
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

愛知

イルミネーションと一緒に楽しむ！

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。

中部エリア

▲ 新登場の水上イルミネーション「Frozen Ocean」

▲ ジュエルガーデン

地元三河湾で獲れた海産物や
特産品を豊富に取り扱っています。

蒲郡海鮮市場

5%OFF
更に、お買い上げの方に
ちょっぴりプレゼント（おまかせ）
※一部除外あり（特売品店内割引品があるため）

761387
〈特典期間〉～2020/3/31

中部地区最大級のマリーナや三河湾
が一望でき、身体の芯から温まります。

愛知/蒲郡

天然温泉 ラグーナの湯 

大人（中学生以上）入浴料
1,030円 ⇒ 830円
660934

〈特典期間〉11/25～2020/1/31
※ご利用可能人数1〜10名まで。

愛知/蒲郡

タルゴラグーナ

① 温海水のジェットプール
（タラソプール）1日利用 

一般価格 会員価格 期間限定価格
4,400円 3,100円 2,400円

②タラソテラピー1日コース（季節コース）
20％OFF
660207

〈特典期間〉11/25～2020/1/31
※ご利用可能人数1〜10名まで。

▲ 光の草原

▲ 「青の宮殿」

中
部

「史上最光の冬のラグーナ」。6大イルミネーションに3大マッピングショー、
10種類のフォトスポットと、今年の冬もラグーナで間違いなし！

迷路のようなプールを巡るうちに
海水の浮力とジェットの水流が筋肉の緊張を解きほぐします。

●〈開催期間〉 ～2020/3/31
愛知/蒲郡

ラグーナテンボス 
ラグナシア ※土日祝日については5%OFFにてご利用頂けます。

※除外日：12/31

670611 〈特典期間〉～2020/1/31

【観覧券（園内観覧）・パスポート】

平日限定 10%OFF
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※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。

オアシスパーク 
トレジャーストーン
発掘隊

【利用料金】
600円 ⇒ 500円
※除外日：12/9、2020/1/14、2/10
※対象年齢2歳以上（2歳未満のお子さまはご利用いただけません。）

768873 〈特典期間〉～2020/2/29

三重

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！

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。

冬の楽園祭の恒例イベントとして大人気の【キャンドルナイト】です。ガラスドー
ムには、地元幼稚園の園児が描いたオリジナルキャンドルホルダーを飾った
キャンドルツリーが並び、その周囲を色とりどりのキャンドルで囲んで、幻想
的な空間を演出します。

オアシスパーク ポケットカフェ
 （河川環境楽園オアシスパーク内）

おもてなしの宿
冬のあったか鍋会席プラン同時開催中 !
鍋の種類は各施設ごとで異なります。

450円以上のクレープが
50円OFF
656260

※除外日：12/22〜2020/1/13

530165 ~2020/2/29

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〉
12/21～2020/１/5

素材にこだわり！
バリエーション豊かなクレー
プが人気のポケットカフェ。

松阪牛の
しゃぶしゃぶ鍋
会席プラン
三重のブランド牛【松阪牛】は
しゃぶしゃぶでお肉の旨みを堪能で
きます！ポン酢であっさりとお召し上
がりください。

全天候型宝石探しアトラクション
「トレジャーストーン発掘隊」
人気の「鉱山発掘体験ツアー」の
参加者として宝石探しに挑戦！

※休前日は料金が異なります。
※�小学生の夕食は小学生用鍋会席コース、幼児の食事ありプランご予約の場合はお子様御膳となります。

ベネフィット・
ステーション 賢島

平日・休日 和室 2名以上1室お1人様／1泊2食

 10,700円

岐阜

 （セブンマルチコピー機のみ）

676011
〈チケット発券期間〉12/1～2020/2/28
〈チケット有効期限〉12/1～2020/2/29
※除外日：2020/1/14〜23、2/3〜7
※写真はイメージです。

