
横浜・八景島シーパラダイス
神奈川/横浜

圧倒的なスケールで繰り広げられるナイトショーと
神秘的なイルミネーション空間

676023

〈開催期間〉 ～2020/2/29
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自然をテーマに木や葉の
色合いをランタンやバ
ルーンアートで表現し、幻
想的な世界へ誘います。

〈開催期間〉 11/8～2020/4/5（予定）

〈特典申込期間〉12/15～2020/1/31
〈チケット有効期間〉～2020/3/31670309

※開催日・営業時間・休園日等は西武園ゆうえんちのHPにてご確認ください。

西武園ゆうえんち
埼玉/所沢

先着3,000名様限定【ワンデーフリーチケット】
おとな（中学生以上） 2,800円 ⇒ 1,200円
こども（3歳～小学生）・シニア（60歳以上要証明） 

2,300円  ⇒  1,200円

〈開催期間〉 ～12/15,12/20～
2020/1/6,1/11～3/29

〈特典期間〉～2020/3/31

〈特典期間・チケット発券期間・チケット有効期間〉12/9～25

670246

マザー牧場
千葉/君津

【入場料】
おとな（中学生以上） 1,500円 ⇒ 1,400円
こども（4歳～小学生） 800円 ⇒ 750円

〈チケ
670

東京
〈

東京
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『東京
“和”
風物
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9,30

