
尾上松也
Special Interview

お得で簡単に年賀状を！
幹事さん必見！忘・新年会でお得に使える飲食店！
忘・新年会の2次会はカラオケをお得に利用！

P08

P14

P19

『新春浅草歌舞伎』
令和2年

P28

フィットネスクラブの
無料・ワンコインキャンペーン
Apple製品が、最大10%OFFに
コスモ石油販売から期間限定で
特別特典が登場！

読めば得する！本誌だけの特別特典がいっぱい！ 近畿版

12・1SPECIAL
 ISSUE

ひらかたパーク／大阪城イルミナージュ／
京都タワー展望室／ハーバーランド周辺  ほか

2020年3月、7日間限定でパスポートがお得に！

P07

P02

デジタルカタログなら

エリア情報も充実！

詳しくは
こちら
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フィットネスクラブ　無料・ワンコイン　キャンペーン!!
フィットネスクラブを手軽に利用できるチャンス！

●カスタマーセンター年末年始の営業時間について

ベネフィット・ステーション会員特典の利用方法
ご利用方法の詳細は会員専用サイトで、ご確認いただけます！

コース別特典（料金）表示について ベネフィット・カフェ自動決済システムを導入のみなさまへ

A B

ベネポが使える・貯まるメニューです。

※一部メニューで、自己負担額の税抜額をもとにベネポが付与される場合がございますので、
　詳しくは会員専用サイトの各メニューの詳細情報をご確認ください。
※ご加入のコース、もしくは企業によって、ベネポをご利用いただけない場合がございます。

使 貯 会員専用サイト内で「100　 　　＝100円」として
ご利用いただけます。

100 100円

ご契約内容により、それぞれのコース
の会員特典（料金）を示しています。

ベネフィット・カフェ自動決済システム対象
メニューです。（申請可否は企業によって異なります。）

カフェテリアポイントでクーポン
をご精算いただくメニューです。

ベネフィット・ステーション カスタマーセンターの年末年始の営業時間は通常と異なる場合がございます。後日会員専用サイトにてお知らせさせていただきますので、詳細は会員専用
サイトにてご確認ください。　※ご所属の団体、並びにご利用サービスにより内容が異なる場合がございますのでログイン後にご確認いただきますようよろしくお願い申し上げます。

その他にもベネポから
交換できるポイントがたくさん！
会員専用サイトでチェック！

※ご利用方法にて、デジタルチケット・デジタルクーポンコードとコンビニ
発券の両方があるメニューについては、コンビニ発券プランを
ご利用いただいた場合、発券手数料（100円/1枚）を頂戴いたします。

〈12・1月合併号特典期間〉2019年11月15日（金）～2020年2月29日（土）〈12・1月合併号特典期間〉2019年11月15日（金）～2020年2月29日（土）
※本誌掲載のメニューは、特に記載がない場合、上記有効期限までのサービスとなります。　※ご加入のコースによっては、一部ご利用いただけないサービスもございます。

※誌面に記載の価格は、原則総額表示です。メニューにより、軽減税率の対象のもの、経過措置が適用されるものがございますので、詳細は会員専用サイトをご確認ください。
※掲載情報は予告なく変更となる場合がございます。最新の情報は、会員専用サイトをご確認ください。
※サービス料が別途必要となる店舗・施設に関しては、各メニューに記載の情報をご確認ください。　※宿泊施設に関しては、入湯税・宿泊税・冷暖房費などが別途かかる場合がございます。

BENEFIT STATION 12・1月合併号
◎発　行 2019年11月25日発行
◎発行者 株式会社ベネフィット・ワン　観光庁長官登録旅行業第1628号　一般社団法人 日本旅行業協会正会員　〒100-0004 東京都千代田区大手町二丁目6番2号
◎本誌は、2019年10月現在の情報をもとに制作・発行しております。情報内容はやむを得ず変更される可能性がございますので、ご了承ください。◎本誌に掲載されたサービスをご利用いただく際は、事前に
会員専用サイトの各メニューページをご確認ください。◎同じ提携メニューで特典プランによって利用方法が異なる場合がございます。◎提携メニューや特典プランによって利用人数、PC対応/スマホ対応
などの利用方法に制限がある場合がございます。

コナミ
スポーツクラブ

スポーツクラブ
ＮＡＳティップネス

625152

スポーツクラブ　
ルネサンス

625306

東急スポーツ
オアシス

620048625303620032

メガロス

625278

①②共通

②

EXPA

622373

①12/25～29
②2020/1/25～29

①12/16～12/31※

②11/15～12/1511/15～2020/1/31 11/16～2020/2/212/2～2020/3/31 12/1～2020/1/3111/15～2020/2/2

日数限定

日数限定

初回利用限定 ※1
初回利用限定 ※1※1初回利用限定 ※1

※

初回利用限定初回利用限定 ※1

※事前申請書をダウンロードし、
　ご記入の上ご持参ください。

※入会当日のご利用に限ります。 ※要事前予約　
※体験レッスンとなります　

※1  各スポーツクラブを初めてご利用頂く方に限る。  ※2  会員証発行手数料が別途発生する場合がございます。　詳細は各メニューページをご確認ください。
※3  店舗により休館日、年末年始営業日が異なります。公式ホームページもしくは各店舗にご確認ください。

入会が必要となります※2 入会が必要となります※2 入会が必要となります※2

初回利用限定 ※1

入会が必要となります※2

※入会当日のご利用に限ります。※各店舗の12月最終営業日まで。

特典

期間

注意
事項

メニュー
No

利用
方法

利用
条件

会員証提示 会員証提示会員証提示

忘年会シーズン！ 気になる身体に！

1回 ※ 1回 1回1回
500円

1回
500円

※1回
500円

①1回

②1回
500円

最新のニュー
スや

メニューをご
紹介！！

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。02
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お近くのApple StoreでもApple Online Storeでも

Apple製品が、最大10％OFFに

利用方法は2つ

①お近くのApple Storeでご購入の場合
STEP1.　会員専用サイトで                  　し、クーポンを取得。
STEP2.　Apple Storeでクーポン画面をご提示し、優待価格希望の旨お伝えください。

〈特典対象店舗〉 Apple Store日本全店

STEP1.　会員専用サイトで　　　　　　し、ログイン後のベネフィット・ステーションを
　　　　  経由してストアサイトへアクセス。
STEP2.　優待価格になっていることを確認し、ご購入お手続きを進めてください。

②Apple Online Storeでご購入の場合

Mac

iPad

iPhone （SIMフリー）

Apple Watch

iPod

アクセサリ

6％OFF

2％OFF

2％OFF

2％OFF

5％OFF

10％OFF

3台

3台

3台

3台

10台

妥当な数量

MacBook, MacBook Air, MacBook Pro,
 iMac, iMac Pro, Mac mini, Mac Pro

iPad Pro, iPad, iPad mini 4

iPhone XR, iPhone8/8Plus

Apple Watch Series 5, 
Apple Watch Series 3, Apple Watch Nike

iPod Touch

Apple製アクセサリ
（Smart Keyboard、Apple Pencilは6%）、
Beatsヘッドフォン&スピーカー、
AppleCare製品、サードパーティ製品

割引対 象製品名割引率機 種 割引対象上限数

〈特典期間〉10/25～2021/3/31

656367

656366

※特典情報は、予告なく変更となる場合がございます。最新の情報は必ず会員専用サイトを確認してください。

最
新
の
ニ
ュ
ー
ス
や
メ
ニ
ュ
ー

03HOTNEWS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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全国47都道府県全エリアに展開する手芸専門店

人気の電子マネーが2％OFF！

UFOキャッチャーが500円分　　　メダルゲームが300枚

先着で産後のお役立ち情報を　　　プレゼント

〈特典期間〉11/15～2020/3/31656393

クラフトハートトーカイ、クラフトパーク、
クラフトワールド、クラフトループ入会時、その場のお買い物が20％ＯＦＦ

2回目以降は会員価格（10％ＯＦＦ）でお買い物ができる
お買い物でポイントが貯まる、使える
会員様 特別セールあり

全国/433店舗

クラフトメンバーズカード年会費

550円 ⇒

EJOICAセレクトギフトは、提携している各種電子マネー
等のラインナップの中から自由に選択し、ギフト金額を
登録（交換）することができる電子マネーギフトです。
本プログラムで購入したEJOICAセレクトギフトで交換
できる商品は2つのメニューに限定されています。交換で
きるメニューは会員専用サイトをご確認ください。

〈特典期間〉11月下旬～2020/3/31656379

EJOICAセレクトギフト

※「EJOICAセレクトギフト」は、株式会社NTTカードソリューションが
　発行する電子マネーギフトです。 〈特典期間〉～2020/2/29644074

すくすくスマイルBOX
全国

産後すぐにほしい情報を1つのBOXにつめこみました！
専用BOXにてお届けいたします。

先着で5,000名様に、お祝いボックスセットをプレゼント
※申込時に産後0～2か月のお子様を、お申込みの対象といたします。
※先着5,000名の方に、お申し込みから2～3週間後までにお届けいたします。
※1IDにつき1回のみお申込み可能。

〈特典申込期間〉11/15～2020/3/31
〈チケット有効期間〉発券日より

3か月後の同日まで

768931

セガ（ゲームセンター）
全国/190店舗

※UFOキャッチャーは一部対象外とさせていただく機種がございます。
※メダルゲームの設置のない店舗もございます。あらかじめご確認ください。
※メダルゲームはご利用前にメダル会員登録が必要です。
※1IDにつき、月1回のみお申込み可能です。
※サービスの転売はいかなる場合も固く禁じます。

EJOICAセレクトギフト
500円分   ⇒         490円
2,000円分   ⇒ 1,960円

5,000円分   ⇒ 4,900円
10,000円分 ⇒ 9,800円

初心者から上級者まで

ご満足いただける生地

や手芸用品を豊富に取

り扱っています。

1

2

3

4
※一部割引除外商品があります。

無料チケットプレゼント

無料チケットプレゼント
メダルゲーム
300枚

UFOキャッチャー
500円分

※画像はイメージです。

全国 編

クラフトメンバーズに入会すると
お得な特典がいっぱい！

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。04
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コニカミノルタ
プラネタリウム“天空”

in東京スカイツリータウン®

【プラネタリウム作品】

おとな 1,500円 ⇒  1,200円 ほか

すみだ水族館 マリオンクレープ
東京ソラマチ店

※特別シート（三日月シート）は適用除外となります。
※一部の演目（不定期のライブイベントなど）については適用除外となります。 
※ヒーリングプラネタリウム作品、LIVE in the DARK -w/Quartet-は
　小学校就学前のお子様の入場をお断りしています。 

766969

東京スカイツリー ®

〈特典期間〉～2020/3/31
〈特典期間〉11/25～2020/1/31762940

※チケット窓口でクーポン画面をご提示の上、別途受付用紙に氏名、
　利用日などのご記入をお願いいたします。
※クーポン1枚につき5名様まで適用となります。

【入場料】

おとな 2,050円 ⇒ 1,640円 ほか

〈特典申込期間〉11/15～12/15
〈チケット有効期間〉12/20～2020/1/31

抽選で300名様に
天望デッキ 当日券無料プレゼント

抽選で

　　プレゼント

※除外日：12/30～2020/1/3
※１IDにつき1回・1枚までお申込み可能。

7 階 5 階 11 階

東京スカイツリー ®

【東京スカイツリー天望デッキ・
天望回廊セット 当日券 休日】
おとな（18歳以上） 3,400円 ⇒ 2,750円
中・高校生（12～17歳） 2,550円 ⇒ 2,100円
小学生（6～11歳） 1,550円 ⇒ 1,250円
※未就学児（5歳以下）は無料です。
※6歳で未就学の場合も無料です。
※混雑時はセット券の販売を見合わせる場合があります。

©TOKYO-SKYTREE　©TOKYO-SKYTREETOWN

デートにぴったり
二人だけの世界を満喫しよう！ 家族で楽しめる！ 都市型水族館 ソラマチ店限定のグルメも充実！

例えば…

世界一高い自立式電波塔に
登ってみよう！

〈特典期間〉～2020/3/31

※クーポン1枚につき3名様まで適用となります。

お好きなクレープお一人様1つ100円OFF

t40015000

〈特典期間〉11/15～2020/1/31
765832

765832

東京スカイツリータウンは、東京スカイツリーをはじめ、
多彩な店舗の集まる東京ソラマチ、プラネタリウム、
水族館などが形成する「新しく、にぎわう下町」です！

押上（スカイツリー前）駅と、とうきょうスカイツリー駅をつなぐ
「タワーのある街」へお出掛けしよう！

抽選

東京スカイツリータウン® で楽しい一日を過ごそう！

東京スカイツリー®

最
新
の
ニ
ュ
ー
ス
や
メ
ニ
ュ
ー

05HOTNEWS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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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。06　Area
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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 07 Area　 
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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

08　Area 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

09 Area　 ※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

10　Area 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

11 Area　 ※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

12　Area 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

13 Area　 ※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

14　Area 　　  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

15 Area　 

念校 2019.10.15
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8,060円

6,660円

湯快リゾート 下呂温泉 
下呂彩朝楽 別館

2～5名1室 お1人様／1泊2食

※除外日：土曜・休前日、12/27～2020/1/4 ※除外日：12/28～2020/1/4、2/22・23

※1泊2食プランもございます。

※このページに掲載のメニューの申込方法は全て　　　　　  　です。

岐阜/下呂

澄んだ空気の中、開放的な
気分で心ゆくまで名湯を
ご堪能いただけます。

250057

8,250円~41,800円

6,750円~41,800円

ヒルトンニセコビレッジ

2～4名1室 お1人様／1泊朝食

北海道/ニセコ

天然温泉と種類豊富な
バイキング。
ご家族やグループ旅行
におすすめです。

テーマパークやスキー場など、
観光地近くの立地が魅力です。

絶景露天風呂!!

