
t40025504

※除外日：12/28～2020/1/3　※ご利用可能人数：～10名
※コース・飲み放題・フェア・キャンペーンメニュー注文時は除く。

KYOTO TOWER SANDOバル

【ディナー】お会計の20％OFF

京都の絶品地酒や京都クラフトビールをはじめ、ドリンクが
種類豊富。日本酒とビールの利き酒セットも人気です。

京都タワー大浴場～YUU～

朝7:00から営業。 地
下3階にある大浴場
は広々とした造り。 
ゆったりと旅の疲れ
を癒すスポット！

671325

京都タワー展望室
京都/京都

京都/京都

京都/京都

〈開催期間〉 ～2020/１/31イリュージョンミュージアム
～幻影博物館～ 

大阪/大阪

大阪/枚方

摩訶不思議、イリュージョンの世界が
「ミライザ大阪城」に出現！

この冬 満喫したい

〈特典期間〉11/15～2020/1/31676430

【入場料】
10％OFF
更に、梅田スカイビルオリジナル
フィギュアを1グループに1個プレゼント

767410

セット券（入場料＋ショー観覧券）   10%OFF
更に、 ポストカード プレゼント 

〈特典期間〉11/15～12/31

大阪城イルミナージュ 
大阪/大阪

〈開催期間〉 11/22～2020/3/1

〈特典申込期間〉11/22～2020/3/1 12:00
〈チケット有効期間〉11/22～2020/3/1 

768891

【入場料】
おとな（中学生以上） 1,500円
小人（3歳～小学生） 800円
申込み1枚につき1個LEDグッズ（通常500円）プレゼント

〈特典期間〉11/11～2020/１/31661385

【入浴料】
おとな　平日 770円 ⇒ 720円 

土日祝 910円 ⇒ 860円
こども（2歳以上～小学生） 全日 450円 ⇒ 400円
更に、バスタオルレンタル無料（通常100円）

t40021472

※お電話にて要予約。
※ご利用可能人数：2名～
※除外日：各店へお問い合わせください。

〈特典期間〉12/1～2020/2/29

前日まで

京鼎樓（ジンディンロウ） 枚方店

京鼎樓　翡翠コース全8品  5,940円  ⇒   2,970円
★翡翠コース利用者限定！

飲み放題2時間が特別価格（通常プラス2,200円が1,650円 ）

本場台湾の名店「京鼎小館」と
「京鼎樓」の流れを伝える
小籠包専門店
コンセプトはずばり「小籠包カフェ」。
看板メニューの極薄皮の中に秘伝のスープと旨味タッ
プリの肉汁。京鼎樓の看板メニューショウロンポウは必
食のメニュー！熱々をどうぞ！ひらかたパーク 

大阪/枚方

〈開催期間〉 11/3～2020/3/1の土日祝、12/16～2020/1/6

〈チケット発券期間〉
12/6  17:00～2020/3/1 12:00

〈チケット有効期間〉12/7～2020/3/1

670779
※休園日は、ひらかたパークの公式HPをご確認ください。

【フリーパス引換券付入園券】
おとな（中学生以上） 4,400円 ⇒ 3,900円
小学生 3,800円 ⇒ 3,400円
2歳～未就学児 2,600円 ⇒ 2,500円

【ウインターカーニバル入場券付入園券】
おとな（中学生以上） 2,000円 ⇒ 1,500円
こども（2歳～小学生） 1,200円 ⇒ 1,000円

梅田スカイビル・
空中庭園展望台

大阪/大阪

地上173メートル。視界360°。
風を感じながら迫力の景観をご覧いただけます。

〈開催期間〉 11/15～12/25（ドイツ・クリスマスマーケット）

〈特典申込期間〉11/23～2020/2/29
〈チケット有効期限〉

発券日から１カ月後の月末まで

762747
【当日入場料】

おとな（18歳以上）   1,500円 ⇒ 1,200円
中高生（12～17歳）   1,200円 ⇒　  960円

ハルカス３００
（展望台）

大阪/大阪

日本一高いビルから見える圧巻の
夜景とプロジェクションマッピング
の融合をお楽しみください。

〈開催期間〉11/23～2020/2/29

【入場券】
平日　　3歳以上 2,400円 ⇒ 1,200円
土日祝　3歳以上 2,400円 ⇒ 1,700円

〈特典申込期間〉11/15～12/27 12:00
〈チケット有効期間〉11/15～12/27

760984
※2歳以下無料。

レゴランド®・ディスカバリー・センター大阪
大阪/大阪

イルミネーションがきれいな天保山エリア。レゴランド・ディスカバリー・
センター大阪では家族で楽しめるレゴ®のクリスマスパーティを開催！

〈開催期間〉 11/23～12/29

「タイムトラベル」をテーマに、“時計の精”が
皆さまを美しいイルミネーションへと
ご案内します。

「 大 正 浪 漫 の 世界 」を
テーマにイルミネーション
を展開！
最も輝いていた大大阪
時代にタイムスリップ！

使

使

〈特典期間〉～2020/3/31

京都玄関口に佇む地上100mの京都タワーで、 360°パノラマビュー。

50％OFF

※開催期間については予定となります。

使
〈特典期間〉11/25～2020/1/31

【展望料金】 一般価格 会員価格
650円
500円
400円

700円
550円
450円

800円
650円
550円

おとな
高校生
小・中学生

期間限定価格

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。

近畿エリア

イルミネーションと一緒に楽しむ！

イルミネーションガイドイルミネーション
イルミネーションガイド

京都

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！

大阪

〈開催期間〉 
12/7～2020/3/1

ウインター
カーニバル
アイススケートと雪遊びを
お楽しみいただけます！
※フリーパスではご利用いただ
けません。

※スケート貸靴のご利用には、貸靴
料金（700円）が別途必要です。

イベント
情報

近
畿

近
畿

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
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t40025504

