
春の お
スポット大 集
ワクワク富士サファリパーク

【入場料】
おとな（高校生以上）  2,700円  ⇒  2,400円 
こども（4歳～中学生）  1,500円  ⇒  1,200円 
672615

静岡

ジャングルバスや
ウォーキングサファリのほか、
動物とふれあえるイベントも開催。

ジャングルバスや
ウォーキングサファリのほか、
動物とふれあえるイベントも開催。

〈特典期間〉～3/31

リニア・鉄道館

【入館料】
おとな 1,000円⇒ 800円
小中高生 500円⇒ 400円
幼児（3歳以上未就学児）200円⇒ 100円
※スマホクーポン不可

766585

愛知

〈特典期間〉～3/16

実物車両39両の展示やシミュレータなど、
子どもも大人も楽しめる。
実物車両39両の展示やシミュレータなど、
子どもも大人も楽しめる。

越前松島水族館

【入館料】
おとな（高校生以上） 2,000円 ⇒ 1,600円
小・中学生 1,000円 ⇒ 800円
3～6歳 500円 ⇒ 400円
※３歳未満無料

672425

福井

〈特典期間〉2/15～4/30

日本海の魚を中心に約350種類におよぶ
珍しい海の魚がいる水族館。
日本海の魚を中心に約350種類におよぶ
珍しい海の魚がいる水族館。

富士急ハイランド

【フリーパス】
おとな  6,200円  ⇒ 5,500円 
中高生  5,700円  ⇒ 5,000円 
小学生  4,500円  ⇒ 4,000円 
幼児(1歳以上)・シニア(65歳以上) 2,100円 ⇒ 1,900円
676026

山梨

世界最大級のアトラクションを多く備えた、
老若男女を問わず楽める遊園地。
世界最大級のアトラクションを多く備えた、
老若男女を問わず楽める遊園地。

〈特典期間〉3/1～31

ナガシマスパーランド

【パスポート券】
おとな（中学生以上） 5,200円 ⇒ 4,420円
小学生 4,000円 ⇒ 3,400円
幼児（2歳～） 2,400円 ⇒ 2,040円

676010

三重

大迫力の絶叫マシンで
スリル＆スピードを体験！
思い切り遊べるテーマパーク。

大迫力の絶叫マシンで
スリル＆スピードを体験！
思い切り遊べるテーマパーク。

使

※3月頃より料金が改定いたします。
詳細は会員専用サイトをご確認ください。

明治の雰囲気をまるごと体感！

夢と想い出のミ
ュージアム

博物館 明治村

676034

愛知

〈特典期間〉3/6～8

「日本最古級の蒸気機関車」の
体験乗車をはじめ、
ハイカラ衣装体験など、見どころ満載。

「日本最古級の蒸気機関車」の
体験乗車をはじめ、
ハイカラ衣装体験など、見どころ満載。

3日間
限定で

半額！【入村料】
おとな 2,000円 ⇒ 1,000円
大学生・シニア（65歳以上） 1,600円 ⇒ 800円
高校生 1,200円 ⇒ 600円
小・中学生 700円 ⇒ 350円

PC・スマートフォンから 検索    して、会員専用サイトで 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。

中
部



中部
エリア

お出かけ
大 集合！
ク

レンタカー基本料金 15%OFF
655567

トヨタレンタカー全国

強力なネットワークで
お客様の信頼にお応えします。

名古屋港水族館

【入館券】
おとな  2,030円 ⇒ 1,620円
高校生  2,030円 ⇒ 1,420円

小・中学生 1,010円 ⇒ 710円
幼児（4歳以上） 500円 ⇒ 350円

672817

愛知

世界の海に暮らすさまざまな生き物たちの
生態や進化を知ることができる水族館。
世界の海に暮らすさまざまな生き物たちの
生態や進化を知ることができる水族館。

使

上越市立水族博物館 
うみがたり

【入館料】
おとな（18歳以上） 1,800円 ⇒ 1,700円
中学・高校生（12～18歳） 1,100円 ⇒ 1,000円
小学生 900円 ⇒ 800円
幼児（4歳以上） 500円 ⇒ 450円
シニア（65歳以上） 1,500円 ⇒ 1,400円
さらに 鯉ガチャを1人1つプレゼント
766476

