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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

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。

佐 賀 天山リゾート 
佐賀市富士町市川2338-6

【リフト1日券】（フロント窓口購入のみ）
●平日

5,000円▶4,500円

●土日祝祭日・年末年始

5,500円▶5,000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。●携帯クーポン不可 

検索621836
特典期間：2018/11/23～2019/3/17

北部九州のスキーヤー御用達！
雪不足の心配なしの人工スキー場

天山スキー場は

今シーズンで30周年！

初心者から達人まで

楽しめる

スキー場です

ガラス屋根で覆われた開放的なアトリウム空間。
いつだってアンパンマンと仲間たちに会えます！

福 岡 福岡アンパンマン
こどもミュージアムinモール 

福岡市博多区下川端町3-1 
博多リバレインモール5・6Ｆ

1グループにつき1つ
オリジナルグッズ（非売品）プレゼント

検索761049  

●時期によりグッズは変更となる可能性がございます。  
●オリジナルグッズは1グループに付き1つとなります。

店長がこだわり抜いた新鮮な魚介類や
採れたて野菜を炉端焼で提供！

福 岡
居酒屋
ROBATA 香家 
冷泉店

福岡市博多区冷泉町8-19

●お会計の30%OFF
ディナー  検索t40019907

「参加や体験」を中心に、
科学を面白く、楽しく学べる施設

佐 賀 佐賀県立
宇宙科学館 

武雄市武雄町永島16351

【利用料】
●おとな（大学生以上） 

510円▶410円

●高校生 

300円▶240円
●こども（小・中学生）

200円▶160円

●幼児（4歳以上）

100 円▶80円

検索670856  

四季折々の旬の食材、
産地直送の新鮮な食材を
使用「九州はうまい！」を体現！

佐 賀
居酒屋
十徳や 
武雄店

武雄市朝日町大字甘久1331

●生ビール（中）又は、ソフトドリンク
１杯サービス（１グループ５名様まで）
ディナー  検索t40030689

長 崎 グラバー園 
長崎市南山手町8-1

【入園料】

団体料金に割引

●携帯クーポン不可 
検索672479

雪不足の心配ご無用の、アイスクラッシャーを使った人工スキー場「天山リゾート」。毎週金・土曜日にはナイターも楽しめます。昼間は未就学児の入場料・リフトが無料になる、家族連れにうれしいシステムもアリ！

地元の
おトクグルメ

地元の
おトクグルメ

長崎港の

大パノラマを

見下ろす絶景地・

南山手の丘に位置し、

今なお、居留地時代の

風情が残る

浪漫の地
長 崎 ハウステンボス

佐世保市ハウステンボス町1-1

【1DAYパスポート】
●おとな・中人・小人・シニア

200円OFF

●携帯クーポン不可
●3/30は特典対象外 

検索676013

1,300万球のイルミネーション「光の王国」。 ヨーロッパの街に灯りがともる夜、広がるのは美しい光の世界
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熊 本 阿蘇ファームランド 
阿蘇郡南阿蘇村河陽5579-3