※除外日：12/28～2020/1/3　※ご利用可能人数：～10名
※コース・飲み放題・フェア・キャンペーンメニュー注文時は除く。 

KYOTO TOWER SANDOバル

【ディナー】お会計の20％OFF

京都の絶品地酒や京都クラフトビールをはじめ、ドリンクが
種類豊富。日本酒とビールの利き酒セットも人気です。

京都タワー大浴場～YUU～

朝7:00から営業。 地
下3階にある大浴場
は広々とした造り。 
ゆったりと旅の疲れ
を癒すスポット！

671325

京都タワー展望室
京都/京都

京都/京都

京都/京都

〈開催期間〉 ～2020/１/31イリュージョンミュージアム
～幻影博物館～

大阪/大阪

大阪/枚方

摩訶不思議、イリュージョンの世界が
「ミライザ大阪城」に出現！

この冬 満喫したい

〈特典期間〉11/15～2020/1/31676430

【入場料】
10％OFF
更に、梅田スカイビルオリジナル
フィギュアを1グループに1個プレゼント

767410

セット券（入場料＋ショー観覧券） 10%OFF
更に、 ポストカード プレゼント 

〈特典期間〉11/15～12/31

大阪城イルミナージュ
大阪/大阪

〈開催期間〉 11/22～2020/3/1

〈特典申込期間〉11/22～2020/3/1 12:00
〈チケット有効期間〉11/22～2020/3/1 

768891

【入場料】
おとな（中学生以上） 1,500円
小人（3歳～小学生） 800円
申込み1枚につき1個LEDグッズ（通常500円）プレゼント

〈特典期間〉11/11～2020/１/31661385

【入浴料】
おとな　平日 770円 ⇒ 720円 

　土日祝 910円 ⇒ 860円 
こども（2歳以上～小学生）　全日     450円    ⇒  400円
更に、 バスタオルレンタル無料 （通常100円）

t40021472

※お電話にて要予約。
※ご利用可能人数：2名～
※除外日：各店へお問い合わせください。

〈特典期間〉12/1～2020/2/29

前日まで

京鼎樓（ジンディンロウ）枚方店

京鼎樓　翡翠コース全8品  5,940円  ⇒ 2,970円
★翡翠コース利用者限定！
　飲み放題2時間が特別価格（通常プラス2,200円が1,650円 ）

本場台湾の名店「京鼎小館」と
「京鼎樓」の流れを伝える
小籠包専門店
コンセプトはずばり「小籠包カフェ」。
看板メニューの極薄皮の中に秘伝のスープと旨味タッ
プリの肉汁。京鼎樓の看板メニューショウロンポウは必
食のメニュー！熱々をどうぞ！ひらかたパーク

大阪/枚方

〈開催期間〉 11/3～2020/3/1の土日祝、12/16～2020/1/6

〈チケット発券期間〉
12/6  17:00～2020/3/1 12:00

〈チケット有効期間〉12/7～2020/3/1

670779
※休園日は、ひらかたパークの公式HPをご確認ください。

【フリーパス引換券付入園券】
おとな（中学生以上） 4,400円 ⇒ 3,900円
小学生 3,800円 ⇒ 3,400円
2歳～未就学児 2,600円 ⇒ 2,500円

【ウインターカーニバル入場券付入園券】
おとな（中学生以上） 2,000円 ⇒ 1,500円
こども（2歳～小学生） 1,200円 ⇒ 1,000円

梅田スカイビル・
空中庭園展望台

大阪/大阪

地上173メートル。視界360°。
風を感じながら迫力の景観をご覧いただけます。

〈開催期間〉 11/15～12/25（ドイツ・クリスマスマーケット）

〈特典申込期間〉11/23～2020/2/29
〈チケット有効期限〉

発券日から１カ月後の月末まで

762747
【当日入場料】　

おとな（18歳以上）   1,500円 ⇒ 1,200円 
中高生（12～17歳）   1,200円 ⇒　  960円

ハルカス３００
（展望台）

大阪/大阪

日本一高いビルから見える圧巻の
夜景とプロジェクションマッピング
の融合をお楽しみください。

〈開催期間〉 11/23～2020/2/29

【入場券】　
平日　　3歳以上 2,400円 ⇒ 1,200円 
土日祝　3歳以上 2,400円 ⇒ 1,700円 

〈特典申込期間〉11/15～12/27 12:00
〈チケット有効期間〉11/15～12/27

760984
※2歳以下無料。

レゴランド®・ディスカバリー・センター大阪
大阪/大阪

イルミネーションがきれいな天保山エリア。レゴランド・ディスカバリー・
センター大阪では家族で楽しめるレゴ®のクリスマスパーティを開催！

〈開催期間〉 11/23～12/29

「タイムトラベル」をテーマに、“時計の精”が
皆さまを美しいイルミネーションへと
ご案内します。

「 大 正 浪 漫 の 世界 」を
テーマにイルミネーション
を展開！
最も輝いていた大大阪
時代にタイムスリップ！

使

使

〈特典期間〉～2020/3/31

京都玄関口に佇む地上100mの京都タワーで、 360°パノラマビュー。 

50％OFF

※開催期間については予定となります。

使
〈特典期間〉11/25～2020/1/31

【展望料金】 一般価格 会員価格
650円
500円
400円

700円
550円
450円

800円
650円
550円

おとな
高校生
小・中学生

期間限定価格

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。

近畿エリア

イルミネーションと一緒に楽しむ！

イルミネーションガイドイルミネーション
イルミネーションガイド

京都

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！

大阪

〈開催期間〉
12/7～2020/3/1

ウインター
カーニバル
アイススケートと雪遊びを
お楽しみいただけます！
※フリーパスではご利用いただ
けません。

※スケート貸靴のご利用には、貸靴
料金（700円）が別途必要です。

イベント
情報

近
畿

近
畿

※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。
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ホテル丹後王国

