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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

【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。

4 休日のお出かけはココ！
春の人気スポット特集

※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2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。

しぜんと、しぜんに。 
展示テーマを従来の「対馬暖流」から

「九州の海」へ一新しました！ 

福 岡 マリンワールド海の中道
福岡市東区大字西戸崎18-28 

【入館料】
●おとな（高校生以上）

2,300円▶2,100円

●中学生

1,200円▶1,100円
●小学生  

1,000円▶900円

●幼児（4歳以上）   

600円▶500円

検索676045  

Zooっと近くにふれあえる動物園・植物園！ 
長崎バイオパークでは、たくさんの動物と
直に触れ合い、エサやりが楽しめます

長 崎 長崎
バイオパーク

西海市西彼町中山郷2291-1

【入園券】

10%OFF
検索678055  

高崎山には現在1,000頭を超える野生のサルが生息し、
B群 C群の2つの群れにわかれて生活しています。
毎日交替で山からサル寄せ場に現れ、無邪気に遊ぶ姿や
親子の毛づくろいなどいろんな表情を見せてくれます

大 分 高崎山自然動物園
大分市神崎3098-1 

【入園料】
●おとな（高校生以上）

510円▶410円

●中学生以下

250円▶200円

検索676431  

福 岡 かしいかえん 
シルバニアガーデン

福岡市東区香住ケ丘7-2-1

【入園料】
●おとな（中学生以上）

1,000円▶900円

●こども（3歳～12歳）

600円▶500円

検索675009  

佐 賀 神野公園
こども遊園地

佐賀市神園4-1-3 

【のりもの1日フリーパス（一人用パス・親子用パス）】

300円OFF
検索760421  

87万平米（東京ドーム27個分）の広大な草原には、
山羊をはじめ約10種類の動物たちが飼われています

佐 賀 三瀬ルベール
牧場　
どんぐり村

佐賀市三瀬村杠2234-67 

【入園料】

500円▶450円

●携帯クーポン不可
検索762237  

福 岡
焼肉

焼肉の上杉
朝倉郡筑前町中牟田891-3

【国産豚のビビンバ】1つサービス！
 ※セットメニューのいづれか1つを注文した場合

ディナー  検索t40030147

佐 賀
日本料理
日本料理 楠 
ホテルニューオータニ佐賀

佐賀市与賀町1-2 
ホテルニューオータニ佐賀２Ｆ

●フード20%OFF
ランチ  ディナー  検索t40018922

長 崎
和風創作料理

咲
さ く ら

蔵
佐世保市中里町162-1

ドリンク1杯サービス×人数分
ディナー  検索t40025523

熊 本
ブッフェレスラン
ヘルシー
キッチン 開
光の森店

菊池郡菊陽町光の森6-18

●お会計10%OFF
ディナー  検索t30018376

九州を取り囲む４つの海の世界を体験！
 “しぜんと、しぜんに”をテーマにした水族館

2017年のリニューアルオープン以来、たくさんの人
が訪れている「マリンワールド海の中道」。最新の展示
やショーはもちろん、イルカが泳ぐ姿を眺めながら
食事ができるレストランなどみどころ満載！

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 阿蘇カドリー・
ドミニオン

阿蘇市黒川2163 

【入園料】
●おとな（高校生以上）

2,400円▶2,300円
●こども（小・中学生）

1,300円▶1,200円

●幼児（3歳以上）

700円▶600円

検索672371  

カドリー・ドミニオンは阿蘇の大自然を満喫できる
広大なロケーションの中で、お子様からシニアのみなさままで
一日中楽しんでいただけるふれあい動物王国です

目にも舌にも美味しい料理の数々は、 
特別な記念日やおもてなしの席にも最適

肉のクオリティに自信がある肉屋が
厳選した、安心・安全・満足の焼肉！

四季折々の花が楽しめ、西日本唯一の
シルバニアファミリーの世界を
テーマにした遊園地

昭和レトロの雰囲気が残り、なつかしい気分に

ひたりながら楽しむことができる遊園地！

3 世代にわたって楽しめます！

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  

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

鮮度自慢の刺身と握り、

多彩なメニューの

創作居酒屋！

旬の食材を

ふんだんに使用した、

約80種の和洋中

ブッフェが
楽しめます！

地元の
おトクグルメ
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大 分 別府ラクテンチ
別府市流川通18 

