
冬の街を彩るイルミネーションやライトアップをもっと楽しく！
会員特典が使えるお得な施設や周辺の特典メニューに無料スポットも織り交ぜてご紹介いたします。

北海道・東北エリア

イルミネーションと一緒に楽しむ！

PC・スマートフォンから ベネフィット 検索    して、会員専用サイトで Menu No. 検索

秋保温泉でも有数の自家源泉を有し、館内に点在
する景観自慢の湯めぐりがお楽しみいただけます。

宮城/仙台
● 仙台駅より車で約25分

ホテル華乃湯

【入館料】 
大人（中学生以上）  900円 ⇒ 800円
こども（3歳～小学6年生） 600円 ⇒ 500円
663142

北
海
道
・
東
北

宮城

うみの杜で過ごす特別な冬。キラキラと光るイルミ
ネーションやグラスツリー、そして宮城ならではの生き
ものたちが皆さまを煌びやかにお迎えいたします。冬
ならではの心温まる空間を是非ともご体感ください。

●〈開催期間〉 ～12/31
宮城/仙台

仙台うみの杜水族館

入館料 一般価格 会員価格 期間限定価格
おとな（18歳以上） 2,200円  2,000円 1,900円
中学・高校生（12～18歳） 1,600円 1,400円 1,300円
小学生  1,100円 900円
幼児（4歳以上） 600円 500円
シニア（65歳以上） 1,600円 1,400円 1,300円
※小学生・幼児につきましては、通常の会員価格となります。

761833 〈特典期間〉11/16～2020/1/31

座り湯、岩炭酸風呂、薬湯風呂など全 7種類のお風
呂で湯めぐり体験。色々な湯を楽しんでいるうちに、あっ
という間に時間が過ぎてしまい、心も身体もリフレッシュ
されます。
宮城/仙台
● JR仙石線陸前高砂駅よりタクシーで約10分

大江戸温泉物語 仙台コロナの湯

【入浴料】 
大人（中学生以上） 720円 ⇒ 560円
こども（小学生）  420円 ⇒ 260円
662252 〈チケット有効期間〉発券日より1か月後の月末まで
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イルミネーションと一緒に楽しむ！

イルミネーションと一緒に楽しむ！

青森 / 青森

ダイワロイネットホテル青森

2〜4名1室お1人様／素泊り
 4,350円〜10,000円

 3,950円〜10,000円

◀ ガーデン側客室からの眺めも◎

▲ 池の上に浮かぶランタンは幻想的

写真提供：
SENDAI光のページェント
実行委員会宮城 / 仙台

仙台ロイヤルパークホテル

2名1室お1人様／1泊朝食
 7,800円

 5,800円〜7,800円

◀  出張、レジャーの予定に合わせて
ご利用ください！

北
海
道
・
東
北

青森

宮城

※画像はイメージまたは昨年度実施の様子となります。※イベントによっては、雨天・荒天中止の場合がございます。
※本誌面の提示では特典は受けられません。※原則、他の割引やキャンペーンとの併用はできません。※特典期間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。

12月、仙台のシンボルロードである定禅寺通のケヤキの木に約60万球の
イルミネーションを点灯します。1日3回、全てのイルミネーションを一旦消
灯し、再点灯するスターライト・ウインクは人気のイベントです。

●〈開催期間〉 12/6〜31予定
宮城 / 仙台

2019SENDAI光のページェント

仙台のリゾートホテルで開催す
る、約 6万 5 千球のイルミネー
ションとオリジナルのランタンが
輝く幻想的なイルミネーション。
お庭の見える客室で「ここにし
かない冬時間」を大切な方とお
過ごしください。

モノトーンの雪景色の中に、市民手作りの和紙のオブジェ「雪だるま～る」が輝きます。「青森ねぶた祭」
で培われた技法で作られたオブジェは、紙と光が織りなす陰影と鮮やかな色彩のコントラストを生み出し、ベ
イエリア周辺を幻想的な世界へと変貌させます。

●〈開催期間〉 11/29〜2020/2/9
青森 / 青森市駅前公園、A-FACTORY、JR青森駅前など

青森駅周辺 あおもり灯りと紙のページェント 

青森 / 青森
● JR線青森駅よりタクシーで約20分

つくだ温泉ゆ〜ぽっぽ

【入浴料】 
おとな（中学生以上）450円 ⇒ 400円

※岩盤浴のご利用は、300円が別途必要。

661636

050620
〜2020/3/31

天然温泉を“源泉掛け流し”
にて使用。また、小さなお子
様連れには子供用のお風呂
も設備。ご家族全員でリフ
レッシュできます。

青森駅から徒歩約5分！全室バ
ス・トイレ別々のセミセパレート。
青森の旅、いつも以上の充実
のくつろぎのステイへ。

【その他特典】ラウンジパスポート付、
アーリーチェックイン14時（通常15時）、
レイトチェックアウト12時（通常11時）付
※除外日：土曜日、12/21～1/4、1/12、2/23～25

080076 〜2020/2/29

念校 2019.10.17
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イルミネーションと一緒に楽しむ！

イルミネーションと一緒に楽しむ！

PC・スマートフォンから ベネフィット 検索    して、会員専用サイトで Menu No. 検索

▲︎ 星空探険館スペーシア

▲︎ 浜風香るシーサイドの道の駅

北
海
道
・
東
北

福島

秋田

大森地域局庁舎前のケヤキを彩るやさしい色合いのピンクや白の LED電球は、大森リゾート村の芝
桜をイメージし幻想的な雰囲気が演出されています。初日は子どもたちが参加するイルミネーションの点
灯式のほかに花火も打ち上げられ、毎年多くの人で賑わいます。

