
会員証提示

678882

フリーパス
おとな（中学生以上）  3,300円⇒3,200円
こども（3歳～小学生（12歳）まで） 3,000円⇒2,900円

広島/広島
ANAクラウンプラザホテル広島

オールデイダイニング
フリュティエ

出来立ての料理が楽しめる
季節のブッフェ。

立地抜群！市街地中心の世界高級ブランドホテルで
優雅にステイ！

水族館や遊園地を併設する広島マリーナホップ
では、ヨットハーバーに面した遊歩道で日本最
長級160mの「プロジェクションマッピング」で
演出。内容は時間や季節によって変わるのでい
つ訪れても楽しめます。日没後～21:00、20分間
隔で約10分間上映。

たっぷり遊んだ後には温泉でさっぱり。雄大な
森に囲まれた小鳥さえずる露天風呂や、3種の露
天風呂や温度の異なる室内風呂・サウナもあり、
ゆっくりとお楽しみいただけます。特定日には、
屋内温水プールも楽しめます。 

この冬 満喫したい

▲期間限定の激チカ花火「レジェンド オブ 花火ファンタジア」 ▲ 大好評！不思議の国のアリスをモチーフにしたランタンワールドも登場！

661392

入浴料
おとな（中学生以上） 990円⇒ 770円
こども（小学生） 880円⇒ 550円
幼児（３歳～小学生未満） 550円⇒ 330円

ニューレオマ 天然温泉森の湯
香川/丸亀

中四国最大級のテーマパークに隣接するリゾー
トホテル。豪華創作バイキングに、自然に囲まれ
開放感たっぷりの天然温泉「森の湯」をお楽しみ
ください。

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

日本夜景遺産認定！中四国最大級イルミネー
ション250万球の光の世界が広がる。今冬、
中四国最大級22mのツリーが誕生！激チカ
花火に大興奮！オーロラとコラボの「レジェ
ンド オブ 花火ファンタジア」も11/2～12/22
の土日祝&12/24～2020/1/4限定開催!!

〈特典期間〉～2020/2/29670566

351605

4,200円~6,400円
3,200円~5,400円

2名1室 お1人様／素泊り
使 貯

〈特典期間〉～2020/1/31t40015715
※除外日：12/21～25、12/31～2020/1/4

ランチ 大人1名     300円OFF
ディナー大人1名 500円OFF

レオマリゾート
香川/丸亀

〈開催期間〉 ～2020/2/29

みろくの里
広島/福山

日が暮れるとともに輝きだすイルミネーションは
まさに光のファンタジー！

〈開催期間〉 11/16～2020/1/5

緑そよぐ大人の海マチ
広島マリーナホップ
MARIHO DIGITAL ART ROAD  

広島/広島

〈開催期間〉 通年

~2020/3/31宿泊までの期間限定390123

9,877円~25,942円
8,277円~25,942円

2～6名1室 お1人様／1泊2食
使 貯

大江戸温泉物語
ホテルレオマの森

香川/丸亀

中四国最大級22mの巨大ツ
リーが誕生！3Dプロジェクショ
ンマッピング×ツリー×イル
ミネーション×ダンスショー
の新感覚エンターテイメント
ショー「Wishing-聖なる願い-」
は、2020/3/1までの土日祝&
12/21～2020/1/5限定開催。

イベント
情報

広島

香川

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。

中国・四国エリア

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

中
国
・
四
国

中
国
・
四
国

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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会員証提示

678882

フリーパス
おとな（中学生以上）  3,300円⇒ 3,200円
こども（3歳～小学生（12歳）まで）  3,000円⇒ 2,900円

広島/広島
ANAクラウンプラザホテル広島

オールデイダイニング
フリュティエ

出来立ての料理が楽しめる
季節のブッフェ。

立地抜群！市街地中心の世界高級ブランドホテルで
優雅にステイ！

水族館や遊園地を併設する広島マリーナホップ
では、ヨットハーバーに面した遊歩道で日本最
長級160mの「プロジェクションマッピング」で
演出。内容は時間や季節によって変わるのでい
つ訪れても楽しめます。日没後～21:00、20分間
隔で約10分間上映。

たっぷり遊んだ後には温泉でさっぱり。雄大な
森に囲まれた小鳥さえずる露天風呂や、3種の露
天風呂や温度の異なる室内風呂・サウナもあり、
ゆっくりとお楽しみいただけます。特定日には、
屋内温水プールも楽しめます。