2020/3/31 宿泊までの
期間限定030108

9,260円~30,440円

7,560円~30,440円

大江戸温泉物語
箕面温泉 箕面観光ホテル
2～4名1室 お1人様／1泊2食

大阪/北摂

311263

ゲレンデまで徒歩約10秒！
極上のパウダースノー！
全16コースで初級～上級者まで
楽しめます。

使

貯

使

使

貯使

11,100円~30,000円

8,100円~30,000円

ホテルグリーンプラザ白馬

2～7名1室 お1人様／1泊2食

※ホテルグリーンプラザ強羅は2019年8月を
　もって閉館いたしました。

※湯快リゾート南紀勝浦温泉〈プレミアム〉は
　リニューアル工事のため休館中でございます。

長野/白馬

200439

【その他特典】お子様料金割引、
リフト券1日分付（大人・小学生） ほか

北海道・東北 

中部

関東

近畿

九州・沖縄

1施設 6施設

2施設

5施設

1施設

中部

中国・四国

近畿

九州・沖縄

5施設

3施設

17施設

4施設

ホテルグリーンプラザ　

湯快リゾートグループ

ヒルトングループ

大江戸温泉物語

この冬泊まるなら…

この冬泊まるなら…
この冬泊まるなら…

この冬泊まるなら…

全15
施設

北海道・東北 

中部

中国・四国

関東

近畿

九州・沖縄

5施設 11施設

3施設

3施設

9施設

1施設

全32
施設

全 7
施設

全29
施設

羊蹄山をのぞむ雄大なリゾートに
位置し、ホワイトシーズンの
スキーは格別！

関西最大級の規模を誇る人気のバイキング
は朝夕合わせて140種以上の品ぞろえ。
ライブキッチンでは焼きたてのステーキや
揚げたての天ぷらなどが味わえます！

2020/3/31 宿泊までの
期間限定

2020/3/31 宿泊までの
期間限定2020/1/31 宿泊までの

期間限定

中部 3施設関東 3施設

近畿 1施設

世界各国で展開する、
伝統のあるホテル。
最高のおもてなしと、
快適な空間をご提供
します。

浜名湖 鴨川

ホテル木曽路 長崎ホテル清風

南紀串本 天草ホテル亀屋

箕面観光ホテル

この冬は、　　　で楽しむ泊まり
チェーンホテル特集

共
通

　

共
通

　
　

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。16
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8,060円

6,660円

湯快リゾート 下呂温泉 
下呂彩朝楽 別館

2～5名1室 お1人様／1泊2食

※除外日：土曜・休前日、12/27～2020/1/4 ※除外日：12/28～2020/1/4、2/22・23

※1泊2食プランもございます。

※このページに掲載のメニューの申込方法は全て　　　　　  　です。

岐阜/下呂

澄んだ空気の中、開放的な
気分で心ゆくまで名湯を
ご堪能いただけます。

250057

8,250円~41,800円

6,750円~41,800円

ヒルトンニセコビレッジ

2～4名1室 お1人様／1泊朝食

北海道/ニセコ

天然温泉と種類豊富な
バイキング。
ご家族やグループ旅行
におすすめです。

テーマパークやスキー場など、
観光地近くの立地が魅力です。

絶景露天風呂!!

2020/3/31 宿泊までの
期間限定030108

9,260円~30,440円

7,560円~30,440円

大江戸温泉物語
箕面温泉 箕面観光ホテル
2～4名1室 お1人様／1泊2食

大阪/北摂

311263

ゲレンデまで徒歩約10秒！
極上のパウダースノー！
全16コースで初級～上級者まで
楽しめます。

使

貯

使

使

貯使

11,100円~30,000円

8,100円~30,000円

ホテルグリーンプラザ白馬

2～7名1室 お1人様／1泊2食

※ホテルグリーンプラザ強羅は2019年8月を
　もって閉館いたしました。

※湯快リゾート南紀勝浦温泉〈プレミアム〉は
　リニューアル工事のため休館中でございます。

長野/白馬

200439

【その他特典】お子様料金割引、
リフト券1日分付（大人・小学生） ほか

北海道・東北 

中部

関東

近畿

九州・沖縄

1施設 6施設

2施設

5施設

1施設

中部

中国・四国

近畿

九州・沖縄

5施設

3施設

17施設

4施設

ホテルグリーンプラザ　

湯快リゾートグループ

ヒルトングループ

大江戸温泉物語

この冬泊まるなら…

この冬泊まるなら…
この冬泊まるなら…

この冬泊まるなら…

全15
施設

北海道・東北 

中部

中国・四国

関東

近畿

九州・沖縄

5施設 11施設

3施設

3施設

9施設

1施設

全32
施設

全 7
施設

全29
施設

羊蹄山をのぞむ雄大なリゾートに
位置し、ホワイトシーズンの
スキーは格別！

関西最大級の規模を誇る人気のバイキング
は朝夕合わせて140種以上の品ぞろえ。
ライブキッチンでは焼きたてのステーキや
揚げたての天ぷらなどが味わえます！

2020/3/31 宿泊までの
期間限定

2020/3/31 宿泊までの
期間限定2020/1/31 宿泊までの

期間限定

中部 3施設関東 3施設

近畿 1施設

世界各国で展開する、
伝統のあるホテル。
最高のおもてなしと、
快適な空間をご提供
します。

浜名湖 鴨川

ホテル木曽路 長崎ホテル清風

南紀串本 天草ホテル亀屋

箕面観光ホテル

この冬は、　　　で楽しむ泊まり
チェーンホテル特集

共
通

　

共
通

　
　

17
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18,600円~48,300円
17,500円~48,300円

星野リゾート リゾナーレ那須

2～4名1室 お1人様／1泊朝食
※1 公式HPより。
※除外日は会員専用サイトを参照。
住所：〒325-0303 栃木県那須郡那須町高久乙道下2301

栃木/那須

壁一面の大きなガラスを介して、
屋外からは夜の森が浮かびあが
り、屋内からは森と空が望めま
す。産地・生産者を吟味した素
材本来の味わいをじっくりと堪
能できます。

3/31宿泊までの期間限定111506

21,000円~68,500円
19,700円~68,500円

星野リゾート
リゾナーレトマム

2～4名1室 お1人様／1泊朝食

※除外日：12/15~2020/2/23

北海道/トマム

3/31宿泊までの期間限定020695

【その他特典】リフト２日券付き

12,300円~24,800円 11,000円~24,800円

星野リゾート
リゾナーレ八ヶ岳

2～4名1室 お1人様／1泊朝食

※除外日は会員専用サイトを参照。

山梨/小淵沢

3/13宿泊までの期間限定190045

【その他特典】1.スタンダードトリプル（35㎡）の料金で
レジデンス棟のお部屋（70㎡）へアップグレード
2.プール「イルマーレ」滞在中フリーパス

星野リゾート リゾナーレ熱海
静岡/熱海

15,200円~34,200円
13,700円~34,200円

2～5名1室 お1人様／1泊朝食

※除外日は会員専用サイトを参照。

3/19宿泊までの期間限定181114

それぞれの冬を通して至福のひと時を。

10月1日
リブランド
オープン

7,200円~12,000円
5,900円~12,000円

星野リゾート 西表島ホテル

2～3名1室 お1人様／1泊朝食

沖縄/西表島

3/31宿泊までの期間限定501311

11,500円~37,500円
10,200円~37,500円

星野リゾート トマム ザ・タワー

2～4名1室 お1人様／1泊朝食

※除外日：12/15～2020/2/23

北海道/トマム

4/4宿泊までの期間限定020025

エゾシカが跳ねる雄大なリゾート。

ディープな旭川の街を遊びつくす
都市観光のためのホテル。

※料金は日によって変動します。くわしくは会員専用サイトをご確認ください。

【その他特典】リフト2日券付き

3,952円~7,522円
2,652円~7,522円

星野リゾート OMO7 旭川

2～4名1室 お1人様／1泊朝食

北海道/旭川

3/31宿泊までの期間限定010691

ビュッフェレストラン
「SHAKI SHAKI」

高原のアグリツーリズモリゾート。
日本初の

優雅な空間。
蒼き森の奥に佇む

八ヶ岳の

スノーリゾート。

首都圏から2時間。
大人も子供も楽しめる 見下ろす特等席。

大海原と夜景を

北も も南
イ
リ
オ
モ
テ
ヤ
マ
ネ
コ
が

棲
む
奇
跡
の
島
。

沖縄　イリオモテヤマネコが棲む島のジャングルリゾート

北海道　圧倒的なスノーフィールドを満喫

使 使 使

使

使

使

使

※1

2019 年 11 月 1日

リゾナーレ那須開業！
星野リゾート

全
国

18 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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654410

ファミリーマート 
年賀状サービス 

①～11/30のお申込みで通常印刷料金より32%OFF
②12/1～27のお申込みで通常印刷料金より22%OFF

655562

プリントショップの
ACCEA（アクセア） 

年賀状の印刷代が割引併用で最大36％OFF
（早期割引で20％OFF+Web入稿割引で
10％OFF+会員特典10％OFF）

654892

ネットスクウェア
NET年賀状・喪中はがき印刷

651748

ウェブポ
【期間限定】

Web申込みで通常販売価格より最大35%OFF
10～49枚：15%OFF
50～99枚：25%OFF
100枚以上：35%OFF

※10枚以上ご注文の方のみ
　特典対象となります。

※2019/12/13 12：00～2020/1/6 11：59は対象外となります。

654379

ふるさと納税サイト さとふる
①12/1～31までの期間の寄付特典を
　           ポイント４％に変更
②①の期間に寄付をした方限定で、
2020/1/1～15までの期間の寄付特典を　           
                ポイント４％に変更
※注意事項は会員専用サイトにてご確認ください。

655963

ふるさとチョイス
寄付をしていただいた方全員に
0.5％分の      　　プレゼント
※詳細は会員専用サイトをご確認ください。

貯

期間限定SALE最大56%OFF
＋会員特典10%OFF！ ほか
更に、購入金額の
5％分の      　　プレゼント

お礼品を探せて、カンタン便利にふるさと納税ができるサイト 利用率No.1のふるさと納税総合サイト
全国全国

特　典 利用
方法

特典
期間

申込方法

パレットプラザ・
55ステーション 

650983

ノハナ年賀状  
655593

しまうまプリント 
655631

写真屋さん45 
654369

FUJIFILM
ネットプリントサービス  

653116

年賀状・喪中はがき印刷
（基本料金＋プリント料金）

店頭・ネットご注文の早割金額から更に20％OFF!!