横手駅前に広がる癒しの空間。ゆったりと
していて畳の香りでくつろげる温泉宿です。

遊べる学べる、全天候型テー
マパーク。「星空探険館スペー
シア」は、全天 360°の大迫
力映像に、吸い込まれるよう
な臨場感が楽しめます。「ワン
ダーキャッスル」は、トリックアー
トや大型アスレチックなど、楽
しい仕掛けがいっぱい！

会場ごとに異なるイルミネーションの
風景を楽しめる「よつクリスマスイル
ミネーションズ 2019」は、福島県い
わき市四倉地域の 3施設で同時開
催しています。会場のひとつとなっ
ている道の駅よつくら港では、週末
にイルミネーションを鑑賞しながら、
音楽ライブも楽しめるイベントも実施
します。

●〈開催期間〉  道の駅よつくら港 11/30～12/8 
ワンダーファーム 11/30～12/25 
浜風きらら 11/30～12/25

福島/いわき

よつクリスマスイルミネーションズ2019

●〈開催期間〉 11/30～2020/1/5
秋田 / 横手

2019おおもりケヤキ並木イルミネーション

秋田/横手
● JR線横手駅東口より徒歩約2分

横手駅前温泉
ゆうゆうプラザ 

【1日入館ご利用券(10:00～22:00）】 
大人（中学生以上）1,000円 ⇒ 500円

※岩盤浴は別途料金が発生します。
※ こども料金・夜入館ご利用料金は通常特

典での案内となりますので、詳しくは会
員専用サイトをご確認ください。

663132

秋田 / 横手

秋田ふるさと村 

【ワンダーキャッスルor星空探険館スペーシア】 
一般 540円 ⇒ 490円
学生 430円 ⇒ 390円
小中学生 320円 ⇒ 290円

※休業日：2020/1/14〜1/23

670457

子供から大人まで楽しめる、常
夏の楽園。

福島/いわき

スパリゾート
ハワイアンズ（宿泊）

2～4名1室お1人様／1泊2食
 10,400円～28,200円
 8,700円～28,200円

※除外日：12/26〜2020/1/4,1/11〜12、2/22〜23

102856 〜2020/3/31

「フラガール」をイメージした、
ヤシの木が目印のふれあい広
場。2Fフードコートにはテラス
席もあり、太平洋を一望する素
晴らしい眺望を堪能できます。

福島/いわき

道の駅よつくら港 

１F「道カフェ」にてソフトクリーム 
※ クーポン1枚につき5名様まで適用となります。

762203
〜12/31

一般価格 会員価格 期間限定価格
350円 300円 250円
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イルミネーションと一緒に楽しむ！

▲ 大通公園の最東端にそびえ立つテレビ塔は、公園のシンボル。

▲ 器や盛り付けにこだわった本格中華の数々▲ 洗練された雰囲気の心地よいフロア

北
海
道
・
東
北

イルミネーションと一緒に楽しむ！ 北海道

※画像はイメージまたは昨年度実施の様子となります。※イベントによっては、雨天・荒天中止の場合がございます。
※本誌面の提示では特典は受けられません。※原則、他の割引やキャンペーンとの併用はできません。※特典期間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。

本格的な中華料理が気軽に味わえる都
会の隠れ家レストラン。シックで心地よ
い空間で、選りすぐりの料理と真心の込
もったおもてなしで迎えてくれます。

「二十間坂」と「八幡坂」、「開港通り」、「函館駅前広場イルミネーション」
を会場に、教会や歴史的な建物が立ち並ぶ元町地区の街並みと坂道のロ
ケーションを生かしたイルミネーションが、冬の函館を幻想的な光の回廊で
美しく彩ります。

函館の街を眼下に見下ろす空中大浴殿「雲海」。
30メートルのガラスパネル越しに、美しい夜景や
色鮮やかな稜線を温泉につかりながらお楽しみい
ただけます。

北海道/札幌

クラブチャイナ

【ディナー】
お会計の20%OFF

大通公園が目の前！大通公園で11/22〜12/25に開催されるイルミネーション
のアクセスに最適。

※除外期間／クリスマスディナー期間
※17:30以降有効。　※コース注文時は除く。
※最高割引額:5,000円

t00003760

北海道/函館
● 湯の川温泉駅より徒歩約3分

湯元 啄木亭（日帰り入浴）
663266

【タオルサービス】 
通常料金200円 ⇒ 無料

イルミネーションと投光器によるライトアップがあり、切り替えの瞬間も感動的です。

展望台入場料 一般価格 会員価格 期間限定価格
おとな 720円 620円 570円
高校生 600円 500円 480円
中学生 400円 300円
小学生 300円 200円
※中学生・小学生につきましては、通常の会員価格となります。
※中学生・高校生は学生証をご提示ください。
※幼児のお子様は特典の適用外です。
※幼児（3歳以上）100円。

676353 〜2020/1/31

●〈開催期間〉 11/22～12/25
北海道/札幌

さっぽろテレビ塔　展望台

北海道 / 札幌

札幌ビューホテル大通公園

2～4名1室お1人様／1泊朝食
 5,000円～14,000円

 3,300円～14,000円

【その他特典】ミネラルウォーター
（1泊お1人1本）

030158 〜2020/3/31

●〈開催期間〉 11/30～2020/2/29
北海道 / 函館

はこだて冬フェスティバル・はこだてイルミネーション

念校 2019.10.17
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イルミネーションと一緒に楽しむ！