三重/志摩

志摩スペイン村
パルケエスパーニャ

【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

三重/鈴鹿

鈴鹿サーキット

676011 〈特典期間〉12/21～12/31

①【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

入園無料デー
12/21（土）〜31（火）限定

●〈開催期間〉  冬の楽園祭 11/23～2020/1/5 
キャンドルナイト 12/7、8、14、15、21～25 予定

岐阜/各務原

河川環境楽園オアシスパーク キャンドルナイト

中
部

念校 2019.10.25

② ウィンターパスポート（入園＋
のりもの乗り放題）※一部機種除く 一般価格 期間限定価格

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（60歳以上） 3,100円 2,000円

676039
※スマホクーポンは不可。
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漁師の店 こだわり

通常のお食事メニュー全品 100円OFF
※ご利用可能人数1〜2名様。

t40032253
〈特典期間〉～2020/3/31

福井 / 芦原

大江戸温泉物語 芦原温泉 あわら

福井 イルミネーションと一緒に楽しむ！

毎月新鮮な素材でのご提供に
こだわり。輪島港で水揚げした
地物の魚が充実。

イルミネーションと一緒に楽しむ！

千枚田を彩るLEDは「ペットボタル」と呼ばれ、昼間の太陽光エネルギーで
充電し、暗くなると自動で発光する仕組みです。ピンク、グリーン、ゴールド、
ブルーに変化する優しい世界。自然エネルギーだけを利用したエコなイルミネー
ションイベントです。

●〈開催期間〉 10/19～2020/3/15
石川/輪島

輪島・白米千枚田 あぜのきらめき

石川/輪島

門前じんのびの湯

【利用料】
おとな(中学生以上) 520円 ⇒ 420円

660415
〈特典期間〉～2020/3/31

日本海に向かって大き
くとられた窓や露天風
呂からの眺めが自慢。
特に夕焼けの景色が
最高で、漁火が灯る
夜もロマンチック!

自慢の温泉は自家源泉100％
のかけ流し。
北陸の海の幸も食べ放題です。

古くから多くの文人墨客に愛されてきた芦原の名湯。温泉情緒とエンターテインメントを同
時に満喫できる宿。

2～6名1室／1泊2食
8,380円～14,914円

6,980円～14,914円
※除外日：12/30〜2020/1/2

240166
~2020/3/31

石川

日本海側最大級のテーマパーク
「芝政ワールド」で開催する
北陸最大級の屋内イルミネーション。

●〈開催期間〉 11/16～2020/4/5の
土日祝、12/21～2020/1/5
福井/坂井

芝政ワールド

760424 〈特典期間〉 11/16～2020/4/5の土日祝、12/21～2020/1/5
※11月・3月・4月は利用料とは別に芝政ワールド入場料金が必要です。

利用料（イルミネーション） 一般価格 期間限定価格
おとな（中学生以上） 800円 700円
こども（3歳～小学生）・シニア（65歳以上） 600円 500円

中
部
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※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。
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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！

新潟 / 新潟

新潟モノリス 

①フリードリンク付 ビュッフェ 6,050円 ⇒ 5,550円
②フリードリンク付 コース 7,050円 ⇒ 6,550円
更に、乾杯酒　人数分プレゼント

※除外日：12/28〜2020/1/3
※価格は税抜です。
※30名〜のみ予約可。

t40027775
〈特典期間〉〜2020/2/29

予約制・新潟駅万代口か
ら徒歩約 5 分の洗礼され
た空間は、忘年会・新年
会も承れるパーティース
ペース。
イルミネーションを愉しんだ
後は仲間たちと素敵な宴を
お得なプランで。

大人がゆっくりくつろ
げる空間でリラックス
効果満点！
新潟県産の特別栽
培米や有機・減農薬
栽培の野菜などの素
材を厳選。体に良い
もの・やさしいものを、
ご用意しています。

今年で32 回目を迎える新潟
の冬の風物詩。新潟駅南の
けやき通りが無数のイルミ
ネーションで彩られます。点
灯初日には、地元小学校の
パフォーマンスやゴスペルラ
イブなどがあり、飲食ブース
も出店して盛り上がります。
雪の降る夜は、さらに幻想的
な雰囲気に。