この冬 満喫したい

▲期間限定の激チカ花火「レジェンド オブ 花火ファンタジア」 ▲ 大好評！不思議の国のアリスをモチーフにしたランタンワールドも登場！

661392

入浴料
おとな（中学生以上） 990円⇒770円
こども（小学生） 880円⇒550円
幼児（３歳～小学生未満） 550円⇒330円

ニューレオマ 天然温泉森の湯
香川/丸亀

中四国最大級のテーマパークに隣接するリゾー
トホテル。豪華創作バイキングに、自然に囲まれ
開放感たっぷりの天然温泉「森の湯」をお楽しみ
ください。

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

日本夜景遺産認定！中四国最大級イルミネー
ション250万球の光の世界が広がる。今冬、
中四国最大級22mのツリーが誕生！激チカ
花火に大興奮！オーロラとコラボの「レジェ
ンド オブ 花火ファンタジア」も11/2～12/22
の土日祝&12/24～2020/1/4限定開催!!

〈特典期間〉～2020/2/29670566

351605

4,200円~6,400円
3,200円~5,400円

2名1室 お1人様／素泊り
使 貯

〈特典期間〉～2020/1/31t40015715
※除外日：12/21～25、12/31～2020/1/4

ランチ 大人1名     300円OFF
ディナー大人1名  500円OFF

レオマリゾート
香川/丸亀

〈開催期間〉 ～2020/2/29

みろくの里 
広島/福山

日が暮れるとともに輝きだすイルミネーションは
まさに光のファンタジー！

〈開催期間〉 11/16～2020/1/5

緑そよぐ大人の海マチ 
広島マリーナホップ
MARIHO DIGITAL ART ROAD  

広島/広島

〈開催期間〉 通年

~2020/3/31宿泊までの期間限定390123

9,877円~25,942円
8,277円~25,942円

2～6名1室 お1人様／1泊2食
使 貯

大江戸温泉物語
ホテルレオマの森

香川/丸亀

中四国最大級22mの巨大ツ
リーが誕生！3Dプロジェクショ
ンマッピング×ツリー×イル
ミネーション×ダンスショー
の新感覚エンターテイメント
ショー「Wishing-聖なる願い-」
は、2020/3/1までの土日祝&
12/21～2020/1/5限定開催。

イベント
情報

広島

香川

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。

中国・四国エリア

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

中
国
・
四
国

中
国
・
四
国

※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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会員証提示

▲ 女性におススメ、和牛ヒレ
　（シャトーブリアン）ステーキ

倉敷美観地区、倉敷市街に近く、JR倉敷
駅から徒歩約3分とアクセス至便な中国・
四国地方最大級のアウトレットモール。
岡山/倉敷

三井アウトレットパーク倉敷

四季折々の草花を楽しむことができる、
秀峰大山を望む日本最大級のフラワーパーク。

鳥取県立フラワーパーク
とっとり花回廊

鳥取/西伯

〈開催期間〉 11/15～2020/1/13

670369

入館料
おとな（高校生以上）　2,090円 ⇒1,780円
こども（小・中学生）　 940円 ⇒ 730円
幼児（3歳以上） 410円 ⇒ 310円

下関市立しものせき水族館
「海響館」

海のいのち・海といのちをコンセプトに生命の
素晴らしさを伝える。

関門海峡沿いの夜を海峡のまちらしく、水族館に見立
て、イルカやペンギン・ふぐなど、約530,000個のLEDの
柔らかな明かりで彩ります。2013年に開催されて以来、
年々グレードアップし続ける、毎年大好評の企画です。
カップルはもちろん、家族でもお楽しみいただけます。

海響館周辺のボードウォーク
イルミネーション水族館

山口/下関

〈開催期間〉10/1～12/26

幻想的なイルミネーションに包まれた
山陰最大級の池泉回遊式日本庭園を
ご体感ください。

下関の老舗肉問屋の3代目が満を持してオープンした
ステーキと焼肉の専門店。

ステーキ&焼肉 極
山口/下関

▲ 老舗肉問屋の三代目が
こだわる絶品の焼肉

661279

四季折々の景色を眺めながら
自然の温もりを存分に楽しめます。

大浴場入浴料（フェイスタオル付）
7歳以上 1,500円 ⇒1,200円
※営業時間15：00～24：00。状況により、
　当日お断りする場合もございます。
※休館日あり。詳細はホテルにお問い合わせください。

※要事前予約

ロイヤルホテル 大山（日帰り入浴）
鳥取/西伯

イルミネーションと一緒に楽しむ！

国際観光都市、松江の街巡りに最適！
『ぐるっと松江レイクラインバス』
1日乗り放題チケット付きのプランです。

672621

オリジナル石鹸（20ｇ）１個プレゼント
※特典は会員本人のみ適用。

入園料
4～11月 おとな（高校生以上）1,000円  ⇒ 900円
4～11月 こども（小・中学生） 500円  ⇒ 450円
12月～3月 おとな（高校生以上）700円  ⇒ 630円
12月～3月 こども（小・中学生）350円  ⇒ 310円