〈特典期間〉12/1～2020/1/31670474

さがみ湖リゾート
プレジャーフォレスト

神奈川/相模原

今年は「光×音楽×炎×ドローン」
の4つの要素が融合した大迫力
のショーを展開する新エリア「光
と音楽の街」が登場！

【ナイトフリーパス】
おとな（中学生以上） 2,600円 ⇒  2,400円
こども（3歳～小学生） 2,100円 ⇒ 1,900円

〈開催期間〉 ～2020/4/5

〈特典期間〉11/15～2020/3/31

〈チケット有効期間〉クーポン 11/15～2020/3/31
デジチケ 11/15～2020/4/5

670672

※休館日：2020/1/20～22　●12/1～2020/3/31は学割キャンペー
ンを実施（高校生以上の学生は窓口で学生証提示）。

©VELVETA DESIGN

©VELVETA DESIGN

©VELVETA DESIGN

©VELVETA DESIGN

新江ノ島水族館
神奈川/江の島

12月25日までは冬の妖精
を思わせる美しく透き通っ
た海の生き物たちをモチー
フに、クリスマスならではの
輝きにあふれます！

【入場料】 一般価格 会員価格
1,920円
1,200円
800円
480円

2,160円
1,350円
900円
540円

2,400円
1,500円
1,000円
600円

おとな
高校生（要生徒手帳等持参）
小・中学生
幼児（3歳以上）

期間限定価格

〈開催期間〉 ～12/25

〈開催期間〉 ～12/25

京急油壺マリンパーク
神奈川/三浦

〈特典期間〉12/15～25

※3歳未満は無料。※クリスマスイベントの詳細は、京急油壺マリンパークの
HPにて12月以降にご確認ください。※ペットは割引対象外（要手続）。

一般価格 会員価格
2,350円
1,700円
950円
1,700円

 4,100円
3,100円
1,700円
3,100円

 4,700円
3,400円
1,900円
3,400円

おとな・高校生以上
小・中学生 
幼児（4歳以上）  
シニア（65歳以上）

期間限定価格

①ワンデーパス（水族館4施設＋アトラクション）

いるか・あしかのパフォーマ
ンスは完全屋内なので冬で
も快適。他にも、ものづくり
体験やクリスマスイベントを
開催！

676088

【入園料】 一般価格 会員価格
500円
500円
100円
100円

1,440円
1,040円
720円
400円

1,800円
1,300円
900円
500円

おとな（高校生以上）
中学生
小学生
幼児（3歳～未就学児）

期間限定価格 使

使

※イメージ。

※イメージ。

①

※①②の特典期間外も会員特典がご利用いただけます。詳しくは会員専用サイトにてご確認ください。

〈特典期間〉12/31 15：00～2020/1/1 8：00

4歳以上共通
当日券3,500円 ⇒ 3,000円

②2020カウントダウンオールナイトパス
特別クーポン（ショーなし）

※アクアミュージアム1Ｆ窓口にて
クーポンをご提示ください。

※カウントダウン花火シンフォニアは
12/31の24：00から。

※イメージ
※イメージ。※イメージ。

※イメージ。※イメージ。

※昨年の様子

※12/23～2020/1/6は除外日。

※さがみ湖イルミナリオンは2018年10月、
「夜景観光コンベンション・ビューロー」
の関東三大イルミネーションに認定され
ました。

過去最大の球数で作り
上げる心温まるイルミ
ネーション“光の花園”
をお楽しみください。

スポット！
こそ行こう！冬 満喫

全
国

PC・スマートフォンから 検索  して、会員専用サイトで 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。 ※本
※特
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〈特典申込期間〉2020/1/15～3/1

〈特典期間〉～2020/3/31

〈チケット有効期間〉2020/1/24～3/1

676020

※期間中休園日、イルミネーション非開催日あり。
詳細は公式HPをご確認ください。

※2歳以下無料。
※ジュエルミネーションは16時より営業いたします。
※休園日：2020/2/4～6
※1つの会員IDにつき、1回のみ5名様までお申込み可。

ジュエルミネーション®特別チケット
【遊園地入園券＋のりもの1回券】
（最大）2,800円相当⇒500円

よみうりランド
東京/稲城

10周年となる今回、石井氏が選んだ題材はギリシャ神話の世界。「ジュエリー・オリン
ポス」をテーマに過去最多の650万球を用い、幻想的な12の新エリアが登場します。
〈開催期間〉 10/24～2020/5/6

〈特典期間〉11/16～2020/1/13670669
※スマホクーポン不可。

マクセル 
アクアパーク品川

東京/品川

都心に広がる、輝きに満ちた
「星空の海」へ。圧倒的な世界
観へと誘う、“イマーシブ（没
入型）イルミネーション”

【季節のソフトドリンク付入館券】
おとな（高校生以上） 2,800円 ⇒ 2,500円
小・中学生  1,700円 ⇒  1,500円
幼児（4歳以上） 1,200円 ⇒ 1,000円

〈開催期間〉 ～12/25

〈特典期間〉11/1～2020/3/31　670062

東武ワールドスクウェア
栃木/日光

世界中を照らすイルミネーション。
大切な人と過ごす特別な時間を。

【イルミネーション入園料】
おとな（中学生以上） 1,500円 ⇒ 1,300円
こども（4歳以上） 1,000円 ⇒ 900円
更に、500円分のお買物券プレゼント

〈開催期間〉 ～2020/3/29

〈開催期間〉10/26 ～2020/3/1

〈特典申込期間〉～2020/3/31676006

としまえん
東京/練馬

今年のテーマは「ウィン
ターファンタジア」。カ
ラフルなランタンが園
内を彩りファンタジー
な世界が広がります。
また、プロジェクション
マッピングの投影も行
い、さらに園内を盛り
上げます。

【のりもの1日券】（入園＋のりもののり放題）
おとな（中学生以上） 4,300円 ⇒ 1,830円
こども（3歳～小学生） 3,300円 ⇒ 1,020円

〈特典申込期間〉11/15～2020/2/29
〈チケット引換期間〉～2020/2/29　〈チケット有効期間〉～2020/3/31

〈チケット有効期間〉発券月を含む6か月後の月末まで
〈チケット引換期間〉～2020/2/29　〈チケット有効期間〉～2020/3/31
670840

※得10（とくてん）チケットの
詳細は東京ドームシティ公式
サイトでご確認ください。

東京/文京
〈開催期間〉 ～2020/2/26

東京ドームシティ
得10（とくてん）チケット

『東京ドームシティ ウィンターイルミネーション～山紫水明～』　
“和”をテーマとし、日本を象徴する美しい自然の風景や、
風物詩などをイルミネーションで表現します。