美しい料理と楽しい会話で心地よい時間を。

ディナーブッフェ 10%OFF（1ドリンク付）
※要予約。

t40031718

富山/富山

コーヒー＆レストラン カフェ･イン･ザ･パーク ／
ANAクラウンプラザホテル富山

冬のホットスポットうみがたり！
冬季限定ドルフィンパフォーマンスも注目。

766476
〈特典期間〉11/30〜12/29

【入館料】 
おとな（18才以上） 1,800円 ⇒ 1,700円 
高校生 1,100円 ⇒ 1,000円 
小中学生 900円 ⇒ 800円 
幼児（4才以上） 500円 ⇒ 450円 
シニア（65才以上） 1,500円 ⇒ 1,400円 
更に、鯉ガチャを1人1つプレゼント！

●〈開催期間〉 〜12/29
新潟/上越

上越市立水族博物館
うみがたり

※�スマホクーポンは不可。

新潟

富山

カフェ オードリー

ランチタイムのお食事に
プチデザート無料サービス

※ご利用可能人数1〜5名様

t40032025
〈特典期間〉〜2020/3/31

中
部

念校 2019.10.25

●〈開催期間〉 
　12/6〜2020/1/31
新潟 / 新潟

NIIGATA
光のページェント

公園のシンボルである天門橋と泉と滝の
広場をLEDでライトアップ。高さ11mの
イルミネーションツリーも設置され、冬の水
辺を鮮やかに彩ります。12月21日には約
1,600 発の音楽花火が打ち上げられ、花
火とイルミネーションの美しい競演が楽しめ
るイベントも。

●〈開催期間〉 10/12〜2020/2/24
富山/富山

富山県富岩運河環水公園
環水公園スイートイルミネーション2019
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自然の森に囲まれた解放感いっぱいの
森林の湯。

お部屋は広々としたノースウイングイルミ
ネーションビュールーム確約！
お食事は豊富なメニューを取り揃えたビュッ
フェスタイルです。

つま恋リゾート 彩の郷 森林の湯 

静岡/掛川

つま恋リゾート 彩の郷（宿泊）

2～5名1室お1人様／1泊2食
 10,100円～18,100円

 8,700円～18,100円
滞在期間中の温泉館「森林の湯」利用券付
滞在期間中のイルミネーション入場券付
イルミネーションビューのお部屋確約

光と音楽が融合したサウンドイルミネーション。
つま恋の森に200 万球の光が点灯し、
幻想的な空間に包まれます。

●〈開催期間〉 10/26～2020/6/30
静岡/掛川

つま恋リゾート 彩の郷 
サウンドイルミネーション 

※�スマホクーポンは不可。

A日程 B日程
入場料金 一般価格 期間限定価格 一般価格 期間限定価格
おとな（中学生以上） 1,300円 1,200円 1,000円 900円
小学生 700円 600円 500円 400円

768872 ~2020/5/6
〈特典期間〉

静岡

イルミネーションと一緒に楽しむ！

・A日程：12/21～2020/1/5
・B日程：�11/1～12/20、2020/1/6～2/2、�2/8、9、11、15、16、22～24、�

29、3/1、7、8、14、15、�3/20～4/5、5/2～5/6

~2020/1/31
※�こども（小学生）につきましては、�
通常の会員価格となります。

664112入湯料 一般価格 会員価格 期間限定価格
おとな（中学生以上） 1,100円 900円 700円
こども（小学生） 550円 400円

※�除外日：12/28～2020/1/4,2/17～18、�
20～21、24～25、27～28、3/2～3、5～6

183604 ~2020/3/19

中
部
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長野/北佐久

星野温泉
トンボの湯 

【入浴料】 
おとな(中学生以上) 1,350円 ⇒ 1,150円
こども(3歳～12歳) 800円 ⇒ 700円

※12/28～2020/1/3は別途料金が発生いたします。

663615

イルミネーションと一緒に楽しむ！

※おとな（中学生以上）で最大6,000円相当。
※�のりもの3回券の利用除外サービスは会
員専用サイトにてご確認ください。

※�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。

※�画像は2018年に開催した際のもので、
イメージです。

● 中央自動車道河口湖インターから車で約10分

道の駅富士吉田

【軽食コーナー】 
うどん並盛から大盛への追加料金 無料

山梨/富士吉田

ふじやま温泉

【入館料】
平日 おとな（中学生以上）
1,500円 ⇒ 1,400円
土・日・祝日 おとな（中学生以上）
1,800円 ⇒ 1,700円

※料金には入館料、館内着、バスタオル、フェ
イスタオルのレンタルが含まれております。�
※朝風呂（6～ 9時）のご利用はできませんので
ご注意ください。�
※年末年始は土・日・祝日料金の適用となります。

