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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！

関 西

ベネフィット

兵 庫 京 都 滋 賀 大 阪 奈 良 和歌山

2  冬だからこそ思いっきり楽しめる
レジャー＆スポットへGO！

【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。

※記載金額の元値は一般価格です。※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2019年1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。

琵琶湖を一望するSAJ公認
クロスカントリーコースを滑走！

ゲレンデを滑走しながら琵琶湖を望める「箱館山スキー場」。全日本スキー連盟公認コースがあることでも有名です。もちろん、初心者やお子様が楽しめるコース、キッズワールドも充実。家族で楽しめるスポットです。

滋 賀 箱館山スキー場
高島市今津町日置前4201-4

【「お得意様チケット」リフト・ゴンドラセット1日券+金券500円】
※2018年12月14日～2019年3月10日
●おとな（19歳以上） 

5,300円▶4,600円

●こども（18歳以下） 

4,000円▶3,300円
●シニア（55歳以上） 

4,300円▶3,600円

●積雪状況により、営業期間・営業
時間が変動する可能性がございます。 
●2019/3/11以降の特典内容は、
会員専用サイトにてご確認ください。

検索621447  

特典期間：2018/12/14～
2019/3/24

優美な白亜の

国宝・天守を始め、

国重要文化財である

櫓など見所が満載！

兵 庫 六甲山スノーパーク
神戸市灘区六甲山町北六甲4512-98

【デイタイムチケット】 
●おとな（中学生以上） 

2,100円▶1,900円

●こども（3歳～小学生） 

1,050円▶950円
【ナイターチケット】 金および土日祝扱い日
●おとな（中学生以上） 

2,600円▶2,400円

●こども（3歳～小学生） 

1,550円▶1,450円

●コンディション・イベント開催により
営業を中止・内容を一部変更する場合
があります。●携帯クーポン不可

検索621886
特典期間：2018/11/17～

2019/3/31

兵 庫 HELLO KITTY SMILE 
淡路市野島蟇浦985-1

【食事料金】 
 

30%OFF
検索766577  

特典期間：～2019/3/31

イルカパフォーマンスや、ペンギンが間近でペタペタと
歩く様子、そして大水槽で優雅に泳ぐ魚たちの姿は、必見！

京 都 京都水族館 
京都市下京区観喜寺町35-1（梅小路公園内）

【入場料】 
●おとな

2,050円▶1,850円

●大学生・高校生 

1,550円▶1,400円
●中学生・小学生

1,000円▶900円

●幼児（3歳以上） 

600円▶540円

検索760338  

世界中で愛され続けているハローキティの

夢の世界を、レストランやシアターで

楽しむことができます
阪神間から最も近いゲレンデとして、

気軽にスキーやスノーボードが

楽しめる六甲山スノーパーク

京 都
中華料理
四川 新・都ホテル

京都市南区西九条院町17 本館B1F

【ランチ】
●HANNARIコース 6,180円▶5,562円

【ディナー】
●京美選菜コース 8,000円▶7,200円
ランチ  ディナー  検索t40027961

オリエンタルな雰囲気が漂う
スペースで本格中国料理を

地元の
おトクグルメ

兵 庫
居酒屋
Food Factory 
S

シ ン

HIN 
神戸市中央区北長狭通3-2-3

　ニューグランドビル7F

①お会計の20%OFF　　　　
②鮑姿入5種盛り/神戸牛/フォアグラなど全12品！　　
　飲み放題付 SHIN 特選コース
 　 6,000円▶5,000円
ディナー  検索t40025809

地元の
おトクグルメ こだわりの産地から

取り寄せた旬の食彩を楽しむ
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滋 賀 彦根城 
彦根市金亀町1-1

【各種観覧料】 10%OFF
検索763989  

S L から新幹線まで、
日本の近代化を牽引してきた53両が梅小路に集結！
日本最大級の鉄道ジオラマは必見です！！

京 都 京都鉄道博物館
京都市下京区観喜寺町

【入館料】 
●一般

1,200円▶1,080円

●大学生・高校生 

1,000円▶900円
●中学生・小学生

500円▶450円

●幼児（3歳以上） 

200円▶180円

検索764829  

大 阪 ひらかたパーク 
枚方市枚方公園町1-1

【フリーパス引換券付入園券】
●おとな（中学生以上） 

4,400円▶3,900円

●小学生

3,800円▶3,400円
●2歳～未就学児

2,600円▶2,500円
【ウインターカーニバル入場券付入園券】
●おとな（中学生以上） 

2,000円▶1,500円

●こども（2歳～小学生） 

1,200円▶1,000円
 検索670779  

有効期限：12/1～2019/3/3
申込期間：12/1～2019/3/3 17：00

九度山での真田幸村の１４年間の生活と真田昌幸・幸村・大助
の真田三代の生涯をパネル展示や映像で紹介。

和歌山 九度山・真田ミュージアム 
伊都郡九度山町九度山1452-4

【入場料】
●おとな （高校生以上）

500円▶450円

●こども（小学生・中学生） 

250円▶225円

検索763614  

和歌山 白浜エネルギーランド
西牟婁郡白浜町3083

【入館料】
●おとな （高校生以上）

1,800円▶1,700円

●こども（小・中学生） 

1,200円▶1,100円

●料金が変更になる可能性がございます。
●携帯クーポン不可

検索670306  

「タイムトラベル」をテーマに、

“時計の精” が皆さまを 

美しいイルミネーションへとご案内します

なにわのシンボル通天閣展望台には
幸福の神様ビリケンが鎮座

大 阪 通天閣
大阪市浪速区恵美須東1-18-6

【入場料】
●おとな（高校生以上） 

700円▶600円

●こども（中学生以下）

400円▶300円

検索762220  

滋 賀
居酒屋
らいおん丸 
 近江八幡店

近江八幡市鷹飼町577　
  エミール近江八幡弐番館1F

●お会計の20%OFF
ディナー  検索t40025505

地元の
おトクグルメ

奈良
居酒屋
IZAKAYA 
SYURAKU
［酒樂］ 

奈良市三条町495 
  バナナビル3F

●お会計の20%OFF
ディナー  検索t00003264

階段で辿り着いた3階に

穴場居酒屋あり

とにかくフードのジャンルは

幅広く、値段はリーズナブル

肉に魚に貝に
日本全国から

美味しいを集めた

炉端居酒屋

地元の
おトクグルメ

大 阪
串焼き
鉄平 

大阪市北区
   曽根崎新地1-9-14 １Ｆ

①お会計の 30%OFF　　　　

②お会計の20%OFF
ディナー  検索t40015262

一串一串にあらゆる
アイデアを織り混ぜた
鉄板ピンチョス

地元の
おトクグルメ

和歌山
居酒屋
ごきげんえびす 
和歌山駅前店 

和歌山市美園町5-12-2 イゲタビル3～4Ｆ

●お会計の20%OFF
ディナー  検索t40015038

YEBISU

樽生5種と

九州料理が

楽しめる店

地元の
おトクグルメ

優美な

白亜の国宝・

天守を始め、

国重要文化財

である櫓など

見所が満載！

自然エネルギー、錯視錯覚、

映像ライド体験の3 つをテーマとした

アミューズメント体験型テーマパーク