PC・スマートフォンから ベネフィット 検索    して、会員専用サイトで Menu No. 検索

北海道 / 小樽

ホテル・トリフィート小樽運河

2〜3名1室お1人様／1泊朝食
 5,100円〜13,800円

 3,900円〜13,800円

▲ みずうみコース

▲ 千歳・支笏湖 氷濤まつり（画像は2019年のものです。）

▲ 小樽の街並みを再現したお部屋はカップルやグループ旅行におすすめ！

北
海
道
・
東
北

北海道

●〈開催期間〉 11/1〜2020/2/2
北海道 / 小樽

小樽運河 小樽ゆき物語「青の洞窟」

北海道 / 小樽
● 中央バス温泉坂上バス停より徒歩約1分

小樽朝里クラッセホテル
（日帰り温浴）

おとな：（平日）  800円 ⇒ 700円
おとな：（土・日・祝日） 1,000円 ⇒ 900円

※ バスタオル・フェイスタオルはレンタル
販売しております。

※ 平日、土・日・祝日では営業時間が異なり
ます。

661968

● 千歳駅よりバスで約45分

休暇村 支笏湖（日帰り入浴） 

【入浴料】 
おとな(中学生以上)

800円 ⇒ 700円
小学生

400円 ⇒ 300円
幼児

200円 ⇒ 100円
※営業時間は以下の通りです。
月・木〜日・祝日　11:00〜15:00
火・水　13:00〜15:00

660083

031288
〜2020/3/31

露天風呂の周り
の木々はホテルを
イメージしたイルミ
ネーションで彩ら
れ、幻想的です。

小樽の観光拠点
に最適な立地！小
樽のB級グルメを
楽 しめる 朝 食
ビュッフェも好評
です！

ご夕食はみずうみコースをご用意。また朝食がさらにグレードアップ！
石狩平野の10戸の限定牧場で生産された「北海道まおいの里牛乳」や、
牛乳と相性抜群のパンも7種類ご用意！

とろりとしたお湯が自慢の支笏湖温泉。皮膚の表
面をやわらかくして、脂肪や分泌物を洗い流す成
分を含んでおります。筋肉痛や関節炎、五十肩、
冷え症などにも効果があるといわれています。

北海道 / 千歳

休暇村 支笏湖

2〜4名1室お1人様／1泊2食
 10,450円〜13,750円

 10,050円〜13,750円

030802
〜2020/2/29

道内でも数少ない、手つかずの大
自然が色濃く残る支笏湖。その美
しい湖を見下ろす高台に位置する
のが休暇村支笏湖です。「大自
然・歴史・人」にふれあう体験プロ
グラムなど北海道ならではのおも
てなしを多数ご用意しております。

青色のイルミネーションで彩られる幻想的な小
樽運河。期間中は人気の運河クルーズ船に
も青い電飾がきらめきます。SNS映えする自
分だけのユニークな一枚の撮影スポットを見
つけてみてください。空に蒼みが残る日没後か
ら暗くなるまでの時間帯も狙い目です。

休暇村支笏湖に
ご宿泊のお客様は
2020/1/24～
2/16の期間、
無料送迎バスが
出ています！

家族で楽しめるわくわくいっ
ぱいのレゴ®のクリスマス
パーティーを11/23(土)から
開催！今年のクリスマスはレ
ゴランド®・ディスカバリーセ
ンターに遊びに行こう！

全日親子ペア券 3,100円
平日親子ペア券 2,400円

マダム・タッソー東京
東京/台場

セレブリティに囲まれて、
インスタ映え写真を撮ろう！！！

東京ジョイポリス
東京/台場

天候を気にせず遊べる屋内型テーマパーク！
寒くても館内は暖かく快適に遊べます。
イルミネーション期間は館内装飾も実施し皆
さまをお待ちしております。

〈特典期間〉11/23～2020/2/14670314

※除外日：12/21～2020/1/5
※フードご注文の方限定。
※1会計1杯まで。
※アルコール・イベントドリンク対象外。
※パスポートはデジタルチケットもしくはコンビニ端末より
　事前に購入をお願いします。

①
Dラウンジソフトドリンク1杯無料

〈開催期間〉 11/23～2020/2/14

〈開催期間〉11/23～12/29

東京お台場
大江戸温泉物語

東京/江東

東京ベイエリアお台場の温泉テーマ
パーク。
施設内では浴衣を着て縁日を楽しむ
ことができます。また、足湯や13種類
のお風呂でリラックス。

〈特典申込期間〉～2020/1/31 〈チケット有効期限〉～2020/1/31
660068

※入場料金は、入浴料、浴衣・タオル利用料、消費税、入湯税を含みます。
※深夜は別途料金がかかります。

※ 除外日：12/28~2020/1/5

〈開催期間〉 11/11～2020/2/29

〈申込期間〉～12/8
〈引換期間〉12/13～2020/1/13 〈対象期間〉12/13～2020/1/13
766600

※会員IDひとつにつき、お申込みは1回・1枚まで

デックス東京ビーチ
東京/台場

台場メモリアルツリー：
高さ約20ｍ 幅10m、生木とし
ては都内最大級の「台場メモリ
アルツリー」を中心にした全長
約200mに広がる樹木を、約
22万球の光が包みこみます。期間中、デックス東京ビーチでご利用できる