年賀状・喪中はがきの印刷の
早割キャンペーン金額から
200円OFF
更に、宛名印刷代・送料無料

年賀状印刷 
基本料金60%OFF
更に、スマホ・パソコンからのお申込みで
宛名印刷代が無料！

年賀状印刷代500円OFF
更に、購入金額の
10％分の　　　 プレゼント 貯

①ノハナ年賀状の送料のうち、
ネコポス送料(税込440円)分を無料
②ノハナ年賀状 購入金額(税込)の
5％分の　　　 プレゼント

申込方法 申込方法

Web 店頭

○ ○

×

×

×

×

×

○

×○

○ ○

○

○

○○

○

○

2019/10/1
～

12/31

2019/10/1
～

2020/1/15

2019/10/1
～

2020/1/15

2019/10/1
～

12/31

2019/10/16
～

2020/1/11

2019/11/11
～

2020/1/9

2019/11/1
～

2020/1/15

2019/9/2
～

12/25

～12/27

2020/3/31 までの
期間限定

2020/1/15 までの
期間限定

630648

ユーキャン 
資格通信教育講座

年賀状はこころ

伝わる美文字で！

ふ
る
さ
と

納
税

ふるさと納税も更にお得に！

貯

を！年賀状
おすすめメニューで大満足の 末 始年 年 ！

お得で簡単に

充実のベネ・ステ選定
！

全
国

19
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やきとり家すみれ

アツアツモチモチの絶品・小籠包。
名物の「薄皮小籠包」は、熟練の技と、
選りすぐりの素材で作り上げた自慢
の一品。中が 透けるほどに薄い皮
生地からあふれ出す、コラーゲンを
たっぷり含んだ旨味スープが絶妙に
マッチ！
厳選された豚肉の風味が口いっぱい
に広がります。

スマホ・PCから、
お得で美味しい
お店発見！

〈利用方法〉

※一部、Web上で予約する特典もございます。
1

※スマートフォンサイトの
　クーポンイメージ。

※本誌面の提示、会員証の提示では特典は受けられません。　
※特典ご利用時の注意事項は会員専用サイトであらかじめご確認の上、クーポンをダウンロードし、
　店舗へご提示またはWebから予約してご利用ください。　
※他のサービス・割引クーポン・サービスメニューとの併用はできません。
　最新の情報およびクーポン在庫状況は会員専用サイトにてご確認ください。 
※掲載画像はイメージです。
※ご契約コースによってはご利用いただけない場合がございます。

会員専用サイトのグルメカテゴリからお店を検索

2 利用したいお店を選択

3 ご希望のクーポン（特典）をダウンロード

4 ダウンロードしたクーポン（特典）をお店で提示

焼いたお肉を美味しく召し上がっていただく。 
その一点に心を砕いた料理が焼肉です。 
シンプルだからこそ、肉の職人が妥協を許さず
選んでいる和牛は絶品。
包丁の入れ方や秘伝の味つけにも工夫を凝らし、
大将軍ならではの味を追求しています。 
また、千葉発祥の焼肉店として肉、米、野菜にいた
るまでできるかぎり地元食材を使用しています。 
創業以来、約半世紀。 守り続けたこだわりが、
お客さまとの信頼の絆です。

「ハレの日の食事」
から「普段づかい」
など、多彩・多様な
シーンに対応でき
る店 舗を豊富に
ラインナップして
います。

特選和牛 大将軍

大将軍

※予約不要。※1名様可。
※除外日：2020/1/1～5

【平日限定】お会計の10%OFF

東京・千葉・神奈川・埼玉/約8店舗

※予約不要。※1名様可。
※除外日：2020/1/1～5

国産牛焼肉 くいどん
【平日限定】お会計の10%OFF

東京・千葉・神奈川・埼玉/約27店舗

くいどん

※要予約。

やきとり家 すみれ
「美味しい焼き鳥を多くのお客様に気軽に
食べていただきたい」が、「すみれ」のコンセプト。 
飲み会はもちろんのこと、女性同士や家族でも
気兼ねなく行ける大山どり専門店です。
ふっくらジューシーでプリプリな肉質の焼き鳥
をお楽しみください。
焼き鳥の他にも、8時間じっくり煮込んだ大山
どりの白湯スープをベースにしたトリプルだしが
決め手の「国産牛もつ鍋」や「大山どりのチーズ
タッカルビ」などバラエティに富んだお料理の
数々を楽しめます。

お会計の10%OFF

全国/約100店舗　

2020/3/31までの期間限定

2020/3/31までの期間限定

12/1～2020/2/29までの期間限定ジンディンロウ

※要予約。　　　　　※2名様以上に限る。
※除外日：各店へお問合わせください。

京鼎樓（ジンディンロウ）

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）

50％OFF

東京・千葉・横浜・埼玉・大阪・兵庫・博多/約10店舗　

前日まで

※要予約。　　　　　※掲載14ブランドのみご利用可。
※ランチタイムでのご利用不可。
※特典付与及びサイト限定のコースは利用不可。

コロワイド
北海道、NIJYU-MARU、
やきとりセンター、甘太郎 ほか

豊富な掲載ブランドから選べる。
美味しく楽しい宴会・パーティー！

お会計の最大20%OFF

全国/約240店舗

当日OK各ブランド名称

ダイナック

お会計の15%OFF

全国/約150店舗

※要予約。　　　　　当日OK

グループ各店舗名グループ各店舗名

※早割の特典、早割除外日、対象期間、予約規定などは、
　ブランド/店舗ごとに異なります。
　詳細は各ページでご確認をお願いいたします。

※各グループ店舗の特典適用ブランドは公式HPをご確認ください。

ワタミグループ
和民、坐・ワタミ、三代目鳥メロ、
ミライザカ ほか

もう一つの家庭の食卓！
美味しく楽しく、つながる酒場へ。

宴会早割、または早得

全国/約220店舗

美味しく、たのしく、国産牛
最も美味しい食感を求めて一枚一枚手切りした
肉をジュウジュウと豪快に焼き、思い切りほお
ばる。 口の中でジュワッとあふれ出る肉汁と秘
伝のもみダレとのハーモニーを心ゆくまでかみ
しめる。 そんな最高の幸せを、いつでも気軽
に。 通常メニューでも、食べ放題でも、肉の職人
が一切の妥協なく選んだ最高級の国産牛とと
もにお届けします。

幹事さん必見！ でお得に使える飲食店！

簡単！便利！

忘・新年会
人気店舗多数！グルー プ系列のお得な居酒屋

充実のベネ・ステ選定！

おすすめメニューで大満足の

末 始年 年 ！

他にもおすすめの人気 メニューをチェック！

全
国

全
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      
※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。
※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。20
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やきとり家すみれ

アツアツモチモチの絶品・小籠包。
名物の「薄皮小籠包」は、熟練の技と、
選りすぐりの素材で作り上げた自慢
の一品。中が 透けるほどに薄い皮
生地からあふれ出す、コラーゲンを
たっぷり含んだ旨味スープが絶妙に
マッチ！
厳選された豚肉の風味が口いっぱい
に広がります。

スマホ・PCから、
お得で美味しい
お店発見！

〈利用方法〉

※一部、Web上で予約する特典もございます。
1

※スマートフォンサイトの
　クーポンイメージ。

※本誌面の提示、会員証の提示では特典は受けられません。　
※特典ご利用時の注意事項は会員専用サイトであらかじめご確認の上、クーポンをダウンロードし、
　店舗へご提示またはWebから予約してご利用ください。　
※他のサービス・割引クーポン・サービスメニューとの併用はできません。
　最新の情報およびクーポン在庫状況は会員専用サイトにてご確認ください。 
※掲載画像はイメージです。
※ご契約コースによってはご利用いただけない場合がございます。

会員専用サイトのグルメカテゴリからお店を検索

2 利用したいお店を選択

3 ご希望のクーポン（特典）をダウンロード

4 ダウンロードしたクーポン（特典）をお店で提示

焼いたお肉を美味しく召し上がっていただく。 
その一点に心を砕いた料理が焼肉です。 
シンプルだからこそ、肉の職人が妥協を許さず
選んでいる和牛は絶品。
包丁の入れ方や秘伝の味つけにも工夫を凝らし、
大将軍ならではの味を追求しています。 
また、千葉発祥の焼肉店として肉、米、野菜にいた
るまでできるかぎり地元食材を使用しています。 
創業以来、約半世紀。 守り続けたこだわりが、
お客さまとの信頼の絆です。

「ハレの日の食事」
から「普段づかい」
など、多彩・多様な
シーンに対応でき
る店 舗を豊富に
ラインナップして
います。

特選和牛 大将軍

大将軍

※予約不要。※1名様可。
※除外日：2020/1/1～5

【平日限定】お会計の10%OFF

東京・千葉・神奈川・埼玉/約8店舗

※予約不要。※1名様可。
※除外日：2020/1/1～5

国産牛焼肉 くいどん
【平日限定】お会計の10%OFF

東京・千葉・神奈川・埼玉/約27店舗

くいどん

※要予約。

やきとり家 すみれ
「美味しい焼き鳥を多くのお客様に気軽に
食べていただきたい」が、「すみれ」のコンセプト。 
飲み会はもちろんのこと、女性同士や家族でも
気兼ねなく行ける大山どり専門店です。
ふっくらジューシーでプリプリな肉質の焼き鳥
をお楽しみください。
焼き鳥の他にも、8時間じっくり煮込んだ大山
どりの白湯スープをベースにしたトリプルだしが
決め手の「国産牛もつ鍋」や「大山どりのチーズ
タッカルビ」などバラエティに富んだお料理の
数々を楽しめます。

お会計の10%OFF

全国/約100店舗　

2020/3/31までの期間限定

2020/3/31までの期間限定

12/1～2020/2/29までの期間限定ジンディンロウ

※要予約。　　　　　※2名様以上に限る。
※除外日：各店へお問合わせください。

京鼎樓（ジンディンロウ）

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）

50％OFF

東京・千葉・横浜・埼玉・大阪・兵庫・博多/約10店舗　

前日まで

※要予約。　　　　　※掲載14ブランドのみご利用可。
※ランチタイムでのご利用不可。
※特典付与及びサイト限定のコースは利用不可。

コロワイド
北海道、NIJYU-MARU、
やきとりセンター、甘太郎 ほか

豊富な掲載ブランドから選べる。
美味しく楽しい宴会・パーティー！

お会計の最大20%OFF

全国/約240店舗

当日OK各ブランド名称

ダイナック

お会計の15%OFF

全国/約150店舗

※要予約。　　　　　当日OK

グループ各店舗名グループ各店舗名

※早割の特典、早割除外日、対象期間、予約規定などは、
　ブランド/店舗ごとに異なります。
　詳細は各ページでご確認をお願いいたします。

※各グループ店舗の特典適用ブランドは公式HPをご確認ください。

ワタミグループ
和民、坐・ワタミ、三代目鳥メロ、
ミライザカ ほか

もう一つの家庭の食卓！
美味しく楽しく、つながる酒場へ。

宴会早割、または早得

全国/約220店舗

美味しく、たのしく、国産牛
最も美味しい食感を求めて一枚一枚手切りした
肉をジュウジュウと豪快に焼き、思い切りほお
ばる。 口の中でジュワッとあふれ出る肉汁と秘
伝のもみダレとのハーモニーを心ゆくまでかみ
しめる。 そんな最高の幸せを、いつでも気軽
に。 通常メニューでも、食べ放題でも、肉の職人
が一切の妥協なく選んだ最高級の国産牛とと
もにお届けします。

幹事さん必見！ でお得に使える飲食店！

簡単！便利！

忘・新年会
人気店舗多数！グルー プ系列のお得な居酒屋

充実のベネ・ステ選定！

おすすめメニューで大満足の

末 始年 年 ！

他にもおすすめの人気 メニューをチェック！

全
国

全
国

21※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。
※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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カラオケ JOYSOUND 直営店
JOYSOUND直営店の室料が会員料金から30%OFF
もしくは忘・新年会コース8名様以上のご利用で幹事様1名無料

全国

安心のJOYSOUND

ブランドで展開する

「いごこちのよさ」を

テーマにしたカラオケ！

カラオケCLUB DAMで

は、 バリエーション豊富な

ドリンクバーを完備！

ホットドリンクも充実して

おります！

※要事前予約。※他券・他サービスとの併用不可。
※フリータイム・コース・ドリンクバー込み料金はカラオケ室料10％OFF

2020/1/31 までの
期間限定675154

カラオケCLUB DAM

【室料】
 平日 30%OFF
金・土・祝前日 20%OFF
フリータイム室料 5%OFF 
更に、スナックバスケットをプレゼント
※他券、他サービスとの併用不可。 ※飲み放題込みのコース・ パック料金制、コース・パックの
ご利用時の場合は総額5％OFF。※パーティーコースは対象外となります。

760060

カラオケの鉄人

室料 30％OFF 
更に、4名様以上のグループに、
スパークリングワイン（ボトル）
またはスナック盛り合わせのいずれか
お好きな方をプレゼント。 

東京・千葉・神奈川

お洒落な雰囲気のルームが

非日常気分を高めます♪

会社の仲間との飲み会・

パーティーなど、楽曲数の豊富な

カラオケの鉄人ならいつも

以上に盛り上がります。

※他券、他サービスとの併用不可。 ※受付時にクーポン画面をご提示ください。 
※室料割引はパーティープラン・コラボルーム室料にはご利用いただけません。
※別途お一人様につき1杯のドリンクのご注文を承ります。

670673

カラオケレインボー
①アルコール飲み放題コース 30%OFF 
②昼120分 夜60分 平日限定 室料0円
③ウェルカムプレートをサービス
更に、1グループにつきフライドポテト1つサービス

地域最安値にチャレンジ！！

カラオケするなら

レインボー！！

すべての人に幸せの虹を

かけるお手伝いをすることを

モットーとしています。

※ご利用可能人数1～10名まで。※①②③共に他券・他サービスとの併用不可。
※①②のみ12/27～2020/1/4の期間、特典対象外。

761472

カラオケルーム歌広場 
（クーポン提示プラン）

東京・千葉・神奈川・埼玉

グループ全員室料 20％ＯＦＦ（20時以降は10％ＯＦＦ）
更に、4名様ごとにスパークリングワイン（ボトル）
＋ロシアンルーレットプレゼント

（激辛入りたこ焼きor確率1/2でテキーラ）
※本特典はアルコール飲み放題コースにてご利用いただけます。
※他券・他サービスとの併用不可。

764742

カラオケ アドアーズ
東京

室料 30％OFF＋フライドポテト1品サービス
※フライドポテトのご提供は1組様1品とさせていただきます。
※特典適用人数に制限がございます。会員専用サイトにて
ご利用方法をご確認ください。※他券・他サービスとの併用不可。
※室料割引はパーティープラン・コラボルーム室料にはご利用いただけません。

