
  　       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。

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。

九州・沖縄エリア

長崎

ホテルオークラ JR ハウステンボス

2〜4名1室お1人様／1泊朝食
6,750円〜46,350円

5,050円〜46,350円

※除外日：12/30〜31

451315 3/19

九
州
・
沖
縄

日本最大の広さ152 万㎡を誇るテーマパーク。
1日では回りき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。

●〈開催期間〉 〜2020/5/6
長崎/佐世保

ハウステンボス「光の王国」

【1DAYパスポート】 
おとな・中人・小人・シニア 各200円OFF
※除外日：12/31、2020/3/28

676013
〈特典期間〉〜2020/3/31

入場料 一般価格 会員価格 期間限定価格
大人（18歳以上） 2,500円 2,300円 2,200円
中学生・高校生（13歳〜17歳） 1,900円 1,700円 1,600円
お子様（4歳〜12歳） 1,600円 1,400円 1,300円

自然と調和したマルチメディア
体験を創造するナイトウォーク。
最先端の技術を活用した光と映
像にあふれるコースが森に出現
します。

長崎/長崎

ISLAND LUMINA

※�ご利用日により開始時刻が異なり
ますのでご注意ください。

766540
〈特典期間〉〜2020/2/28

※要予約。前日まで
※1〜5名様に限る。
※ホテルイベントによる除外日あり。

t30018680 3/31

ザ・ホテル長崎BWプレミアコレクション
ニューヨークダイニング

お会計の20%OFF

長崎の夜景を眼下
に、ジャズの流れる
落ち着いた空間で、
上質な大人の時間
を過ごすことができ
るダイニング。

ハウステンボス入国口まで徒
歩２分！ リゾートを楽しむのに
最適なホテルです。

全長85mの光の噴水ショー「Water Magic（ウォー
ターマジック）」
音楽に合わせて光の噴水が躍動する！
目の前で繰り広げられる迫力のエンターテインメント
ショー！

実施場所：フラワーロード周辺運河
所要時間：1回2曲約10分

イベント
情報

イルミネーションと一緒に楽しむ！

© ハウステンボス/J-19203
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※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。

●〈開催期間〉 11/15～12/25
　（クリスマスイルミネーションの点灯期間）
福岡/福岡

福岡タワー

【タワー展望】
おとな（高校生以上） 800円⇒ 720円
小・中学生 500円⇒ 450円
こども（4歳以上） 200円⇒ 180円
※クーポン1枚につき5名様まで適用。

676245

※イルミネーション イメージ画像

〈特典期間〉～2020/3/31

九
州
・
沖
縄

初校 2010.00.00

開業30周年を迎えた福岡タワーがクリスマスイル
ミネーションを全面リニューアル！
最上階からは、福岡市街や博多湾など360 度の
大パノラマが一望できます。

【入園料】
おとな（中学生以上） 1,100円 ⇒ 1,000円
こども（3歳～12歳） 700円 ⇒ 600円 
※のりものフリーパスは適応外。
※入園料は3歳からとなります。
※アトラクション料金は2歳から必要。

675009 〈特典期間〉～2020/3/31

西日本唯一のシルバニアファミリーの世界をテーマにした遊園地。
たくさんのトーマスグッズをそろえた「トーマスステーション」も人気です。

●〈開催期間〉 
　11/16～2020/2/24（予定）
福岡/福岡

かしいかえん 
シルバニアガーデン

肌にやさしい大分由布院の湯と、独特の
湯触りで有名な佐賀武雄の湯、九州が誇
る2つの名湯を、博多で存分に楽しめます。

あか牛を炭火焼で堪能できる
お店。オープンキッチンの店内
は、香りや音で心が躍るような
ライブ空間です。

※要予約。前日まで
※1〜10名様に限る。
※除外日：12/22〜26、12/31〜2020/1/3

t00011843 3/31

※休館日あり。
※深夜料金は別途発生いたします。

660035
〈特典期間〉～2020/3/31
〈チケット有効期限〉

発券日より6ヶ月後の前日23：59まで

福岡/福岡
● 博多駅よりバスで約10分

博多 由布院・武雄温泉 万葉の湯 

【セット入館料＋セルフドリンク付】 
2,629円 ⇒ 1,980円

博多 エクセルホテル東急
レストラン ケヤキ

お会計の20%OFF

福岡

イルミネーションと一緒に楽しむ！
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  　     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。