【得10チケット3冊セット・デジチケ引換券】
9,300円 ⇒ 8,000円

〈特典申込期間〉12/1～2020/2/29763636

宇宙ミュージアムTeNQ
（東京ドームシティ）

東京/文京

見る、触れる、想像する、
9つの宇宙体感！

【TeNQ入館券（ぺア）+TDCグルメチケット2,000円分】
（最大）5,600円相当 ⇒ 3,900円

SIGN

SIGN

SIGN

SIGN

使

使

使

ジ。

メージ。

①

【ワンデーパス】
おとな（18～65歳未満）
5,500円 ⇒ 4,400円

②

トパス

ジ。ジ。

メージ。メージ。

※入館券は年齢区分を問わずご
利用いただけます（4歳未満はフ
ァミリーデーのみ入場可。）。

黄色いビル1Fにグルメチケッ
トが使えるフード&コミュニ
ティスペースがオープン！

※Famiポートのみ

で作り
イルミ
花園”

！

関東エリア

全
国

※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。

■2019_12月号_BS会報誌_P06-07_大特集_全国



〈開催期間〉 ～2020/4/5

676962

※会員IDひとつにつき、お申込みは1回・1枚まで。
※入場ご優待券は、車の場合乗用車1台につき1枚、徒歩の場合5名様につき1枚必要です。
※会員専用サイトのインフォメーションを必ずご確認の上お申込みください。
※他にもプランがございます。くわしくは会員専用サイトをご確認ください。

東京ドイツ村
千葉/袖ヶ浦

ウィンターイルミネーション＆チャイナランタン
今年は飛び出せ！ピコピコ！ドリームワールドをテーマに、
笑顔あふれる不思議なゲームの世界を演出します。

〈特典期間〉～2020/3/30675754

サンシャイン水族館
東京/豊島

都会の空を飛ぶように泳ぐ姿を見
ることができる「天空のペンギン」
水槽や各種パフォーマンスは必見
です！

【入場料】
おとな（高校生以上） 2,200円 ⇒ 1,740円
こども（小・中学生） 1,200円 ⇒ 1,040円
幼児（4歳以上） 700円 ⇒ 630円

〈特典
〈チケ

67

全日
平日

東
東京

670

※除外
※フー
※1会
※アル
※パス
　事前

①
Dラウ

〈

〈

空飛ぶペンギンはインスタ映え間違いなし！

〈②特典申込期間・チケット有効期間〉～2020/3/31〈①特典期間〉11/25～2020/1/31763297
※除外日：12/31・2020/1/1

※除外日：12/31・2020/1/1
※クーポン1枚につき2名様まで適用となります。

SKY CIRCUS
サンシャイン60展望台

東京/豊島

海抜251ｍの高さからの眺望の他、
最新のVRコンテンツ（全5種）など、
“遊べる”展望台。

VRコンテンツ（全5種）料金 30%OFF
500円 ⇒ 350円

【SKY CIRCUSサンシャイン60展望台入場チケット】
おとな 1,200円 ⇒ 1,000円
こども（小・中学生） 600円 ⇒ 500円

▲ □□□□■□□□□■□□□□■。

①

©'76,'90,'96,'01,'19 SANRIO APPROVAL No.P1110042

〈引換
766

※会員

デッ
東京

期間
「デッ
500

〈

レゴ
ディ

東京

〈開催期間〉 ～2020/2/11
2020/1/18（土）・25（土）

〈特典申込期間〉 ～12/10
〈特典利用日〉 2020/1/18・25

〈特典申込期間〉12/1～2020/1/31 
〈チケット有効期間〉12/1～2020/2/11

670097

※休園日：2020年1月の火・水曜日（元日・2日を除く）、
2月の火・水・木曜日。

※会員IDひとつにつき、期間中に2回、合計10枚までの
購入制限となります。

※セブン-イレブン（セブンマルチコピー機）から発券できます。
他のコンビニエンスストアでは発券できません。

東武動物公園
埼玉/南埼玉

音楽と光が奏でる冬のファンタジー開幕！約300万球の
LEDが自然豊かで広大な園内を煌びやかに彩ります。

【ワンデーパス（3歳以上）】

一般価格 会員価格
2,000円2,500円4,800円
期間限定価格

入園+おうち裏探検イベントに、
各日抽選20名様を無料ご招待！
落選した方へも1        　    プレゼント！

ゾウの獣舎見学と餌やり
カバの獣舎見学を行います！

抽選

▲チャイナランタン同時開催！
中国の伝統的なランタンを、イルミネーションと一緒に
ご覧いただけます。光が織りなす感動空間をお楽しみください。

入場ご優待券を
抽選で50枚無料プレゼント
入場ご優待券（通常200円）とは…
車の場合：乗用車1台分の駐車料金 
3,000円 ⇒ 1,000円
徒歩の場合：お1人様につき 
入園料 500円 ⇒ 5名様まで無料 
になるチケットです。