660596

※�クーポン1枚につき1名様～
20名様まで適用。

678154
〈特典期間〉

～2020/3/31

富士山に一番近い道
の駅。休憩所・軽食
コーナーから物産展や
水汲み場もある充実し
た施設。

富士山の雄大な眺望
と合わせ、身体も心
もしっとり癒せます。

長野

●〈開催期間〉 ～12/25（予定）
山梨/富士吉田
● 富士急行線富士急ハイランド駅より徒歩約1分

富士急ハイランド

〈特典期間〉2020/1/25～1/26
676026

〈特典期間〉11/23～12/22

フリーパス 一般価格 会員価格 期間限定価格
おとな（18歳以上） 6,200円 6,000円 5,500円
中高生 5,700円 5,500円 5,000円
小学生 4,500円 4,300円 4,000円
幼児（1歳以上）・シニア(65歳以上) 2,100円 2,000円 1,900円

フリーパス 一般価格 会員価格 期間限定価格
おとな（18歳以上） 6,200円 6,000円 4,300円
中高生 5,700円 5,500円 3,600円
小学生 4,500円 4,300円 2,800円
幼児（1歳以上）・シニア(65歳以上) 2,100円 2,000円 1,900円

「軽井沢星野エリア」のクリスマステーマは「幸
せが灯る街」。 幸福をもたらすといわれる「や
どりぎ」を象ったイルミネーションをはじめ、クリ
スマスを待ち望む「アドベントナイツ」など、
訪れる人々が幸せな気持ちになり心が温まるク
リスマスイベントです。

●〈開催期間〉 11/16～12/25
長野/軽井沢

軽井沢星野エリアのクリスマスキャンドルナイト2019

※�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。あらかじめご了承ください。

※�本券1枚で5名まで利用可能

621200
〈特典期間〉～2020/3/22

毎分400リットルの豊かな湯
量と源泉掛け流しの柔らか
なお湯は「美肌の湯」として
親しまれています。

山梨
イルミネーションと一緒に楽しむ！

“世界一”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お楽しみ頂けます。

2019 年 7 月客室フルリニューアル！
富士急ハイランドのオフィスホテル。

長野/北佐久

軽井沢
プリンスホテル
スキー場 

【1日券】 
11/2～12/20および2020/3/23～4/5
おとな  4,900円 ⇒ 4,400円
中高生・シニア 3,900円 ⇒ 3,400円
12/21～2020/3/22
おとな  5,700円 ⇒ 5,200円
中高生・シニア 4,700円 ⇒ 4,200円

【のりもの3回券】 

2020/1/25～1/26の期間限定価格
おとな（中学生以上）

3,400円
小学生

2,100円
幼児（1歳～6歳）・シニア（65歳以上）

1,400円

山梨/富士吉田

ハイランドリゾート ホテル&スパ（宿泊）

2～3名1室お1人様／1泊朝食
 12,600円～23,600円

 11,100円～23,600円

190288

・A日程：12/21～2020/1/5
・B日程：11/1～12/20、2020/1/6～2/2、2/8、9、11、15、16、22～24、

29、3/1、7、8、14、15、3/20～4/5、5/2～5/6

~2020/3/31

中
部

念校 2019.10.25

12_P08-13_中部_イルミ_CC2018_1030.indd   13 2019/11/06   18:04



コロナの湯
ご近所リゾート コロナの湯！
露天風呂、岩風呂、炭酸風呂、健美効炉など個性
豊かな温泉・サウナを安全にお楽しみいただけます。
様々な効果を実感して心も身体もリフレッシュしま
しょう♪

愛知県

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

覚えておきたい 便利サービス
日々の生活で役立つ！

ライフメニュー

メニューNo. エリア メニュー名 利用方法 特典
662619 愛知/安城 天然温泉  コロナの湯  安城店

レンタルタオルセット
（バスタオル・フェイスタオル）

通常250円 ⇒ 無料

662607 岐阜/大垣 天然温泉  コロナの湯  大垣店
662606 愛知/豊川 天然温泉  コロナの湯  豊川店
662618 愛知/名古屋 天然温泉  コロナの湯  中川店
662620 愛知/半田 天然温泉  コロナの湯  半田店