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！

九
州
・
沖
縄

初校 2010.00.00

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。

©'76, '91, '01, '05, '10, '19 SANRIO CO., LTD.　APPROVAL No.T60093002 ©1976, 2019 SANRIO CO., LTD.　APPROVAL NO. G602510

特別展「深海展」を開催！
クリスマスは21:00まで営業を延長。
年末年始のおでかけにも！！

第13回うみなかクリスマスキャンドルナイト
（海の中道海浜公園 野外劇場及びワンダーワールドにて開催）
12/21（土）・22（日）、24（火）・25（水）※12/23（月）は除く
17：30～21：00（最終入園は20：30まで）
一般公募で選ばれたデザインを1万本のキャンドルで描いた
壮大な光の地上絵（キャンドルアート）が登場します。
期間中、冬の夜空を彩る花火も毎夜お楽しみいただけます

（19時30分から約3分）。
夜間入園料（大人（15歳以上）290円、シルバー（65歳以上）
210円、中学生以下無料）が必要となります。

全室オーシャンビュー。志賀島へと連なる半島沿いに広がる
国営公園内に位置する、豊かな自然の中にあるホテルです。 

ハーモニーランド（お車で約 12
分）唯一のオフィシャルホテル。
ウェルカムベビーのお宿に認定
されました。

●〈開催期間〉 12/1～2020/1/31
福岡/福岡

マリンワールド海の中道

【水族館】
大人 2,350円⇒ 1,880円
小中学生 1,100円⇒ 880円
幼児（3歳以上） 600円⇒ 480円
676045 〈特典期間〉12/1～2020/1/31

●〈開催期間〉 11/1～2020/1/31
大分/速見郡

ハーモニーランド 

【パスポートチケット（4歳以上共通）】
3,000円⇒ 1,700円
※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

678954
〈特典期間〉～2020/1/31

福岡

ザ・ルイガンズ . スパ＆リゾート

2～3名1室お1人様／1泊朝食
 6,500円～22,000円

 5,000円～22,000円

430063 3/31

ホテル＆リゾーツ
別府湾

2～4名1室 お1人様／1泊朝食
 6,077円～22,907円

 5,677円～22,907円

470763

大分

3/31
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※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。

▲ 芝生広場に広がる一面のイルミネーション。

▲ 開聞岳を背景にした花広場。

▲ 植物園が幻想的な世界に包まれます。

▲ 錦江湾を一望できる展望回廊。

イルミネーションと一緒に楽しむ！

佐賀

2〜3名1室お1人様／1泊朝食
7,500円〜13,000円

6,300円〜12,200円
※除外日：12/31〜2020/1/2

443871

佐賀市の中心に位置する、緑とお堀につつまれた
くつろぎのシティホテルです。

地元、佐賀の野菜など鮮度の高い食材を
活かしたおすすめメニューが気軽に楽しめる。

グリーンブリーズ

ランチビュッフェ（土・日・祝のみ） 
20%OFF
※要予約。前日まで
※除外日：12/21〜22・2020/1/2〜5

t40020105

〈特典期間〉〜2020/3/31

ホテル
ニューオータニ佐賀

九
州
・
沖
縄

初校 2010.00.00初校 2010.00.00

晩秋から新春にかけて、佐賀の風物詩とし
て多くの人々に親しまれている「サガ・ライ
トファンタジー」も今年で31 回目を迎えま
す。ライトアップによって明るく幻想的な雰
囲気の光に包まれる、いつもと違う「佐賀」
を、たっぷりと満喫することができます。