672370

※４～11月の夜間営業日17時以降は
　12～3月の料金となります。

※三井アウトレットパーク倉敷のみご利用頂けます。
※原則としてスペシャルクーポンのご利用は
各ショップお1人様1回限りとなります。
※一部スペシャルクーポン対象外
店舗・商品がございます。
※セール期間中など一部ご利用頂けない日が
ございます。詳しくは店舗にてお問い合わせください。
※都合により特典が予告なく変更・中止となる
場合がございます。

全日使えるスペシャルクーポン

松江エクセルホテル東急
島根/松江

使

※12/29～2020/1/1、1/12は休前日扱いとなります。

〈特典期間〉11/15～2020/1/31370010

8,000円~14,000円
7,600円~13,600円

2～3名1室 お1人様／1泊朝食

更に『ぐるっと松江レイクラインバス』
1日乗車券付

t40031945

ランチタイム ご飯食べ放題
ディナータイム 飲み物1杯サービス×人数分

※大ジョッキ以外の飲み物に限る。

世界でもっとも怖いと噂の『スカイサイク
ル』が日没後にはクラブのような光と音楽
でノリノリで恐怖を体感できる！

670273

特典内容の詳細は、
会員専用サイトをご確認ください。

岡山/倉敷

ブラジリアンパーク 
鷲羽山ハイランド

〈開催期間〉12/28～2020/1/5

日本庭園 由志園
島根/松江

〈開催期間〉 11/15～12/26、
2020/1/2～1/14

※2020/1/2～1/14は水曜日休みとなります。

倉敷みらい公園からJR倉敷駅南デッ
キまで色とりどりのLEDでライトアッ
プが施され、町全体がきらめきに包ま
れます。期間中は「竹あかり＆三角灯
篭ワークショップ」やライブステージ、
グランピング体験など無料イベントも
開催予定です。

岡山/倉敷

倉敷みらい公園
くらしき 
きらめきのみち

〈開催期間〉11/2～2020/2/14

654886 〈特典期間〉11/22～2020/1/31

鳥取

山口

岡山

島根

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

中
国
・
四
国

中
国
・
四
国

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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会員証提示

▲ 女性におススメ、和牛ヒレ
　（シャトーブリアン）ステーキ

倉敷美観地区、倉敷市街に近く、JR倉敷
駅から徒歩約3分とアクセス至便な中国・
四国地方最大級のアウトレットモール。
岡山/倉敷

三井アウトレットパーク倉敷

四季折々の草花を楽しむことができる、
秀峰大山を望む日本最大級のフラワーパーク。

鳥取県立フラワーパーク 
とっとり花回廊

鳥取/西伯

〈開催期間〉 11/15～2020/1/13

670369

入館料
おとな（高校生以上）　2,090円 ⇒ 1,780円
こども（小・中学生）　 940円 ⇒ 730円
幼児（3歳以上）　　　 410円 ⇒ 310円

下関市立しものせき水族館
「海響館」

海のいのち・海といのちをコンセプトに生命の
素晴らしさを伝える。

関門海峡沿いの夜を海峡のまちらしく、水族館に見立
て、イルカやペンギン・ふぐなど、約530,000個のLEDの
柔らかな明かりで彩ります。2013年に開催されて以来、
年々グレードアップし続ける、毎年大好評の企画です。
カップルはもちろん、家族でもお楽しみいただけます。

海響館周辺のボードウォーク
イルミネーション水族館 

山口/下関

〈開催期間〉10/1～12/26

幻想的なイルミネーションに包まれた
山陰最大級の池泉回遊式日本庭園を
ご体感ください。

下関の老舗肉問屋の3代目が満を持してオープンした
ステーキと焼肉の専門店。

ステーキ&焼肉 極
山口/下関

▲ 老舗肉問屋の三代目が
こだわる絶品の焼肉

661279

四季折々の景色を眺めながら
自然の温もりを存分に楽しめます。

大浴場入浴料（フェイスタオル付）
7歳以上 1,500円 ⇒ 1,200円
※営業時間15：00～24：00。状況により、

当日お断りする場合もございます。
※休館日あり。詳細はホテルにお問い合わせください。

※要事前予約

ロイヤルホテル 大山（日帰り入浴）
鳥取/西伯

イルミネーションと一緒に楽しむ！

国際観光都市、松江の街巡りに最適！
『ぐるっと松江レイクラインバス』
1日乗り放題チケット付きのプランです。

672621

オリジナル石鹸（20ｇ）１個プレゼント
※特典は会員本人のみ適用。

入園料
4～11月 おとな（高校生以上） 1,000円  ⇒ 900円
4～11月 こども（小・中学生） 　  500円  ⇒ 450円
12月～3月 おとな（高校生以上）700円  ⇒ 630円
12月～3月 こども（小・中学生）   350円  ⇒ 310円