全国

aprecio

【新規】 新規入会金無料
【既存】 利用料金200円OFF
※�既存会員様特典は500円以上ご利用の方が
対象となります。

※他割引・サービス券との併用不可。

760094
〈対象期間〉～2020/3/31

愛知/名古屋・豊橋

アスカスポーツ

都度利用料 
3,300円 ⇒ 1,650円/回
入会金（おとな会員） ⇒ 無料
622210 

〈対象期間〉～2021/3/31

中部エリア中心

TAiSEiKAN

初回利用の方限定 
全コース通常価格より
10％OFF
※他券との併用不可。

662902
〈対象期間〉～2021/3/31

愛知/名古屋

RAKU SPA GARDEN
名古屋

平日 
おとな　 1,628円 ⇒ 1,408円
土日・祝日 
おとな 　1,848円 ⇒ 1,628円
※中学生以上。

664359
〈チケット発券期間〉～2021/3/31
〈チケット有効期限〉発券日より

2ヵ月後の同日23：59まで

天然温泉  コロナの湯  安城店

天然温泉コロナの湯  大垣店

天然温泉  コロナの湯  中川店C
M
Y
K

１００%
８１%
０％
４５％

小田原店
フォント：ＤＦ行書体（フチ線0.25Ｐ有り）

豊
川
店

豊
川
店

中
川
店

中
川
店

半
田
店

半
田
店

小
田
原
店

小
田
原
店

大
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店

大
垣
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安
城
店

安
城
店

福
山
店

福
山
店

小
倉
店

小
倉
店

コロナの湯ＰＯＰ用ロゴ

ご利用可能人数1〜4名まで

天然温泉コロナの湯  豊川店
天然温泉コロナの湯  半田店

中
部
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カルビ一丁

浜木綿

「健康・安心」をお届けする
ヘルシーな中国料理が魅力！
素材にこだわった料理は
美味しくてリーズナブル。

とことん味にこだわったカルビ
一丁の焼肉はとにかく、旨い！
厳選した牛肉を秘伝のタレで
いただく新感覚の焼肉店です。
冷麺、ビビンバなど
食事メニューも充実♪

グルメメニュー

エリア 店舗 利用方法 特典 対象期間
愛知/豊橋 花田店

お会計の
10％割引!!

（上限5,000円）

11/15～
2020/2/29

愛知/豊橋 平川店
愛知/豊橋 豊橋店

愛知/名古屋 大曽根店
愛知/豊川 豊川店
静岡/静岡 静岡店
静岡/富士 富士店
静岡/浜松 浜北店

エリア 店舗
愛知/半田 半田店
愛知/岡崎 岡崎南店
愛知/岡崎 岡崎北店

愛知/西春日井郡 豊山店
愛知/春日井 春日井店

静岡/浜松 浜松西インター店
岐阜/可児 可児店
岐阜/大垣 大垣店
岐阜/岐阜 岐阜県庁前店
三重/桑名 桑名店

三重/四日市 四日市店
三重/鈴鹿 鈴鹿店

エリア 店舗 利用方法 特典 対象期間
愛知/豊田 豊田店

月替わり
の試食品
サービス
×人数分

～2020/3/31

愛知/豊川 豊川店
愛知/名古屋 山手通本店

愛知/一宮 一宮店
愛知/長久手 名古屋インター東店
愛知/名古屋 新瑞橋店
愛知/名古屋 白土店
愛知/名古屋 昭和橋通店
愛知/名古屋 守山大森店
愛知/名古屋 岩塚店
愛知/名古屋 黒川店
愛知/名古屋 末盛店

中部エリア11店舗

寧々家
お会計の10％OFF
※ディナータイムのみ。※コース・飲み放題注文時は除く。
※最高割引額5,000円。

寧々家 11/25~2020/1/31

中部エリア41店舗

にぎりの徳兵衛
お持ち帰り商品限定 1会計10％OFF
※�FC店舗・関西国際空港店は対象外です。
※お持ち帰りの商品のみ対象。

徳兵衛 11/25~2020/1/31

中
部

念校 2019.10.17

カルビ一丁

浜木綿
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BEFORE BEFORE

AFTER AFTER
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コ
ミ
コ
ミ
定
額
！

アサマ2000パーク
長野/小諸

リフト1日券
大人　平　日 2,500円 ⇒ 2,000円
　　　土日祝 4,000円 ⇒ 3,500円
※12/30～1/3は祝日扱い
※その他割引券との併用は不可
※クーポン1枚につき4名様まで適用。

