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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！

九 州 ・ 沖 縄

ベネフィット

福岡 佐賀 大分長崎 宮崎熊本 鹿児島 沖縄

12 冬の休日は近場の

温泉でゆったりほっこり♪

【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。

※本誌に掲載されたサービスをご利用いただく際は、事前に会員専用サイトの各メニューページをご確認ください。※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。

鉄分・マンガンを豊富に含んだ
黄金色の源泉100％かけ流し

長 崎 ホテルオークラJR
ハウステンボス 
天然温泉「琴乃湯」

佐世保市ハウステンボス町10番

【入浴料】

●おとな （中学生以上） 1,600円▶800円

検索663626
特典期間：〜11/30

佐 賀 ハミルトン宇礼志野
（日帰り入浴）

嬉野市嬉野町岩屋川内288-1 

【入浴料】 

●おとな （中学生以上） 1,350円▶675円

検索663895

熊 本 旅館ややの湯
熊本市北区植木町米塚366

【入浴料】
●お一人様　500円▶250円

検索663396

佐 賀 古湯温泉 
ONCRI

佐賀市
富士町古湯556

検索663899

福 岡 宗像王丸・天然温泉　
やまつばさ

宗像市王丸474 

   

検索663920
特典期間：11/15〜1/31

※除外日：12/31〜2019/1/3

福 岡 源泉野天風呂　
那珂川清滝

筑紫郡那珂川市南面里326 

検索660391

熊 本 阿蘇の司ビラパーク
ホテル（日帰り入浴）

阿蘇市黒川1230 

【入浴料】

●おとな （中学生以上）
　550円▶300円

検索663291

長 崎 長崎伊王島 
島風の湯 大浴場

長崎市伊王島町1丁目字仙崎甲3278-3 

【大浴場ご入浴】

●平日　　　　800円▶600円

●土・日・祝 1,000円▶800円

検索661671

寛ぎの空間で新鮮な鶏料理を堪能

福 岡
居酒屋
焼鳥 道楽

福岡市中央区六本松2-6-8　
プラザ六本松1F

●白はまぐり鍋コース＋2時間飲放題付き　 

7,000円▶4,000円
ディナー  検索t40028245

佐 賀
かに料理
かにしげ 
佐賀大和店

佐賀市大和町尼寺四本松3761-1

ディナー  検索t40014103

長 崎
カフェテラス
カフェテラス 
カメリア
ホテルオークラJRハウステンボス

佐世保市ハウステンボス町10番 
ホテルオークラJRハウステンボス

●お会計の10%OFF 
 ※必ず事前にご予約をお願いします。

ランチ  ディナー  検索t40010014

熊 本
居酒屋
全席完全
個室居酒屋　
新和風九州料理 
かこみ庵 
熊本下通り店

熊本市中央区下通1-4-9　
ニコニコビルB1

●お会計の10%OFF 

ディナー  検索t40015957

全席完全個室で、
九州各地の名物料理を
堪能できる居酒屋

【利用料】 
●一般
平日

土・日・祝日

1,400円▶1,260円

1,600円▶1,440円

【入浴料】

●おとな （12歳以上）
平日

土・日・祝日
1,100円▶800円

1,300円▶970円
【入湯料】 
●中学生以上 1,200円▶700円

那珂川の上流に

湧き出る天然温泉。 

男女合わせて

14の露天風呂

があります

ぬる湯につかり時を忘れる
山峡の湯治リゾート。 
天山を望む野趣豊かな
露天風呂をはじめ、寝湯、
立湯、箱蒸し風呂、檜風呂、
足湯など、趣向を凝らした
天然温泉が楽しめます

全館かけ流しの福岡エリア最大級の温浴施設！ 
非日常的な空間で、pH値9.6の美肌の湯を
全館かけ流しでお楽しみいただけます

個室プライベート露天風呂の宿、植木温泉旅館
ややの湯。源泉かけ流しの秘湯と静かな時間を
心ゆくまでご堪能ください

【平日】
●涛
　（しぶき/全11品）6,480円▶5,480円

新鮮な
ずわいがに・

たらばがにを

様々な調理法で
堪能

毎月テーマが変わる
ランチバイキングは、
季節ごとの多彩な
フェアメニューが人気

花と芸術と

健康の空間を

満喫の深呼吸

ランド！阿蘇の

恵みの温泉を

お楽しみください

目の前に海が広がる

展望露天風呂の温泉大浴場。 

目の前に海が広がる展望露天風呂で

島ならではの雄大な自然を感じながら

ごゆっくりお寛ぎいただけます

地元の
おトクグルメ

地元の
おトクグルメ

黄金色にきらめく源泉100％かけ流しの天然
温泉で心と体にリフレッシュのための時間を。

黄入湯した日の夜はぐっすり眠れると評判の、
金色に輝く天然温泉「琴の湯」の源泉は鉄分・マ
ンガンを豊富に含んだ硫黄泉です。露天風呂と
内風呂を楽しんだ後に、併設のエステ「庵スパ」
でリラックスタイムも楽しむことができます。

湯上りはまるで

一皮むけたような

滑らかでつるつる

スベスベの肌になれると

女性に好評です！

地元の
おトクグルメ

地元の
おトクグルメ
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地下1000mから湧き出る良質な温泉と、
108mの高台から桜島と鹿児島市街地を
一望する絶景展望露天温泉。
圧倒的な眺望と極上の癒し空間の中で、
四季の景色を存分にご堪能いただけます

