
県内事業者による、県民の日に合わせたイベント実施一覧（4/16現在） ※順不同

実施イベントの概要 実施期間 関連するホームページアドレス等 その他必要事項等

1 鳥羽シーサイドホテル
県民の日Monthly特別宿泊プラン
ニューノーマル時代の食事提供会場会席モニ
タープラン（通常の3,000円引き）

R3.4.1～4.28
https://www5.489pro.com/asp/48
9/menu.asp?id=24000024&ty=lim&
plan=50&lan=JPN

・チェックイン時に三重県民で
あることを証明できる身分証
明書の提示
・「会場会席」アンケートのご
提出

2
志摩マリンレジャー
株式会社

県民の日三重県民限定「ホームタウン割引」
・鳥羽湾めぐりとイルカ島および賢島エスパー
ニャクルーズの運賃をお一人様500円（大人・小
人共）

R3.4.1～4.25
https://shima-marineleisure.com/

乗船券お買い求めの際、住所
が確認できる免許証、保険者
証等提示が必要

3
Cocopa Resort Club
(白山開発株式会社）

県民の日プラン
ゴルフ１プレー＋宿泊16,380円～、２プレー＋宿
泊24,910円～、平日限定特別料金/宿泊は１泊2
食＋昼食付（料金は税込）

R3.4月及び6～8
月の平日限定

http://www.cocopa.co.jp

4
Cocopa Resort Club
(白山開発株式会社）

県民の日プラン
ホテル宿泊特別料金･･･平日1泊2食10,820円（税
込）

R3.4月及び6～8
月の平日限定

http://www.cocopa.co.jp

5
長島観光開発株式会
社　ナガシマスパーラ
ンド

 三重県民感謝デー
　「三重県民感謝パスポート」の限定販売
　1日パスポート券（定価販売）にお食事や温泉
など特典が選べる「お楽しみ券」がつきます。（最
大1,000円相当）

R3.4.17～4.18
https://www.nagashima-
onsen.co.jp/spaland/fee/mie-
pref_pass.html

三重県民対象
販売期間　4/1～4/15
三重県内のファミリーマート、
セブン-イレブンで限定販売。
当日窓口販売はありません。

事業者名

※実施イベントの詳細については、事業者へ直接お問い合わせください。
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実施イベントの概要 実施期間 関連するホームページアドレス等 その他必要事項等事業者名

6 熊野市駅前特産品館
県民の日特別セール
1,000円以上お買い上げの方　5％割引

R3.4.18
http://kumano-
kankou.com/?cat=10

レジにて「県民の日のHPを見
たよ」とお伝えください。

7 熊野古道おもてなし館
県民の日特別セール
1,000円以上お買い上げの方　5％割引

R3.4.18
http://kumano-
kankou.com/?p=3083

レジにて「県民の日のHPを見
たよ」とお伝えください。

8
道の駅　熊野・花の窟
「お綱茶屋」

県民の日特別セール
1,000円以上お買い上げの方
いざなみ米入りみたらし団子1本プレゼント

R3.4.18
https://hananoiwaya.com/otunacy
aya/cyaya_index.html

9
㈱サニーランド
（長島スポーツランド）

『県民の日』ナスポ特別企画
・ゴルフプレー料　9ホール　2,900円(終日)
・天然温泉「クアハウス長島」
　（入泉料：大人500円/小・幼児200円）

R3.4.18 http://www.naspo.jp

10
伊勢志摩みやげセン
ター王将　鳥羽本店

県民の日感謝セール！店内商品２０％割引！
（酒・たばこ等一部除外品あり）

R3.4.17～4.18 0599-26-3100
三重県在住者限定（同伴者も
対象）

11
伊勢志摩みやげセン
ター王将　伊勢店

県民の日感謝セール！店内商品２０％割引！
（酒・たばこ等一部除外品あり）

R3.4.17～4.18 0596-63-5800
三重県在住者限定（同伴者も
対象）

※実施イベントの詳細については、事業者へ直接お問い合わせください。
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実施イベントの概要 実施期間 関連するホームページアドレス等 その他必要事項等事業者名

12
伊勢志摩みやげセン
ター王将　松阪店

県民の日感謝セール！店内商品２０％割引！
（酒・たばこ等一部除外品あり）

R3.4.17～4.18 0598-63-1100
三重県在住者限定（同伴者も
対象）

13
伊勢志摩みやげセン
ター王将　道の駅「伊
勢志摩」店

県民の日感謝セール！店内商品２０％割引！
（酒・たばこ等一部除外品あり）

R3.4.17～4.18 0599-56-2500
三重県在住者限定（同伴者も
対象）

14 NEMU RESORT

NEMU　ヨガパス
通常1回1,500円の朝Rela（アサリラ）の日帰り料
金が、1回1,000円になる「NEMU ヨガパスポート」
（5回分セットで5,000円）を販売いたします。
　レンタルマット付の為手ぶらで朝活、ヨガスタジ
オに通う感覚でお気軽にご利用ください。
4月中旬頃からは屋外「ヨガテラス」の開放的な
空間でヨガを体験いただけます。