「デックスお買物券1,000円分」を抽選で
500名様にプレゼント

〈開催期間〉 日没から24時まで（随時開催）

レゴランド®・
ディスカバリーセンター東京

東京/台場

使

使

使

抽選

〈特典申込期間・チケット有効期間〉～2020/3/31670314

【小学生以上共通 パスポート引換券】
4,500円 ⇒ 3,300円
★★入場＋アトラクション1日乗り放題★★
※チケット窓口にて、パスポート当日券とお引換えください。

使②

一般価格【全日入場券】 会員価格
700円1,100円最大2,300円おとな･こども(3歳以上)共通

期間限定価格

一般価格【入場券】 会員価格
1,770円
540円

1,900円
－

最大3,098円
最大1,078円

おとな(中学生以上)
こども（4歳以上）

期間限定価格

〈特典申込期間〉11/15~2020/2/29
〈チケット有効期間〉2020/1/6~2/29

676870

〈特典申込期間〉11/25~2020/2/29〈チケット有効期間〉12/1~2020/2/29677721
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ベネフィット・ステーション パッケージツアーデスクから、対象のブランドをご利用ください
【キャンペーン期間】 11月20日〜2020年1月31日　【キャンペーン対象】 〜2020年3月31日帰着分まで
※現地参加コースは対象外です。 　※本キャンペーンは「カスタマーセンターへのお申込み」が対象となります。 
※すでに予約成立からお取消し再予約はキャンペーン対象外となります。 
※キャンペーンの当選可否は旅行終了後（約1か月後）のベネポ付与をもってかえさせていただきます。

冬の東京をお得に楽しもう！
東北エリアに
お住まいの方

北海道に
お住まいの方

520392
 ANAスカイホリデー

〈北海道各地発・東京方面行〉
基本旅行代金より ⇒ 8％OFF
更に、毎月抽選で5組様に
1％分の プレゼント

521117
JR東日本びゅう

〈東北各地発・東京／横浜／舞浜方面行〉
基本旅行代金より ⇒ 5％OFF
更に、毎月抽選で10組様に1％分の プレゼント

JALPAK
札幌から行く
イタリア･
スペイン
520394

JALパック
フィンエアー
札幌〜ヘルシンキ就航記念
JALパック「札幌発から行くイタリア・スペイン」について
通常特典に加えて更に、

お1人様5,000円の特別補助！
〈通常特典〉 基本旅行代金より6～8％OFF
※くわしくは会員専用サイトをご確認ください。

海外旅行も
あります！

北
海
道
・
東
北

お台場満喫特集
北海道・東

北に

お住まいの
方

※画像はイメージまたは昨年度実施の様子となります。※イベントによっては、雨天・荒天中止の場合がございます。
※本誌面の提示では特典は受けられません。※原則、他の割引やキャンペーンとの併用はできません。※特典期間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。

家族で楽しめるわくわくいっ
ぱいのレゴ®のクリスマス
パーティーを11/23(土)から
開催！今年のクリスマスはレ
ゴランド®・ディスカバリーセ
ンターに遊びに行こう！

全日親子ペア券  3,100円
平日親子ペア券  2,400円

マダム・タッソー東京
東京/台場

セレブリティに囲まれて、
インスタ映え写真を撮ろう！！！

東京ジョイポリス
東京/台場

天候を気にせず遊べる屋内型テーマパーク！
寒くても館内は暖かく快適に遊べます。
イルミネーション期間は館内装飾も実施し皆
さまをお待ちしております。

〈特典期間〉11/23～2020/2/14670314

※除外日：12/21～2020/1/5
※フードご注文の方限定。
※1会計1杯まで。
※アルコール・イベントドリンク対象外。
※パスポートはデジタルチケットもしくはコンビニ端末より

事前に購入をお願いします。

①
Dラウンジソフトドリンク1杯無料

〈開催期間〉 11/23～2020/2/14

〈開催期間〉11/23～12/29

東京お台場
大江戸温泉物語

東京/江東

東京ベイエリアお台場の温泉テーマ
パーク。
施設内では浴衣を着て縁日を楽しむ
ことができます。また、足湯や13種類
のお風呂でリラックス。

〈特典申込期間〉～2020/1/31 〈チケット有効期限〉～2020/1/31
660068

※入場料金は、入浴料、浴衣・タオル利用料、消費税、入湯税を含みます。 
※深夜は別途料金がかかります。

※ 除外日：12/28~2020/1/5

〈開催期間〉 11/11～2020/2/29

〈申込期間〉～12/8
〈引換期間〉12/13～2020/1/13　〈対象期間〉12/13～2020/1/13
766600

※会員IDひとつにつき、お申込みは1回・1枚まで

デックス東京ビーチ
東京/台場

台場メモリアルツリー：
高さ約20ｍ 幅10m、生木とし
ては都内最大級の「台場メモリ
アルツリー」を中心にした全長
約200mに広がる樹木を、約
22万球の光が包みこみます。期間中、デックス東京ビーチでご利用できる

「デックスお買物券1,000円分」を抽選で
500名様にプレゼント

〈開催期間〉 日没から24時まで（随時開催）

レゴランド®・
ディスカバリーセンター東京

東京/台場

使

使

使

抽選

〈特典申込期間・チケット有効期間〉～2020/3/31670314

【小学生以上共通 パスポート引換券】
4,500円 ⇒ 3,300円
★★入場＋アトラクション1日乗り放題★★
※チケット窓口にて、パスポート当日券とお引換えください。

