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特典詳細の確認は、
スマホ・PCから会員専用サイトへ！

【グルメメニューについて/ご利用上の注意】※会員専用サイトで、
特典ご利用時の注意事項をあらかじめご確認の上、クーポンをダ
ウンロードし、店舗へご提示またはWebから予約してご利用くだ
さい。※予約時に食べタイムをご利用の旨お伝えください。※会員
証、および本紙面の提示では特典を受けることができません。

関 西

ベネフィット

兵 庫 京 都 滋 賀 大 阪 奈 良 和歌山

※ご利用の際は、必ず会員専用サイトの注意事項をご確認の上、ご利用ください。※基本的に他のキャンペーンや割引との併用はできません。※お問い合わせ・
お申し込みの際は、ベネフィット・ステーション会員である旨と会員ID をお伝えください。※ご利用方法は各メニュー毎に異なり、指定の申込方法以外では
会員特典が適用されません。※掲載内容は2018年10月現在のものです。掲載内容は予告なく変更となる場合がございます。最新の情報は、会員専用サイ
トにてご確認ください。※価格表記については、基本消費税を含んだものです。税抜と記載のある場合、掲載価格に消費税は含まれておりません。※有効
期限の記載がないメニューは、会員専用サイトをご確認ください。※画像はイメージです。※ご契約のコースによってはご利用いただけない場合がございます。

12 冬の休日は近場の

温泉でゆったりほっこり♪

兵 庫 美肌温泉 あぐろの湯
神戸市長田区南駒栄町1-6

【入浴料（貸しタオルなし）】

●おとな（中学生以上）   850円▶650円

検索664132

兵 庫 神戸みなと温泉 蓮
神戸市中央区新港町1-1

【日帰り天然温泉＋お食事「みなと御膳」＋フェイスマスク10枚】 

●平日 10,475円▶4,719円

検索664100
有効期限：〜12/28

京 都
カフェレストラン
ル・タン 
ホテルグランヴィア京都

京都市下京区
烏丸通塩小路下ル
JR京都駅中央口 
ホテルグランヴィア
京都2Ｆ

①ランチビュッフェ

お会計より20%OFF
②ディナービュッフェ

お会計より20%OFF 

① ランチ  ② ディナー 検索t40012048

兵 庫
居酒屋
鶏と鮮魚

T
ト リ サ チ

ORISACHI 
神戸市中央区
北長狭通1-5-1
ニュー光陽ビル7・8F

●お会計の20%OFF 

ディナー  検索t40027493

京 都 さがの温泉 天山の湯
京都市右京区嵯峨野宮ノ元町55-4-7

【入館料】 

●おとな（中学生以上） 
 1,050円▶850円

検索663094

滋 賀
バイキングレストラン
レストラン 
ザ・ガーデン 
琵琶湖ホテル

大津市浜町2-40 琵琶湖ホテル2F

①ランチバイキング    10%OFF 

②ディナーバイキング 20%OFF
① ランチ  ② ディナー 検索t40014667

最高のロケーションと
癒しの天然温泉。 都市型リゾートで心和むひとときを

京都嵐山初の日帰り温泉。
野趣溢れる湯浴みを
お愉しみいただけます

京 都 京都 嵐山温泉 
風風の湯

京都市西京区嵐山上河原町1

検索663083

●おとな（中学生以上）

平日

土・日・祝日

●3歳〜小学生
平日・土・日・祝日
　

【入泉料】

1,000円▶　800円

      1,200円▶1,000円
 

   600円▶　500円

京都駅直結、

そして早朝から

深夜まで

食事が楽しめると

利便性抜群の

カフェレストラン
開放的なオープンキッチンで
次 と々作られるお料理を
バイキング形式でどうぞ

神戸の中心地・三宮にある海の恵みたっぷりの
天然温泉を楽しめる都市型リゾート。

港町神戸の美しい眺望を楽しみながら、海底1150ｍから湧き出る天然温泉を堪能できる「神戸みなと温泉 蓮」。日本の伝統を感じる和モダンの空間で、天然温泉、お食事、スパやエステを満喫する「優雅な休日」は自分へのご褒美にぴったりです。