4月1日～6月30
日

https://www.nemuresort.com/new
s/detail/251

三重県に在住及び在勤の皆
様限定（同伴者OK）

15 NEMU RESORT

アクティビティ　特別日帰りプラン
敷地内の移動に便利なランドカー（2時間）とパ
ターゴルフ９Hプレーがセット
　1名様　1,000円（税込）

4月1日～6月30
日

https://www.nemuresort.com/new
s/detail/251

三重県に在住及び在勤の皆
様限定（同伴者OK）

※実施イベントの詳細については、事業者へ直接お問い合わせください。
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実施イベントの概要 実施期間 関連するホームページアドレス等 その他必要事項等事業者名

16 NEMU RESORT

ホテルショップ　ガラポン抽選会
期間中、1,000円お買い上げ毎に「抽選補助券1
枚」をお渡しいたします。
抽選補助券5枚で、ガラポン抽選会1回参加いた
だけます。ホテルオリジナル商品などが当たりま
す。
　※その他、スタッフがセレクトした『三重県お土
産セット』や『三重県産特産コーナー』の特設を予
定しております。

4月1日～6月30
日

https://www.nemuresort.com/new
s/detail/251

三重県に在住及び在勤の皆
様限定（同伴者OK）

①NEMU

https://asp.hotel-
story.ne.jp/ver3d/ASPP0200.asp?
hidSELECTPLAN=A510M&hidSELE
CTCOD1=08680&hidSELECTCOD
2=001

②ホテル

https://asp.hotel-
story.ne.jp/ver3d/ASPP0200.asp?
hidSELECTPLAN=A5110&hidSELE
CTCOD1=08520&hidSELECTCOD
2=001

③潮路亭

https://asp.hotel-
story.ne.jp/ver3d/ASPP0200.asp?
hidSELECTPLAN=A511C&hidSELE
CTCOD1=08530&hidSELECTCOD
2=001

三重県に在住及び在勤の皆
様限定（同伴者OK）

17
NEMU RESORT
鳥羽国際ホテル

潮路亭

三重県民限定　特別宿泊プラン
4月18日の「三重県民の日」にちなんで、三重県
にお勤め、お住まいの皆様だけに、日ごろの感
謝の気持ちを込めて春の特別優待プランを販売

いたします。
スタンダードプラン（夕朝食付）を【3つの特典付】

でご用意いたしました。
自然に囲まれたリゾートでリフレッシュしてみませ

んか。

3月1日～6月30
日

※実施イベントの詳細については、事業者へ直接お問い合わせください。
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実施イベントの概要 実施期間 関連するホームページアドレス等 その他必要事項等事業者名

18
伊勢夫婦岩ふれあい
水族館
「伊勢シーパラダイス」

県民の日特別入場券プランの実施
(併設のめおと横丁内で利用できる300円分の
クーポン付)

R3.4 12～4.18

https://ise-
seaparadise.com/pickup/pup26810
326/

三重県民限定となります。

19 伊勢夫婦岩めおと横丁

県民の日特別体験プランの実施
・苔玉づくり体験
・御朱印帳づくり体験
(併設の水族館・めおと横丁内で利用できる300
円分のクーポン付)

R3.4 12～4.18

https://ise-
seaparadise.com/pickup/pup26810
326/

三重県民限定となります。

20
かざはやの里～かっぱ
のふるさと～

4月18日は県民の日 三重県民感謝デー
三重県民に限り「三重県民の日の案内を見た」と
受付で告げて身分証の提示で入園無料

R3.4.18 http://www.kazahayanosato.com/
三重県在住者限定
（同伴で他県民は有料）

21
ステップアップカフェ だ
いだい食堂（株式会社
OCK　Ba-mi）

だいだい食堂「１周年記念フェア」（4月11日が1
周年）
・だいだい食堂のインスタグラムをフォローしてい
ただいた方の中から、抽選で60名様にうどん麺
セットをプレゼント（※１）
・農福連携の野菜を使用したカレーの販売
・尾鷲のみかんゼリーのサービス（※２）

R3.4 10～4.18
https://www.pref.mie.lg.jp/TOPICS
/m0030700410.htm

※１　スタッフにフォローしたこ
とが分かる画面をお見せくだ
さい。
クジを引いて、当たりが出れ
ば、うどん麺セットをプレゼント
します。
※２　だいだい食堂にてお食
事をされた方にもれなくサービ
スします。

22 志摩スペイン村

期間限定「三重県民前売りパスポート」
の販売
テーマパークを 1 日お楽しみいただける「パス
ポート」を通常の約 20％割引で
販売いたします。

販売期間：
R3.4.3～4.16
ご利用期間：
R3.4.17 ～ 4.30
※上記期間の1
日利用可能

https://www.parque-net.com/

三重県内のコンビニエンスス
トア（ファミリーマート ・ローソ
ン ・セブンイレブン ・ミニストッ
プ）で限定販売。志摩スペイン
村窓口での取り扱いはござい
ません。

※実施イベントの詳細については、事業者へ直接お問い合わせください。
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実施イベントの概要 実施期間 関連するホームページアドレス等 その他必要事項等事業者名

※実施イベントの詳細については、事業者へ直接お問い合わせください。

※実施イベントの詳細については、事業者へ直接お問い合わせください。