672370

※４～11月の夜間営業日17時以降は
12～3月の料金となります。

※三井アウトレットパーク倉敷のみご利用頂けます。
※原則としてスペシャルクーポンのご利用は
　各ショップお1人様1回限りとなります。
※一部スペシャルクーポン対象外
　店舗・商品がございます。
※セール期間中など一部ご利用頂けない日が
　ございます。詳しくは店舗にてお問い合わせください。
※都合により特典が予告なく変更・中止となる
　場合がございます。

全日使えるスペシャルクーポン

松江エクセルホテル東急
島根/松江

使

※12/29～2020/1/1、1/12は休前日扱いとなります。

〈特典期間〉11/15～2020/1/31370010

8,000円~14,000円
7,600円~13,600円

2～3名1室 お1人様／1泊朝食

更に『ぐるっと松江レイクラインバス』
1日乗車券付

t40031945

ランチタイム　　ご飯食べ放題
ディナータイム　飲み物1杯サービス×人数分

※大ジョッキ以外の飲み物に限る。

世界でもっとも怖いと噂の『スカイサイク
ル』が日没後にはクラブのような光と音楽
でノリノリで恐怖を体感できる！

670273

特典内容の詳細は、
会員専用サイトをご確認ください。

岡山/倉敷

ブラジリアンパーク
鷲羽山ハイランド

〈開催期間〉12/28～2020/1/5

日本庭園 由志園
島根/松江

〈開催期間〉 11/15～12/26、
　　　　　 2020/1/2～1/14

※2020/1/2～1/14は水曜日休みとなります。

倉敷みらい公園からJR倉敷駅南デッ
キまで色とりどりのLEDでライトアッ
プが施され、町全体がきらめきに包ま
れます。期間中は「竹あかり＆三角灯
篭ワークショップ」やライブステージ、
グランピング体験など無料イベントも
開催予定です。

岡山/倉敷

倉敷みらい公園
くらしき
きらめきのみち

〈開催期間〉11/2～2020/2/14

654886 〈特典期間〉11/22～2020/1/31

鳥取

山口

岡山

島根

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

中
国
・
四
国

中
国
・
四
国

※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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会員証提示

661198

ウェルカムドリンク サービス

〈特典期間〉11/1～2020/2/2670080

入場料 100円OFF

約25万球のイルミネーション！

タオル美術館
愛媛/今治

〈開催期間〉 11/1～2020/3月中旬

淡路島と鳴門市を結ぶ大鳴門橋。橋
を支える主塔を照らす橋梁照明灯
を、年末年始を中心に点灯します。
大晦日には、特別に日没から元旦の
午前7時まで点灯しています。

道後温泉本館北面の「火の鳥」のオブジェを中心に、道後
温泉にまつわる神話時代から飛鳥時代までの歴史絵巻
を音と光のデジタルアート「プロジェクションマッピン
グ」で演出。手塚マンガ風の描き文字で表現した擬音語・
擬態語（オノマトペ）も楽しめます。

670090

・プラネタリウム
・こども科学館 常設展示
・カレイドシアター
おとな（高校生以上）/こども（小・中学生）　20%OFF
さらにグッズプレゼント

今年のテーマは～Magic Time 魔法の時間～。
高さ10mの音楽連動ツリーや、ユニコーンなど
の動物が集まるガーデンが魔法の力でカラフル
に輝く。

あすたむらんど徳島
徳島/板野

〈開催期間〉 12/5～12/29

約17mのシンボルツリーをはじめ、公園内の樹木
やオブジェを55,000球のネオンでクリスマスカ
ラーに彩ります。周辺の商店街にもイルミネー
ションが施され、町中が光に包まれる冬の風物詩
となっています。11/29には点灯式のイベントも
開催します。

高知市中央公園
イルミネーションフェスタ

高知/高知

〈開催期間〉 11/29点灯式～2020/1/19

物部川のほとりの高台に建つ１軒宿の温泉旅館。 

道後舘（日帰り入浴）

国際的建築家、黒川紀章設計の
温泉宿で、癒しのひとときを。

日本最古の温泉と、瀬戸内の美味を存分に。
旅館ならではのおもてなし溢れるデザイナーズ旅館。

662626

入浴料
中学生以上 800円 ⇒ 700円

夢の温泉（日帰り温泉）
高知/香美

愛媛/道後
道後舘

15,400円~30,800円

13,700円~29,500円

2～5名様1室 お1人様／1泊2食
使 貯

410042

※要事前予約。
道後温泉×ネイキッド 
MESSAGE-火の鳥、到来-

愛媛/松山

〈開催期間〉 ～2021/3月末まで実施予定

※2020/2/3よりイルミネーションは無料。

©TEZUKA PRODUCTIONS　企画演出/NAKED Inc.©TEZUKA PRODUCTIONS　企画演出/NAKED Inc.