使②

一般価格【全日入場券】 会員価格
700円1,100円最大2,300円おとな･こども(3歳以上)共通

期間限定価格

一般価格【入場券】 会員価格
1,770円
540円

1,900円
－

最大3,098円
最大1,078円

おとな(中学生以上)
こども（4歳以上）

期間限定価格

〈特典申込期間〉11/15~2020/2/29
〈チケット有効期間〉2020/1/6~2/29

676870

〈特典申込期間〉11/25~2020/2/29〈チケット有効期間〉12/1~2020/2/29677721

念校 2019.10.17
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1．温泉は青森ヒバの香りが◎。大浴場のほかに貸し切
り風呂も。 2．レストランの自慢はマルメロ入りのカレー
や自然薯を使ったそば。3．レストランのカレーはおみや
げでもどうぞ。ソフトクリームは甘さ控えめですっきり！

一歩入ると、食欲を誘う香ばしい香り
が。北海道産小麦を使い、道の駅内で
丁寧に焼き上げる本格的なピザやパ
ンが評判。パンはすぐに売れてしまう
ので、焼き上がりの時間に行くのがお
すすめです。黒松内町産のチーズやウ
インナー、ハムなども販売しています。

福島県
道の駅

からむし織の里しょうわ

青森県

青森県と秋田県の県境。JR碇ヶ関駅や東北自動車
道の碇ヶ関I.Cの近くにあり、県内外から多くの人が
訪れます。温泉やプールがあるのも人気の理由の1
つ。レストランや売店には地元の特産のマルメロや
自然薯を使った商品が並びます。

からむしの産地として全国
的に知られる昭和村で、その
伝統を後世に伝える道の
駅。からむし織の商品が購
入できるほか、からむし織体
験もできます。また郷土食を
伝える食事処もあり、地元の
そば粉を使った自慢の手打
ちそばを味わえます。

からむし織の魅力に
ふれてください♪

いかりがせきといえば
マルメロ！

地元の食材を使った
おいしいものがいっぱい♪

1．地元の卵や水を使った焼き立てパン
が並ぶベーカリー。レストランで提供する
バーガーも人気だ。 2．ピザにも黒松内町
産の食材をふんだんに使用。 3．売店に
は手づくり品も並ぶ。 4・5．道の駅特製
のフランクフルトや、地元の牛乳とチーズ
から作るアイスクリームも評判だ。

野菜カレー￥9002

1．昔ながらのからむし織の機織り機を展示。2．からむし織
や伝統工芸品などを多数販売。贈り物としても人気だ。
3．からむし織のコースターづくり体験（1,100円）の所要時
間は20～40分ほど。金・土・日・祝日開催（要予約）。

道の駅 特集
旬の特産品や名物料理などが買える、食べられる、

楽しいもの、美味しいものいっぱいの

道の駅に行ってみよう！

うれしい会員特典を使って

もっとお得に利用しよう！

北海道

検索763601

679146 検索

洞爺湖を中心に広
がる農地の新鮮野
菜と、噴火湾の海
の幸がいっぱい！

北海道 道の駅
とうや湖

ホタテ汁（通常200円）
食堂をご利用の方 1杯サービス

767985 検索

ヨットをイメージ
した建物が目印。
併設する木田金次
郎美術館が人気。

北海道 道の駅
いわない

お買い上げ
1,000円以上で

たら丸クリアファイル

767986 検索

オートキャンプを
楽しめる道の駅。
カ ー サ イ ト や コ
テージも備える。

北海道 道の駅
ピンネシリ

678791 検索

物産館では馬に関す
るグッズを販売。道
の駅限定のピーマン
ソフトが人気だ。

北海道 道の駅
サラブレッドロード新冠

678711 検索

地元の野菜や果物
のほか、ジュース
や菓子などの加工
品も多数販売。

北海道 道の駅
そうべつ情報館i（アイ）

678760 検索

田んぼアートが評判
の道の駅。大型遊具
や産直施設、レスト
ランなどが並ぶ。

青森県 道の駅
いなかだて

50円OFFソフトクリーム 

678859 検索

十三湖畔の高原内に
あり、レストランに
も売店にも、特産の
しじみがずらり！

青森県 道の駅
十三湖高原

検索761447

秋田県 道の駅
かづの

鹿角市の魅力満載
の道の駅。祭り展
示館では花輪ばや
しの屋台を展示。

検索679114

岩手県 道の駅
やまだ

地元の海の幸や山の
幸が揃うほか、食堂
でも地域ならではの
味を楽しめる。

検索760027

山形県 道の駅
寒河江

レストランをご利用の方 1杯サービス

山形県内各地の旬の
特産品がぎっしり。
山形牛を使ったメ
ニューも自慢だ。

検索678574

宮城県 道の駅
あ・ら・伊達な道の駅

採れたての野菜が
並ぶ直売所はいつ
も大賑わい。ロイ
ズの店舗も人気だ。

検索678792

福島県 道の駅
たじま

50円OFFソフトクリーム

南会津の郷土色豊か
な商品が多数並ぶ。
自慢はアスパラのソ
フトクリーム。

検索664248無料会員特典 関の庄 温泉 入浴料 大人 350円➡
※2020/3/31までの期間中お1人様1回限り

検索761708

100円OFF会員特典 からむし織コースター作り体験

検索ベネフィット

検索Menu No.