765820

カラオケスタジオ
ビリー・ザ・キッド

広島

ルーム料金
平日のみ 30%OFF
土・日・祝日 20%OFF 
またはフリードリンク 10%OFF（全日）

762375

全国

2020/1/31 までの
期間限定

2020/1/31 までの
期間限定

関東・中部・関西

2020/1/31 までの
期間限定

歌広場の室料は

飲み放題付きな

ので、安心して

忘・新年会をお楽

しみください。

宴会プランもお得

な割引優待とクー

ポンがご利用いた

だけます。

忘・新年会シーズン限定！大人数様も対応

しています！お得な優待をお見逃しなく。

広島でカラオケなら

ビリー・ザ・キッドへ！

最新機種のカラオケ

で思いきり歌ってスト

レス解消。

全店団体様向けの

大部屋完備！！

2020/1/31 までの
期間限定 2020/1/31 までの

期間限定
2020/1/31 までの

期間限定

※12/20～2020/1/5の期間、特典対象外。※ご利用可能人数1～10名まで。

忘・新年会の2次会は
をお得に利用！カラオケ

充実のベネ・ステ選定
！

おすすめメニューで大満足の

末 始年 年 ！

クーポン提示でその場で使える！

全
国

22 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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日本産

希望小売価格：オープン価格

会員価格： 23,280円
希望小売価格：オープン価格

会員価格： 8,450円
希望小売価格：オープン価格

会員価格： 12,100円

木製コードレスクリーナースタンド
MENU No. 110100571

希望小売価格：オープン価格

⇒ ベネ通販でチェック！

希望小売価格：64,900円 

⇒ ベネ通販でチェック！

希望小売価格：76,868円 

⇒ ベネ通販でチェック！

希望小売価格：オープン価格

⇒ ベネ通販でチェック！

希望小売価格：27,280円 

⇒ ベネ通販でチェック！

希望小売価格：15,378円 

⇒ ベネ通販でチェック！

希望小売価格：25,278円 

⇒ ベネ通販でチェック！

希望小売価格：7,678円 

⇒ ベネ通販でチェック！

59％
OFF

半額以下 79％
OFF

半額以下

63％
OFF

半額以下
ダイヤモンド
0.3ct

プラチナダイヤモンドネックレス 
0.3ct（天然ダイヤモンド鑑別付き）

MENU No. 243700179

希望小売価格：

63,800円 ⇒ 25,700円

アコヤ花珠パールネックレス・
イヤリングセット

（真珠サイズ：8.5mmアップ）

MENU No. 243700180

希望小売価格：

599,500円 ⇒ 121,800円

Ｋ２４／Ｋ１８エリザベス・
エンジェル コインネックレス 
D327755

MENU No. 243700171

希望小売価格：

85,800円 ⇒ 31,100円

ダイソン

Dyson SV 10K SLM COM
（スティッククリーナー）

ツインバード

おそうじセレクション

ギフトセレクション

MENU No. 110100578

ツインバード
全自動コーヒーメーカー CM-D457B

MENU No. 255200179 ツインバード
ミラーガラスオーブントースター 
TS-D058B

MENU No. 255200182

ツインバード
ミラーガラスフラット
電子レンジ DR-D278B

MENU No. 255200180

ツインバード
紙パックDCスティック
クリーナー TC-E261S

MENU No. 255200181

アイロボット
ブラーバジェットｍ6

MENU No. 110100579

ケルヒャー
スチームクリーナー 
SC 2 EasyFix プレミアム

MENU No. 110100580

ケルヒャー
高圧洗浄機 K2 
クラシック カーキット

MENU No. 110100581

ケルヒャー 
K2 ホームキット

MENU No. 110100582

ケルヒャー
窓用バキュームクリーナー 
WV 1 プラス

MENU No. 110100583

アジャスター

ウラ

オモテ

アジャスター

40％
OFF

スワロフスキー

SWAROVSKI 
5198686/5202446

MENU No. 117503186（シルバー）
MENU No. 117503187（ピンクゴールド）

希望小売価格：

12,100円 ⇒ 7,240円

"お買い得商品が年末年始も大充実！" 11/15（金）～販売開始
ログインしないと見られない限定価格がたくさん！

注目のいいモノセレクション！

全
国

23

12_P23-25_�ネ通販_いいモノセレクション_全国_07.indd   23 2019/11/05   16:11



プレゼント

?

希望小売価格：オープン価格

会員価格： 14,670円
希望小売価格：オープン価格

会員価格： 72,370円

希望小売価格：109,780円 

⇒ ベネ通販でチェック！

希望小売価格：27,280円 

⇒ ベネ通販でチェック！

希望小売価格：25,190円 

⇒ ベネ通販でチェック！

希望小売価格：65,780円 

⇒ ベネ通販でチェック！

希望小売価格：8,580円 

⇒ ベネ通販でチェック！
希望小売価格：33,387円 

⇒ ベネ通販でチェック！
希望小売価格：66,000円 

⇒ ベネ通販でチェック！

希望小売価格：オープン価格

⇒ ベネ通販でチェック！

希望小売価格：27,500円 

⇒ ベネ通販でチェック！

希望小売価格：69,300円 

⇒ ベネ通販でチェック！

希望小売価格：4,180円 

⇒ ベネ通販でチェック！

希望小売価格：19,800円 

⇒ ベネ通販でチェック！
41％
OFF

40％
OFF

37％
OFF

22％
OFF

27％
OFF

26％
OFF

66％
OFF

半額以下

ティール カーキ

ブラック

雪白
黒漆

ホワイト ブラック

ブルー

ピンク

付け替えレフィル

ブラック

レッド

ホワイト

アスタリフト ジェリーアクアリスタ60g本品+レフィル
★プレゼント★
アスタリフト モイストローションミニ+アスタリフト クリームミニ

MENU No. 216204611

希望小売価格：

25,740円 ⇒ 15,000円

ドクターシーラボ 
VC100 エッセンスローション
285mL

MENU No. 41300167

西川 羽毛掛けふとん シングル K9052A

MENU No. 237200045（ピンク）
MENU No. 237200046（ブルー）

希望小売価格：

41,800円 ⇒ 24,890円

ベアバ

BEABA ベビークック

MENU No. 184401071

ベビースマイル 電動鼻水吸引機
MENU No. 184401073

山甚 フィールサーモ使用
エクセルゴールドラベル
羽毛ふとん（シングル） 6F666

MENU No. 61911265

希望小売価格：

60,000円 ⇒ 19,920円

ダイソン

TBC セルボディシェイプ 
HA-CB02

MENU No. 233800040（パールピンク）
MENU No. 233800041（シャンパンゴールド） Dyson 

Supersonic™ Ionic 
ヘアードライヤー ブルー/ゴールド

MENU No. 110100577

フェイシャルローラーシックスパッド

SIXPAD Facialroller

MENU No. 216204623

エレクトロラックス 空気清浄機 
Pure A9

MENU No. 110100585（グレー）
MENU No. 110100584（ダークグレー）

遠赤外線暖房器 
暖話室1000型 62916

MENU No. 61910329

BALMUDA The Toaster 
スチームオーブントースター K01E

MENU No. 78401077（ショコラ ）
MENU No. 78400859（ホワイト）
MENU No. 78400858（ブラック）

プラダ

PRADA
1ML 506V

MENU No. 216204629（NER）
MENU No. 216204630（BAL）
MENU No. 216204631（CAM）

希望小売価格：

93,500円 ⇒ 58,500円

マイクラライト

Micralite べビーカー

MENU No. 184401074（ブラック）
MENU No. 184401075（カーキ）
MENU No. 184401076（ティール）

エーワン・グリル

MENU No. 110100575（レッド）
MENU No. 110100574（ブラック）
MENU No. 110100576（ホワイト）

かねふく 築地ふく竹 
明太もつ鍋セット

MENU No. 100600052

希望小売価格：

4,320円 ⇒ 3,360円

ブレッドケース トスカ
MENU No. 144000122

希望小売価格：

8,800円 ⇒ 6,370円

ブレッドケース タワー
MENU No. 144000120

希望小売価格：

7,920円 ⇒ 5,790円

象印 IH炊飯ジャー（5.5合）
NW-VA10‐TA

MENU No. 19211378

象印 圧力IH炊飯ジャー
（5.5合）炎舞炊き NW-KB10

MENU No. 19211379（黒漆）
MENU No. 19211380（雪白）

三菱重工 加湿器 SHE35SD

MENU No. 78401097（ブラック）
MENU No. 78401098（ホワイト）

Dimplex 電気暖炉 
Oakhurst Black

MENU No. 110100586

希望小売価格：151,800円 

⇒ ベネ通販でチェック！

希望小売価格：20,900円 

⇒ ベネ通販でチェック！

Dimplex 電気暖炉 
Fortrose Black

MENU No. 110100587

ビューティー 家電

バルミューダ

その他

寝具 ベビー

ブランド品

ブレッドケース

BALCAM

NER

ブラック

ブラック

ショコラ

ホワイト

ピンク

ブルー

ダークグレー

シャンパン
ゴールド

パール
ピンク

58％
OFF

半額以下

高級シャンパン！
メダル受賞入りお楽しみ福袋
ワイン6本セット

MENU No. 174700251

希望小売価格：

14,191円 ⇒ 7,330円

ブランド牛 焼肉5種
プレミアムセット
1kg（松阪・神戸・飛騨・近江・和王）

MENU No. 223800141

希望小売価格：

24,044円 ⇒ 9,860円 48％
OFF

希望小売価格：15,180円 

⇒ ベネ通販でチェック！

希望小売価格：50,600円 

⇒ ベネ通販でチェック！

BALMUDA Rain 加湿器 
～17畳 ホワイト 
ERN-1100UA-WK

MENU No. 78400876

BALMUDA The Lantern

MENU No. 78401095（BK）
MENU No. 78401096（WT）

※リニューアル前商品となります（プレゼント2品を除く）。 
※お一人様1個まで。※他商品もベネ通販にて特別価格で販売中。

全
国

全
国

24 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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プレゼント

?