鹿児島 SHIROYAMA HOTEL　
kagoshima さつま乃湯

鹿児島市新照院町41-1 

【入浴料】
●おとな（中学生以上）2,484円▶1,242円

沖 縄 ホテルオリオン
モトブリゾート＆スパ 
ジュラ紀温泉 
美ら海の湯

国頭郡本部町備瀬148-１ 

【日帰り入浴】   

●おとな（中学生以上）2,150円▶1,650円

●小学生  　　　　　 1,000円▶　 750円

検索663601

地下1,400mから湧き出る豊かな湯量をいかした
天然温泉が心と体を癒してくれます

沖 縄 Terme VILLA 
ちゅらーゆ

中頭郡北谷町美浜2

●おとな（中学生以上）
 200円OFF 

検索663938

緑の濃い山と紺碧の海を臨み、指宿名物「砂むし温泉」

鹿児島 休暇村 指宿
指宿市東方10445 

①【砂むし温泉】

12/2（日） 無料
 
②【砂むし温泉】12/2（日）以外

●おとな（中学生以上）
 1,080円▶800円

●小学生     　　　　　　 620円▶400円

●①の特典は会員様ご本人のみ無料。
同行者は無料対象外のため、別途掲載の特典をご活用ください。

検索660075

宮 崎 国民宿舎
えびの高原荘
（日帰り入浴）

えびの市末永1489 

【入浴料】 

●おとな（中学生以上）
 520円▶420円

●こども（小学生）　　
 300円▶200円

検索663385

宮 崎 サンチェリー北郷
日南市北郷町大藤甲1519-3 

【入浴料】 
●おとな（中学生以上）

8：30〜16：00  600円▶500円　　　16:00〜20:30  500円▶400円

検索663018

砂湯・瀧湯・露天風呂・むし湯・岩風呂・桧風呂など 
いろいろなお風呂でたっぷりと楽しめます！

大 分 ひょうたん温泉
別府市鉄輪159-2 

【利用料】

●おとな（中学生以上）750円▶670円
●小学生　　　　　　320円▶280円

●幼児    
   　　　　　 210円▶190円

検索660045

彼方に望む阿蘇五岳と祖母の山並み。
そのすそ野から果てしなく広がる緑の草原が、
久住高原コテージの露天風呂「満天望温泉」を
包みこんでいます

大 分 久住高原コテージ
（日帰り入浴）

竹田市久住町白丹7571-23 

【日帰り入浴料（大浴場）】

●おとな（中学生以上）
 600円▶500円　

●こども（3歳〜小学生）
 400円▶300円

検索662545

大 分
居酒屋
九州リゾートダイニング 
REDLINE 
大分駅前中央町店

大分市中央町2-1-22　NEXTビル2F

●お会計の10%OFF 

ディナー  検索t40015970

宮 崎
鉄板焼 

ふかみ 
シェラトン・グランデ・
オーシャンリゾート

宮崎市山崎町浜山 
シェラトン・グランデ・
オーシャンリゾート1Ｆ

●お会計の 20%OFF 

ディナー  検索t30017176

鹿児島
ラーメン
こむらさき　
アミュプラザ鹿児島店

鹿児島市中央町1-1 
アミュプラザ鹿児島B１F

●黒豚チャーシュー入りラーメン（大盛）

100円OFF×人数分
●黒豚チャーシュー入りラーメン（並）

50円OFF×人数分
ランチ  
ディナー  

検索t40014342

沖 縄
居酒屋
さかなや道場 
那覇久茂地店

那覇市松山1-8-19 ニューシティま
つやまビル1Ｆ

●お会計の 10%OFF 

ディナー  検索t40013131

露天風呂からは、

韓国岳をはじめ、

霧島連山が一望できる

大パノラマの絶景を

ご堪能ください

日南の源泉掛け流し温泉！ 「美人の湯」と称される黒湯（褐色湯）には、炭酸水素塩泉がたっぷり！

湯けむりの向こうに広がる、

エメラルドグリーンの海と水平線に

そびえる伊江島の景色。 

地下1,500m、約2億年以上前の

地層から湧き出る天然温泉！

大分駅すぐ！

ご当地ディップが

楽しい
リゾート

ダイニング

地元の
おトクグルメ

地元の
おトクグルメ

宮崎牛をメインに、
旬の魚介類、
野菜など厳選した
新鮮な素材を使用。 
とろける霜降り肉の
甘く芳醇な香りと
肉汁は格別！

角切りの黒豚
チャーシューが
ザクザク入った
鹿児島ラーメン

「こむらさき」

漁業権が
あるから

刺身の鮮度が
抜群！

指宿に300年以上も前から伝わる「砂むし風呂」でくつろげる「休暇村 指宿」。潮風を感じながら温かい砂に全身を埋める独特な入浴方法は、医学的にも健康によいことが実証されています。砂むしの後は、天然温泉でさっぱりと汗を流して。

錦江湾をのぞむ最高のロケーションで、
指宿名物「砂むし温泉」、かけ流しの温泉を堪能。

地元の
おトクグルメ

地元の
おトクグルメ

●16歳以上は別途入湯税
　150円が必要。

検索660558