新潟

上越の海とまちをもっと好きになる。
訪れる人の数だけ物語が生まれる場所。
上越の海とまちをもっと好きになる。
訪れる人の数だけ物語が生まれる場所。

〈特典期間〉2/20～3/31

ニッポンレンタカー

658075

全国

ご旅行、お買い物、お引越し等、
ご利用目的に合わせてご活用ください。

期間中ワンデイスキップ利用者全員に
事前決済金額（税抜）の3％　　  プレゼント
うち、3月中に中部10県の営業所からご出発の方には
更に3％（合計6％分）の　　  プレゼント

貯

〈特典期間〉全国：3/1～5/6  中部：3/1～3/31

中部エリア限定
C1（デミオなど）が免責補償料込みで 30%OFF
658235

タイムズカーレンタル全国

最短30分前まで予約可能！
お得にカーライフを
サポートします。

〈特典期間〉2/17～4/30

中部エリア
限定

中部エリア
限定

レンタカー

自分だけのベビースターを作って

みんなで味くらべしよう！

世界最大級の淡水魚水族館

おやつタウン

768321

三重

〈特典期間〉2/17～4/30

遊べる、学べる、創れるをテーマにした
ベビースター工場一体型施設。
遊べる、学べる、創れるをテーマにした
ベビースター工場一体型施設。

【入園料】
おとな（13歳～） 700円 ⇒ 500円
こども（4～12歳） 450円 ⇒ 300円
※工場見学は要事前予約。

※「ベビースター」「ホシオくん」は株式会社おやつカンパニーの
登録商標です。

世界淡水魚園水族館 
アクア・トト ぎふ

【入館料】
おとな 1,500円 ⇒ 1,200円
中・高校生 1,100円 ⇒ 900円
小学生 750円 ⇒ 600円
幼児（3歳以上） 370円 ⇒ 300円
670843

岐阜

〈チケット有効期間〉 ～2/29お申込みの場合：発券より1ヶ月後の同日
3/1～31お申込みの場合：～4/5

冒険の舞台は世界の大河！
大人から子供まで楽しめる水族館。
冒険の舞台は世界の大河！
大人から子供まで楽しめる水族館。

使

〈特典申込期間〉～3/31

※原則、他の割引やキャンペーンとの併用はできません。

中
部



PC・スマートフォンから 検索    して、会員専用サイトで 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。

おすすめ宿特集
家族や友人、大切な人と行きたい

ホテル京阪 名古屋

2～3名1室 お1人様／素泊り
3,000円～17,300円
1,500円～17,300円
261314
9/30宿泊までの期間限定

ホテルオークラ新潟

2～3名1室 お1人様／1泊朝食
 5,500円～7,000円
 3,500円～5,000円
210006 4/30宿泊までの期間限定

舞子温泉 
飯士の湯 舞子高原ホテル

2～5名1室 お1人様／1泊2食
6,155円～38,220円
4,955円～37,020円 
210405 4/30宿泊までの期間限定

2～7名1室 お1人様／1泊2食（リフト1日券付）
9,400円～39,500円
6,400円～39,500円 

4/30宿泊までの期間限定

2～7名1室 お1人様／1泊2食
 8,500円～25,600円
 5,500円～24,100円
4/1~6/30宿泊までの期間限定

ホテルグリーンプラザ白馬

2020年4月オープン。ホテル京
阪チェーンが名古屋へ初進出。
名古屋駅からタクシーで約10
分、地下鉄「丸の内駅」より徒
歩約4分、「久屋大通駅」より徒
歩約2分。街の中心「栄エリア」
や名古屋城まで徒歩で散策で
きる好立地。

市内中心部でアクセ
ス至便！落ち着きと伝
統のホテルオークラ新
潟で温かなおもてなし
をご提供いたします。

お部屋からゲレンデや
南魚沼連峰の山並み
が望まれ、ゆとりあふれ
る空間が休息の時を
深めてくれます。

レゴランド®・ジャパンに
隣接！ベビーもキッズも
家族みんなで楽しめる
ホテル。

［スキーシーズン］
ゲレンデはホテルの目の
前！初心者から上級者ま
で楽しめるスキーリゾート ！

［グリーンシーズン］
白馬の大自然に囲まれ、約60種類のグルメディ
ナーバイキングと自家温泉を満喫 !