1

2

CHECK方法
で

を

会員専用サイトへ

入力して情報GET

使いたい特典の

駅内に漂ういい香り！
焼き立てのピザやパンが大人気♪

手から手へ受け継がれる、ぬくもりと手仕事の素晴らしさ

道の駅

いかりがせき
温泉でリラックス♪食事処も充実!
休憩にぴったりの道の駅

●住 福島県大沼郡昭和村大字佐倉字上ノ原1
●☎0241-58-1655
●営織姫交流館 9:00～17:00

からむし工芸博物館
　　9:00～17：00（最終入館 16：30）
　郷土食伝承館「苧麻庵」
　　11:00～15:00（L.O 14:30）
●休年末年始
　※郷土食伝承館「苧麻庵」 不定休あり
　※工芸博物館は展示替等のため臨時休館あり

●住 青森県平川市碇ヶ関碇石13-1 ●☎0172-49-5020
●営文化観光館  9:00～19:00 ※12～3月は～18：00
　レストラン 10:30～19：00 ※12～3月は～18：00（L.O 閉店30分前）
　関の庄温泉 9:00～20:00、特産品直売所 9:00～18:00
　屋内プール 13：00～20：45 ※土日祝 10：00～

碇ヶ関関所資料館（無料）9：00～17：00
●休年末年始

屋内プール 8月を除く月曜日（祝日の場合は翌日）※水泳大会等休館あり

●住 北海道寿都郡黒松内町字白井川8-10
●☎0136-71-2222
●営9:00～18:00 ※11～3月は～17：00
　ピザドゥ 10:00～16:30
●休11～3月の第2・4火曜日
　（祝日の場合は翌日）、
　年末年始

2

3

4

5

マルゲリータ ドイツ風（S） ￥900

フランクフルト ￥350
※春夏限定

11

ロースハム
バーガー ￥390

1

1

マルメロ鶏カレー ￥480 マルメロソフト ￥350

からむしの帽子
￥10,000～

からむし織の名刺入れ
￥6,120～

からむし織の印鑑入れ
￥1,940

カマンベール
アイスクリーム
￥238

2

3

3

道の駅

くろまつない

お得な
会員特典は

コチラ！

50円OFF会員特典 ソフトクリーム 

1枚プレゼント

ソフトクリーム
250円300円➡

ソフトクリーム（バニラ）
285円315円➡

※2019年12月30日まで。

※レギュラーサイズのみ対象。

しじみ購入料金
100円OFF1kgあたり

検索678855

福島県 道の駅
つちゆ

つちゆ名物ちぎりこんにゃく（みそ・しょうゆ）

福島市街を一望でき
る土湯温泉郷の入口
にあり、湯めぐりの
拠点としても活躍。

30円OFF1本

祭り展示館入館料 ソフトドリンク
150円 他おとな200円➡

ソフトクリーム（  　　　　　　）わかめ または
わかめ&バニラミックス

180円280円➡

コーヒー 

町内産はちみつ (170g) 
790円 他870円➡

レストランをご利用の方 1杯サービス
※テイクアウトの場合310円→280円

PC・スマートフォンから ベネフィット 検索    して、会員専用サイトで Menu No. 検索      ※画像はイメージです。
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1．温泉は青森ヒバの香りが◎。大浴場のほかに貸し切
り風呂も。 2．レストランの自慢はマルメロ入りのカレー
や自然薯を使ったそば。 3．レストランのカレーはおみや
げでもどうぞ。ソフトクリームは甘さ控えめですっきり！

一歩入ると、食欲を誘う香ばしい香り
が。北海道産小麦を使い、道の駅内で
丁寧に焼き上げる本格的なピザやパ
ンが評判。パンはすぐに売れてしまう
ので、焼き上がりの時間に行くのがお
すすめです。黒松内町産のチーズやウ
インナー、ハムなども販売しています。

福島県
道の駅

からむし織の里しょうわ

青森県

青森県と秋田県の県境。JR碇ヶ関駅や東北自動車
道の碇ヶ関I.Cの近くにあり、県内外から多くの人が
訪れます。温泉やプールがあるのも人気の理由の1
つ。レストランや売店には地元の特産のマルメロや
自然薯を使った商品が並びます。

からむしの産地として全国
的に知られる昭和村で、その
伝統を後世に伝える道の
駅。からむし織の商品が購
入できるほか、からむし織体
験もできます。また郷土食を
伝える食事処もあり、地元の
そば粉を使った自慢の手打
ちそばを味わえます。

からむし織の魅力に
ふれてください♪

いかりがせきといえば
マルメロ！

地元の食材を使った
おいしいものがいっぱい♪

1．地元の卵や水を使った焼き立てパン
が並ぶベーカリー。レストランで提供する
バーガーも人気だ。2．ピザにも黒松内町
産の食材をふんだんに使用。3．売店に
は手づくり品も並ぶ。4・5．道の駅特製
のフランクフルトや、地元の牛乳とチーズ
から作るアイスクリームも評判だ。

野菜カレー￥9002

1．昔ながらのからむし織の機織り機を展示。 2．からむし織
や伝統工芸品などを多数販売。贈り物としても人気だ。
3．からむし織のコースターづくり体験（1,100円）の所要時
間は20～40分ほど。金・土・日・祝日開催（要予約）。