希望小売価格：オープン価格

会員価格： 14,670円
希望小売価格：オープン価格

会員価格： 72,370円

希望小売価格：109,780円 

⇒ ベネ通販でチェック！

希望小売価格：27,280円 

⇒ ベネ通販でチェック！

希望小売価格：25,190円 

⇒ ベネ通販でチェック！

希望小売価格：65,780円 

⇒ ベネ通販でチェック！

希望小売価格：8,580円 

⇒ ベネ通販でチェック！
希望小売価格：33,387円 

⇒ ベネ通販でチェック！
希望小売価格：66,000円 

⇒ ベネ通販でチェック！

希望小売価格：オープン価格

⇒ ベネ通販でチェック！

希望小売価格：27,500円 

⇒ ベネ通販でチェック！

希望小売価格：69,300円 

⇒ ベネ通販でチェック！

希望小売価格：4,180円 

⇒ ベネ通販でチェック！

希望小売価格：19,800円 

⇒ ベネ通販でチェック！
41％
OFF

40％
OFF

37％
OFF

22％
OFF

27％
OFF

26％
OFF

66％
OFF

半額以下

ティール カーキ

ブラック

雪白
黒漆

ホワイト ブラック

ブルー

ピンク

付け替えレフィル

ブラック

レッド

ホワイト

アスタリフト ジェリーアクアリスタ60g本品+レフィル
★プレゼント★
アスタリフト モイストローションミニ+アスタリフト クリームミニ

MENU No. 216204611

希望小売価格：

25,740円 ⇒ 15,000円

ドクターシーラボ 
VC100 エッセンスローション
285mL

MENU No. 41300167

西川 羽毛掛けふとん シングル K9052A

MENU No. 237200045（ピンク）
MENU No. 237200046（ブルー）

希望小売価格：

41,800円 ⇒ 24,890円

ベアバ

BEABA ベビークック

MENU No. 184401071

ベビースマイル 電動鼻水吸引機
MENU No. 184401073

山甚 フィールサーモ使用
エクセルゴールドラベル
羽毛ふとん（シングル） 6F666

MENU No. 61911265

希望小売価格：

60,000円 ⇒ 19,920円

ダイソン

TBC セルボディシェイプ 
HA-CB02

MENU No. 233800040（パールピンク）
MENU No. 233800041（シャンパンゴールド） Dyson 

Supersonic™ Ionic 
ヘアードライヤー ブルー/ゴールド

MENU No. 110100577

フェイシャルローラーシックスパッド

SIXPAD Facialroller

MENU No. 216204623

エレクトロラックス 空気清浄機 
Pure A9

MENU No. 110100585（グレー）
MENU No. 110100584（ダークグレー）

遠赤外線暖房器 
暖話室1000型 62916

MENU No. 61910329

BALMUDA The Toaster 
スチームオーブントースター K01E

MENU No. 78401077（ショコラ ）
MENU No. 78400859（ホワイト）
MENU No. 78400858（ブラック）

プラダ

PRADA
1ML 506V

MENU No. 216204629（NER）
MENU No. 216204630（BAL）
MENU No. 216204631（CAM）

希望小売価格：

93,500円 ⇒ 58,500円

マイクラライト

Micralite べビーカー

MENU No. 184401074（ブラック）
MENU No. 184401075（カーキ）
MENU No. 184401076（ティール）

エーワン・グリル

MENU No. 110100575（レッド）
MENU No. 110100574（ブラック）
MENU No. 110100576（ホワイト）

かねふく 築地ふく竹 
明太もつ鍋セット

MENU No. 100600052

希望小売価格：

4,320円 ⇒ 3,360円

ブレッドケース トスカ
MENU No. 144000122

希望小売価格：

8,800円 ⇒ 6,370円

ブレッドケース タワー
MENU No. 144000120

希望小売価格：

7,920円 ⇒ 5,790円

象印 IH炊飯ジャー（5.5合）
NW-VA10‐TA

MENU No. 19211378

象印 圧力IH炊飯ジャー
（5.5合）炎舞炊き NW-KB10

MENU No. 19211379（黒漆）
MENU No. 19211380（雪白）

三菱重工 加湿器 SHE35SD

MENU No. 78401097（ブラック）
MENU No. 78401098（ホワイト）

Dimplex 電気暖炉 
Oakhurst Black

MENU No. 110100586

希望小売価格：151,800円 

⇒ ベネ通販でチェック！

希望小売価格：20,900円 

⇒ ベネ通販でチェック！

Dimplex 電気暖炉 
Fortrose Black

MENU No. 110100587

ビューティー 家電

バルミューダ

その他

寝具 ベビー

ブランド品

ブレッドケース

BALCAM

NER

ブラック

ブラック

ショコラ

ホワイト

ピンク

ブルー

ダークグレー

シャンパン
ゴールド

パール
ピンク

58％
OFF

半額以下

高級シャンパン！
メダル受賞入りお楽しみ福袋
ワイン6本セット

MENU No. 174700251

希望小売価格：

14,191円 ⇒ 7,330円

ブランド牛 焼肉5種
プレミアムセット
1kg（松阪・神戸・飛騨・近江・和王）

MENU No. 223800141

希望小売価格：

24,044円 ⇒ 9,860円 48％
OFF

希望小売価格：15,180円 

⇒ ベネ通販でチェック！

希望小売価格：50,600円 

⇒ ベネ通販でチェック！

BALMUDA Rain 加湿器 
～17畳 ホワイト 
ERN-1100UA-WK

MENU No. 78400876

BALMUDA The Lantern

MENU No. 78401095（BK）
MENU No. 78401096（WT）

※リニューアル前商品となります（プレゼント2品を除く）。 
※お一人様1個まで。※他商品もベネ通販にて特別価格で販売中。

全
国

全
国
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22％
OFF

27％
OFF

23％
OFF

26％
OFF

34％
OFF

26％
OFF

36％
OFF

18％
OFF

37％
OFF

22％
OFF 18％

OFF

19％
OFF

30％
OFF

16％
OFF

21％
OFF

24％
OFF

19％
OFF

20％
OFF

24％
OFF

14％
OFF

※商品により異なる場合がございます。※在庫がなくなり次第終了となります。

※商品の特性上、お取替え・配送日時のご
指定はお受けできません。冷凍でお届けす
る商品につきましては、冷蔵解凍（約24時
間）でお召し上がりいただけます。商品に
より、北海道、青森、秋田、沖縄、離島への
お届けができない場合がございます。詳細
は会員専用サイトでご確認ください。

「おせち」のご購入に関するご案内

12月20日（金） 
※お申込み

期限

商品により左記の期限を過ぎてもご注文可能な場合がございます。
ベネ通販のサイトにて注文受付状況をご確認ください。
おせちのお届け期間：12月29日（日）～31日（火）

約4人前 約3～4人前

約2～3人前

約2～3人前 約4人前 約2～3人前

約4～5人前

京都しょうざん 《紙屋川》おせち三段重 70品目
MENU No. 34000147

希望小売価格：21,600円

⇒ 16,800円
森公美子太鼓判！和洋折衷四段重 59品目
MENU No. 43700637

希望小売価格：19,980円

⇒ 14,460円

Oisixオリジナル和洋折衷おせち「高砂二段重」 24品目
MENU No. 104200121

希望小売価格：17,064円

⇒ 12,930円

鳥取 境港 「さかな工房」　
和風おせち二段重 43品目

MENU No. 141000052

希望小売価格：15,660円

⇒ 12,530円

京樽
懐石おせち料理 夢 33品目

MENU No. 143800009

希望小売価格：22,480円

⇒ 17,760円

京料理わた奈べ監修 
和風三段重 35品目 

MENU No. 43700638

希望小売価格：10,800円

⇒ 8,160円

割烹料亭千賀 迎春おせち料理 「彩華千」 60品目
MENU No. 100700080

希望小売価格：21,924円

⇒ 18,680円

美食家としても有名な
森公美子さんがおす
すめするおせち。
こだわりがたくさん
詰まっています。

伝統の技と彩り豊か
な旬の食材に細やか
ないつくしみを込めて
小粋なおせち料理を
作りました。

子どもから
大人まで
人気の二段重！

境港産の食材も盛り込んだ
さかな工房ならではのおせち料理です。

料亭の技術を生かし、鯛姿焼やイセエビとその他
縁起良き33品を豪華にお詰めしました。

京料理「わた奈べ」監修おせち。
本格的な味わいを手軽に楽しめる和の三段重です。

北海道で漁獲された紅ズワイガニ。
便利な殻剥き済みです。

7日間以上じっくり熟成させた
特定JAS規格。

守り伝えられた伝統の技を
用い丹念に造り上げました。

人気のカニ3種（タラバ、ズワイ、毛ガニ）を
ボイルしてワンセットに！

かねふく独自の明太調味ダレに漬込み
じっくり熟成させました。

近江牛の中でも特に高品質な
認証近江牛をお届けします。

大ぶりの数の子をまるごと一本使用!
数の子たっぷりで食べごたえ抜群。

キーコーヒーの詰め合わせギフト。
贈り物に喜ばれます。

ひとあじ違う、本場下関のふぐに舌鼓！

めりけんやの紅白麺を
詰め合わせた本場さぬきうどん。

京都で人気の和菓子店、養老軒監修。
蜜芋「安納芋」を使った和のデザート。

鮭をメインに海鮮具材を
ふんだんに入れた石狩鍋。

料亭千賀が、匠の技と
意匠で作り上げた
絢爛豪華、渾身力作の
特大おせち三段重。

北海道産殻剥き紅ズワイガニ 800g
MENU No. 43700634

希望小売価格：

7,549円 ⇒ 5,745円

丸大 王覇ハムギフト 
HA-703

MENU No. 10900200

希望小売価格：

7,560円 ⇒ 5,533円
伊藤ハム 
伝承献呈 IGM-502

MENU No. 23000235

希望小売価格：

5,400円 ⇒ 3,560円
丸大 ローストビーフ 
GM-60

MENU No. 10900211

希望小売価格：

6,480円 ⇒ 4,777円
調味料＆シーフードバラエティギフト 
MPH-45TH

MENU No. 62605429

希望小売価格：

4,860円 ⇒ 3,100円

数の子松前 一本羽
1.2kg(600g×2樽)

MENU No. 43700630

希望小売価格：

4,946円 ⇒ 4,023円

キーコーヒー ティータイム
バラエティギフト
BDA-45TH

MENU No. 62605421

希望小売価格：

4,860円 ⇒ 3,040円

紅白半生 招福萬来
年明けうどん（240ｇ×3袋）

MENU No. 15400107

希望小売価格：

3,400円 ⇒ 2,645円 京都 養老軒 京の蜜芋ぱふぇ
MENU No. 233000207

希望小売価格：

3,699円 ⇒ 3,024円

三大カニ 1.8kg
MENU No. 27500404

希望小売価格：

16,632円 ⇒ 13,321円
かねふく 無着色辛子明太子 450g
MENU No. 100600053

希望小売価格：

4,860円 ⇒ 3,400円

認証 近江牛 肩ロース
すきやき200ｇ（化粧箱入）

MENU No. 120611849

希望小売価格：オープン価格

会員価格： 6,005円
ふくちりセット
MENU No. 56602519

希望小売価格：

5,400円 ⇒ 4,500円
石狩鍋
MENU No. 27500401

希望小売価格：

5,400円 ⇒ 4,261円

ベネ通販（P23～27）のお申込み・詳細・お問合わせは「ベネ通販サイト」で
●「ベネ通販」掲載商品は本誌掲載商品も含めて、すべてWeb限定の企画です。会員専用サイトよりお申込みください。●会員価格はすべて税込送料込。（沖縄・北海道・離島や特別商品など別途送料が必要な場合
は、ご注文後発送までにご連絡いたします。）●お申込み後のキャンセル・返品・交換はお受けいたしかねます。お届け時に欠損・故障があった場合はWebにてお問合わせください。●掲載商品は、すべて限定数販売
となります。状況により予告なく販売終了・仕様変更などをする場合がございます。●お届けやお支払いについての詳細はベネ通販サイトへ。●商品により、お申込み・ご入金期日の設定がある場合がございます。商
品詳細をご確認ください。●営利目的での商品転売はいかなる場合も固くお断りいたします。

国産牛サーロインならではの
美味しさ。

マルハニチロの缶詰や日清ヘルシーオフ
キャノーラ油などが入った調味料セット。

※商品の特性上、お届け期間が12/1～31となります。

（※1）2018年実施のOisixおせちに関するアンケート結果より

調理例

調理例

調理例

購入者の満足度

93％（※1）

森公美子さん
おすすめ！

人気商品はもちろん、
こだわり食材が楽しめる逸品も！ 気持ちが伝わる

お歳暮&冬グルメおせちで新年に彩りを！
贈り物にぴったりな商品から、大満足のグルメまで！

～2019年12月21日（土） 
〈お申込み期間〉

※一部地域への配送、一部商品を除く。
※商品により、冬ギフト期間のみの季節商品となり、
お届けが11月中旬以降となる場合がございます。
（お申込み後にお送りするメールに記載の日数とは
異なります。あらかじめご了承ください）

ログインしてから
バナーをクリック！

全
国

全
国

26 PC・スマートフォンから ベネ通販 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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※商品により異なる場合がございます。※在庫がなくなり次第終了となります。

※商品の特性上、お取替え・配送日時のご
指定はお受けできません。冷凍でお届けす
る商品につきましては、冷蔵解凍（約24時
間）でお召し上がりいただけます。商品に
より、北海道、青森、秋田、沖縄、離島への
お届けができない場合がございます。詳細
は会員専用サイトでご確認ください。

「おせち」のご購入に関するご案内

12月20日（金） 
※お申込み

期限

商品により左記の期限を過ぎてもご注文可能な場合がございます。
ベネ通販のサイトにて注文受付状況をご確認ください。
おせちのお届け期間：12月29日（日）～31日（火）