春といえばレジャーの季節。
泊まりであればちょっと遠出でも
時間を忘れて楽しめる! 
バイヤーイチオシの宿をご紹介。

長野/
白馬

新潟/
舞子

愛知/
名古屋

愛知/
名古屋

新潟/
新潟

春の旅先は
ここで決まり !

名古屋駅からタクシーで約10分。

2020春
開業

200439

無料！無料！

レゴランド®・ジャパン・ホテル

小学生以下 
（最大おとな2名様・こども2名様まで）
2名1室 お1人様／1泊朝食
17,500円～23,600円
16,300円～22,400円
261279 4/30宿泊までの期間限定

中
部



※入湯税・宿泊税等が別途かかる場合がございます。　※最新の料金および情報は会員専用サイトにてご確認ください。

鈴鹿サーキットホテル

2～4名1室 お1人様／1泊2食
9,900円～12,500円
8,900円～11,500円
272579 4/30宿泊までの期間限定

スマイルホテル静岡

2名1室 お1人様／1泊朝食（軽食）
 2,450円～3,750円
 1,650円～2,950円
181176
4/30宿泊までの期間限定  （金・土・日・祝日限定）

高山グリーンホテル

2～5名1室 お1人様／1泊2食
 12,100円～42,900円
 10,600円～41,400円
250243 5/5宿泊までの期間限定

名鉄イン
名古屋駅新幹線口

2名1室 お1人様／素泊り
4,950円～7,650円
3,950円～6,650円 
261035
4/30宿泊までの期間限定

名古屋東急ホテル

2～3名1室 お1人様／1泊朝食
8,160円～18,320円
6,960円～17,120円 
261532 4/30宿泊までの期間限定

新八屋 2～5名1室 お1人様／1泊2食
11,500円～14,500円
10,000円～13,500円
270003 4/30宿泊までの期間限定

緑の中にゆったりと
配された、散在形の
リゾートホテルです

飛驒高山の中心部にあり、
観光の拠点として便利な
立地。古民家の雰囲気を
味わえる囲炉裏席で飛驒牛
囲炉裏会席を召し上がれ。

名古屋太閤通口（新幹
線口）徒歩約4分のアク
セス至便のホテルです。

鳥羽湾の先端で、景色の美しさも格別。全客室、露天風呂、大浴場
から眺める海の景色は言葉では表現しがたい美しさです。

名古屋の中心「栄」に位置し、
レストラン・フィットネスクラブな
ど各種施設も充実しています。

三重/
鳥羽

三重/
鈴鹿

静岡/
静岡

岐阜/
高山

愛知/
名古屋

リーズナブルに泊まれるホテル

ミネラルウオーター1本または、
お夜食用カップ麺を

おひとり様１個プレゼント

【リブランド6周年記念・週末限定
大特価！】全客室Wi-Fi完備、嬉
しい軽朝食つきです。（パン・サラ
ダ・コーヒー・ジュース・ヨーグルト）

高層階の
客室からの

眺めは格別

愛知/
栄

中
部



PC・スマートフォンから 検索    して、会員専用サイトで 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。