●〈開催期間〉 10/30〜2020/1/13
佐賀/佐賀

サガ・ライトファンタジー 

世界各地の植物が楽しめる植物公園。
イルミネーション期間は、芝生広場、
花と香りの回廊など、約 30 万球の電
飾で園内が彩られます。

●〈開催期間〉 12/7〜2020/1/5（12/30・12/31休園）
鹿児島/指宿

フラワーパークかごしま フラワーパークイルミネーション

【入園料】
高校生以上 630円⇒ 500円
小・中学生 310円⇒ 250円
さらに、1家族につき1袋 花の種をプレゼント！

※幼児は無料。

760295

鹿児島

3/31

3/31
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  　     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
※画像はイメージまたは昨年度実施の様子となります。 
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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！

九
州
・
沖
縄

※除外日：12/31

676046
〈チケット発券期間〉～2020/3/31 12：00
〈チケット有効期限〉～2020/3/31

●〈開催期間〉  「THE LIVING GARDEN」のイルミネーション ～2020/2/29 
  ランタンアーチ「願いのランタン」（1日50名限定） ～2020/1/31

宮崎/宮崎

シェラトン・グランデ・オーシャンリゾート「THE LIVING GARDEN」

●〈開催期間〉  11/23～2020/1/13の土日祝日 
および12/24～31、2020/1/2～1/6

熊本/荒尾

グリーンランド
ウィンターイルミネーション

「光のファンタジー」 
※ファミポートのみ利用可。

放置竹林から地域の環境を守るため、竹の間
伐・再生活動の一環として始まり、今では黒
川温泉の冬の風物詩となっています。約 400
個の手作りの竹灯籠が仄かに灯ります。竹明
かりの揺らぎが黒川の温泉街を照らす様子は、
まるで絵巻物のような幻想的な風景です。

“宮崎テロワール”（宮
崎の土地が育んだ地
元食材の美味しさ）を
テーマに、“食の宝庫 
宮崎 ”を感じられる
ビュッフェレストラン。

自然に囲まれた露天風呂と
日本一の深さの“たち湯”。

154mの超高層ホテルの全客室が
東に臨む雄大なオーシャンビュー。
雄大な太平洋から昇る朝日や満月
の夜に現れる幻想的な月の道な
ど、自然につつまれて過ごす贅沢
なリゾートライフを。

シェラトン・グランデ・
オーシャンリゾート
ガーデンビュッフェ
パインテラス

お会計の20%OFF

●〈開催期間〉
　12月後半～
　2020年3月末 予定
熊本/阿蘇郡

黒川温泉 湯あかり

● 日田ICより車で50分

黒川温泉 旅館こうの湯
（日帰り入浴）

663689

入浴料半額 
おとな 600円 ⇒ 300円
こども 300円 ⇒ 150円

シェラトン・グランデ・オーシャンリゾートに隣接する
宿泊者専用のガーデンエリア「THE LIVING GARDEN」に、
約 1,000 個の LED 照明やランタンが灯り、リゾート感あふれる空間に“きらめき”が加わります。
白い砂が印象的なビーチプールでは、宮崎の澄んだ夜空から水面に星が舞い降りたような、幻想的な景観を楽
しむことができます。
また、ビーチプールへ向かうアプローチもイルミネーションが施され、その先にはランタンアーチが。願いを込め
てランタンに明かりを灯し、アプローチの奥に設置されたアーチに飾っていただく事で、輝く「ランタンアーチ」
が完成します。

宮崎

シェラトン・グランデ・
オーシャンリゾート

2～3名1室 お1人様／1泊朝食
9,500円～30,700円

8,000円～30,700円

480770

熊本

※要予約。当日OK
※2〜10名様に限る。

t30017324

スタンダード会員様（A会員）
【入園券】

おとな（高校生以上） 1,700円⇒ 1,300円
こども（3歳～中学生） 900円⇒ 650円
シニア（65歳以上） 900円⇒ 650円
ゴールド会員様（B会員）