地下

1,200メートル

より湧き出る

自家天然温泉

「源泉掛け流し」のやすらぎの空間で、

ゆっくりと心和むひとときを
兵庫の地魚と

淡路島産鶏の逸品を

愉しめる和風居酒屋　

地元の
おトクグルメ

地元の
おトクグルメ 地元の

おトクグルメ
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和歌山 和歌山加太温泉 
加太海月

和歌山市加太1905

【利用料（フェイスタオル付）】

●おとな（12歳以上）
 1,200円▶600円

●こども（3歳〜11歳）
     700円▶350円

検索660912

和歌山 白浜温泉 
とれとれの湯

西牟婁郡
白浜町堅田2508

【入館料】
●おとな（中学生以上）

 100円OFF
検索661522

奈良 奈良
健康ランド

天理市嘉幡町600-1

【入館料】

●おとな（中学生以上）   1,620円▶1,520円

検索660919

和歌山
ラーメン
希望軒 
和歌山パームシティ店

和歌山市中野31-1

ラーメン１杯につき、
味玉か麺大盛サービス×人数分
ランチ  ディナー  検索t40024950

奈良
ビストロ

B
ビ ス ト ロ

ISTOROT L
ル

E N
ノ ー ル

ORD
生駒市松美台33-2

1ドリンクサービス×人数分プレゼント
ランチ  ディナー  検索t40027031

大 阪 彩都天然温泉 すみれの湯
茨木市清水1-30-7

検索663025

大 阪
ビアバー
ONE'ｓ 
BREWERY 
Dining

大阪市中央区北浜1-1-28　
ビルマビル北浜 9F

●お会計の10%OFF 

ディナー  検索t40029524

希望を込めて作られた一杯のラーメンの
でき上がり

大 阪 大江戸温泉物語 
箕面温泉スパーガーデン

箕面市温泉町1-1

検索662940

奈良 天然温泉 
かもきみの湯

御所市大字五百家333番地

【レンタルタオル】  

●200円▶無料
検索662824

神々が宿る杜の天然温泉 かもきみの湯！ 
異なった趣の浴槽があり、女性・男性日替わりで楽しめます

天然温泉、檜風呂など多種多様な
お湯で、心も身体もリフレッシュ！

ちょっとだけ非日常を感じて、
気軽にフランス料理を
楽しんで欲しい。
一回きりでなく、
何度も足を
運びたくなるお店

滋 賀 スパリゾート雄琴 あがりゃんせ
大津市苗鹿3-9-5

●携帯クーポン不可
検索662775

関西最大級の広さと美しさがいっぱい！

趣向を凝らした5種類の岩盤浴と

フィットネスのエリアや

広くなった露天風呂などますます充実！ 

クラフトビールで究極の

ドリンカビリティを追求する、 

ブルーパブ/ダイニング

紀淡海峡一望のパノラマ絶景の温泉宿！

大浴場と露天風呂からは、

紀淡海峡に浮かぶ友ケ島、

後には淡路島の島影を望むことができます

彩都に湧く

極上泉を

源泉掛け流しで

楽しもう

地元の
おトクグルメ

地元の
おトクグルメ

地元の
おトクグルメ

白浜温泉と

炭酸泉・酸素泉と多種多様の

お風呂に岩盤浴でまったり

【ご入館（温泉）】

●おとな
（中学生以上）750円▶650円
●こども

（5歳〜小学生）370円▶270円
●幼児

（3歳〜4歳）100円▶無料

【爽健美汗（韓国式岩盤浴）】

●おとな
（中学生以上）750円▶650円
●こども

（3歳〜小学生） 370円▶270円

【入浴料（デイ：10:00〜16:00のご入館）】
●おとな（中学生以上）

平日 1,706円▶1,382円

土・日・祝日 2,138円▶ 1,814円
●小学生
平日・土・日・祝日 1,058円▶ 842円
●幼児（3歳以上）

平日・土・日・祝日 626円▶ 518円

平日 1,700円▶ 1,400円

土・日・祝日 1,900円▶ 1,600円

平日 1,030円▶ 930円

土・日・祝日 1,230円▶ 1,130円

【入館料】
●おとな（中学生以上）

●こども（4歳〜小学生）

西日本

最大級のお祭り

エンタメ温泉

テーマパーク！

滋 賀 天然温泉 蒲生野の湯
蒲生郡竜王町山之上7104-1

検索662208

【入浴料】
●おとな（中学生以上）

平日 750円▶700円

土・日・祝日 850円▶800円

●こども（4歳〜12歳）

平日 300円▶250円

土・日・祝日 400円▶350円

たっぷりのお湯に浸かり、心身ともにリラックス。
のんびりくつろげる日帰り温泉施設です

●会員証1枚につき2名様まで有効。