愛知県北設楽郡の出
来山だけで産出され
る石「段戸鉱石」の
入ったお湯につかれ
ば、遠赤外線・波動効
果で体中ポカポカに
なります。

まだまだ残る寒さに、日帰り入浴で
身体も心もぽっかぽか。中部エリア
で注目のメニューを一挙ご紹介。

長野/松本

休暇村 
乗鞍高原
（日帰り入浴）

入浴料
おとな 600円 ⇒ 400円
小学生・幼児 400円 ⇒ 200円
660961
〈特典期間〉～3/31

地下1300mより湧き出す温泉と
四季の移ろいを眺めながら入浴。

静岡/賀茂

休暇村 
南伊豆
（日帰り入浴）

日帰り入浴   
おとな 800円 ⇒ 500円
小学生・幼児 400円 ⇒ 300円
660948
〈特典期間〉～3/31

潮騒と優しい海風に心身ともに
癒しを感じる瞬間がある庭園露天風呂。

豊富な湯量としっとりやわらかで「絹の肌触り」と
評判を得るほどの「なみなみの湯」。〈特典期間〉① 2/22～24  ② ～3/31  660134

②入浴料
おとな（中学生以上） 600円 ⇒ 500円
小学生・幼児 450円 ⇒ 400円

①無料デー［2/22～24］
入浴料
おとな（会員本人のみ） 無料

福井/坂井

休暇村 越前三国（日帰り入浴）

庭園風露天風呂付きの
「三国温泉ありその湯」。

静岡/富士宮

休暇村 富士（日帰り入浴）

日帰り入浴料  
土日祝　おとな 1,000円 ⇒ 850円

幼児 500円 ⇒ 400円
平　日　 おとな　800円 ⇒ 650円

幼児 400円 ⇒ 300円
更に、フェイスタオル無料!!
※年に数日のメンテナンス休館があります。
※入浴時間 11：00～14：00（最終受付13：30）

661923
〈特典期間〉2/15～3/31

富士田貫湖温泉「富士山恵みの湯」は富士山が目
の前に広がる温泉大浴場です。

石川/羽咋

休暇村 
能登千里浜
（日帰り入浴）

入浴料　
 おとな 700円 ⇒ 600円
小学生 500円 ⇒ 400円
幼児 300円 ⇒ 200円
664033
〈特典期間〉～3/31

プリンスホテル系列の2メニュー、中部エリアに新登場！

石

金沢

静岡/下田

下田プリンスホテル
（日帰り入浴）

日帰り入浴＋浴用タオル
おとな 1,200円 ⇒ 800円
こども 600円 ⇒ 400円
※ 毎週水・木曜日は清掃のため営業時間が
15:00～18:00となります。 664494

炭酸長野/北佐久

立ち寄りの湯 
軽井沢 千ヶ滝温泉

入浴料 おとな 平日 1,200円 ⇒ 1,100円
土日祝 1,300円 ⇒ 1,200円

こども 平日 700円 ⇒ 600円
土日祝 750円 ⇒ 650円

664496

日々の疲れを

リフレッシュ
デ

いま、

休暇村が
あつい！

静

オー

入館
アフ
※現地
※土日
※入館
す。

664

海・夜
都心

※クー
期間限

660
〈特典
〈チケ

岐

養老

厳選 癒しの湯 デ

新潟/妙高

休暇村 妙高
（日帰り入浴）

日帰り入浴
おとな（中学生以上） 500円 ⇒ 250円
小学生・幼児　　　  300円 ⇒ 150円
更に、フェイスタオル無料!!
661921
〈特典期間〉3/1～31湯船につかりながら眺める新緑、紅葉、雪景色など

四季折々に表情を変える妙高山の景観が最高です。

〈特典期間〉① 2/26、3/26  ② ～3/31  661925

②日帰り入浴   
おとな             500円 ⇒ 250円
小学生・幼児 300円 ⇒ 150円

①無料デー［2/26、3/26］
日帰り入浴
おとな・小学生・幼児 無料

愛知/北設楽

休暇村 茶臼山高原（日帰り入浴）

無料デー
開催!

無料デー
開催!