【入園券】
おとな（高校生以上） 1,700円⇒ 1,000円
こども（3歳～中学生） 900円⇒ 400円
シニア（65歳以上） 900円⇒ 400円

「遊」「憩」「食」
が創造する熱い
興奮と感動！

3/31

3/31

〈特典期間〉～2020/3/31
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※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。

イルミネーションと一緒に楽しむ！

美しい夕日、東シナ海を見渡
す8万坪のグランドリゾート
ホテル。室内プールに大浴
場など館内施設が充実♪

九
州
・
沖
縄

初校 2010.00.00

●〈開催期間〉  11/1～2020/2/29
沖縄/恩納村

かりゆしドリームファンタジー

※最終入場21：30

676409

●〈開催期間〉 12/1～2020/3/31
沖縄/読谷村

体験王国むら咲むら
よみたん夜あかりプロジェクト
～琉球ランタンフェスティバル～ 

シェラトン・グランデ・
オーシャンリゾート
ガーデンビュッフェ
パインテラス

お会計の20%OFF

入浴料半額 
おとな 600円 ⇒ 300円
こども 300円 ⇒ 150円

プールサイドをはじめとするリゾートの敷地内はムード満
点のイルミネーションで彩られます。ライブステージ「ドリー
ムファンタジーライブ」、バータイラでは「ワンダフルミュー
ジックナイト、ドリームファンタジーナイト」と日替わりの
ライブも開催されます。

約 1,300 種類の貴重な熱帯・亜熱帯植物がここに ！

32 工房 101 の体験アイテムが楽しめる
県内一の体験テーマパーク。

シェラトン・グランデ・
オーシャンリゾート

2～3名1室 お1人様／1泊朝食
9,500円～30,700円

8,000円～30,700円

480770

沖縄かりゆしビーチリゾート・
オーシャンスパ

500791 2～4名1室 お1人様／1泊朝食
5,500円～26,950円

4,000円～26,950円

沖縄

※イルミネーション点灯時間17：00〜22：00。

766666 〈特典期間〉11/23～2020/4/5

●〈開催期間〉 ～2020/4/5
沖縄/沖縄

東南植物楽園
「ひかりの散歩道2019」

【入園料】
おとな（18歳以上） 1,980円⇒ 1,385円 30％OFF
シニア（60歳以上） 1,210円⇒ 850円 30％OFF
高校生 1,210円⇒ 850円 30％OFF
小・中学生 660円⇒ 460円 30％OFF 【入園料】

おとな 600円⇒ 300円
中高生 500円⇒ 250円
小学生 400円⇒ 200円

3/31

〈特典期間〉～2020/3/31
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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

佐賀/佐賀

古湯温泉 ONCRI

663899  〈特典期間〉～2020/3/31

入湯料 
中学生以上 1,200円 ⇒ 800円
※利用除外日:年末年始
※�施設点検等の事由により、休館日を設ける
場合がございます。

入浴料
おとな 2,530円 ⇒ 1,265円
※�16歳以上の方は、入湯税として別途
150円かかります。�

※0〜3歳は無料。

鹿児島/鹿児島

SHIROYAMA HOTEL 
kagoshima（日帰り入浴） 

660558  〈特典期間〉～2020/3/31

名水の地と言われるにふさわしく、宗像には、長いときを
かけてできた泉質のいい温泉が眠っていました。
その泉質は、宗像に生まれた宗像三女神を象徴するよう
なつるつるすべすべの美肌の湯。
湯量も豊富で、全館かけ流しだから、新鮮で泉質のいい
お湯をいつでもお愉しみいただけます。

天山を望む野趣豊かな露天
風呂をはじめ、寝湯、立湯、
箱蒸し風呂、檜風呂、足湯な
ど、男女あわせて15種類の
趣向を凝らした天然温泉が
楽しめます。 

地下1,000mから湧き出る良質な温泉
と、108mの高台から桜島と鹿児島市街
地を一望する絶景展望露天温泉。お肌
がつるつるになる美人の湯で、日頃の疲
れをゆっくりと癒やすことができます。 