道の駅 特集
旬の特産品や名物料理などが買える、食べられる、

楽しいもの、美味しいものいっぱいの

道の駅に行ってみよう！

うれしい会員特典を使って

もっとお得に利用しよう！

北海道

検索763601

679146 検索

洞爺湖を中心に広
がる農地の新鮮野
菜と、噴火湾の海
の幸がいっぱい！

北海道 道の駅
とうや湖

 ホタテ汁（通常200円）
食堂をご利用の方 1杯サービス

767985 検索

ヨットをイメージ
した建物が目印。
併設する木田金次
郎美術館が人気。

北海道 道の駅
いわない

お買い上げ
1,000円以上で

たら丸クリアファイル

767986 検索

オートキャンプを
楽しめる道の駅。
カ ー サ イ ト や コ
テージも備える。

北海道 道の駅
ピンネシリ

678791 検索

物産館では馬に関す
るグッズを販売。道
の駅限定のピーマン
ソフトが人気だ。

北海道 道の駅
サラブレッドロード新冠

678711 検索

地元の野菜や果物
のほか、ジュース
や菓子などの加工
品も多数販売。

北海道 道の駅
そうべつ情報館i（アイ）

678760 検索

田んぼアートが評判
の道の駅。大型遊具
や産直施設、レスト
ランなどが並ぶ。

青森県 道の駅
いなかだて

50円OFFソフトクリーム 

678859 検索

十三湖畔の高原内に
あり、レストランに
も売店にも、特産の
しじみがずらり！

青森県 道の駅
十三湖高原

検索761447

秋田県 道の駅
かづの

鹿角市の魅力満載
の道の駅。祭り展
示館では花輪ばや
しの屋台を展示。

検索679114

岩手県 道の駅
やまだ

地元の海の幸や山の
幸が揃うほか、食堂
でも地域ならではの
味を楽しめる。

検索760027

山形県 道の駅
寒河江

レストランをご利用の方 1杯サービス

山形県内各地の旬の
特産品がぎっしり。
山形牛を使ったメ
ニューも自慢だ。

検索678574

宮城県 道の駅
あ・ら・伊達な道の駅

採れたての野菜が
並ぶ直売所はいつ
も大賑わい。ロイ
ズの店舗も人気だ。

検索678792

福島県 道の駅
たじま

50円OFFソフトクリーム

南会津の郷土色豊か
な商品が多数並ぶ。
自慢はアスパラのソ
フトクリーム。

検索664248無料会員特典 関の庄 温泉 入浴料 大人 350円➡
※2020/3/31までの期間中お1人様1回限り

検索761708

100円OFF会員特典 からむし織コースター作り体験

検索ベネフィット

検索Menu No.

1

2

CHECK方法
で

を

会員専用サイトへ

入力して情報GET

使いたい特典の

駅内に漂ういい香り！
焼き立てのピザやパンが大人気♪

手から手へ受け継がれる、ぬくもりと手仕事の素晴らしさ

道の駅

いかりがせき
温泉でリラックス♪食事処も充実!
休憩にぴったりの道の駅

●住 福島県大沼郡昭和村大字佐倉字上ノ原1
●☎0241-58-1655
●営織姫交流館 9:00～17:00
　からむし工芸博物館
　　9:00～17：00（最終入館 16：30）
　郷土食伝承館「苧麻庵」
　　11:00～15:00（L.O 14:30）
●休年末年始

※郷土食伝承館「苧麻庵」 不定休あり
※工芸博物館は展示替等のため臨時休館あり

●住 青森県平川市碇ヶ関碇石13-1 ●☎0172-49-5020
●営文化観光館  9:00～19:00 ※12～3月は～18：00
　レストラン 10:30～19：00 ※12～3月は～18：00（L.O 閉店30分前）
　関の庄温泉 9:00～20:00、特産品直売所 9:00～18:00
　屋内プール 13：00～20：45 ※土日祝 10：00～
　碇ヶ関関所資料館（無料） 9：00～17：00
●休年末年始
　屋内プール 8月を除く月曜日（祝日の場合は翌日）※水泳大会等休館あり

●住 北海道寿都郡黒松内町字白井川8-10
●☎0136-71-2222
●営9:00～18:00 ※11～3月は～17：00

ピザドゥ 10:00～16:30
●休11～3月の第2・4火曜日
　（祝日の場合は翌日）、
　年末年始

2

3

4

5

マルゲリータドイツ風（S）￥900

フランクフルト ￥350
※春夏限定

11

ロースハム
バーガー ￥390

1

1

マルメロ鶏カレー ￥480 マルメロソフト ￥350

からむしの帽子
￥10,000～

からむし織の名刺入れ
￥6,120～

からむし織の印鑑入れ
￥1,940

カマンベール
アイスクリーム
￥238

2

3

3

道の駅

くろまつない

お得な
会員特典は

コチラ！

50円OFF会員特典 ソフトクリーム

1枚プレゼント

ソフトクリーム
250円300円➡

ソフトクリーム（バニラ）
285円315円➡

※2019年12月30日まで。

※レギュラーサイズのみ対象。

しじみ購入料金
100円OFF1kgあたり

検索678855

福島県 道の駅
つちゆ

つちゆ名物ちぎりこんにゃく（みそ・しょうゆ） 

福島市街を一望でき
る土湯温泉郷の入口
にあり、湯めぐりの
拠点としても活躍。

30円OFF1本

祭り展示館入館料 ソフトドリンク
150円 他おとな200円➡

ソフトクリーム（  　　　　　　）わかめ または
わかめ&バニラミックス

180円280円➡

コーヒー

町内産はちみつ (170g) 
790円 他870円➡

レストランをご利用の方 1杯サービス
※テイクアウトの場合310円→280円

※本誌面の提示では特典は受けられません。会員専用サイトからお申込みの上ご利用ください。※特典期間は、会員専用サイトよりご確認ください。
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BEFORE BEFORE

