご来店をお待ちしてお

ります。

エキトマチケットでお買い上げのお客様にLacienegaカフェの

コーヒーを一杯プレゼントいたします。

長野県 長野県松本市大手2-4-25 和紙の専門店　紙舘島勇
土産

その他

全国から和紙を集めて販売しています。

和紙にまつわる日本の伝統文化に出会えるお店として、こだわりの和紙から日

常で使う雑貨まで取り揃えています。２Fでは漆工芸や和紙人形、折り紙、一

閑張り教室や各種ワークショップを開催しています。

1,000円（税込 1,100円）以上お買い上げで和柄バッジ1

個プレゼント

長野県
長野県松本市大手4-1

なわて通り内
和のセレクトショップ　和来

土産

その他

和柄や日本でこだわって製作された小物を全国から集めて販売しています。ク

スッと笑ってしまうものから日常で使いたくなるものまで、多種多様に取り揃えてい

ます。

「和来」は舶来物とは逆で、日本から世界に届けたいものという意味の造語で

す。

1,000円（税込 1,100円）以上お買い上げで和柄バッジ1

個プレゼント

長野県
長野県松本市深志1-3-21

松本つなぐ横丁
シハチ水産北海道酒場 飲食

北海道の本場の味が楽しめるのは、松本では当店だけ❗️

つまみ、お酒も本場の味。おすすめは毎日北海道から直送される新鮮な魚を

使った、刺し盛りでございます。

ぜひご堪能ください。

ファーストドリンク１００円引き

※「松本つなぐ横丁」アプリ会員登録の方

長野県
長野県松本市深志1-3-21

松本つなぐ横丁
タコとハイボール 飲食

焼きたてのたこ焼きと、キンキンに冷えた超炭酸のハイボールの組み合わせが絶

品。テーブル席にはたこ焼きのプレートがあるので、ご自身でたこ焼きを焼くことも

可能「タコパ」ができます。お客様の笑顔が絶えない楽しいお店です。

ファーストドリンク１００円引き

※「松本つなぐ横丁」アプリ会員登録の方



長野県
長野県松本市深志1-3-21

松本つなぐ横丁
ミート&ワイン 飲食

信州産の食材を多く取り入れ、イタリアン、フレンチ、和食の技法を使った料理を

カジュアル &リーズナルにご提供しております。鹿肉は、森の恵みで育ち高タンパ

ク質で低カロリー。鉄分やビタミン群が豊富です。お客様との会話を楽しみなが

ら、メニューにないものも食材があれば、お好みに合わせてお作りいたします。

ファーストドリンク１００円引き

※「松本つなぐ横丁」アプリ会員登録の方

長野県
長野県松本市深志1-3-21

松本つなぐ横丁
やきとり番長 飲食

本格炭火やきとり専門店です。

信州上田の味「美味だれやきとり」を炭火で焼き上げます。鶏は、上田市を中

心に契約農家で育てた銘柄鶏「信州福味鶏」を使用。タレは、ニンニク醤油味

の「美味だれ」TVにも取り上げられる程のその味は、番長が認める焼き鳥マイス

ターが焼き上げる炭火やきとりと相性が抜群です。

ファーストドリンク１００円引き

※「松本つなぐ横丁」アプリ会員登録の方

長野県
長野県松本市深志1-3-21

松本つなぐ横丁
横丁のてっぺん 飲食

目の前で作る臨場感とスタッフの笑顔でお客様のお腹と心を元気にするお店で

す！人気の韓国チキンや生地にこだわったチヂミも各種ございます。生マッコリや

チャミスル、ジョウンデーは13種類常備！

ファーストドリンク１００円引き

※「松本つなぐ横丁」アプリ会員登録の方

長野県
長野県松本市深志1-3-21

松本つなぐ横丁
串かつ夢屋 飲食

地元の食肉をはじめ、農家直送の旬の野菜を使用したサクサク揚げたての串か

つと熱々・肉どうふのお店です！

ファーストドリンク１００円引き

※「松本つなぐ横丁」アプリ会員登録の方

長野県
長野県松本市深志1-3-21

松本つなぐ横丁
信州ゴールデン酒場 飲食

信州食文化と沖縄食文化を地酒や各種ウィスキーハイボールとともに。信州の

郷土料理と沖縄料理が楽しめるお店です！にんにくを効かせたタレに漬け込ん

だ鶏肉を、カラリとあげた山賊焼は松本のソウルフード！

ゴールデンは酒場文化❗️昭和を感じる大衆酒場、お酒にこだわるお店です。

ファーストドリンク１００円引き

※「松本つなぐ横丁」アプリ会員登録の方

長野県
長野県松本市深志1-3-21

松本つなぐ横丁
天晴 飲食

仙台名物厚切り牛タン、人気No.1のネギタンの美味しい牛タン専門店です。

月に3本だけ入荷する県内産和牛はさらに絶品！

ファーストドリンク１００円引き

※「松本つなぐ横丁」アプリ会員登録の方

長野県
長野県松本市深志1-3-21

松本つなぐ横丁
博多鉄八 飲食

千円で３杯＋小鉢1品とリーズナブル！！博多居酒屋おすすめの、本格鉄な

べ餃子や、手羽先は、ビールとの相性抜群たい！

ファーストドリンク１００円引き

※「松本つなぐ横丁」アプリ会員登録の方

長野県
長野県松本市深志1-3-21

松本つなぐ横丁
歩成 飲食

歩成のコアカン串をメインに、B級グルメ、もつ煮、ホルモン焼きといった内臓系料

理とハイボール、サワー、ホッピーのお店です！

ファーストドリンク１００円引き

※「松本つなぐ横丁」アプリ会員登録の方

長野県
長野県松本市深志1-3-21

松本つなぐ横丁
櫻道場 飲食

信州名物馬肉のお店！

櫻道場は、数ある馬肉料理の中で肉寿司に特化した専門店です。酢飯の酢

や、醬油は、オリジナルのレシピで配合。馬肉は最上級のものをこだわり、厳選し

て提供しています。ぜひ一度、長野県初の肉寿司専門店を、ご賞味ください！

ファーストドリンク１００円引き

※「松本つなぐ横丁」アプリ会員登録の方
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