天然ラジウム温泉と静かな客室でゆったりと過ごす
癒しのホテル。

▲ 石窯で焼く本格ピザは５種類から選べます。

▲ 動物ふれあい牧場は
ファミリーに人気。

〈特典期間〉～2020/3/31768951

ファミリー向けフードコート「七姫殿」にて、
ピザ（税別1,680円～）の20％OFF
※クーポンは注文時にご提示ください。
※対象のピザはソフトドリンクバー付です。
※お子様ピザセット・テイクアウトは特典対象外。

道の駅 丹後王国 「食のみやこ」
京都/京丹後

京都/京丹後

京都/嵐山

西日本最大級の道の駅です。色とりどりの木々と
海の生き物とのコラボが楽しいエントランスや光
の並木道など、華やかなイルミがお出迎えします。

〈開催期間〉 通年

奈良公園
しあわせ回廊なら瑠璃絵

奈良/奈良

平和への祈りを込めて春日大社・興福寺・東大寺の三社寺
を幻想的な瑠璃色の光の道でつなぎ、訪れる人々の姿を
優しいひかりで包みこみます。
祈りの数々が世界に届くように、瑠璃色の星がいつまでも
美しく輝くように、そんな願いを込めて実施しています。

〈開催期間〉 2020/2/8～14
t40021663

※要予約。※1～4名様に限る。
※除外日：12/21～25、12/31～2020/1/5

【ディナーバイキング】
3,750円 ⇒ 3,000円

● ○○○駅より徒歩約00分
ロイヤルオークホテル スパ＆ガーデンズ

〈特典期間〉～2020/3/31661151

【入浴料】
おとな（中学生以上） 1,600円 ⇒ 1,300円
こども 1,100円 ⇒ 800円
幼児 800円 ⇒ 600円

暖灯館 きくのや（日帰り入浴）
滋賀/大津・雄琴

ほっとする和の寛ぎ。暖かい灯りとおもてなし
の湖畔の宿。

t40014667

※要予約。　　　　　※2～10名様に限る。
※除外日：12/21～25、12/31～2020/1/5

前日まで

レストラン・ザ・ガーデン

【ランチ】
平日限定
ランチバイキング＋ワンドリンク＋温泉入浴
5,800円 ⇒ 3,500円

【ディナー】
平日限定
ディナーバイキング＋フリーフロー（90分）
6,700円 ⇒ 5,400円

雄大な琵琶湖を望む大きな窓からの眺望は絶景、開放
的なオープンキッチンで作られるお料理をバイキングで
どうぞ。ご友人ご家族などお子様からご年配のお客様
まで楽しめる、バイキングレストランです。

滋賀/大津　
琵琶湖ホテル

レストランセリーナ

美味につどう。ホテルビュッフェで至福のひとときを。

奈良/奈良　
ホテル日航奈良

京都嵯峨・嵐山周辺
京都・嵐山花灯路-2019 

京都/京都・嵯峨・嵐山

嵯峨・嵐山地域の水辺や竹林を含む自然景観や歴史的
文化遺産などの地理的諸条件を活かして、露地行灯な
どの「灯り」といけばな作品による「花」の演出により、
初冬の季節感を魅力的に表現するイベントです。ライト
アップされた渡月橋など見どころが満載。

〈開催期間〉 12/13～22（雨天決行）

663083

京都 嵐山温泉
風風の湯

【入泉料】
平日  
おとな（中学生以上） 1,000円 ⇒ 800円
3歳～小学生 600円 ⇒ 500円

土・日・祝日  
おとな（中学生以上） 1,200円 ⇒ 1,000円
3歳～小学生 600円 ⇒ 500円

更に、フェイスタオル（100円）プレゼント
〈特典期間〉11/11～2020/1/31

京都嵐山初の日帰り温泉。
野趣溢れる湯浴みをお愉
しみいただけます。 〈特典期間〉12/1～2020/2/14768895

びわ湖大津館オリジナルポストカードプレゼント
（1名様につき1枚）

びわこ花噴水
滋賀/大津

大津港のランドマーク「びわこ
花噴水」では、長さ約440m、高
さ約40mの世界最大級の噴水
ショーを開催。時間ごとに形を
変えた噴水が、びわ湖のさまざ
まな表情を映し出します。夜は
色とりどりに噴水がライトアッ
プされ、幻想的なショーが楽し
めます。

〈開催期間〉 通年昭和初期に建築さ
れた旧琵琶湖ホテ
ル本館に隣接する
イングリッシュ
ガーデンのイルミ
ネーションをお楽し
みいただけます。

柳が崎湖畔公園 びわ湖大津館
滋賀/大津

〈開催期間〉 12/1～2020/2/14

写真提供：京都・花灯路推進協議会 ※散策無料（拝観料は別途要）

なら瑠璃絵実行委員会

※一部有料（各社寺、国立博物館への夜間特別拝観は、別途拝観及び入館料要）

7,150円~12,650円
6,150円~12,650円

291087

2～4名1室 お1人様/1泊朝食

〈特典期間〉～2020/3/31

〈特典期間〉～2020/2/28

竹林の小径

渡月橋ライトアップ

使貯

滋賀

奈良京都

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！

イルミネーションと一緒に楽しむ！

イルミネーションガイド

イルミネーションと一緒に楽しむ！

近
畿

近
畿

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
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ホテル丹後王国

天然ラジウム温泉と静かな客室でゆったりと過ごす
癒しのホテル。

▲ 石窯で焼く本格ピザは５種類から選べます。

▲ 動物ふれあい牧場は
ファミリーに人気。

〈特典期間〉～2020/3/31768951

ファミリー向けフードコート「七姫殿」にて、
ピザ（税別1,680円～）の20％OFF
※クーポンは注文時にご提示ください。
※対象のピザはソフトドリンクバー付です。
※お子様ピザセット・テイクアウトは特典対象外。