【健康チャレンジ館 最初の1時間】
●おとな（中学生以上）  

1,600円▶1,400円

●こども（4歳～小学生）

800円▶700円

検索765890
特典期間：2018/11/1～2019/3/31

熊 本 熊本県立美術館 
熊本市中央区二の丸2

ミュージアムグッズ１点プレゼント 

●1グループにつき1点。
検索762437

晴れた日には海の向こうの
四国まで見渡せる
360度のパノラマは必見！

大 分  別府タワー 
別府市北浜3-10-2

【入場料】
●高校生以上  

200円▶180円

●小・中学生  

100円▶90円

検索762144  

九州最大規模の水族館。鹿児島の
海の生きものを中心に500種
3万点を展示しています

鹿児島 いおワールド
かごしま水族館 

鹿児島市本港新町3-1

ノベルティグッズプレゼント
検索672562

鹿児島 鹿児島県
霧島
アートの森 

姶良郡湧水町
    木場6340番地220

【入園料】
●おとな

310円▶240円

●高・大学生

200円▶160円

●小・中学生

150円▶120円

検索760402

動物園とミュージアムが
ひとつになった！参加体験施設

沖 縄 沖縄こどもの国 
沖縄市胡屋5-7-1

【入場料】

20%OFF
検索674881  

長 崎
居酒屋
大衆酒場たびたび  
長崎鍛冶屋町店

長崎市鍛冶屋町6-3 
　オオタビル1F

●お会計の10%OFF
ディナー  検索t40029771

完全個室でじっくり味わえる、
九州各地の地鶏料理

熊 本
居酒屋
あや鶏 熊本下通店

熊本市中央区安政町6-4-2　
  ルナファーストビル2F

●お会計の10%OFF
ディナー  検索t40029779

沖 縄
フランス料理
レストラン 
ボナペティ 
ホテルJALシティ那覇

那覇市牧志1-3-70

①プレミアムコース
（2時間飲み放題付） 12,500円▶10,000円
②【土・日祝】
ランチバイキング   2,300円▶2,000円
① ディナー  ② ランチ  検索t40027333

宮 崎
居酒屋
いち会 
宮崎橘通西店

宮崎市橘通西3-10-36 
   原ビル 1F

●お会計の10%OFF
ディナー  検索t40029761

大 分
居酒屋
さかな市場 
 都町店

大分市都町1-1-23

●生ビール（中）又は、ソフトドリンク
１杯サービス（１グループ５名様まで）
ディナー  検索t40030692

鹿児島
創作懐石料理
湯葉と豆腐の店 
梅の花 鹿児島店

鹿児島市東千石町1-38 アイムビル15Ｆ

①【平日】梅の花「極」 
引き上げ湯葉コース　5,200円▶4,200円
※飲み放題プランとの併用可

②お子様ランチ　 1,620円▶810円
ディナー  検索t40014101

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

地元の
おトクグルメ

地元の
おトクグルメ

熊本城

二の丸公園の

緑に囲まれた

落ち着いた雰囲気の

美術館

市場を丸ごと居酒屋に！

新鮮な魚介類をこだわりの

料理で提供！

古い石垣や武家屋敷など
江戸時代初めの地割が
ほぼ原型をとどめ
風情と情緒ある
町並みが今に残る

宮 崎 飫肥城 
日南市飫肥4-2-20-1

【飫肥城由緒施設7館共通入館券】
●おとな

610円▶510円

●高校生・大学生

460円▶410円

●小学生・中学生

360円▶300円

検索760414  

大 分 大分県立
美術館 

大分市寿町2-1

【展覧会】

団体料金にて入場可能
検索763208  

「出会いと五感のミュージアム」

大分ゆかりの作家の作品を中心とした

コレクション展と国際的な

視野にたった自主企画展を開催

健康の専門家が監修するテーマパーク！

身体と頭を使う様々なアトラクション、

自家栽培の野菜やキノコを使った食事など

本物の健康づくりを楽しめます

霧島連山の西、栗野岳の標高700mの

高原に位置し、約13haの雄大な

自然に囲まれた現代美術館 

提灯などレトロな雰囲気が人気のお店。
自慢の餃子やホルモンを
つまみながら楽しむのがオススメ！

地元の
おトクグルメ

気軽に立ち寄れるお店で

仕事帰りにフラっと寄ることも

オススメ。名物の魚巻き串

などの串焼きと炙り料理を

愉しめる酒場！

スローな沖縄を体感する
ゆったりくつろぎの中に、
華やかに洗練された先進の遊び心を
併せ持つスタイリッシュレストラン

和食の新境地を
切りひらく
創作懐石料理

沖 縄 沖縄
美ら海
水族館 

国頭郡本部町石川424

〈琉宮城又はＴーギャラリアにて事前引換要〉 【入館券】
●おとな

1,850円▶1,577円

●中人（高校生） 

1,230円▶1,054円
●こども（小・中学生）

610円▶522円

●家族券（おとな2枚・こども2枚）

4,920円▶3,752円
デジタルチケット   検索766220

特典期間：～2019/3/31

沖縄の海…豊かな自然や

歴史文化の体験をはじめ、

イルカたちとのふれあいも

楽しめる海洋博公園

●デジタルチケットを下記どちらかの場所にてご提示し、入館券へお引換くだ
さい。 現地に直接ご持参いただいてもご使用になれませんのでご注意ください。 
＜引換場所＞琉宮城蝶々園またはTギャラリア沖縄 by DFS




