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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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三木金物の販売はおまかせ！
グルメの魅力もたっぷり！

1
ぞ
4

1．地元の「山田錦みそ」を使ったソフトが
評判。 2．素揚げしたなすとたこをトッピン
グしたカレーは、鉄鍋で熱 ！々 3．翼を広げ
た金物鷲をイメージした外観。 4．伝統工
芸士によって作られる、のこぎりやのみな
ど大工道具が中心。 5．かわいい金物
キャラクターストラップ。 6．神戸スイーツ
「シェルブール」のマロンパイは、毎日焼き
上げる人気商品。 7．三木市は日本一の
酒米地帯。上質な地酒も豊富に揃う。

金物の町として知られる三木市。金物
展示即売館があり、約20,000アイテ
ムに及ぶ製品を販売しています。レス
トランでは特注の鉄鍋「鍛冶屋鉄鍋」
を使用したユニークなメニューを提
供。直売所や菓子店などもあり、新鮮
な食材やスイーツも購入できます。

海
食

●住兵庫県三木市福井2426番地先
●☎0794-86-9500
●営 三木特産品コーナー・観光センター/9：00～18：00
　レストラン/11：00～L.O 17：00
　金物展示即売館/9：00～17：00
●休 年中無休
※年末年始不定休（金物展示即売館は休館）

この鉄鍋は
金物展示即売館でも購入可能！

鍛冶屋鍋カレー（サラダ付） ￥1,0782

1

3

1

アルカリ性単純温泉
筋肉痛や冷え性に◎

道の駅 特集

道

浜

兵庫県 道の駅 みき

播州三木打刃物
キャラクターストラップ 各￥380

国指定伝統工芸品5品目
（のみ、のこ、かんな、こて、小刀）

山田錦みそ
ソフトクリーム
￥330

お得な会員特典はコチラ！
兵庫県

道の駅 フレッシュあさご

検索670812

播但連絡道路の朝来サービスエリア内。特
産品を多く取り揃えるほか、地元の食材を
使った料理も楽しめる。展望カフェテラス
からは朝来の町を一望することができる。

※会員証1枚につき1名様まで適用　※特典期間 2020年3月31日まで
※農産物、特産物など割引対象外商品あり

10％OFF
売店商品のみ

検索760143

ソフトドリンク
無料300円➡

＊レストランでお食事ご注文の方のみ有効。

山田錦みそソフト
250円330円➡

会員特典

5％OFF金物展示即売館
全商品店頭価格より

検索760144

検索ベネフィット

検索Menu No.

1

2

CHECK方法
で会員専用サイトへ

を入力して情報GET
使いたい特典の

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！

4 5

焼き立て
マロンパイ
1個 ￥380

葵鶴 酒壺（みき）
720ｍｌ ￥3,795

6

7

＊

PC・スマートフォンから 検索    して、会員専用サイトで 検索　
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奈良県

1．地元の土産物が並ぶ。 2．大宇陀温泉の湯を足湯で気軽にどう
ぞ。 3．宇陀牛のA４以上の極上肉が贅沢にのった自慢の肉うどん。 
4．地元産のブルーベリーがたっぷり！バニラとのミックスもおすすめ。

テ

大宇陀温泉を足湯で楽しめる！
宇陀牛が味わえるうどんも評判！

海の幸も山の幸も充実！
食べても買っても大満足♪

新温泉町の新たな玄関口として2017年に
オープン。但馬牛をはじめ、手打ちの十割そば
など魅力的なグルメが満載です。直売所は地
元の野菜はもちろん、旬の時期にはホタルイカ
や松葉ガニなども並ぶ、驚きの品揃え。新温泉
町のおいしいものがここで一度に揃います。

大宇陀温泉からほど近い道の駅。足湯を楽し
めるだけでなく、温泉スタンドで温泉水を購
入することもできます。レストランで味わえる
地元食材を使った料理や、大宇陀市内でとれ
るブルーベリーのソフトクリームも人気。
●住奈良県宇陀市大宇陀拾生714-1 ●☎0745-83-0051
●営 物販コーナー/8：00～18：00　喫茶軽食/7：00～18：00
　足湯/10：00～17：00　野菜直売所/7：30～17：00
　レンタサイクル/9：00～17：00
　レストラン/11：00～21：00 ※時期により変動あり
●休年中無休　レンタサイクル/水曜日（祝日の場合は翌日）

●住兵庫県美方郡新温泉町栃谷57 ●☎0796-80-9010
●営 直売所・肉のたじま屋/9：00～18：00
　たじま屋食堂/9：00～17：00（ランチタイム 11：00～L.O 14：30）
　春来そばてっぺん/11：00～16：00（L.O 15：30）
●休1月1日
　肉のたじま屋・たじま屋食堂/水曜日　春来そばてっぺん/火曜日

新温泉町のお土産なら
道の駅におまかせ！

大宇陀
ブルーベリーソフト
￥350

1．町の特産品が一堂に会する直
売所。 2．但馬牛を堪能できる
ランチが評判。 3．観光スポットの
アクセス拠点としても便利な立地。 
4．名物のとち餅と小豆あんをトッ
ピングしたソフトもお見逃しなく。