道の駅 丹後王国 「食のみやこ」
京都/京丹後

京都/京丹後

京都/嵐山

西日本最大級の道の駅です。色とりどりの木々と
海の生き物とのコラボが楽しいエントランスや光
の並木道など、華やかなイルミがお出迎えします。

〈開催期間〉 通年

奈良公園
しあわせ回廊なら瑠璃絵

奈良/奈良

平和への祈りを込めて春日大社・興福寺・東大寺の三社寺
を幻想的な瑠璃色の光の道でつなぎ、訪れる人々の姿を
優しいひかりで包みこみます。
祈りの数々が世界に届くように、瑠璃色の星がいつまでも
美しく輝くように、そんな願いを込めて実施しています。

〈開催期間〉 2020/2/8～14
t40021663

※要予約。※1～4名様に限る。
※除外日：12/21～25、12/31～2020/1/5

【ディナーバイキング】
3,750円 ⇒ 3,000円

● ○○○駅より徒歩約00分
ロイヤルオークホテル スパ＆ガーデンズ

〈特典期間〉～2020/3/31661151

【入浴料】
おとな（中学生以上） 1,600円 ⇒ 1,300円
こども 1,100円 ⇒ 800円
幼児 800円 ⇒ 600円

暖灯館 きくのや（日帰り入浴）
滋賀/大津・雄琴

ほっとする和の寛ぎ。暖かい灯りとおもてなし
の湖畔の宿。

t40014667

※要予約。　　　　　※2～10名様に限る。
※除外日：12/21～25、12/31～2020/1/5

前日まで

レストラン・ザ・ガーデン

【ランチ】
平日限定
ランチバイキング＋ワンドリンク＋温泉入浴
5,800円 ⇒ 3,500円

【ディナー】
平日限定
ディナーバイキング＋フリーフロー（90分）
6,700円 ⇒ 5,400円

雄大な琵琶湖を望む大きな窓からの眺望は絶景、開放
的なオープンキッチンで作られるお料理をバイキングで
どうぞ。ご友人ご家族などお子様からご年配のお客様
まで楽しめる、バイキングレストランです。

滋賀/大津　
琵琶湖ホテル

レストランセリーナ

美味につどう。ホテルビュッフェで至福のひとときを。

奈良/奈良　
ホテル日航奈良

京都嵯峨・嵐山周辺
京都・嵐山花灯路-2019

京都/京都・嵯峨・嵐山

嵯峨・嵐山地域の水辺や竹林を含む自然景観や歴史的
文化遺産などの地理的諸条件を活かして、露地行灯な
どの「灯り」といけばな作品による「花」の演出により、
初冬の季節感を魅力的に表現するイベントです。ライト
アップされた渡月橋など見どころが満載。

〈開催期間〉 12/13～22（雨天決行）

663083

京都 嵐山温泉
風風の湯

【入泉料】
平日  
おとな（中学生以上） 1,000円 ⇒ 800円
3歳～小学生 600円 ⇒ 500円

土・日・祝日
おとな（中学生以上） 1,200円 ⇒ 1,000円
3歳～小学生 600円 ⇒ 500円

更に、フェイスタオル（100円）プレゼント
〈特典期間〉11/11～2020/1/31

京都嵐山初の日帰り温泉。
野趣溢れる湯浴みをお愉
しみいただけます。 〈特典期間〉12/1～2020/2/14768895

びわ湖大津館オリジナルポストカードプレゼント
（1名様につき1枚）

びわこ花噴水
滋賀/大津

大津港のランドマーク「びわこ
花噴水」では、長さ約440m、高
さ約40mの世界最大級の噴水
ショーを開催。時間ごとに形を
変えた噴水が、びわ湖のさまざ
まな表情を映し出します。夜は
色とりどりに噴水がライトアッ
プされ、幻想的なショーが楽し
めます。

〈開催期間〉 通年昭和初期に建築さ
れた旧琵琶湖ホテ
ル本館に隣接する
イングリッシュ
ガーデンのイルミ
ネーションをお楽し
みいただけます。

柳が崎湖畔公園 びわ湖大津館
滋賀/大津

〈開催期間〉 12/1～2020/2/14

写真提供：京都・花灯路推進協議会 ※散策無料（拝観料は別途要）

なら瑠璃絵実行委員会

※一部有料（各社寺、国立博物館への夜間特別拝観は、別途拝観及び入館料要）

7,150円~12,650円
6,150円~12,650円

291087

2～4名1室 お1人様/1泊朝食

〈特典期間〉～2020/3/31

〈特典期間〉～2020/2/28

竹林の小径

渡月橋ライトアップ

使貯

滋賀

奈良京都

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！

イルミネーションと一緒に楽しむ！

イルミネーションガイド

イルミネーションと一緒に楽しむ！

近
畿

近
畿

※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。
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ハーバーランド　神戸ガス燈通りのイルミネーション
兵庫/神戸

〈開催期間〉 通年

市堀川
イルミネーション

和歌山/和歌山

江戸時代に城下町として栄えた京橋プロム
ナードや中橋、市堀川両岸の全長約850mに
イルミネーションが施され、周囲はロマンチック
な雰囲気に包まれます。日中とは異なるまちの
表情を感じることができるはず。きらめく遊歩
道でぜひ夜の散策をお楽しみください。

JR和歌山駅周辺にイルミネーションが施さ
れ、まちなかが幻想的な輝きに包まれます。
イルミネーションで彩られた、普段の夜とは
違うまちなみの素敵な雰囲気を味わってくだ
さい。