〈申込期間〉
12/1～26
〈ご優待券の発送〉
2020/1/10以降順次
〈有効期限〉
チケット到着から2020/3/31まで

抽選

② 使

ほか

「PURO WHITE CHRISTMAS」
今年のクリスマスは、リトルツインスターズ キキ＆ララ
が主役。
宝石のように輝く「ホワイトクリスマス」がテーマです。
SanrioPuroland × NAKED「MAGICAL SNOW」
がバージョンUPして、プロジェクションマッピングによ
り星と雪の世界へと変化します。
冬でもあたたかいサンリオピューロランドでクリスマス
の思い出を作りましょう。

〈特典期間〉～2020/1/14　※休館日を除く676022

大人気企画
『リアル宝探し』を
3月中旬より実施します。

サンリオピューロランド
×

ベネ・ステ

〈開催期間〉 11/8～12/25

サンリオピューロランド
東京/多摩

一般価格 会員価格
2,900円
2,300円
2,900円
2,300円
1,700円

3,300円
2,500円

－
－

1,900円

3,900円
2,800円
3,300円
2,500円
2,200円

休日
休日
平日
平日
全日

大人（18～59歳）
小人(3～17歳・高校生)
大人（18～59歳）
小人(3～17歳・高校生)
シニア（60歳～）

期間限定価格 ファン感謝祭
2020実施決定！

告知

【パスポート】

全
国

PC・スマートフォンから 検索  して、会員専用サイトで 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。 ※本
※特
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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！

〈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

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！！！

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

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

いなし！

/3/31

□■。

〈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

1まで

抽選

〈特典申込期間・チケット有効期間〉～2020/3/31

670314

【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

関東エリア

全
国

※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。
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レオ
香川

3/1ま
ショ
中四
今冬
ダン
ショ

〈

志摩
パル

三重

冬休
「太陽
世界
音楽
【上演
12 / 

※セブンマルチ
コピー機のみ。

※一部機種除く

※のりもの3回券は通常、販売していないので、
　一般価格も会員価格もなく、期間限定価格のみと
　なっております。

鈴鹿サーキット
三重/鈴鹿

遊園地で乗り物やイベントを楽しんだあとは、
ホテルガーデンのイルミネーションを見に行こう！

【入園料】
おとな（中学生以上） 1,800円 ⇒ 無料
こども（小学生） 900円 ⇒ 無料
幼児（3歳～未就学児） 700円 ⇒ 無料

〈発券期間〉12/1～2020/2/28
〈チケット有効期間〉12/1～2020/2/29

676011
※除外日：2020/1/14～23、2/3～7

【ウィンターパスポート（入園＋のりもの乗り放題）】
おとな（中学生以上） 4,400円 ⇒ 3,000円
こども（小学生） 3,400円 ⇒ 2,000円
幼児（3歳～未就学児） 2,200円 ⇒ 1,000円
シニア 3,100円 ⇒ 2,000円

③【のりもの3回券】 ※6,000円相当
おとな（中学生以上） 3,400円
小学生 2,100円
幼児（1～6歳）・シニア（65歳以上）  1,400円

〈特典期間〉11/23～12/22

676026
富士急ハイランド 
山梨/富士吉田

世界クラスのアトラクションを多く備
え、園内にある「リサとガスパール 
タウン」ではイルミネーションも楽し
めます。

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
瞬間も綺麗です。

〈開催期間〉 ～12/25（予定）

仙台うみの杜水族館
宮城/仙台

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

〈特典期間〉11/15～2020/1/31676353

※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。

さっぽろテレビ塔　展望台
北海道/札幌
〈開催期間〉 11/22～12/25

〈特典期間〉 11/16～2020/1/31761833

【入館料 】
おとな 1,500円 ⇒ 1,200円
高校生・大学生 1,100円 ⇒ 900円
小・中学生 600円 ⇒ 500円
【駐車場】
300円⇒   無料