デジ

半

フェイスタオル
無料

休暇村は、日本の景色を代表する国立公園・国定公園などにあるリゾートホテル。
雄大な自然の中で、のんびりゆったり日々の疲れを癒しましょう。

海に向かって
一面ガラス張りの
大浴場からは、
湯船につかりながら
雄大な太平洋の
眺望がお楽しみ
いただけます。

中軽井沢に
位置する、

四季折々の自然を
間近に望む開放的な
日帰り温泉。

フェイスタオル
無料

中
部
中
部



スマホで提示、手軽に使える！
デジタルチケットで利用できる湯をピックアップ。
期間限定のお得な特典をお見逃しなく。

円
円

円
円

静岡/沼津

沼津・湯河原温泉
万葉の湯

入館料＋御膳料理＋セルフワンドリンクセット 
大人（中学生以上） 平日 4,169円 ⇒ 3,168円

土日祝 4,697円 ⇒ 3,608円
※万葉御膳は2種類から選択可能（寿司御膳または刺身御膳）。

660590  〈 特典申込期間・チケット有効期間〉
2/15～3/31

まだまだたくさん！ お得な日帰り入浴メニュー

石川/金沢

金沢ゆめのゆ 入館料おとな（健康ランドコース）
通常 1,100円⇒ 770円
662051

炭酸湯と7種類の岩盤浴が魅力

やすらぎに満
ちた回廊庭園
と２つの大浴
場で温泉三昧

福井/あわら

北陸 
あわら温泉 
美松

入浴料（フェイスタオル付）
おとな（中学生以上） 800円 ⇒ 500円
こども（3歳以上） 500円 ⇒ 250円
664384

ベネ・ステ温泉キャラクター「ふろ郎」から、
毎月温泉に関するクイズを出題！
第39回の問題
Q. 日本一高いところにある
長野県の露天風呂の名前は？

❶雲海の湯　❷楽園の湯　❸雲上の湯
※正解は3/1以降、NO.663978にて公開いたします。

〈特典期間〉2/1～29

 デジタルチケットが
使えるお得な湯

静岡/熱海

オーシャンスパ Fuua

入館券 おとな（中学生以上） 2,750円 ⇒ 2,500円
アフター5 おとな（中学生以上） 1,650円 ⇒ 1,400円
※現地にて入湯税150円が必要です。
※土日祝日・特定日のご利用は、割増料金330円（税込）が別途必要となります。
※入館券には施設利用料（ロウリュ除く）、館内着、タオルレンタル料が含まれま
す。

664327

海・夜景が一望のスパやラウンジが自慢！
都心から1時間の「ATAMI BAY RESORT KORAKUEN」。

伊豆の玄関口に湯河原の名湯、
小さな伊豆がここにあります。

温熱療法館 基本コース
【養老汗蒸幕・アクアウォーキングさらさ・
紫雲湯（館内着・タオルセット付き）】 

530円おとな（中学生以上）
1,530円 ⇒

※クーポン提示で、本館基本入館料：みのり乃湯の
期間限定特典あり。大人720円が420円ほか。

660176
〈特典申込期間〉2/13～4/30
〈チケット有効期間〉2/24～4/30

岐阜/養老

養老温泉 ゆせんの里

〈特典申込期間〉2/13～4/30
〈チケット有効期間〉2/24～4/30

愛知/大府

有松温泉 喜多の湯

入浴料　おとな（中学生以上）　
最大700円 ⇒ 無料

※特典期間中、会員IDひとつにつき1回まで。

662536

三重/菰野

アクアイグニス

入浴＋レンタルフェイスタオル＋カフェドリンクセット
大人（中学生以上）　平日 1,100円 ⇒ 900円

土日祝 1,300円 ⇒ 1,000円
小人（小学生まで）　全日 800円 ⇒ 700円
※3/20～4/7については特典適用外。

662891   〈特典申込期間〉2/10～4/24
〈チケット有効期間〉2/24～4/24

露天風呂は、雄大な養老山系を望む
大自然へ 開放感が魅力の天然温泉。

美人の湯などの人気のお風呂に岩盤浴・レストラン・リラク
ゼーション施設を備えた総合スパ施設。

「癒し」と「食」がテーマの
複合温泉リゾート施設。

富山/富山

とやま健康パーク
665413

水着で入る温泉浴“バーデゾーン”やプール、トレーニング場、瞑想
室等で、ご家族、お仲間と一緒に健康づくりと心身をリフレッシュ。

山梨/南巨摩

甲州鰍沢温泉 
かじかの湯
663225

甲府盆地の南西端、富士川町の森と清水に恵まれた山間地にあ
る、甲州随一とも称される泉質評価の高い日帰り温泉施設です。

新潟/新潟

天然温泉薬石浴 
新津嵐の湯 秋葉店
663926

鉱物ミネラルと天然源泉温泉成分ミストで、美しく健康に。

が
使

663978

ふろ郎クイズ

デ

デジタルチケ
ット

新登場!

正解すると5ベネポプレゼント
不正解でも1ベネポプレゼント

半額以下!