本州四国連絡高速道路㈱提供本州四国連絡高速道路㈱提供

〈特典期間〉11/16～2020/1/31
670332

入館料
おとな（18歳以上）　620円　⇒ 490円
中・高校生　　　　 410円　⇒ 330円
小学生　　　　　 260円　⇒ 200円
さらにノベルティプレゼント

大鳴門橋架橋
記念館 エディ

徳島/鳴門

~2020/3/31 宿泊までの
期間限定

〈開催期間〉 12/28～2020/1/3、17
※詳細については本四高速HPをご確認ください。

大鳴門橋ライトアップ
兵庫/南あわじ～徳島/鳴門

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！

徳島愛媛

高知

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！

中
国
・
四
国

中
国
・
四
国

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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会員証提示

661198

ウェルカムドリンク サービス

〈特典期間〉11/1～2020/2/2670080

入場料 100円OFF

約25万球のイルミネーション！

タオル美術館
愛媛/今治

〈開催期間〉 11/1～2020/3月中旬

淡路島と鳴門市を結ぶ大鳴門橋。橋
を支える主塔を照らす橋梁照明灯
を、年末年始を中心に点灯します。
大晦日には、特別に日没から元旦の
午前7時まで点灯しています。

道後温泉本館北面の「火の鳥」のオブジェを中心に、道後
温泉にまつわる神話時代から飛鳥時代までの歴史絵巻
を音と光のデジタルアート「プロジェクションマッピン
グ」で演出。手塚マンガ風の描き文字で表現した擬音語・
擬態語（オノマトペ）も楽しめます。

670090

・プラネタリウム
・こども科学館 常設展示
・カレイドシアター
おとな（高校生以上）/こども（小・中学生）　20%OFF
さらにグッズプレゼント

今年のテーマは～Magic Time 魔法の時間～。
高さ10mの音楽連動ツリーや、ユニコーンなど
の動物が集まるガーデンが魔法の力でカラフル
に輝く。

あすたむらんど徳島
徳島/板野

〈開催期間〉 12/5～12/29

約17mのシンボルツリーをはじめ、公園内の樹木
やオブジェを55,000球のネオンでクリスマスカ
ラーに彩ります。周辺の商店街にもイルミネー
ションが施され、町中が光に包まれる冬の風物詩
となっています。11/29には点灯式のイベントも
開催します。

高知市中央公園
イルミネーションフェスタ

高知/高知

〈開催期間〉 11/29点灯式～2020/1/19

物部川のほとりの高台に建つ１軒宿の温泉旅館。 

道後舘（日帰り入浴）

国際的建築家、黒川紀章設計の
温泉宿で、癒しのひとときを。

日本最古の温泉と、瀬戸内の美味を存分に。
旅館ならではのおもてなし溢れるデザイナーズ旅館。

662626

入浴料
中学生以上　800円 ⇒ 700円

夢の温泉（日帰り温泉）
高知/香美

愛媛/道後
道後舘

15,400円~30,800円

13,700円~29,500円

2～5名様1室 お1人様／1泊2食
使 貯

410042

※要事前予約。
道後温泉×ネイキッド
MESSAGE-火の鳥、到来-

愛媛/松山

〈開催期間〉 ～2021/3月末まで実施予定

※2020/2/3よりイルミネーションは無料。

©TEZUKA PRODUCTIONS　企画演出/NAKED Inc.©TEZUKA PRODUCTIONS　企画演出/NAKED Inc.

本州四国連絡高速道路㈱提供本州四国連絡高速道路㈱提供

〈特典期間〉11/16～2020/1/31
670332

入館料
おとな（18歳以上）　620円　⇒  490円
中・高校生 410円　⇒  330円
小学生 260円　⇒  200円
さらにノベルティプレゼント

大鳴門橋架橋
記念館 エディ

徳島/鳴門

~2020/3/31 宿泊までの
期間限定

〈開催期間〉 12/28～2020/1/3、17
※詳細については本四高速HPをご確認ください。

大鳴門橋ライトアップ
兵庫/南あわじ～徳島/鳴門

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！

徳島愛媛

高知

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！

中
国
・
四
国

中
国
・
四
国

※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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オリーブ好きにはたまらない！
温泉や食事、買い物も大満足♪