福岡エリア最大級の日帰り温浴施設。
全館かけ流しの

福岡/宗像

宗像王丸・天然温泉 やまつばさ

入浴料金 
平日 おとな（12歳以上）  1,150円 ⇒ 930円
土・日・祝日 おとな（12歳以上）  1,350円 ⇒ 1,100円
※12歳以上の大人限定になります。
※4歳未満・身長100cm未満のお子様は家族風呂のみのご利用。

663920  〈特典期間〉～2020/3/31

王丸の地下
約1,400mから

汲み上げる湯量は、
毎分約230ℓ。

いつでも新鮮なお湯に
つかっていただけます。

寒い季節はあったか

絶景展望露天温泉。
桜島と鹿児島市街

地を一望する

山峡の湯治リゾート。
ぬる湯につかり時を

忘れる
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熊本/人吉

人吉温泉 鍋屋本館

和室客室（3時間利用／11：00～14：00まで） 
お一人様 3,500円 ⇒ 3,000円
和室客室（4時間利用／11：00～15：00まで） 
お一人様 4,500円 ⇒ 4,000円
※入浴時間は13：00からになります。
※昼食（ひとよし膳）となります。
※ご予約は前日18：00まで。
※利用除外日：年末年始

662494  〈特典期間〉～2020/3/31

福岡/久留米

いづみ乃湯

券売機でチケットを購入後、
カウンターにクーポンを提示いただくと  
300円のキャッシュバック！
※A、B、C各部屋タイプ適用可能です。

662403  〈特典期間〉～2020/3/31

入浴料
おとな（中学生以上） 530円 ⇒ 430円
こども（小学生） 310円 ⇒ 210円
※幼児の入浴料は無料です。

利用料（タオル持ち込みなし） 
月～金 おとな（中学生以上） 1,450円 ⇒ 1,250円
土・日・祝日 おとな（中学生以上） 1,600円 ⇒ 1,400円
利用料（タオル持ち込みあり） 
月～金 おとな（中学生以上） 1,050円 ⇒ 900円
土・日・祝日 おとな（中学生以上） 1,300円 ⇒ 1,150円

宮崎/えびの

国民宿舎えびの高原荘
（日帰り入浴）

663385 〈特典期間〉～2020/3/31

沖縄/那覇

ゆんたくあしび温泉
りっかりっか湯

660407
〈特典期間〉～2020/3/31

※本料金にはタオル代が含まれています。
※小学生未満のお子様の入浴料は無料です。
※利用可能時間/13:30〜18:00
※12/21以降：�おとな（中学生以上）�1,600円�⇒�1,000円�

（12/30〜2020/1/3は特典対象外）�
こどもの特典はございません。

入館料
10％OFF
※ヒーリングプランのご利用は中学生以上。
※利用除外日：12/30〜2020/1/3

長崎/佐世保

ホテルオークラ
JRハウステンボス
天然温泉「琴乃湯」

663626
〈特典期間〉～12/20

大分/大分

CITY SPA てんくう

663865 〈特典期間〉～2020/3/31

温泉内にある、純和風造りの露天風呂。
ゆったりと手足を伸ばせば、心も体もリ
フレッシュされることでしょう。 地上80ｍ、高さ日本トップクラ

スの大パノラマを望む露天風
呂では、天然温泉と高濃度炭酸
泉の2つの魅力が楽しめる。

歴史の宿。

源泉かけ流し温泉。
霧島連山が一望できる、

露天風呂から

全室源泉かけ流し。
アルカリ性単純硫黄泉

の全20室の家族
風呂専門店。

黄金色の天然温泉。
鉄分・マンガンを豊

富に含んだ

日帰り入浴

くつろぎの天然温泉&ヒーリングスパ。
大分の絶景と一体化する
空、山、海、街。

入ってもらいたい温泉。

沖縄の地で、

絶好のロケーションを誇る
源泉かけ流しの美

肌温泉と、

【期間限定】
入浴料半額 !
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初校 2010.00.00

入浴料 一般価格 会員価格 期間限定価格
おとな（中学生以上） 1,600円 1,000円 800円
こども（小学生） 800円 400円
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