入浴無料

中
部
中
部



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！

678634 検索

「お茶」がキーワー
ド。地元のお菓子を
お茶うけに、お茶を
堪能できる茶室も。

静岡県 道の駅フォーレなかかわね茶茗舘

671029 検索

下田の町や自然、カ
ジキ釣り大会の歴史
を紹介するミュージ
アムを備える。

静岡県 道の駅開国下田みなと

761153 検索

旧輪島駅の跡地を
活かした道の駅。輪
島塗や海産物など
特産品も目白押し。

石川県 道の駅輪島

679061 検索

珠洲産にこだわっ
た800種類以上の品
が揃う。道の駅オリ
ジナル商品も豊富。

石川県 道の駅すずなり

678596 検索

特産の原木しいた
けや新鮮野菜が並
ぶ。しいたけソフト
クリームも評判。

静岡県 道の駅いっぷく処 横川

678684 検索

隣接する本格的な
茶室で最高級の玉
露を楽しめる。味処
の茶そばも人気。

静岡県 道の駅玉露の里

678511 検索

塩の総合資料館。5
～9月には塩作り体
験ができる（要予約
0768-87-2040）。

石川県 道の駅すず塩田村

762132 検索

十日町エリアの観
光拠点。生地工芸品
や新鮮食材、加工品
などがずらり。

新潟県 道の駅クロステン十日町

お得な会員特典はコチラ！

ソフトクリーム・蒸しパン「たべまいか」
10％OFF

茶室 瓢月亭 入館料
460円510円➡

塩ソフトクリーム
300円350円➡

お茶セット
250円300円➡

ソフトクリーム
175円350円➡

ハーバーミュージアム&カジキミュージアム（4階）
400円入館料 おとな

500円➡ 200円小・中学生
250円➡

季節ごとの花々が楽しめる！
気に入ったら購入も可能！

1．植木や造園関連業者自慢の
植物が植えられた駅内。 2．最近
ブームの盆栽も。 3．作業着とは思
えないような華やかなウェアも豊富
だ。 4．園芸に関するものだけでな
く、地元の名産品も揃う。 5．レス
トランでは生パスタや手作りのナ
ポリピッツァが味わえる。

保内地区は国内有数の植木の産地。
植木や花の苗に囲まれながらお茶が
できるだけでなく、眺めている植物の
ほとんどは購入も可能です。また、華
やかな園芸用品が並び、ガーデニン
グがますます楽しくなりそう。お腹が
空いたら本格イタリアンをどうぞ。
●住新潟県三条市下保内4035 ●☎0256-38-7276
●営 庭園生活館/9：00～18：00
　庭園体験館/9：00～21：00
　レストラン/11：00～21：00（L.O 20：00）