【正面ゲート・乙原ゲート】
●おとな（中学生以上）

200円OFF
●こども（3歳～小学生）

100円OFF
検索670223  

「遊」「憩」「食」が創造する熱い興奮と感動！

熊 本 グリーンランド遊園地
荒尾市緑ヶ丘

会員特別優待価格 
※詳細は会員専用サイトにてご確認ください。

 
●Famiポートのみ対応。

検索676046  

宮 崎 セントラルシネマ宮崎
宮崎市新別府町江口862-1 イオンモール宮崎内2F

【映画鑑賞券】

1,800円▶1,400円
 

●Famiポートのみ対応。
検索678106  

有効期限：発券日から6か月 

鹿児島 SHIROYAMA HOTEL　
kagoshima

鹿児島市新照院町41-1 

【入浴料】

●おとな 2,484円▶1,242円

検索660558  

鹿児島 霧島国際ホテル 
にごり湯天然温泉

霧島市牧園町高千穂3930-12 

【日帰り入浴料+フェイスタオル】
●おとな（中学生以上）

1,000円▶900円

●こども（小学生）

500円▶450円

検索660556  

沖 縄 おきなわワールド
〈文化王国・玉泉洞〉

南城市玉城字前川1336

オリジナルポストカード
プレゼント

検索670253  

パイナップルパークは、巨大なパイナップルの看板が目印！ 
自動運転のパイナップル号で、パイン畑や亜熱帯トロピカル
ガーデンの見学をお楽しみください

沖 縄 ナゴパイナップル
パーク

名護市為又1195 

【入園料】
●おとな（高校生以上）

850円▶760円

●中人（中学生）

600円▶540円
●こども（小学生）

450円▶400円

●身障者手帳提示にて

半額
検索670318  

宮 崎
鉄板焼
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20%OFF
ディナー  検索t30017176

鹿児島
カフェ・喫茶

カフェ神戸
姶良市西餠田381-6

①ナポリタンセット
（ドリンク付） 1,050円▶950円
②ドリンクのMサイズ

（480円～） 1杯につき50円OFF
ランチ  ディナー  検索t40027328

沖 縄
カフェ・喫茶

hinata café
うるま市田場274-1

●フードをお召し上がりの方へ
お好きなケーキを1つ差しあげます。
ランチ  検索t40025703

大 分
居酒屋
大分の台所 
みどり屋

大分市中央町2-1-26 
アーケード店舗ビル

●お会計10%OFF
ディナー  検索t40029780

アトラクション数は日本最大級の81機種！
大人も子供も遊びまくれる遊園地の王様！

厳選された味わい豊かな食材を熟練の
鉄板焼シェフの楽しい会話とともに

たまにはゆっくりと、
コーヒーの香りに包まれながら
豊かな時間を過ごしてみて

沖縄の魅力を一挙に楽しめる観光リゾート施設。  
美しい赤瓦の町並みを再現した

「琉球王国城下町」では、工芸体験に
参加できるほか、人気のエイサーショーや
ハブのショーなど、沖縄を
丸ごと楽しめる人気スポット

大きな窓の
向こうに広がる
緑や青い海。
ゆったりとした
くつろぎの空間で
お迎え

桜島を一望する標高108mからの絶景、
地下1,000mから湧き出る上質の温泉、
非日常の空間で受ける、解放感と安らぎの
ラグジュアリーエステ。 「さつま乃湯」で
極上の癒しをぜひご体感ください

レトロな魅力たっぷりの

園内には名物あひるの競走や

楽しい乗り物があり、

親子三代で楽しめます

宮 崎 スパぱうぱう
宮崎市清水3-105 

【岩盤浴 60分】 830円▶550円

検索663024  

露天風呂、

本格北欧式サウナをはじめ

30種以上の施術メニューが

揃うスパぱうぱう。

デトックス効果抜群の

岩盤浴は人気のコースです

地元の
おトクグルメ

地元の
おトクグルメ

豊後水道生簀ブリなど

自慢の大分料理を堪能！
迫力の

スクリーンで

話題作を連日

上映しています

霧島の四季折々、

ホテル自慢の九湯が

心もカラダも解きほぐします

どれに乗ろうか、と目移りしてしまうほどのアトラクション数が魅力の「グリーランド遊園地」。年代を問わず誰もが「遊」「憩」「食」を満喫できる人気スポット。園内には「くまもん」グッズの専門店も！

地元の
おトクグルメ

地元の
おトクグルメ

●入泉料（おとな600円～700円、小学生以下350円）が別途必要となります。
（宿泊の方は無料）

●16歳以上の方は、別途入湯税150円頂戴致します。