〈開催期間〉 通年

JR和歌山駅周辺
イルミネーション

和歌山/和歌山

〈開催期間〉 11/2～2020/3/1（予定）

t40015038

※コース・飲み放題・フェア・キャンペーンメニュー注文時は除く。
※ご利用可能人数：～10名
※除外日：12/28～2020/1/3

ごきげんえびす 和歌山駅前店
和歌山/和歌山

【ディナー】
お会計の20％OFF

YEBISU樽生5種と九州料理が楽しめる。
豪快に炭火で炙るさつま知覧どりごろ焼や博多もつ鍋が人気。

661623
※深夜3:00以降は別途料金がかかります。

【セット入館料＋セルフドリンク1杯付】
3,179円 ⇒ 2,485円

【セット入館料＋岩盤浴付】
3,630円 ⇒ 2,862円

661006

【入浴料】
おとな（中学生以上） 1,000円 ⇒ 900円

【岩盤浴】
おとな（中学生以上） 1,280円 ⇒1,170円

神戸ハーバーランド温泉
万葉倶楽部

兵庫/神戸

港都の美しい景観のなか、神戸港の
「新湯治」を堪能することができます。 〈特典期間〉11/15～2020/2/29

※要事前予約〈特典期間〉～2020/3/31
676009

【乗船料】
ランチクルーズ（12：00～14：00） 2,900円（税別） ⇒   500円（税別）
ティークルーズ（14：30～16：00） 2,200円（税別） ⇒   500円（税別）
トワイライトクルーズ（17：15～19：00） 2,500円（税別） ⇒   500円（税別）
ナイトクルーズ（19：30～21：30） 2,900円（税別） ⇒   500円（税別）
※除外日：2020/1/6～1/21

神戸船の旅
コンチェルト

兵庫/神戸

和歌山/和歌山

和歌山/和歌山

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。

アクセス抜群！新神戸駅直結の
37階高層ホテル。

神戸の繁華街、三宮にも神戸空港にも
近いシティリゾート。

ふくろうの湯

※店指定のドリンクに限る。
※付出し・サービス品は除く。
※予約時にクーポンご利用の旨をお伝えください。
※人数制限あり。①2～20人 ②4～40人
※クレジットカードとの併用不可。

創作居酒屋 七つの月の夢

【ディナー】
①フードの20％OFF ＋ドリンク１杯サービス×人数分

or
②コースの20％OFF ＋ドリンク１杯サービス×人数分

地元・勝浦の生マグロや熊野牛、刺身で食べられるこだわりの
鶏料理がオススメ。そら豆とモッツァレラチーズの掻き揚げ、
なめろう3種盛りなど、リーズナブルでアイデア満載のメ
ニューが盛り沢山！

上質の天然温泉とリラクゼーションスパ。岩盤浴で最高の安らぎと
ゆとりの空間をご提供しています。
本物の価値にこだわった大人のリラクゼーションをご体感ください。

〈特典期間〉～2020/1/31t40025808

神戸ハーバーランドのメインストリート、神戸ガス燈通りとハーバー
ロードのけやき並木をライトアップ。毎日、消灯してから再点灯する
「ハーバーウインク」を20:00・21:00・22:00の1日3回実施します。
一瞬静まりかえった街並みが一斉に光を放つ瞬間は感動的です。

5,500円~14,850円
3,800円~14,850円

その他特典：駐車場無料特典付
331590

3,100円~10,600円
1,400円~10,600円

その他特典：館内レストラン・バー
ご利用優待券付（10 %OFF）

330635

使

2～4名1室 お1人様/素泊り2～4名1室 お1人様/素泊り
会員証提示

期間限定！

使貯 使貯

ANAクラウンプラザホテル神戸
兵庫/新神戸

神戸ポートピアホテル
兵庫/三宮

〈特典期間〉～2020/3/31

兵庫 和歌山 イルミネーションガイド

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！

近
畿

近
畿

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
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ハーバーランド　神戸ガス燈通りのイルミネーション
兵庫/神戸

〈開催期間〉 通年

市堀川
イルミネーション

和歌山/和歌山

江戸時代に城下町として栄えた京橋プロム
ナードや中橋、市堀川両岸の全長約850mに
イルミネーションが施され、周囲はロマンチック
な雰囲気に包まれます。日中とは異なるまちの
表情を感じることができるはず。きらめく遊歩
道でぜひ夜の散策をお楽しみください。

JR和歌山駅周辺にイルミネーションが施さ
れ、まちなかが幻想的な輝きに包まれます。
イルミネーションで彩られた、普段の夜とは
違うまちなみの素敵な雰囲気を味わってくだ
さい。

〈開催期間〉 通年

JR和歌山駅周辺
イルミネーション

和歌山/和歌山

〈開催期間〉 11/2～2020/3/1（予定）

t40015038

※コース・飲み放題・フェア・キャンペーンメニュー注文時は除く。
※ご利用可能人数：～10名
※除外日：12/28～2020/1/3

ごきげんえびす 和歌山駅前店
和歌山/和歌山

【ディナー】
お会計の20％OFF

YEBISU樽生5種と九州料理が楽しめる。
豪快に炭火で炙るさつま知覧どりごろ焼や博多もつ鍋が人気。

661623
※深夜3:00以降は別途料金がかかります。

【セット入館料＋セルフドリンク1杯付】
3,179円 ⇒ 2,485円

【セット入館料＋岩盤浴付】
3,630円 ⇒ 2,862円

661006

【入浴料】
おとな（中学生以上） 1,000円 ⇒ 900円

【岩盤浴】
おとな（中学生以上） 1,280円 ⇒ 1,170円

神戸ハーバーランド温泉
万葉倶楽部

兵庫/神戸

港都の美しい景観のなか、神戸港の
「新湯治」を堪能することができます。 〈特典期間〉11/15～2020/2/29

※要事前予約〈特典期間〉～2020/3/31
676009

【乗船料】
ランチクルーズ（12：00～14：00）2,900円（税別）⇒ 500円（税別）
ティークルーズ（14：30～16：00） 2,200円（税別）⇒ 500円（税別）
トワイライトクルーズ（17：15～19：00） 2,500円（税別）⇒ 500円（税別）
ナイトクルーズ（19：30～21：30） 2,900円（税別）⇒ 500円（税別）
※除外日：2020/1/6～1/21