約4人前 約3～4人前

約2～3人前

約2～3人前 約4人前 約2～3人前

約4～5人前

京都しょうざん 《紙屋川》おせち三段重 70品目
MENU No. 34000147

希望小売価格：21,600円

⇒ 16,800円
森公美子太鼓判！和洋折衷四段重 59品目
MENU No. 43700637

希望小売価格：19,980円

⇒ 14,460円

Oisixオリジナル和洋折衷おせち「高砂二段重」 24品目
MENU No. 104200121

希望小売価格：17,064円

⇒ 12,930円

鳥取 境港 「さかな工房」　
和風おせち二段重 43品目

MENU No. 141000052

希望小売価格：15,660円

⇒ 12,530円

京樽
懐石おせち料理 夢 33品目

MENU No. 143800009

希望小売価格：22,480円

⇒ 17,760円

京料理わた奈べ監修 
和風三段重 35品目 

MENU No. 43700638

希望小売価格：10,800円

⇒ 8,160円

割烹料亭千賀 迎春おせち料理 「彩華千」 60品目
MENU No. 100700080

希望小売価格：21,924円

⇒ 18,680円

美食家としても有名な
森公美子さんがおす
すめするおせち。
こだわりがたくさん
詰まっています。

伝統の技と彩り豊か
な旬の食材に細やか
ないつくしみを込めて
小粋なおせち料理を
作りました。

子どもから
大人まで
人気の二段重！

境港産の食材も盛り込んだ
さかな工房ならではのおせち料理です。

料亭の技術を生かし、鯛姿焼やイセエビとその他
縁起良き33品を豪華にお詰めしました。

京料理「わた奈べ」監修おせち。
本格的な味わいを手軽に楽しめる和の三段重です。

北海道で漁獲された紅ズワイガニ。
便利な殻剥き済みです。

7日間以上じっくり熟成させた
特定JAS規格。

守り伝えられた伝統の技を
用い丹念に造り上げました。

人気のカニ3種（タラバ、ズワイ、毛ガニ）を
ボイルしてワンセットに！

かねふく独自の明太調味ダレに漬込み
じっくり熟成させました。

近江牛の中でも特に高品質な
認証近江牛をお届けします。

大ぶりの数の子をまるごと一本使用!
数の子たっぷりで食べごたえ抜群。

キーコーヒーの詰め合わせギフト。
贈り物に喜ばれます。

ひとあじ違う、本場下関のふぐに舌鼓！

めりけんやの紅白麺を
詰め合わせた本場さぬきうどん。

京都で人気の和菓子店、養老軒監修。
蜜芋「安納芋」を使った和のデザート。

鮭をメインに海鮮具材を
ふんだんに入れた石狩鍋。

料亭千賀が、匠の技と
意匠で作り上げた
絢爛豪華、渾身力作の
特大おせち三段重。

北海道産殻剥き紅ズワイガニ 800g
MENU No. 43700634

希望小売価格：

7,549円 ⇒ 5,745円

丸大 王覇ハムギフト 
HA-703

MENU No. 10900200

希望小売価格：

7,560円 ⇒ 5,533円
伊藤ハム 
伝承献呈 IGM-502

MENU No. 23000235

希望小売価格：

5,400円 ⇒ 3,560円
丸大 ローストビーフ 
GM-60

MENU No. 10900211

希望小売価格：

6,480円 ⇒ 4,777円
調味料＆シーフードバラエティギフト 
MPH-45TH

MENU No. 62605429

希望小売価格：

4,860円 ⇒ 3,100円

数の子松前 一本羽
1.2kg(600g×2樽)

MENU No. 43700630

希望小売価格：

4,946円 ⇒ 4,023円

キーコーヒー ティータイム
バラエティギフト
BDA-45TH

MENU No. 62605421

希望小売価格：

4,860円 ⇒ 3,040円

紅白半生 招福萬来
年明けうどん（240ｇ×3袋）

MENU No. 15400107

希望小売価格：

3,400円 ⇒ 2,645円 京都 養老軒 京の蜜芋ぱふぇ
MENU No. 233000207

希望小売価格：

3,699円 ⇒ 3,024円

三大カニ 1.8kg
MENU No. 27500404

希望小売価格：

16,632円 ⇒ 13,321円
かねふく 無着色辛子明太子 450g
MENU No. 100600053

希望小売価格：

4,860円 ⇒ 3,400円

認証 近江牛 肩ロース
すきやき200ｇ（化粧箱入）

MENU No. 120611849

希望小売価格：オープン価格

会員価格： 6,005円
ふくちりセット
MENU No. 56602519

希望小売価格：

5,400円 ⇒ 4,500円
石狩鍋
MENU No. 27500401

希望小売価格：

5,400円 ⇒ 4,261円

ベネ通販（P23～27）のお申込み・詳細・お問合わせは「ベネ通販サイト」で
●「ベネ通販」掲載商品は本誌掲載商品も含めて、すべてWeb限定の企画です。会員専用サイトよりお申込みください。●会員価格はすべて税込送料込。（沖縄・北海道・離島や特別商品など別途送料が必要な場合
は、ご注文後発送までにご連絡いたします。）●お申込み後のキャンセル・返品・交換はお受けいたしかねます。お届け時に欠損・故障があった場合はWebにてお問合わせください。●掲載商品は、すべて限定数販売
となります。状況により予告なく販売終了・仕様変更などをする場合がございます。●お届けやお支払いについての詳細はベネ通販サイトへ。●商品により、お申込み・ご入金期日の設定がある場合がございます。商
品詳細をご確認ください。●営利目的での商品転売はいかなる場合も固くお断りいたします。

国産牛サーロインならではの
美味しさ。

マルハニチロの缶詰や日清ヘルシーオフ
キャノーラ油などが入った調味料セット。

※商品の特性上、お届け期間が12/1～31となります。

（※1）2018年実施のOisixおせちに関するアンケート結果より

調理例

調理例

調理例

購入者の満足度

93％（※1）

森公美子さん
おすすめ！

人気商品はもちろん、
こだわり食材が楽しめる逸品も！ 気持ちが伝わる

お歳暮&冬グルメおせちで新年に彩りを！
贈り物にぴったりな商品から、大満足のグルメまで！

～2019年12月21日（土） 
〈お申込み期間〉

※一部地域への配送、一部商品を除く。
※商品により、冬ギフト期間のみの季節商品となり、
お届けが11月中旬以降となる場合がございます。
（お申込み後にお送りするメールに記載の日数とは
異なります。あらかじめご了承ください）

ログインしてから
バナーをクリック！

全
国

全
国
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　1980年以来、新年の恒例となった『新春浅草歌舞伎』。若手俳優が担うこ

の公演を率いるのは、リーダー的な立場になって今回で６回目を迎える尾上

松也さんだ。

「毎年良い意味で緊張感と責任感を持って臨める環境を浅草の街の皆さまや

周りの方々に作っていただき、これは自分たちの公演であるという気持ちが

年々増してきました。『新春浅草歌舞伎』だからこそできることを自分たちでも

模索したいと、去年から演目や宣伝方法などをスタッフさんともディスカッショ

ンして、ポスターに自分たちの提案を活かしていただいたりもしました。今回も

僕たちが興行を背負っていくという気概を持って取り組んでいきたいですね」

　若手が歌舞伎の大役に初役で挑む姿を目撃できるのも、他の公演では味わ

えない魅力である。松也さん自身もこれまでに、『仮名手本忠臣蔵　五・六段

目』の早野勘平、『義経千本桜』の佐藤忠信（狐忠信）、『元禄忠臣蔵　御浜御

殿綱豊卿』の徳川綱豊卿などに挑戦してきた。

「お役というのはやはり観るのと演じるのとでは大違いでして、１か月そのお役

を勤めますと技術・経験値は飛躍的に伸びますので、若手にとってはとても大

きなことです。たとえば僕は『御浜御殿』では（片岡）仁左衛門のお兄さんに、

台詞劇での気持ちの込め方など細かくご指導していただき、これから自分の

やるべきことが少し見えた気がしました。基本的にどのお役も全員が初役。最

初の一歩を観ていただける事は『新春浅草歌舞伎』ならではの楽しみ方です」

　今回もまた、誰がどの役を学んで成長していくのか。期待が募る。

　歌舞伎だけでなく、“ＩＭＹ”というユニットを山崎育三郎さん・城田優さん

と立ち上げるなど、幅広くエンターテインメントの世界を駆ける松也さん。わ

ずかな休日も「友人の芝居を観に行く」のだとか。たっぷり休日が取れたら？と

の問いにもやはり、「ラスベガスにショーを観に行きたい」と即答。

「結局はエンターテインメントが大好きなんですよね。仕事から好きになったの

か、好きなものと仕事が偶然重なったのか、よくわからないのですが（笑）。今

はラスベガスのシルク・ドゥ・ソレイユのショーがすごいと伺っているので、と

にかく観に行って、自分が何かを演じるときの役に立てたいと思っています」

ラスベガスでショーが観たい！ 結局好きなんです

2019年「新春浅草歌舞伎」より　尾上松也
●撮影／二階堂 健　●ヘアメイク／岡田 泰宜（PATIONN）　●ライター／大内 弓子

次代の歌舞伎界を担う若手俳優が顔をそろえ、“若手歌舞伎

俳優の登竜門”として40年もの歴史がある『新春浅草歌舞伎』。

若手俳優が歌舞伎の大役を初役で勤め、成長し飛躍する場

としてはもちろん、歌舞伎の伝承の意味合いでも重要な役

割を担っています。普段は同じ舞台に立つ機会の少ない俳

優の競演にも注目です。

平成27年に尾上松也を最年長とした主要メンバーに一新、

来年令和2年には6回目を迎えます。

新春の浅草でしか観ることのできない、若手歌舞伎俳優の

エネルギー漲る熱い舞台をぜひお見逃しなく！！

【出演】 尾上松也、中村歌昇、坂東巳之助、
坂東新悟、中村米吉、中村隼人、
中村橋之助／中村錦之助　ほか

【会場】 浅草公会堂

【公演日程】

【チケット料金】

2020/1/2（木）初日～26（日）千穐楽
【特典対象公演日程】
〈第１部（11：00開演）〉
2020/1/3、11、15、20
〈第２部（15：00開演）〉
2020/1/12、16、21、25

768854

1等席　一般価格 9,500円 → 7,600円

『新春浅草歌舞伎』

STAGE INFORMATION
令和2年

最初の一歩を観ていただける事が
『新春浅草歌舞伎』ならでは

カフェテリアポイント

＆
も使える！

※営利目的でのチケット転売は、

いかなる場合にも固くお断りいたします。

※各公演、販売予定枚数に達し次第、

受付終了とさせていただきます。

1985年１月30日生まれ。東京都出身。
六代目尾上松助の長男。1990年歌舞伎座『伽羅先代萩』の鶴千代役で二代目尾上松也を名乗り初舞台。近年は立役
として注目され、『鳴神』鳴神上人、『弁天娘女男白浪』弁天小僧菊之助などの大役を任されている。ミュージカル
『エリザベート』や劇団☆新感線公演『メタルマクベス』など多ジャンルで活躍。

PROFILE

S P E C I A L  I N T E R V I E W

尾上松也

全
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      ※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。28
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明日の夜、急に友人と
映画に行くことが
決まったけど…。

これまでよりも
早めに座席確保
できるから
更に安心！

コード受け取りまで24時間。
座席予約が映画開始時間に
間に合わない…。

コード受け取りまで12時間。
座席の予約もできるから、休日前の急な約束にも
間に合うようになりました！

どう
変わったの？

会員専用サイトで
コードタイプのチケットを
購入する。

24時間後、コードタイプの
オンラインチケットを
メールで受け取る。

T・ジョイ公式サイト
KINEZO(キネゾー)に
コードを入力。劇場・作品を
選んで座席をキープ！

当日、自動発券機で
チケットを発券。

対応映画館は
全国17館。

一度この便利さを
知ってしまうと
戻れないな～。

これからは
座席予約が
できるから、
いつでも安心して
チケットを買える！

TCチケット（コードタイプ式チケット）の
メールでのコード受け取り時間が

短縮されました！

24時間後 時間後へ12

使

TOHOシネマズ

〈コードタイプ〉TCチケット
一般価格 1,900円
⇒ 会員価格 1,400円

670209 

使

T・ジョイ

〈コードタイプ〉シネマチケット
一般価格 1,800円 ⇒ 会員価格  1,300円

11/15～2020/1/31にお申込みの方の中から
抽選で50名様に〈コードタイプ〉シネマチケットを
無料プレゼント
※申込期間終了後3日以内に当選メールが配信されます。
※有効期限等のチケット詳細情報についてはお申込画面よりご確認下さい。
※期間中お1人様１回１枚限りのお申込みとなります。

～2020/1/31 までの
期間限定670511  

コードタイプのチケットが登場。座席予約も可能に！
１ 2

43

くわしくはコチラ

くわしくはコチラ

映画メニューが       便利に！！
これまでよりも早めの座席確保が可能に！

更に

※一度にお申込可能な枚数は10枚までとなります。

PCでもスマホでも
受け取れて便利！

コードタイプのチケットが使える劇場
イオンシネマ

ほかにも
あります！

670546  

全国
91館

109シネマズ
＆ムービル

670620

全国
19館

※P29-31に掲載されているチケットは、お申込み方法・チ
ケットの受取方法が異なります。必ず会員専用サイトをご
確認の上、お申込みください。

※P29-31に掲載されているメニューはコンビニ発券はでき
ません。

カフェテリ
アポイント

&
も使える

!