※ランチタイム 11：00～15：00
※火曜日はランチタイムのみの営業

●休 年末年始 ※臨時休館の場合あり

3 4

新潟県

道の駅

庭園の郷 保内

検索767969

※制限人数 5名様まで
※当クーポンはカフェ限定、レストランでは利用不可

カフェ全品

地
お

1．予
げる

バーベキュー
白川セット ￥1,500～

キャンプエリア沿いを
清流白川が流れます。

ほ   ない

ちゃめいかん

※制限人数 10名様まで

※スマホクーポン不可  ※制限人数 1名様まで

※制限人数 1名様まで

おみやげ館内の
喫茶コーナー

生乳ソフトクリーム
100円OFF

50円OFF

※制限人数 5名様まで※制限人数 1名様まで

※制限人数 1名様まで ※お茶室にてご利用いただけます

※制限人数 1名様まで ※玉露または抹茶・茶菓子付

輪島温泉郷ふらっとパス
900円1,000円➡  他

ガーデニングなどについて
相談もできますよ♪

1

1

2

5
マルゲリータ
￥1,200 会員特典

PC・スマートフォンから 検索    して、会員専用サイトで 検索

中
部



検索679272

新潟県 道の駅雪のふるさと やすづか
地元の野菜や米な
どを豊富に扱う。十
割そばやジェラー
トなども味わえる。

検索678712

長野県 道の駅信越さかえ
旬の山の幸や木工
品類、わら細工など
の特産品を販売。手
打ちそばも自慢だ。

検索768078

愛知県 道の駅豊根グリーンポート宮嶋
2015年にリニュー
アル。ダムカレーを
はじめとした3種類
のカレーも好評。

検索767688

長野県 道の駅白馬
北アルプスの麓に
ある道の駅。地元の
食材を使ったグル
メも人気の秘密。

検索679118

長野県 道の駅北信州やまのうち
町内産にこだわっ
た商品が並ぶ。特に
旬の果物には行列
ができることも。

ジェラート
250円シングル

300円➡ 50円OFFダブル・
トリプル

『さかえソフト』のソフトクリーム＋トッピング
300円350円➡

りんごジュース
1杯サービス

うどん並盛から大盛への追加料金

キムチちぢみ
250円300円➡

そば打ち体験
1,080円おひとりさま

1,350円➡

検索678154

山梨県 道の駅富士吉田
名物は「吉田のう
どん」。名水と評判
の天然水を無料で
汲むことができる。

検索679066

岐阜県 道の駅池田温泉
美肌効果があると
いわれるつるつる
の湯。日帰り湯のほ
かに足湯もある。

検索679092

岐阜県 道の駅そばの郷らっせぃみさと
本格手打ちの二八
そばを味わえるの
はもちろん、そば打
ち体験も可能。

※原則、他の割引やキャンペーンとの併用はできません。※表示金額はすべて税込みです。税率等の詳細は各施設の公式HPまたは、現地にてご確認ください。
※本誌面で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。※画像はイメージです。

が

華
ン
が

内

地元でしか出会えない味の宝庫！
おもてなしの心に溢れた道の駅

●住石川県白山市瀬戸寅163-1
●☎076-256-7172
●営9：00～17：30 ※12～3月は～17：00
●休 12月～3月上旬の水曜日、年末年始

1．体に優しいパンがいっぱい！
2．とちもちは2種類。おみやげ人気
ナンバーワン！ 3．石川・岐阜・福井
の3県をまたぐプラチナルート、石
川県側の玄関口。 4．ドッグランの
ほかにペットの休憩スペースもあ
る。 5．香ばしいコクと香りが特長。

5

とちもち 5個入・1パック ￥750とちもち 5個入・1パック ￥750

とちの実ソフトクリーム ￥350とちの実ソフトクリーム ￥350

1

3 4

石川県

道の駅 瀬女

1．予約すれば手ぶらでもバーベキューが可能。 2．バンガロー前の川では水遊びも楽しめる。 3．本場の窯で焼き上
げるピザ作り体験（5枚以上からの予約制）。 4．空調やバス、キッチンなども備えたコテージならオールシーズンOK！

日帰りでも宿泊でもOK！
親子や仲間でワイワイ楽しもう！

キャンプなどを楽しむアウトドアエリアと飲食や売
店がメインの公園エリアからなる道の駅。宿泊は
もちろん、日帰りでも1日楽しめます。バーベキュー
やパターゴルフのほか、夏場は川遊びやマス釣り
など、大人も子供も思いっきり遊べます。
●住岐阜県加茂郡白川町和泉181-1、97-1 ●☎0574-72-2462 ●営9：00～17：00
●休水曜日（祝日の場合は営業）、年末年始

0～

2
いを
す。

検索678790 無料 駐車料金 1台（日帰り～1泊2日） 400円➡会員特典

岐阜県 道の駅 清流白川
　クオーレの里

せ 　 な

売店にてお買い上げ
1,000円以上で

食堂でお食事
された方に

白馬村特産品「紫米」の試供品
プレゼント

レストランでお食事をご注文いただいたお客様

デザートプレゼント

軽食コーナー 無料

※パンモーニング、わたしのおやつは対象外
※制限人数 1名様まで  ※他のサービスとの併用不可

※制限人数 20名様まで ※制限人数 4名様まで※制限人数 4名様まで※制限人数 1名様まで

※制限人数 1名様まで※制限人数 5名様まで

検索678523

100円OFF

会員特典

総額1,000円以上ご利用の場合

※制限人数 1名様まで ※スマホクーポン不可

※事前にご予約が必要となります　※受付時間 8:30～17:00　※ペットの連れ込みは不可　※騒音の出るもの不可
※クーポン1枚につき車1台1泊分のみ有効

 他  他
※制限人数 10名様まで

種類豊富な
焼き立てパン♪

白山白川郷ホワイトロードの玄関口。と
ちの実を使った商品など、白山市の郷土
の味が豊富に揃います。さらに2018年
にはパン工房もオープン！地元の食材を
ふんだんに使用したパンが並びます。屋
外にはスタッフ手づくりの広々ドッグ
ランも。まさにドライブの休憩
にぴったりの空間です。

3

4

2
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※原則、他の割引やキャンペーンとの併用はできません。
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