神戸船の旅
コンチェルト

兵庫/神戸

和歌山/和歌山

和歌山/和歌山

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。

アクセス抜群！新神戸駅直結の
37階高層ホテル。

神戸の繁華街、三宮にも神戸空港にも
近いシティリゾート。

ふくろうの湯

※店指定のドリンクに限る。
※付出し・サービス品は除く。
※予約時にクーポンご利用の旨をお伝えください。
※人数制限あり。①2～20人 ②4～40人
※クレジットカードとの併用不可。

創作居酒屋 七つの月の夢

【ディナー】
①フードの20％OFF ＋ドリンク１杯サービス×人数分

or
②コースの20％OFF ＋ドリンク１杯サービス×人数分

地元・勝浦の生マグロや熊野牛、刺身で食べられるこだわりの
鶏料理がオススメ。そら豆とモッツァレラチーズの掻き揚げ、
なめろう3種盛りなど、リーズナブルでアイデア満載のメ
ニューが盛り沢山！

上質の天然温泉とリラクゼーションスパ。岩盤浴で最高の安らぎと
ゆとりの空間をご提供しています。
本物の価値にこだわった大人のリラクゼーションをご体感ください。

〈特典期間〉～2020/1/31t40025808

神戸ハーバーランドのメインストリート、神戸ガス燈通りとハーバー
ロードのけやき並木をライトアップ。毎日、消灯してから再点灯する
「ハーバーウインク」を20:00・21:00・22:00の1日3回実施します。
一瞬静まりかえった街並みが一斉に光を放つ瞬間は感動的です。

5,500円~14,850円
3,800円~14,850円

その他特典：駐車場無料特典付
331590

3,100円~10,600円
1,400円~10,600円

その他特典：館内レストラン・バー
ご利用優待券付（10 %OFF）

330635

使

2～4名1室 お1人様/素泊り2～4名1室 お1人様/素泊り
会員証提示

期間限定！

使貯 使貯

ANAクラウンプラザホテル神戸
兵庫/新神戸

神戸ポートピアホテル
兵庫/三宮

〈特典期間〉～2020/3/31

兵庫 和歌山 イルミネーションガイド

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！

近
畿

近
畿

※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。

初校 2010.00.00
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※年末年始（12/27～2020/1/5）はご使用できません。

自然あふれる露天風呂。
気軽に旅情を味わえる日帰り温泉。

地下1200メートルから湧き出る自家天然温泉。保湿効果が高く「熱の湯」とも呼ばれています。
毎週土・日・祝日には露天風呂にて炭酸ガスを天然温泉に溶け込ませた高濃度炭酸泉を実施。

白浜温泉を使用した浴槽と炭酸
泉・酸素泉と多種多様のお風呂に
岩盤浴。

琵琶湖に面し、その風景を眺めながら温泉を楽しめる休暇村温泉「宮ヶ浜の湯」。
露天風呂もあり、泉質は単純温泉。効能は神経痛、筋肉痛など。

入浴料 
おとな（中学生以上） 720円 ⇒ 510円
小学生・幼児 310円 ⇒ 210円

休暇村 近江八幡
滋賀

656384

656385

入泉料   　  
平日 おとな（中学生以上）   800円 ⇒ 600円
土日祝日 おとな（中学生以上）   950円 ⇒ 750円

有馬街道温泉 すずらんの湯
兵庫

663822

入館料
おとな（中学生以上） 100円OFF

白浜温泉
とれとれの湯

和歌山

661522

660089

家族みんなが楽しめる多種多様なお風呂。
行けば元気が湧いてくる健康ランド。

ららぽーと甲子園
兵庫

656383

①クアアイナ チーズ無料トッピング
②九龍點心 【平日限定】5％OFF
③ぎをん椿庵 お食事ご注文で

ソフトクリームサービス

セレクトショップやファストファッション、良質な雑貨や生活必需品はもちろ
ん、ラウンドワンなどのアミューズメント、コストコ和泉倉庫店も近接して
おり、一日中楽しめる南大阪エリア最大級の商業施設です。

300店舗を超えるららぽーとEXPOCITYのほかに、新感覚ミュージアム
「ニフレル」や高さ123mの観覧車など、エンターテインメント施設が集まる国
内最大級の商業施設です。

子育てファミリーも過ごしやすく
様々な年代の方が楽しめるショッ
ピングセンター。地域の皆様が集
い、憩える空間を持つ、エンターテ
インメント性豊かな商業施設です。

「We drive 70 miles just get one!」 70マイル（約113km）ドライブしてでも食べたい
ハンバーガーとしてハワイのロコを魅了してきた、ボリューム満点のグルメバーガーです！

EXPOCITY
大阪

①浪曼路 KITCHEN 店内飲食代金より 10％OFF
②Béchamel Café ドリンクセット

通常価格297円 ⇒ 110円
③ひつじのショーン ファミリーファーム EXPOCITY店

入場料 100円OFF
④レッドホース オオサカホイール

当日チケット 1,000円 ⇒ 900円

ららぽーと和泉
大阪

①メガネのアイガン メガネ・フレーム・レンズ 10％OFF
②C smart (Apple専門店) 店内商品 5％OFF

Apple純製品 2％OFF
③とんかつ かつ喜 ご飲食代 10％OFF
④ビューティーアイラッシュ 施術料 通常価格より 5％OFF

お仕上げコーティングサービス

ハワイ生まれの
グルメバーガー
レストラン♪

最高の小龍包と至極の麺料理が

楽しめる中国料理店

お肉やパン粉、揚油にまで

こだわるとんかつ専門店

産地や飼育環境がしっかりした安全な厳選素材を使用し、
最高においしい状態でお召し上がりいただけるよう、真心を
こめて調理いたしております。

大阪府豊中市にある浪曼路の姉妹店
が、EXPOCITYに登場！
全国各地の契約農家から届く厳選さ
れた野菜と近郊農家から届く、新鮮な
野菜。飲茶の本場、上海から点心師を
招聘し最高の小龍包と至極の麺料理
が楽しめる中国料理店です。