全
国

29
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30 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。

【出演】
片寄涼太（GENERATIONS from EXILE TRIBE）　
橋本環奈　眞栄田郷敦　八木アリサ　岡崎紗絵　
鈴木勝大　酒井若菜　遠藤憲一

【原作・監督】山田洋次
【脚本】山田洋次　朝原雄三
渥美清 ／ 倍賞千恵子　吉岡秀隆　後藤久美子　
前田吟　池脇千鶴　夏木マリ　浅丘ルリ子

【日程・会場】
2020/1/4（土）18：30 浦安市文化会館 
2020/1/5（日）14：00 八千代市市民会館 
2020/1/6（月）14:00 逗子文化プラザ なぎさホール
2020/1/7（火）11：00 みなとみらいホール　大ホール　ほか

【日程・会場】
2020/1/31（金）18:30 リンクモア平安閣市民ホール
 （青森市民ホール）
2020/2/ 1（土）13:00 東北大学百周年記念会館 川内萩ホール
2020/2/21（金）18:30 岩手県民会館 中ホール
2020/3/ 8（日）13:00 けんしん郡山文化センター 中ホール

【原作】モンキー・パンチ
【脚本・監督】山崎貴
【出演】
栗田貫一、小林清志、浪川大輔、沢城みゆき、
山寺宏一、広瀬すず、吉田鋼太郎、藤原竜也

【日程・会場】
2020/1/6（月）～9（木）　　神奈川県民ホール大ホール
2020/1/13（月祝）・14（火）　大宮ソニックシティ大ホール
2020/1/15（水）・16（木） 　府中の森芸術劇場 どりーむホール

【原作】今村昌弘「屍人荘の殺人」（東京創元社刊）
【監督】木村ひさし
【脚本】蒔田光治
【出演】
神木隆之介　浜辺美波　中村倫也ほか

【日程・会場】
2020/1/29（水）18:30 仙台サンプラザホール

「映画音楽名曲選」
2020/2/2（日）14:00  茨城県立県民文化センター 

大ホール「ローマの休日」 ほか

【日程・会場】 12/14（土）～25（水）
東急シアターオーブ（渋谷）

国民的スーパースターと一般JKの
リアルシンデレラLOVEストーリー

50年かけて作られた奇跡（キセキ）の映画
【笑いと涙】に包まれる最高の感動作！

新たな春を晴れやかに祝う！
バレエと弦楽アンサンブルの華麗なる饗宴。

ジャンルを超えて活躍するピアノ界の貴公子。

すべてを盗め。

ニューヨーク発、世界が驚嘆した舞台！涙を覚えるような美
しさに出会ったのは、いつの日だったろう。 圧巻のテクニッ
ク、絢爛豪華な色彩、壮大な歴史。中国古典舞踊の最高峰―
神韻（シェンユン）。ニューヨークより日本九都市を巡演。 

ようこそ、奇想天外の密室ミステリーへ。

モリコーネが愛するイタリアンオーケストラがお贈り
する、ドラマティックでロマンティックな新春の音を
お楽しみください。

今年のクリスマスは劇場で過ごしてみませんか？
光り輝くクリスマスタウンに誰もが知っているクリスマス
ソング！ 大人から子供まで楽しめる公演をお届けします！

午前0時、キスしに来てよ
CINEMA

全国
12月6日（金）全国ロードショー!

男はつらいよ　お帰り　寅さん
CINEMA

全国
12月27日（金）全国ロードショー!

キエフ･クラシック･コレクション
初春バレエ祝賀コンサート

STAGE
関東ほか

清塚信也
CONCERT

東北

ルパン三世 THE FIRST
CINEMA

全国
12月6日（金）全国ロードショー!

神韻 2020 日本公演
STAGE

東京ほか

屍人荘の殺人
CINEMA

全国
12月13日（金）全国東宝系ロードショー!

ローマ・イタリア管弦楽団
CONCERT
宮城・茨城ほか

ブロードウェイ クリスマス・ワンダーランド2019
STAGE
東京

ムビチケ（一般）　一般価格 1,400円 ⇒ 1,330円

ムビチケ（一般）　一般価格 1,400円 ⇒ 1,330円

〈1/4～6〉
全席指定　一般価格 3,800円 ⇒ 3,240円

〈1/7〉　
全席指定　一般価格 4,500円 ⇒ 3,780円

全席指定　一般価格 6,000円 ⇒ 5,600円

ムビチケ（一般）　一般価格 1,400円 ⇒ 1,350円

ムビチケ（一般）　一般価格 1,400円 ⇒ 1,350円

S席　一般価格 7,500円 ⇒ 6,300円

S席　平日　一般価格 9,800円 ⇒ 7,300円
　　  土・日　一般価格 9,800円 ⇒ 8,300円

Menu No. 768914

Menu No. 768915

Menu No. 768906

Menu No. 768908

Menu No. 768917

Menu No. 768919

Menu No. 768907

Menu No. 768953

Ⓒ2019映画『午前０時、キスしに来てよ』製作委員会

※その他日程・会場により料金が異なるため、公演情報の詳細は会員専用サイトをご確認ください。

Ⓒモンキー・パンチ
／2019映画「ルパン三世」製作委員会

Ⓒ2019「屍人荘の殺人」製作委員会

※その他日程・会場によりプログラム・料金が異なるため、
　公演情報の詳細は会員専用サイトをご確認ください。 

※12/6販売開始 
※3歳以下入場不可。４歳以上はチケットが必要です。 更に、10％分の プレゼント

【日程・会場】
12/3（火）～2020/3/22（日）
森アーツセンターギャラリー&スカイギャラリー

（六本木ヒルズ森タワー52階）
【開館時間】
10：00～20：00（ただし、火曜日は17:00まで）※入館は閉館の45分前まで。

鉄道会社が海抜250m「天空駅」で夢の共演！
食、テクノロジー、映像などを通じて「鉄道」を360度楽しむ空前の大展覧会！

特別展 天空ノ鉄道物語
EVENT
東京

前売券 一般 2,300円
 高校生・大学生 1,300円
 4歳～中学生 800円

Menu No. 768927

4％分の プレゼント

※ほか日程は会員専用サイトにてご確認ください。

Menu No. 768909

特典は会員専用サイトでチェック！
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31 ※一部、ポイントをご利用いただけないメニューがございます。※企業および団体様によって、ポイント対象メニューは異なります。ご契約によってご利用いただけない場合がございますので、必ずカフェテリアポイントマニュアルをご確認の上ご利用ください。
※座席の指定はできません。※お申込み後のキャンセルはお受けできません。※公演により送料が別途かかります。
※営利目的でのチケット転売は、いかなる場合にも固くお断りいたします。※各公演、販売予定枚数に達し次第、受付終了とさせていただきます。※特典対象公演など、詳しくは会員専用サイトでご確認ください。

【日程・会場】
〈東京公演〉
2020/3/ 3（火）18:15開演
2020/3/11（水）18:15開演
2020/3/14（土）12:30開演
2020/3/17（火）13:30開演
2020/3/21（土）17:30開演
2020/3/23（月）13:30開演
2020/3/25（水）13:30開演
2020/3/26（木）13:30開演
東急シアターオーブ

〈大阪公演〉
2020/4/ 7（火）13:00開演
2020/4/ 8（水）18：00開演
2020/4/15（水）13：00開演
2020/4/16（木）13：00開演
2020/4/17（金）18：00開演
梅田芸術劇場 メインホール

【出演】
葵 わかな・木下晴香（Wキャスト）
海宝直人（東京公演のみ）・相葉裕樹・内海啓貴 

（トリプルキャスト）
山本耕史・堂珍嘉邦・遠山裕介（トリプルキャスト）
大澄賢也・石川 禅（Wキャスト）、朝海ひかる・マルシア・
堀内敬子（トリプルキャスト）
麻実れい　ほか
※出演キャストは、公式HPにてご確認ください。 

【日程・会場】
〈東京公演〉 2020/1/22（水）～2/2（日） 東京建物Brillia HALL
〈静岡公演〉  2020/2/22（土）～23（日） 静岡市清水文化会館 マリナート 大ホール 

2/22（土）13：00、18：00開演　2/23（日）13：00開演
〈福岡公演〉 2020/3/ 6（金）13：00・8（日）12：00 博多座
【出演】
村井良大／甲斐翔真（Ｗキャスト）　髙橋 颯　吉柳咲良　西田ひらり
パク・ヘナ　横田栄司　今井清隆　ほか

【日程・会場】
2020/1/22（水） 広島文化学園HBGホール（広島市文化交流会館） 
2020/1/23（木）岡山シンフォニーホール 
2020/1/24（金）島根県民会館 大ホール　ほか

【日程・会場】
2020/1/12（日）13：00開演
愛知県芸術劇場コンサートホール

【日程・会場】 
2020/3/7（土） 13：00開場 13：30開演 
紀尾井ホール

【指揮】
曽我大介　

【ヴァイオリンソリスト】
河井勇人

【管弦楽】
パソナグループ「夢オーケストラ」

【曲目】 
チャイコフスキー：ヴァイオリン協奏曲　他
チャイコフスキー：交響曲第4番　他

【日程・会場】 〈東京公演〉
2/2（日）17:30、3（月）18:30、
4（火）13:30、8（土）12:30 
東京国際フォーラム ホールＣ

〈大阪公演〉
2020/1/25（土）17:30開演
2020/1/26（日）12:30開演
2020/1/27（月）13:30開演
2020/1/28（火）13:30開演
梅田芸術劇場メインホール

【日程・会場】
2020年6月公演まで販売中！
キャッツ・シアター

記憶を失った少女が、本当の自分と大切な家族を取り戻すため勇気を出して歩みだす－
壮大なスケールと豪華キャストで贈る、愛と冒険のミュージカル！

伝説的大ヒットコミックを世界のトップクリエイターたちがタッグを組んでミュージカル化。
新生デスノートが、更なる進化を遂げて動き出す。

サーカス×フルオーケストラが織りなす華麗なる芸術の世界。シ
ルク・ドゥ・ソレイユのメンバー、世界チャンピオン、体操ロシア代
表など超一流のパフォーマーとフルオーケストラの生演奏が織り
なす壮大なスペクタクル！

新年の幕開けは幸せを呼ぶウィンナー・ワルツ！
ウィーン伝統の華やかな舞踏会の雰囲気をその
ままに、ワルツにポルカにオペレッタ、シュトラウ
スの音楽で甦る。

「夢オーケストラ」がチャイコフスキーの壮大なロマンに挑みます。2017年チャイコフス
キー国際コンクール、ジュニアの部で優勝を果たした高校生ヴァイオリニスト河井勇人
さんをソリストに迎え、フレッシュで壮大な音楽をお届けします！

ABBA作曲の名旋律に世界の音楽シーンが震えた伝説の一作。
ロンドン初演版台本を用いた新演出で上演決定！

客席と舞台が一体となった緊密な空間。
キャッツワールドを全身で体感してください。

ミュージカル『アナスタシア』
STAGE

東京・大阪

『デスノート THE MUSICAL』
STAGE

東京・静岡・福岡

シルク・ドゥラ・シンフォニー
STAGE

広島・岡山・島根ほか

 ウィンナー・ワルツ・オーケストラ
CONCERT

愛知

第12回「夢オーケストラ」チャリティコンサート
チャイコフスキーシリーズ第1弾！

CONCERT
東京

『CHESS THE MUSICAL』　ミュージカル『チェス』
STAGE

東京・大阪 劇団四季『キャッツ』
STAGE
東京

S席　平日　  一般価格 13,500円 ⇒ 10,800円
　　  土日祝　一般価格 13,500円 ⇒ 11,500円

S席　一般価格 13,500円 ⇒ 12,000円

〈福岡公演〉
A席　一般価格 14,000円 

〈静岡公演〉
S席　一般価格 13,500円 ⇒ 13,000円

〈東京公演〉
会員専用サイトにてご確認ください。

S席　一般価格 6,500円 ⇒ 6,000円

Menu No. 768911

Menu No. 768902

Menu No. 768929

Menu No. 768740

Menu No. 768840

S1席　一般価格 12,100円

Menu No. 766429

Anastasia on Broadway, all photos by Matthew 
Murphy（2017）

※未就学児入場不可。

※その他日程・会場により料金が異なるため、公演情報の詳細は会員専用サイトをご確認ください。

Menu No. 768741

全席指定　2,500円  良席保証！（センターブロック1階12列以内、1階2階のバルコニー席1列目を保証）

更に、5％分の プレゼント 10％分の プレゼント

5％分の プレゼント

更に、5％分の プレゼント

※未就学児童の入場不可
※�本公演のチケットは主催者の同意のない有償譲渡が
禁止されています。
※キャストスケジュールは公式HPにてご確認ください。

Menu No. 768882〈東京公演〉

Menu No. 768879〈大阪公演〉

※大阪公演は11/18（月）からの販売開始となります。

S席　一般価格 13,500円 ⇒ 12,150円

Menu No. 768826〈東京公演〉

S席　一般価格 13,500円 ⇒ 12,825円

Menu No. 768880〈大阪公演〉

S席　一般価格 9,500円 ⇒ 7,600円
〈1/22・23〉

S席　一般価格 9,500円 ⇒ 8,075円
〈1/24〉

更に、5％分の プレゼント
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※所属企業・団体様の就業規則をご確認の上、ご応募ください。

Neo Workerとは…
スキマ時間を活用して、ベネフィット・ワンのお仕事をお手伝いいただく制度です。

詳細は会員専用サイトのバナーからご覧ください。仕事内容

勤務時間

対応エリア

①新規開拓業務
　新たな掲載店舗への電話・訪問営業

②既存掲載店舗フォロー業務
　店舗情報のメンテナンス  、フォロー先への訪問

下記エリアで活動いただける方を募集い
たします。
北海道・東北・中部・中国・四国・九州（福
岡を除く）

 原則自由

報酬（一例）

雇用形態

応募資格

①新規掲載店舗開拓：11,000 円（税込）

②既存掲載店舗から追加特典仕入れ： 1,100 円（税込）

〈業界未経験の方、歓迎！〉
・営業または販売経験のない方でも安心。

・PC をお持ちの方。

 業務委託

ベネフィット

※業務内容は下記および会員専用
　サイトをご確認ください。

集客など、何か
お困りごとは
ございますか？

そんなに簡単
なんだ？！
私もやって
みようかな！

会員の皆さまに
よくご利用いただ
いていると好評で、
特別割引もいただ
きました！

空いた時間を
上手に使えば
副収入に
なるのよ！

ベネフィット・
ステーションの
会員の皆さまがよく
利用してくださるので、
集客が伸びました！

PCやスマホで簡単応募！

業務完了後、
ベネフィット・ワンから
報酬を受け取り

1

ベネフィット・ワンへの報告業務

Step ベネフィット・ワン担当者と面接！

その後お仕事を依頼いたします2Step 店舗へ電話もしくは
訪問しご提案！3Step

4Step 5Step あなたのチカラが店舗と会員を

つなぐ架け橋に！6Step

ネット環境が
あれば OK!