箱根ガラスの森美術館
神奈川/箱根

陽光と風によって輝く、クリスタル
ガラスのクリスマスツリー♪ 『TOKYO MEGA ILLUMINATION』

は、今年で2 年目を迎えます。「馬」「人」
「文化」の融合により発展してきた大井
競馬場（東京都品川区勝島2-1-2）を舞
台とした、イルミネーションイベントと
なります。

〈開催期間〉 ～12/25

 〈特典期間〉 11/15～2020/1/31
670640

休館日
2020/1/14～1/24

【当日券】
おとな(18 歳以上)  1,000円 ⇒ 900円
こども(小・中・高生) 500円 ⇒ 400円

『2019-2020 TOKYO MEGA ILLUMINATION』
（大井競馬場）

東京/大井
〈開催期間〉 ～2020/3/29　※開催日・営業時間は東京メガイルミの公式サイトにてご確認ください。

 〈特典期間〉 10/5～2020/3/29767300
※クーポン1枚につき5名様まで入場可。

①【フリーパス】 一般価格 会員価格
5,500円
5,000円
4,000円
1,900円

6,000円
5,500円
4,300円
2,000円

6,200円
5,700円
4,500円
2,100円

おとな（18歳以上）
中高生
小学生
幼児（1歳以上）・シニア（65歳以上）

期間限定価格

〈特典期間〉2020/1/25・26

〈特典期間〉2020/1/25・26

一般価格 会員価格
4,300円
3,600円
2,800円
1,900円

6,000円
5,500円
4,300円
2,000円

6,200円
5,700円
4,500円
2,100円

おとな（18歳以上）
中高生
小学生
幼児（1歳以上）・シニア（65歳以上）

期間限定価格

一般価格 会員価格
1,900円
1,300円

1,300円

2,000円
1,400円
900円
500円
1,400円

2,200円
1,600円
1,100円
600円
1,600円

おとな（18歳以上）
中学・高校生（12～18歳）
小学生
幼児（4歳以上）
シニア（65歳以上）

期間限定価格

①

②

▲ 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。

【展望台入場料】【入館料】 一般価格 会員価格
570円
480円

620円
500円
300円
200円

720円
600円
400円
300円

おとな
高校生
中学生
小学生

期間限定価格

※小学生・幼児につきましては、通常の会員価格となります。

②【フリーパス】

〈特典期間〉12/21～12/31676011
※写真はイメージです。

入園無料デー
12/21（土）～31（火）限定

全
国

ハー
大分
〈

PC・スマートフォンから 検索    して、会員専用サイトで 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。
※本
※特

■2019_12月号_BS会報誌_P14-15_大特集_全国



〈特典期間〉11/1～2020/1/31678954

※4歳未満は入場無料。
※休園日：
11/7・14・21・27・28、12/4・5・11・12・19、2020/1/8・9・15・16・22・23・30

【パスポートチケット（4歳以上共通）】
3,000円 ⇒ 1,700円

〈特典期間〉～2020/2/29670566

レオマリゾート
香川/丸亀

3/1まで、レオマウィンターイルミネー
ションを開催。日本夜景遺産認定の
中四国最大級250万球の光の世界。
今冬、22mのツリー×マッピング×
ダンスの新感覚エンターテイメント
ショーがスタート。（特定日のみ）

【フリーパス】
おとな（中学生以上）4,000円 ⇒ 3,000円
こども（3歳～小学生）3,500円 ⇒ 3,000円

〈開催期間〉 ～2020/2/29

〈特典期間〉～2020/3/31676013
※除外日：12/31、2020/3/28

ハウステンボス
「光の王国」

長崎/佐世保

日本最大の広さ152万㎡を誇る
テーマパーク。
一日では回り切れないイルミネーション
のスポット、イベントが目白押し。

【1DAYパスポート】
おとな・中人・小人・シニア 各 200円OFF

〈開催期間〉 ～2020/5/6

志摩スペイン村
パルケエスパーニャ

三重/志摩
※スマホクーポン不可。

冬休み限定プロジェクションマッピング
「太陽・月 ラプソディア」を上演。
世界のフェスティバルを巡る光と
音楽の旅に皆さまを誘います。
【上演期間】  
12 / 21 （土）～2020 /1/ 5 （日） 