AFTER AFTER

※フードorデザ―トをご注文いただいた方が対象。
※特典適用人数：5名まで

Voix de Coeur（ヴォア・ドゥ・クール）

自家焙煎コーヒー
１杯サービス×人数分

福島/郡山　JR磐越西線郡山富田駅より徒歩で約3分

t40032045

道の駅 津軽白神・Beechにしめや

売店・農産物コーナー商品
お買い上げ総額の5%OFF
※一部対象外商品あり。

〈特典期間〉～2020/3/31768309

本間美術館
豪商・本間家が大名家から拝領した美術品
等を中心に、古美術から現代美術を収蔵
展示しています。1813年築造の本間家別
邸「清遠閣」と国指定名勝の庭園「鶴舞園」
は必見。入館料

おとな  1,000円 ⇒ 900円
学生（大学・高校生）  450円 ⇒ 350円

〈特典期間〉～2020/3/31768361

北海道2店舗

東北エリア40店舗

靴修理 
つま先（革）2,750円 ⇒ 2,475円

バッグ修理
根革修理 5,500円～ ⇒ 4,950円～

靴専科

〈特典期間〉～2020/3/31656363

クーポン提示のお客様へ、
お会計より10%OFF

〈特典期間〉～2019/12/31653644

コスモ石油販売（ガソリン割引）

ガソリン・軽油・灯油が店頭一般価格より
1リットルあたり3円割引

最新鋭の機器を導入し、自家焙煎の
コーヒーや、まろやかな口当たりが
特徴のアイスブリュードコーヒーを
提供しています。豆本来の豊かな香
りと奥深いコクが楽しめます。

※物販品・革衣類修理・スーツケース修理は対象外です。

青森/中津軽　JR弘前駅より車で約60分

山形/酒田　JR酒田駅より徒歩約5分

北海道・東北 編

靴やバッグが洋服のように洗える木のぬくもり溢れる店内で、
こだわりの珈琲を。

山菜、きのこ、りんご、野菜などを、
直売所ならではのお求めやすい価格で

期間限定で特別特典が登場！

古美術から現代美術まで最
新
の
ニ
ュ
ー
ス
や
メ
ニ
ュ
ー

ニセコ　グラン・ヒラフ
北海道

おとな（高校生以上）
リフト5時間券　5,100円 ⇒ 4,800円
リフト8時間券　5,700円 ⇒ 5,400円 

〈特典期間〉12/11～2020/3/22620825

※ICカード保証金1,000円が別途かかります。（ICカード返却時に返金します。）
※クーポン1枚につき20名様まで適用。 〈特典期間〉11/29～2020/4/5620050

みやぎ蔵王えぼしリゾート
宮城

ゴンドラ共通リフト券
6時間・8時間券（高校生以上）10％OFF

〈特典期間〉12/14～2020/3/31620824 

黒伏高原スノーパーク
ジャングル・ジャングル

山形

リフト1日券
おとな 4,900円 ⇒ 4,400円 
※8：30～17：00まで利用可能。
※小学生以下リフト全日無料開放。（本人確認が必要。）
※クーポン1枚につき5名様まで適用。

〈特典期間〉12/21～2020/3/31620064

会津高原たかつえスキー場
福島

リフト券＋施設利用券
5,500円 ⇒ 4,300円

〈特典期間〉12/14～2020/4/5620827 

グランデコスノーリゾート
福島

リフト1日券＋1,000円食事券　
おとな 5,800円 ⇒ 5,200円ほか

キロロスノーワールド
北海道

1日券
おとな　5,900円 ⇒ 4,700円 ほか

〈特典期間〉12/7～2020/4/5622140 

パウダースノーの中で
スキーやスノボを満喫！

網張温泉スキー
場の標高差は約600m。
眼下に広がる岩手山の裾
野を眺めながらのダウン
ヒルが楽しめます。

泊まりで行くなら！ ホテルにスキー場が隣接！

網張温泉スキー場

455Ha
面 積

23
コース数

4,050m

最長滑走
距離 36°

最大
斜度 660m

標高差

Point

〈特典期間〉11/30～2020/5/6622046 

夏油高原スキー場
岩手

リフト券（おとな1日券）
500円OFF
※現地で印刷したクーポンをご提示ください。
※クーポン1枚につき2名様まで適用。

※クーポン1枚につき5名様まで適用。

スマホクーポン不可。

※積雪状況、貸切営業等の理由により営業時間の変更または営業中止する場合がございます。あらかじめご了承ください。　※特典期間とスキー場の営業期間は、異なる場合がございます。

※クーポン1枚につき5名様まで適用。

※クーポン1枚につき4名様まで適用。 ※クーポン1枚につき20名様まで適用。

13,750円~16,500円

12,750円~15,500円

2～5名1室 お1人様／1泊2食

休暇村 岩手網張温泉

～2020/2/29 宿泊までの
期間限定060501

【その他特典】リフト券・ワンドリンクプレゼント

使 貯

岩手

※除外日：2020/1/11～12、2/22～23

  北海道・
東北

エリア

北海道・
東北

エリア スキー・
スノーボード特集
スキー・
スノーボード特集

PC・スマートフォンから ベネフィット 検索 して、会員専用サイトで Menu No. 検索 ※画像はイメージです。　※本誌面の提示では特典は受けられません。
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