岡山県

1．ゆず果汁をかけてさっぱり味わえる一杯。2．駅舎の裏側にはJR
津山線が走り、おやすみ処で眺めながらゆったり過ごせる。 3．家庭
の味だった柚子味噌を商品化。おにぎりは大人気の一品だ。

1．魔法のほうきに乗っている
ような写真が撮れるとSNSで
も評判！ 2・3．オリーブを使っ
たドリンクやグルメなど、おしゃ
れなカフェメニューも豊富だ。 
4．オリーブオイルはもちろん、
おつまみになりそうな商品やハ
ンドクリームなど、オリーブ製品
は手土産や贈り物にも◎。 ギリシャ風の建物が並び、まるで地中

海を訪れたかのような気分になれる
道の駅。売店には小豆島産を中心と
したオリーブ製品が並びます。カフェ
やレストラン、天然温泉、宿泊施設な
どもあり、旅の休憩はもちろん、目的
地としても楽しめる場所です。

地元のゆずを使った商品がずらり!
里山の風景に癒やされて♪

展望デッキからの見晴らし抜群！
三原市の自慢も満載！
高台に位置し、瀬戸内海を一望できる
眺望が自慢。さらに食の魅力もたっぷり
で、駅内で調理する惣菜のほか、食事な
どでもここでしか味わえないグルメが盛
りだくさんです。売店に並ぶマダコを
使った商品は実に130種以上！胃も心
も掴まれること間違いなしです。

県内一の生産量を誇る、ゆずを使った商品
が目白押し。食事はもちろん、スイーツやド
リンクなど、まさにゆずづくしです。また周
囲に広がる里山の風景と、温かく迎えてく
れる居心地の良さが何よりの魅力。自分の
田舎のようにくつろいでしまいそうです。
●住 岡山県久米郡久米南町下二ケ1367-1 ●☎ 086-728-3553
●営 10:00～18:00 ※12～2月は～16:00
　レストラン 11:00～15:00（L.O 14:30）
●休 火曜日、12月31日～1月2日

●住 広島県三原市糸崎4丁目21-1
●☎ 0848-63-8585
●営 9:00～18:00
●休 第3火曜日

●住 香川県小豆郡小豆島町西村甲1941-1
●☎ 0879-82-2200
●営 8:30～17:00
　雑貨コリコ／9:00～17:00
　カフェ「オリヴァス」／11:00～16:00（L.O 15:30）
　　※ドリンク テイクアウト／10:00～17:00
　サン・オリーブ／9:00～22:00
　　サン・オリーブ温泉／12:00～21:45（受付 ～21:00）
　　サン・オリーブレストラン／11:00～19:30（L.O 18:30）
●休 年中無休
　カフェ「オリヴァス」／火曜日
　サン・オリーブ温泉、サン・オリーブレストラン／水曜日

SNS映えする
写真も撮れちゃいます♪

最高のロケーションが
迎えてくれます♪

柚子味噌
にぎり
1個 ￥160

ゆず塩ラーメン ￥780

柚子味噌
200g ￥540

ゆずソフトクリーム ￥400

1．展望デッキからは瀬戸内の
島 を々眺めながらゆったりくつろげ
る。 2・3．レストランでは三原名物
のマダコや神明鶏などを存分に堪
能しよう。 4．伝統工芸品「三原だ
るま」の絵馬もかわいいと評判。願
い事を書いて、願掛けを。