【パスポート】
おとな（18～64歳） 5,400円 ⇒ 4,900円
シニア（65歳以上） 3,600円 ⇒ 3,250円
中人（中学・高校生） 4,400円 ⇒ 4,000円
小人（3～11歳） 3,600円 ⇒ 3,250円

〈特典期間〉11/15～2020/2/29676009

神戸船の旅 コンチェルト
兵庫/神戸

神戸ハーバーランドから出航する
クルーズ船「コンチェルト」は神戸
の景色、落ち着いた船内での料理
や音楽を楽しめます。

【乗船料】
ランチクルーズ（12：00～14：00）           2,900円（税別） ⇒ 500円
ティークルーズ（14：30～16：00）　  2,200円 （税別）⇒ 500円
トワイライトクルーズ（17：15～19：00）  2,500円（税別） ⇒ 500円
ナイトクルーズ（19：30～21：30）              2,900円 （税別）⇒ 500円

く備
ール 
お楽

定）

N』
人」
井
舞
と

。

ボル。

0円
0円

価格

©'76, '91, '01, '05, '10, '19 SANRIO CO.,LTD. APPROVAL No.T60093002

676039

©ハウステンボス/J-19203

〈特典期間〉～2020/3/31

全国各地

全
国

ハーモニーランド 
大分/速見郡

クリスマスイベントでは、クリスマス
限定のパレードや、キャラクターグ
リーティングに加え、特定の夜間営
業日にはイルミネーションイベント
も開催します。また、年始にはお正
月にふさわしいおめでたいイベント
も開催を予定しています。

〈開催期間〉11/1～2020/1/31

※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。
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画像提供：横浜市観光情報

身体を

楽しく

〈特典申込期間・チケット有効期間〉 11/15～2020/1/31 〈特典有効期間〉 ～2020/3/31
〈チケット有効期間〉 発券日より1か月後の同日

660370

横浜みなとみらい万葉俱楽部

みなとみらいの
景色を見ながら

心も身体も癒すこと
ができます！

都会の日常に
極上のスパ時間を。

【2名様】入館料＋セルフワンドリンク 
大人（中学生以上） 6,798円 ⇒ 4,600円
※入湯税100円が別途発生いたします。
※深夜3時を過ぎてご滞在の場合、別途深夜料金1,980円が発生いたします。

661038

横浜天然温泉「SPA EAS」

【入館券】
平日  2,454円 ⇒ 1,900円
土・日・祝日  2,784円 ⇒ 2,200円
※18歳未満利用不可。
※深夜3：00～朝6：00のご滞在は深夜割増料が必要となります。

使 使

不思議な世界に、
カメラを持って
出かけよう！

「チキンラーメンの女房
安藤仁子展」開催中！

動物との“ライブ感 ”
あふれる感動体験が
できるパーク。

〈特典申込期間〉 11/15～2020/1/31 
〈チケット有効期間〉 11/15～2020/1/31 

763974

横浜トリックアートクルーズ

【入館料】
おとな（高校生以上） 入場券＋謎解き 
1,200円 ⇒ 900円
こども（4歳～中学生）入場券＋ゲームブック 
900 円 ⇒ 700円

使

〈特典申込期間〉 12/1～26
〈チケット有効期間〉2020/1/9～31

760042

オービィ横浜

1日パスポートチケットを抽選で
10名様にプレゼント 
※1つの会員IDにつき、お申込みは1枚まで。

カップヌードル
ミュージアム 横浜 

横浜トリックアート
クルーズ
横浜トリックアート
クルーズ

みなとみらいみなとみらい

桜木町桜木町

オービィ横浜オービィ横浜

カップヌードル
ミュージアム 横浜 
カップヌードル
ミュージアム 横浜 

横浜赤レンガ倉庫横浜赤レンガ倉庫

【入館料】 一般価格 通常特典価格

無料400円500円おとな

期間限定価格

※高校生以下は入館無料。※入館は17：00まで。

ゲームブック

謎解き

〈特典期間〉 11/15～2020/1/6 679211

冬の横浜はクリスマスの装飾などに彩られ、いつも以上にわくわくがあふれます。
昼はレジャー施設で遊びつくし、夜はイルミネーションや夜景を楽しむ。
冬休みの 1日を、そんな風に過ごしてみてはいかがでしょうか？

このエリアをピックアップ！

横
浜
特
集

■2019_12月号_P9_横浜特集