※特典対象店舗は会員専用サイトを
　ご確認ください。
※貴金属、お酒は対象外。

使貯

〈特典期間〉12/21～2020/4/5622519

トレジャーファクトリー（店舗）
東北・関東・中部・近畿・九州/58店舗

〈特典期間〉～2020/3/31
656368

KINTO ONE

〈特典期間〉～2020/3/31656284

靴専科

〈特典期間〉～2020/3/31656363

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～

取扱い車種 拡大中！
月々定額のお支払いで、トヨタの新車に３年間お乗りい
ただけます。登録時の税金、諸費用に加えて任意保険、
毎年の自動車税、定期メンテナンスなど保有期間中に
発生する費用も込み。３年間の契約満了後は、新車に乗
り換えるか返却するだけ！

中部エリア145店舗

〈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

Web申込みでKINTO ONE ご契約者様に
50,000円分のJCBギフト券をプレゼント

【共通特典】
買取価格10％UP

東北・四国・九州・沖縄を除く100店舗

クーポン提示のお客様へ、
お会計より10%OFF
※物販品・革衣類修理・スーツケース修理は対象外です。

中部 編

期間限定で特別特典が登場！

定額で新車に乗れる！

家に眠っている日用品、服、買い取りますエスカレーター付きのちびっ子広場で
親子揃って楽しめる！

靴やバッグが洋服のように洗える

最
新
の
ニ
ュ
ー
ス
や
メ
ニ
ュ
ー

レゴランド®の屋外テーマパーク！
2020年3月の7日間限定でパスポートがお得！！

レゴランド®・ジャパンホテル

2020年3月 7 日（土）・8 日（日）・14日（土）・15日（日）・
20日（金・祝）～22日（日）

対象
日程

2019年12月9日（月）12：00～申込
日時

1DAY パスポート おとな・こども共通
先着 800 名様限定 2,000 円
先着割終了後 2,200 名様限定 3,000 円

※3歳未満は無料。※お申込み後のキャンセルや人数変更はできません。
※会員専用サイトにアクセスし、メニューNo.763603を検索し、表示された案内に従ってお申込みください。
※クレジットカードでのお支払いのみとなります。
※チケットに引き換える必要がなく、エントランスにて直接デジタルクーポンコードのバーコードをご提示いただき、読み込む事でご入場いただけます。
※先着順での受付となります。枚数に限りがあり、なくなり次第販売終了となります。
※対象日程のうち、1日に限り有効です。

1室料金（最大おとな2名、こども3名まで）1泊朝食

261279

16,300円～30,300円
17,500円～31,500円A

B

【その他特典】

※写真はイメージです。
LEGO, the LEGO logo, the Brick and Knob configurations, the Minifigure, NINJAGO, and LEGOLAND are trademarks of the LEGO Group. 
©2019 The LEGO Group. LEGOLAND is a part of Merlin Entertainments plc.

3周年を迎えるLEGOLAND® Japanを遊びつくそう！

レゴランド®・ジャパン・リゾートを家族で楽しもう！

▲ザ・ドラゴン
巨大なレッドドラゴンなど、たくさんの動くレゴ®モデ
ルを通り抜け、お城を駆けめぐろう！

▲サブマリン・アドベンチャー
レゴ®ダイバーの一員になって、海底にある秘密の古
代遺跡を探検！

▲フライング・ニンジャゴー®
ドラゴンの背中に乗って、ニンジャのように空を自由
に飛び回ろう！

6%分のベネポプレゼント

ベネフィット・ステーション会員専用サイトからのお申込み限定！

763603使

使 貯

※料金・最新の空室状況は日々変動しますので
必ず会員専用サイトよりご確認をお願い致します。

※添い寝幼児無料。

愛知

名古屋

LEGOLAND®

 Japan 

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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