4

タコ天カレー ￥930タコ天カレー ￥930 みはら名物水軍焼 ￥950みはら名物水軍焼 ￥950

オリーブガーデン
ハンドクリーム
各60g ￥660

オリーブサイダーフロート ￥500 OLIVAZ チリンドロンライス ￥1,320

1

2

3

1

1

2

3

2 3

スイーツにラーメン、
味噌など実に多彩！

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！

検索679063  1,170円

岡山県

田舎料理バイキング「おばちゃんの味、温泉亭」

検索679117

道の駅 ふぉレスト君田
美人の湯として知られ、リピーターも多い温泉宿泊
施設。地元の新鮮食材が並ぶ市場も人気だ。

道の駅 奥津温泉
奥津温泉街を見下ろす高台に位置する。旬の野菜や
素材を使った、人気の田舎料理バイキングは行列必至。

広島県

検索663796

道の駅 スパ羅漢
豊かな自然に囲まれた渓谷温泉の道の駅。広島県内
では珍しいラドン泉で、露天風呂や展望浴場もある。

温泉入浴料

50円OFF
ハトムギソフトクリーム

検索664386

道の駅 願成就温泉
平成30年4月リニューアル。露天風呂やサウナ、
家族風呂を備えた温泉は、肌がすべすべになると評判。

山口県

検索761799

道の駅 若桜（わかさ）
物販所には新鮮な野菜やジビエ肉など特産品が豊富に
並ぶ。地元食材を使った田舎料理のバイキングが自慢。

ホットコーヒー 1杯サービス

鳥取県

お食事をご利用の方
検索762234

道の駅 瑞穂
数寄屋造りの建物が目印。豊富に並ぶみずみずしい
地元の野菜を求め、県内外から多くの人が訪れる。

50円OFF

島根県

ソフトクリーム・うどん・そばのいずれか 

検索762404

道の駅 掛合の里
道の駅発祥の地ともいわれる。レストランでは地元の
食材が味わえる。

島根県

検索670570

道の駅 鷲の里
太龍寺山の麓にあり、太龍寺ロープウェイの駅を併設。
山越え川越えするロープウェイからの眺めは絶景！

徳島県

大人
（18歳以上）

太龍寺ロープウェイ（往復）

道の駅くめなん

広島県

道の駅

みはら神明の里

香川県

道の駅

小豆島
オリーブ公園

検索762243

50円OFF

会員特典

ソフトクリーム
「みはらみるく」

検索670569

会員特典

サン・オリーブ温泉
入浴料

1,300円➡

600円
温泉入浴料

420円 他 100円OFF 他

630円他

お得な会員特典は
コチラ！

検索762509

広島県 道の駅 よがんす白竜
白竜湖畔に建つ、美しい洋風建築が目を引く。自慢は
本場の食材にこだわった創作イタリアン。

検索76306750円OFF会員特典 各種ソフトクリーム（ゆず・バニラ・ミックス）

レストランで1,000円以上ご利用の方
コーヒーサービス

ショップでお買い物をされたお客様
ねり梅入りおにぎりサービス雲南産米

こしひかりの

※クーポンはご本人様のみ有効。

※会員証１枚につき5名様まで適用。

会員証提示

広島県

大人
（中学生以上）

650円➡大人
（中学生以上） 520円➡大人

（中学生以上）

温泉入浴料

オリーブ新漬
100g ￥650

エキストラバージン
オリーブオイル
200ml ￥4,000

4

大人
（中学生以上）700円➡

大人
（中学生以上） 50円OFF

会員証提示

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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オリーブ好きにはたまらない！
温泉や食事、買い物も大満足♪

岡山県

1．ゆず果汁をかけてさっぱり味わえる一杯。 2．駅舎の裏側にはJR
津山線が走り、おやすみ処で眺めながらゆったり過ごせる。 3．家庭
の味だった柚子味噌を商品化。おにぎりは大人気の一品だ。

1．魔法のほうきに乗っている
ような写真が撮れるとSNSで
も評判！ 2・3．オリーブを使っ
たドリンクやグルメなど、おしゃ
れなカフェメニューも豊富だ。
4．オリーブオイルはもちろん、
おつまみになりそうな商品やハ
ンドクリームなど、オリーブ製品
は手土産や贈り物にも◎。 ギリシャ風の建物が並び、まるで地中

海を訪れたかのような気分になれる
道の駅。売店には小豆島産を中心と
したオリーブ製品が並びます。カフェ
やレストラン、天然温泉、宿泊施設な
どもあり、旅の休憩はもちろん、目的
地としても楽しめる場所です。

地元のゆずを使った商品がずらり!
里山の風景に癒やされて♪

展望デッキからの見晴らし抜群！
三原市の自慢も満載！
高台に位置し、瀬戸内海を一望できる
眺望が自慢。さらに食の魅力もたっぷり
で、駅内で調理する惣菜のほか、食事な
どでもここでしか味わえないグルメが盛
りだくさんです。売店に並ぶマダコを
使った商品は実に130種以上！胃も心
も掴まれること間違いなしです。

県内一の生産量を誇る、ゆずを使った商品
が目白押し。食事はもちろん、スイーツやド
リンクなど、まさにゆずづくしです。また周
囲に広がる里山の風景と、温かく迎えてく
れる居心地の良さが何よりの魅力。自分の
田舎のようにくつろいでしまいそうです。
●住 岡山県久米郡久米南町下二ケ1367-1 ●☎ 086-728-3553
●営 10:00～18:00 ※12～2月は～16:00
　レストラン 11:00～15:00（L.O 14:30）
●休 火曜日、12月31日～1月2日