4

ごっつぉうランチ ￥2,400 ※土日祝日限定

とち餅ソフトクリーム ￥400

1

2 3

2
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道の駅

宇陀路大宇陀
う　　だ　　じ　 お お　 う　　だ

兵庫県

道の駅

山陰海岸ジオパーク
浜坂の郷

検索76819850円OFF
ソフトクリーム各種

会員特典

検索760136各50円OFF会員特典 宇陀牛肉うどん・山菜きつねうどん・ブルーベリーソフト

※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。

UFOをイメージさせる建物が目印。天体観
測に適した場所で、大型望遠鏡やプラネタ
リウムなどが設けられたコスミックパーク
もある。売店には手作りの土産物が並ぶ。

村の木材を使用した印象的な建物は、龍が
モチーフ。木工品をはじめ、地元産のゆずや
梅の加工品などを販売するほか、県内のイ
ノシシ肉を使った料理などが味わえる。

5％OFF
売店利用時 購入金額より

大塔郷土館手作り商品
1つ プレゼント

売店で1,500円（税込）以上購入された方

※プレゼント商品は400円相当まで

奈良県
道の駅 吉野路大塔

検索760140

道の駅 龍神

検索760203

宇陀牛肉うどん ￥800

りゅうじんよし　の　 じ　おお とう

※特典期間 2021年3月31日まで

和歌山県

※特典期間 2020年3月31日まで
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4,000円~27,000円
2,500円~27,000円

２～４名1室 お1人様／素泊り（スパ利用付）リーベルホテル アット 
ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

大阪/ベイエリア

使貯 311152

5,000円~30,000円
3,500円~29,000円

２～４名1室 お1人様／素泊り

ザ パーク フロント ホテル アット
ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

大阪/ベイエリア

使貯

310793
4,200円~27,100円
2,800円~27,100円

２～４名1室 お1人様／素泊り

大阪/ベイエリア

使貯

2～

リ
京

3,900円~32,100円
2,400円~32,100円

２～４名1室 お1人様／素泊り

ホテル京阪
ユニバーサル・タワー

大阪/ベイエリア

使貯

310067

パークまで徒歩約1分。パークの目の前の特等席。 “世界最高の感動と興奮”に一番近いオフィシャルホテル

京

パークまで徒歩すぐ！
地上138mの高層ホテル

ハリウッド・アールデコを
デザインベースとした建物外観は、
トロピカルな色調が特徴的

ホテル京阪
ユニバーサル・シティ

310005

千
大

ホ
奈

訪れた瞬間から非日常へと誘う
洗練された空間で、

ワンランク上のホテルステイを
お楽しみください

天然温泉の大浴場と広大なベイテラスを誇る、エリア最大規模（760室）のホテル！

日帰りじゃもったいない！人気のレジャースポットから、楽しい観光地まで。
お泊まりして満喫したい、関西エリアのホテルをご紹介！
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5,000円~9,750円
3,500円~8,250円

2～4名1室 お1人様／素泊り

300014

6,300円~19,800円
5,300円~18,800円

２～４名1室 お1人様／朝食付

和歌山
マリーナシティホテル

和歌山/和歌山

320024

2,500円~9,500円
1,200円~8,600円

２～４名1室 お1人様／素泊り

310618

6,300円~22,100円
4,700円~22,100円

2～4名1室 お1人様／朝食付

リーガロイヤルホテル京都
京都/京都

291554

里湯昔話 雄山荘
滋賀/雄琴

使

9,200円~15,200円
8,200円~14,200円

2～5名1室 お1人様／1泊2食

280008

GOOD NATURE
HOTEL KYOTO

京都/四条河原町

11,625円~87,500円
10,625円~87,500円

2～4名1室 お1人様／素泊り

291466

緑豊かな歴史あるクラシックホテル。

梅田、新大阪、大阪空港から直通でアクセスもよく、

ビジネスや観光の拠点としても最適

京都駅より徒歩約7分、
京都駅送迎バス＆無料駐車場が便利

駅直結！すぐそばに24時間営業のドラッグストアがあり、ファミリーでのご旅行に最適なホテル

優美な回廊に囲まれて、
目の前にはヨットや
クルーザーがあり、
ちょっと贅沢な休日が

楽しめる

大阪市内から車で約60分、
目の前に広大な公園と海が広がる

本格リゾートホテル

観は、

JR大阪駅前。徒歩約2分。
ショッピングや観光に
大変便利なロケーション。2階にある4つのレストランや

施設も充実

里山にたつ近江の昔話を
モチーフにした宿

夏期はガーデンプールも
楽しめます！

ヒルトン大阪
大阪/大阪

2～3名1室 お1人様／素泊り

310055
8,900円~25,710円
7,400円~24,710円

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

千里阪急ホテル
大阪/北摂

使貯 使貯

使貯 使貯

ホテル日航奈良
奈良/奈良

使貯

使貯

8,500円~11,000円
7,000円~11,000円

２～3名1室 お1人様／朝食付

ウェスティンホテル
淡路

兵庫/淡路島

333832

使

【特典】「美湯ビュー松帆の郷」
入場券付（お1人様1回限り）
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※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。
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