浪曼路 KITCHEN

とんかつ　かつ喜

クアアイナ

食後のデザートに
オススメです。

ぎをん椿庵

はんなりと楽しむ

町屋イタリアン

〈特典期間〉～2020/3/31
※クーポン1枚につき5名様まで適用。

入館料
おとな（中学生以上）  1,050円 ⇒ 850円

さがの温泉 天山の湯
京都

663094
※クーポン1枚につき1～2名様まで適用。

世界各国のお風呂とでっかいプールが楽しめる、365日24時間ノンストップの
スパアミューズメントです。 

入館料
おとな（中学生以上） 200円OFF
こども（12歳未満） 100円OFF

スパワールド
世界の大温泉

大阪

660003
※クーポン1枚につき1～10名様まで適用。

〈特典期間〉11/15～2020/1/31

〈特典期間〉11/15～2020/1/31

〈特典期間〉
11/15～2020/1/31

入館料
おとな（中学生以上） 100円OFF

奈良健康ランド
奈良

660919
※当施設が定める特別期間（ゴールデン
ウィーク・お盆・正月・キャンペーン期間等）
は、割引対象外です。

▲ 観覧車▲ ニフレル

※特典期間の記載がないメニューは、会員専用サイトよりご確認ください。　※画像はイメージです。

※他の特典、割引券、割引企画サービスとの併用不可。

※他の特典、割引券、割引企画サービスとの併用不可。

※他の特典、割引券、割引企画サービスとの併用不可。

［三井ショッピングパークららぽーと］特集

近
畿

近
畿

　　  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
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※年末年始（12/27～2020/1/5）はご使用できません。

自然あふれる露天風呂。
気軽に旅情を味わえる日帰り温泉。

地下1200メートルから湧き出る自家天然温泉。保湿効果が高く「熱の湯」とも呼ばれています。
毎週土・日・祝日には露天風呂にて炭酸ガスを天然温泉に溶け込ませた高濃度炭酸泉を実施。 

白浜温泉を使用した浴槽と炭酸
泉・酸素泉と多種多様のお風呂に
岩盤浴。

琵琶湖に面し、その風景を眺めながら温泉を楽しめる休暇村温泉「宮ヶ浜の湯」。
露天風呂もあり、泉質は単純温泉。効能は神経痛、筋肉痛など。

入浴料 
おとな（中学生以上）  720円 ⇒ 510円
小学生・幼児 310円 ⇒ 210円

休暇村 近江八幡
滋賀

656384

656385

入泉料   　  
平日 おとな（中学生以上）   800円 ⇒ 600円
土日祝日 おとな（中学生以上）   950円 ⇒ 750円

有馬街道温泉 すずらんの湯
兵庫

663822

入館料
おとな（中学生以上）   100円OFF 

白浜温泉
とれとれの湯

和歌山

661522

660089

家族みんなが楽しめる多種多様なお風呂。
行けば元気が湧いてくる健康ランド。

ららぽーと甲子園
兵庫

656383

①クアアイナ チーズ無料トッピング
②九龍點心 【平日限定】5％OFF
③ぎをん椿庵 お食事ご注文で

ソフトクリームサービス

セレクトショップやファストファッション、良質な雑貨や生活必需品はもちろ
ん、ラウンドワンなどのアミューズメント、コストコ和泉倉庫店も近接して
おり、一日中楽しめる南大阪エリア最大級の商業施設です。

300店舗を超えるららぽーとEXPOCITYのほかに、新感覚ミュージアム
「ニフレル」や高さ123mの観覧車など、エンターテインメント施設が集まる国
内最大級の商業施設です。

子育てファミリーも過ごしやすく
様々な年代の方が楽しめるショッ
ピングセンター。地域の皆様が集
い、憩える空間を持つ、エンターテ
インメント性豊かな商業施設です。

「We drive 70 miles just get one!」70マイル（約113km）ドライブしてでも食べたい
ハンバーガーとしてハワイのロコを魅了してきた、ボリューム満点のグルメバーガーです！

EXPOCITY
大阪

①浪曼路 KITCHEN 店内飲食代金より 10％OFF
②Béchamel Café ドリンクセット

通常価格297円 ⇒ 110円
③ひつじのショーン ファミリーファーム EXPOCITY店

入場料 100円OFF
④レッドホース オオサカホイール

当日チケット 1,000円 ⇒ 900円

ららぽーと和泉
大阪

①メガネのアイガン メガネ・フレーム・レンズ 10％OFF
②C smart (Apple専門店) 店内商品 5％OFF

Apple純製品 2％OFF
③とんかつ かつ喜 ご飲食代 10％OFF
④ビューティーアイラッシュ 施術料 通常価格より 5％OFF

お仕上げコーティングサービス

ハワイ生まれの
グルメバーガー
レストラン♪

最高の小龍包と至極の麺料理が

楽しめる中国料理店

お肉やパン粉、揚油にまで

こだわるとんかつ専門店

産地や飼育環境がしっかりした安全な厳選素材を使用し、
最高においしい状態でお召し上がりいただけるよう、真心を
こめて調理いたしております。

大阪府豊中市にある浪曼路の姉妹店
が、EXPOCITYに登場！
全国各地の契約農家から届く厳選さ
れた野菜と近郊農家から届く、新鮮な
野菜。飲茶の本場、上海から点心師を
招聘し最高の小龍包と至極の麺料理
が楽しめる中国料理店です。