●住 広島県三原市糸崎4丁目21-1
●☎ 0848-63-8585
●営 9:00～18:00
●休 第3火曜日

●住 香川県小豆郡小豆島町西村甲1941-1
●☎ 0879-82-2200
●営 8:30～17:00

雑貨コリコ／9:00～17:00
　カフェ「オリヴァス」／11:00～16:00（L.O 15:30）
　　※ドリンク テイクアウト／10:00～17:00

サン・オリーブ／9:00～22:00
　　サン・オリーブ温泉／12:00～21:45（受付 ～21:00）

サン・オリーブレストラン／11:00～19:30（L.O 18:30）
●休 年中無休
　カフェ「オリヴァス」／火曜日

サン・オリーブ温泉、サン・オリーブレストラン／水曜日

SNS映えする
写真も撮れちゃいます♪

最高のロケーションが
迎えてくれます♪

柚子味噌
にぎり
1個 ￥160

ゆず塩ラーメン ￥780

柚子味噌
200g ￥540

ゆずソフトクリーム ￥400

1．展望デッキからは瀬戸内の
島 を々眺めながらゆったりくつろげ
る。 2・3．レストランでは三原名物
のマダコや神明鶏などを存分に堪
能しよう。 4．伝統工芸品「三原だ
るま」の絵馬もかわいいと評判。願
い事を書いて、願掛けを。

4

タコ天カレー ￥930タコ天カレー ￥930 みはら名物水軍焼 ￥950みはら名物水軍焼 ￥950

オリーブガーデン
ハンドクリーム
各60g ￥660

オリーブサイダーフロート ￥500 OLIVAZ チリンドロンライス￥1,320

1

2

3

1

1

2

3

2 3

スイーツにラーメン、
味噌など実に多彩！

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！

検索679063  1,170円

岡山県

田舎料理バイキング「おばちゃんの味、温泉亭」

検索679117

道の駅 ふぉレスト君田
美人の湯として知られ、リピーターも多い温泉宿泊
施設。地元の新鮮食材が並ぶ市場も人気だ。

道の駅 奥津温泉
奥津温泉街を見下ろす高台に位置する。旬の野菜や
素材を使った、人気の田舎料理バイキングは行列必至。

広島県

検索663796

道の駅 スパ羅漢
豊かな自然に囲まれた渓谷温泉の道の駅。広島県内
では珍しいラドン泉で、露天風呂や展望浴場もある。

温泉入浴料

50円OFF
ハトムギソフトクリーム

検索664386

道の駅 願成就温泉
平成30年4月リニューアル。露天風呂やサウナ、
家族風呂を備えた温泉は、肌がすべすべになると評判。

山口県

検索761799

道の駅 若桜（わかさ）
物販所には新鮮な野菜やジビエ肉など特産品が豊富に
並ぶ。地元食材を使った田舎料理のバイキングが自慢。

ホットコーヒー 1杯サービス

鳥取県

お食事をご利用の方
検索762234

道の駅 瑞穂
数寄屋造りの建物が目印。豊富に並ぶみずみずしい
地元の野菜を求め、県内外から多くの人が訪れる。

50円OFF　

島根県

ソフトクリーム・うどん・そばのいずれか 

検索762404

道の駅 掛合の里
道の駅発祥の地ともいわれる。レストランでは地元の
食材が味わえる。

島根県

検索670570

道の駅 鷲の里
太龍寺山の麓にあり、太龍寺ロープウェイの駅を併設。
山越え川越えするロープウェイからの眺めは絶景！

徳島県

大人
（18歳以上）

太龍寺ロープウェイ（往復）

道の駅 くめなん

広島県

道の駅

みはら神明の里

香川県

道の駅

小豆島
オリーブ公園

検索762243

50円OFF

会員特典

ソフトクリーム
「みはらみるく」

検索670569

会員特典

サン・オリーブ温泉
入浴料

1,300円➡

600円
温泉入浴料

420円 他 100円OFF 他

630円他

お得な会員特典は
コチラ！

検索762509

広島県 道の駅 よがんす白竜
白竜湖畔に建つ、美しい洋風建築が目を引く。自慢は
本場の食材にこだわった創作イタリアン。

検索76306750円OFF会員特典 各種ソフトクリーム（ゆず・バニラ・ミックス）

レストランで1,000円以上ご利用の方
コーヒーサービス

ショップでお買い物をされたお客様
ねり梅入りおにぎりサービス雲南産米

こしひかりの

※クーポンはご本人様のみ有効。

※会員証１枚につき5名様まで適用。

会員証提示

広島県

大人
（中学生以上）

650円➡大人
（中学生以上） 520円➡大人

（中学生以上）

温泉入浴料

オリーブ新漬
100g ￥650

エキストラバージン
オリーブオイル
200ml ￥4,000

4

大人
（中学生以上）700円➡

大人
（中学生以上） 50円OFF

会員証提示

※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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