※①②どちらも1件あたりの料金となります。

※業務上メールでのやりとりが多いため。

PC阪スマホ版

家事の
スキマ時間で
お手伝いいただ
けるんですね！

Webにて
キャンペーン
実施中！

今なら！

ベネフィット・ステーションからのお知らせ

自由でマルチな働き方 NeoWorksを実現！

※学歴不問・ブランクOK。

スキマ時間を有効活用！

全
国
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使

坂本龍馬の生涯や業績を紹介する施設として、
2018年にリニューアル。館内には龍馬の手紙
や関連資料の展示のほか、体験型展示コー
ナーもあり、楽しみながら学ぶことができます。 

りだくさん！いきものへのエサやり体験が充実
していて、いきものとの距離がとても近く、「見
て」「ふれて」「学んで」五感で楽しめる高知なら
ではのアットホームな水族館。

420011

ホテルNo.1 高知

高知市

高知市

香美市

高知市

高知市 香南市 420714

リゾートホテル海辺の果樹園

SNS映え間違
いなし！思わず
笑っちゃうシュ
ールなスポット
や笑 顔あふれ
るイベントが盛

〈特典期間〉～2020/3/31761837

香美市立やなせたかし記念館 
アンパンマンミュージアム＆詩とメルヘン絵本館 

【入館料】
おとな 700円    ⇒ 630円
中・高生 500円 ⇒ 450円
こども  300円   ⇒ 270円

※スマホクーポン不可。

〈特典期間〉～2020/3/31763004

創造広場「アクトランド」
香南市

高知県で唯一のテーマパーク、創造広
場。龍馬歴史館や絵金派アートギャラ
リー、世界クラシックカー博物館など
個性的な歴史館・博物館が8つあり、

「わんぱく広場」はおもしろアトラク
ションが並ぶ無料スペースです。

【龍馬歴史館　単館チケット】
おとな        1,500円 ⇒ 1,350円
高校生以下  800円 ⇒ 　 720円
※単館チケットのみ割引対象。1日パスポートや回数券は対象外。
※小学生未満のお子様は無料。

7,000円~9,000円
6,600円~8,600円

ホテル日航高知 旭ロイヤル

2～3名1室 お1人様／1泊朝食

※除外日：12/30～2020/1/3

2020/1/31宿泊までの期間限定

2020/1/31宿泊までの期間限定

420711

市街を望む開放感あふれる眺望とともに、
朝食は和洋食35品目、ドリンク15種類以
上をブッフェ形式でご用意しております。
シェフコーナーでは、ふわふわのオムレツを
はじめ、できたての料理も。

北は愛媛県と徳島県に接し、南は
太平洋に面し、豊かな森林と青い
海の国、高知県。室戸・安芸に代表
される太平洋を望む景観と昔なが
らの町並みの東部エリア、四万十・
足摺に代表される自然が豊かな西
部エリア、中核都市の高知市は桂
浜と名城高知城のほか、よさこい
祭りも知られています。

高知を代表する景勝地、桂浜。奇
岩が乱立し、亜熱帯性樹林や海岸
植物が生い茂る室戸岬。火振り漁
や柴づけ漁などの伝統的な漁が
今でも行われている最後の清流、
四万十川。四国最南端の足摺岬な
ど、高知は名勝ぞろいです。

坂本龍馬、中岡慎太郎、ジョン万
次郎、岩崎彌太郎など、多くの偉
人たちが高知から世に出ていきま
した。土佐が生んだ偉人ゆかりの
場所や、歴史文化施設を訪ねて、
偉人たちに思いを馳せてみてはい
かがでしょうか。

高知の味の代表、鰹をはじめ、脂が
のった土佐清水の清水さば、室戸
の金目鯛、安芸のちりめんじゃこ、
須崎や中土佐でのみ味わえるメジ
カのシンコ（ソウダガツオの稚
魚）、四万十河川の鮎、鰻、川海老
など、選びきれないくらいの美味
しさがたくさん！

【その他特典】
ホテル駐車場代金無料
（通常1泊1台1,000円）

23,950円~32,200円
23,550円~31,800円

城西館

その他にも期間限定で優待が適用される宿泊施設がございます。

くわしくは会員専用サイトでご確認ください。

高知の

泊

2～5名1室 お1人様／1泊2食

420010

冬の味覚、幻の高級魚と言われる「本クエ」を
ふんだんに使った、クエづくしのグルメプラン。

『クエちり鍋』『クエ薄造り』『クエ天麩羅』を
はじめとする土佐の旬の素材13品の内容。
最後にクエの出汁で作った雑炊付き。これ
がまた旨いんです！

【その他特典】
翌朝ゆっくりとお支度していただけるよう、レイトチェックアウト11時♪

“まんが王国・土佐”の
まんが文化発信スペー
ス。日本の現代まんが
の創始者の一人、横山
隆一氏の生涯と作品
を紹介。

代表作「フクちゃん」をはじめ、油彩画・鉄道模
型・珍コレクションなど多彩な資料を展示し
ていて、年齢を問わず楽しめます。

〈特典期間〉～2020/3/31766788

高知県立坂本龍馬記念館 

【観覧料】
企画展開催時 おとな（18歳以上）   700円 ⇒ 560円
その他の期間 おとな（18歳以上）   500円 ⇒ 400円

高知市

〈特典期間〉～2020/3/31670388

横山隆一記念まんが館 

【常設展観覧料】
おとな（大学生以上）410円 ⇒ 320円

会員証提示

まって楽しむ高知 遊んで楽しむ高知

基 本

高知に あり歴 史 高知に あり美 味

高知に あり名 勝情 報

ひとつである雑誌『詩とメルヘン』の作品を鑑
賞できる詩とメルヘン絵本館があります。

やなせたかし自身が描い
たタブローや貴重な絵
本原画などを通して「ア
ンパンマン」の世界を体
感 できるアンパンマン
ミュージアムと、やなせ
たかしのライフワークの

高知市

〈特典期間〉～2020/3/31763598

桂浜水族館 

【入館料】
おとな         1,200円 ⇒ 1,100円
小・中学生       600円 ⇒     500円
幼児（3歳～）  400円 ⇒      300円

※スマホクーポ
ン不可。

©やなせ・F・T・N

※原則、他の割引やキャンペーンとの併用はできません。

使 貯

使 貯

使 貯

へ
ゆ
く
!

高
知
高豊かな自然に
眼
前
に
広
が
る
海
と
木
々
が
茂
る
山
と
清
ら
か
な
川
を
擁
し
、

多
く
の
偉
人
た
ち
を
育
み
、訪
れ
る
者
を
温
か
く
迎
え
、歴
史
と
名
勝
と

美
味
で
も
て
な
し
て
く
れ
る
場
所
。

さ
あ
、高
知
へ
行
こ
う
！ 知

全
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大人も子どもも
楽しめる！

ハローキティの
ショーと美味しい食事！

ハローキティのショーと食事が楽しめる

新感覚シアターレストラン
ハローキティのショーと食事が楽しめる

新感覚シアターレストラン

畑の中心に出現する
ハローキティ 畑の中心に出現する
ハローキティ 

ハローキティ ドリーム
エンターテインメントショー 　

巨大 LED スクリーンをバックに、ハローキティとお客様で一体となって
作り上げる 歌・ダンス・演奏によるエンターテインメントショー 。

？ ( はてな ) の料理

兵庫県 ひょうご「食」担当参与で
ある山下春幸シェフ監修のもと、
植物性食品やオーガ ニック食品を
使った“見た目も楽しく、健康に
もよいヴィーガン料理”や“体に
優しい 夢のスイーツビュッフェ”
など、健康や環境を考えた「？の
料理」を提供 。

畑の中心に出現するハローキティ
地上からでは見えないハローキティが畑の中心に現れる。

HELLO KITTY SHOW BOX ショップ
 HELLO KITTY SHOW BOX でしか購入できないグッズを取りそろえた
ハローキティショップ。

ハローキティ
ドリームギャラリー 

ハローキティが立体的な映像とし
て映し出される“3D ホロ グラム”
などのメディアアートを駆使し
て、ハローキティ がピアニストに
なる夢を叶えるまでのストーリー
を表現するギャラリー 。

HELLO KITTY SHOW BOX
■営業時間：11：00～20：00 ■定休日：水曜日
■開場時間
11：00（ランチ）、15：00（カフェ）、18：00（ディナー） 
※ディナーは毎土曜日と、3連休の前半2日のみ営業。
■住所：〒656-1724 兵庫県淡路市野島平林177-5

事前予約料金から10％OFF
768722

※要事前予約。

〈特典期間〉～2021/3/31

31

31

28

播磨灘
大阪湾

明
石

海
峡

大
橋

淡路

東浦

北淡

津名一宮

神戸淡路鳴門
自動車道
神戸淡路鳴門
自動車道

ベネフィット・ステーションからのお知らせ

©1976, 2019 SANRIO CO., LTD.   APPROVAL NO. G602707

全
国

34 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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社内部活の管理・運営を無料で！カンタンに！
ベネフィット・ステーション「ACTIVITIES」は社内の部活・サークルを管理・運営しやすくなるプラットフォームをご提供いたします。

社内にこんな部活が
あるなんて！
今まで知らなかった！

部活ごとの参加者や
活動がハッキリ分かる
から安心！

コミュニティの力で
社内を元気に

福利厚生メニューの
利用を盛んに

導入・部活管理を
カンタンに

UP

1

2 3

詳しくは
こちらまで

● 機能1 ： 部活一覧・活動の見える化が可能
● 機能2 ： 自動で参加者の定員管理が可能
● 機能3 ： 掲示板機能で部活内の交流が可能

野球部野球部 ママ部ママ部

の3つの魅力 160部活全国で約160部活 が活動中!

and more!

スポーツ系

文化系

飲食系
バスケ部、ボルダリング部、
卓球部、ダイビング部、 
ボウリング部、
ウォーキング部、

野球部、皇居ラン部、合気道部、
社交ダンス部

ボードゲーム部、ダーツ部、写真部、
映画部、ダイエット部、
ハーバリウム部、和太鼓部、

英会話部、
異文化交流部、
瞑想部、
山梨LOOPS、
人狼ゲーム部

ベネ・ステ女子部、
おもてなしの宿部、
農業の会、ベネ・ステ ママ部、
ベネ・ステ会員の会

飲み部、グルメイベント部、
ワイン部、BBQ部、
はしご酒部、
食べ飲み探検部、
ご当地応援部、
カフェ部

ベネ・ステ
会員限定

200　　   プレゼント!!
※ACTIVITIESサイト内に、ベネフィット・ステーションID登録済の方が対象となります。
※時期により変動する場合がございます。

※画像はイメージです。

新規会員登録
キャンペーンの詳細は

ACTIVITIESの３つの導入メリット

731500

732343

新たな「趣味」を始めよう！

会員様向け

企業様向け 社内部活の管理を効率・効果的にしたい方へ

部活を始めたいあなたへ！

全
国
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〈企業広告〉
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〈企業広告〉

12_P42_広告_日産_CC2017.indd   42 2019/11/05   17:56



ブリリアントカットのルーツ。
常識を覆す、 本物の輝き。

1919年、世界の90％以上のダイヤモンドカットのルーツ
「アイディアルラウンドブリリアントカット」を発案。
ダイヤモンドの聖地ベルギーで200年の伝統が創る、
世界最高位評価の輝き。

メニューNO.650830

※ 初回ご来店時に会員証を必ずご呈示ください。　
     ご成約後のご呈示は無効となります。

※ その他のサービスとの併用は不可となります。

詳細は会員専用サイトより
「エクセルコ ダイヤモンド」
または 、 「 6 5 0 8 3 0 」で
検索してください。

会員様限定 特別ご優待

エンゲージリング
（センターダイヤモンド対象 ）

ご利用金額のうち会員特典対象分の1％

〈企業広告〉
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