浪曼路 KITCHEN

とんかつ かつ喜

クアアイナ

食後のデザートに
オススメです。

ぎをん椿庵

はんなりと楽しむ

町屋イタリアン

〈特典期間〉～2020/3/31
※クーポン1枚につき5名様まで適用。

入館料
おとな（中学生以上）  1,050円 ⇒ 850円

さがの温泉 天山の湯
京都

663094
※クーポン1枚につき1～2名様まで適用。

世界各国のお風呂とでっかいプールが楽しめる、365日24時間ノンストップの
スパアミューズメントです。 

入館料
おとな（中学生以上） 200円OFF
こども（12歳未満） 100円OFF

スパワールド
世界の大温泉

大阪

660003
※クーポン1枚につき1～10名様まで適用。

〈特典期間〉11/15～2020/1/31

〈特典期間〉11/15～2020/1/31

〈特典期間〉
11/15～2020/1/31

入館料
おとな（中学生以上）   100円OFF

奈良健康ランド
奈良

660919
※当施設が定める特別期間（ゴールデン
ウィーク・お盆・正月・キャンペーン期間等）
は、割引対象外です。

▲ 観覧車▲ ニフレル

※特典期間の記載がないメニューは、会員専用サイトよりご確認ください。　※画像はイメージです。

※他の特典、割引券、割引企画サービスとの併用不可。

※他の特典、割引券、割引企画サービスとの併用不可。

※他の特典、割引券、割引企画サービスとの併用不可。

［三井ショッピングパークららぽーと］特集

近
畿

近
畿

念校 2019.10.15
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BEFORE BEFORE

AFTER AFTER

〈特典期間〉～2019/12/31653644

コスモ石油販売（ガソリン割引）
滋賀・京都・大阪・兵庫・奈良114店舗

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

靴専科
東北・四国・九州・沖縄を除く100店舗

FITBASE24
大阪・京都・兵庫・奈良11店舗

月会費より 550円OFF
※別途、入会金（3,300円）と登録手数料（2,200円）が必要です。

〈特典期間〉～2020/3/31622383

EXPA
東京・千葉・埼玉・神奈川・大阪

初回来店当日の入会で入会金   11,000円 ⇒ 無料
6か月以上のコース契約で初月・2か月目 無料

〈特典期間〉～2020/3/31622373

t40033148

※要予約。　　　　　※特典適用人数：2～6名
※除外日：12/20～25、12/31～2020/1/3
※おとな1名のご利用に対して、小学生（6～12歳）1名無料。

オールデイダイニング洛空／ウェスティン都ホテル
洛空オープン記念ランチ・ディナービュッフェ
＜ランチビュッフェ＋ワンドリンク＞
平日 6,000円 ⇒ 4,700円
土・日・祝日 6,500円 ⇒ 5,100円

＜ディナービュッフェ＋ワンドリンク＞
平日 7,700円 ⇒ 6,000円
土・日・祝日 9,200円 ⇒ 7,300円

21％OFF

21％OFF

22％OFF

20％OFF

Web予約

〈特典期間〉2019/11/27～2020/2/29

※コース契約特典はフルタイム会員・デイタイム会員が対象となります。
※期間限定キャンペーンを実施しています。
　詳細は、P2をご確認ください。

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～

656368

656369

家具、家電、洋服、雑貨など幅広いジャンル。

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

ファッションアイテム全般。

トレファクスタイル
関東・近畿/51店舗

〈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〉～2020/3/31

【共通特典】
買取価格10％UP

※貴金属、お酒は対象外。
※特典対象店舗は会員専用サイトをご確認ください。

※要事前予約

会員証提示 ①２４時間営業
②充実のマシンラインナップ
③防犯カメラ完備の高セキュリティー
④アクセスが良く通いやすい
⑤気軽に始めやすい価格

FITBASE24 5つの特徴

※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。

※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.

京都水族館
【入場料】　

おとな   2,050円 ⇒ 1,600円
大学・高校生   1,550円 ⇒ 1,200円 
中学生・小学生   1,000円 ⇒ 800円
幼児（3歳以上）   600円 ⇒ 480円

【当日限り】
年間パスポートへのアップグレードにて
ノベルティープレゼント

京都/京都

「水と共につながる、いのち。」がコンセプトの
内陸型大規模水族館

〈対象期間〉2019/11/15~2020/2/15760338

※物販品・革衣類修理・スーツケース修理は対象外です。

京都/東山　地下鉄東西線 蹴上駅より徒歩約2分

763603使

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周年を迎えるLEGOLAND® Japanを遊びつくそう！

▲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！

特典 1

特典 2

見どころ

多様な個性を持つペンギンの関係性をまと
めた「ペンギン相関図2020」を2019年
10月12日（土）から展示しています。相関
図の公開を記念した飲食メニューやオリジ
ナルグッズも登場！

9,900円~26,000円

8,900円~26,000円

GOOD NATURE HOTEL KYOTO
2～3名1室 お1人様/素泊り

京都/烏丸・河原町

2020/2/29 宿泊までの
期間限定

291466

使 貯

※上記と異なる価格帯の部屋もございます。

※画像はイメージです。

前日まで

近畿 編

靴やバッグが洋服のように洗える 京都ならではのお食事をお楽しみください

家に眠っている日用品、服、買い取ります

2019年12月開業ホテルが登場！

話題の暗闇フィットネス！
女性専用ボディメイクスタジオ

期間限定で特別特典が登場！

24時間営業のフィットネスジム

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！！

京都水族館が期間限定でお得！！

LEGOLAND®

 Japan 
愛知

名古屋

2019年12月京都「四条河原町」にNewStyleのホテルが誕生！
天然木を基調とした広い客室でゆっくりお寛ぎいただけます。

最
新
の
ニ
ュ
ー
ス
や
メ
ニ
ュ
ー

最
新
の
ニ
ュ
ー
ス
や
メ
ニ
ュ
ー

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。 HOTNEWSは、会員専用サイトからもCHECK　　会員専用サイトTOP⇒会員専用サイト中央部「特集一覧を見る」の「HOTNEWS」のバナーをクリック
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