
※お1人様の料金となります。
※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。

※画像はイメージです。
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熊本/天草 

大江戸温泉物語  天草ホテル亀屋

2～7名1室／1泊2食

10,865円～26,595円　  9,865円～25,595円 
461084 5/10

夕日に染まる天草富士を望む
天然温泉が自慢の湯宿

大分/別府 

大江戸温泉物語  
別府清風

2～4名1室／1泊2食
10,412円～14,502円
8,712円～13,102円

※除外日：3/20・21・28、4/25～5/5

472693 5/10

長崎/長崎 

大江戸温泉物語  
長崎ホテル清風

2～5名1室／1泊2食

12,078円～19,028円
10,678円～17,828円

※除外日：4/26～5/5

452672

5/10
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九
州

九州
世界新三大夜景100万ドルの輝きに癒やされる

絶景の露天風呂

朝日のぼる別府湾を一望する
オーシャンビューの露天風呂が自慢

沖
縄
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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1

国際通り徒歩0分!
ロングステイプランで
のんびり沖縄を満喫しよう♪

広大な敷地とビーチが目の前で
贅沢なロケーション♪
全天候で遊べる施設も充実♪

雄大な久住高原に佇む、
自然との共鳴がテーマの隠れ家的ホテル

玄界灘と
虹の松原を間近に望む
リゾートホテル

沖縄/恩納村 

シェラトン沖縄
サンマリーナリゾート

2～5名1室／素泊り
4,384円～48,784円
3,984円～48,784円
501287 4/30

大分/ 久住 

久住高原コテージ

2～6名1室／1泊2食
 7,800円～14,000円　  6,100円～14,000円

【その他特典】ソフトクリーム引換券
470001 5/10

大分/久住 

レゾネイトクラブくじゅう

2～4名1室／1泊2食
14,040円～17,600円
12,340円～17,600円

※除外日：5/2～5

473891 5/10

鹿児

霧島

佐賀/唐津 

ホテル＆リゾーツ 佐賀 唐津

2～4名1室／1泊2食
11,500円～19,500円
10,200円～19,500円

【その他特典】
館内利用券1,000円分（1予約1部屋）
440734 5/10

沖縄/那覇 

ホテルJALシティ那覇
2～3名1室／素泊り
5,000円～15,000円　  3,300円～15,000円
500496 5/10

沖縄

ブリ

2名1
7
501

九州
標高約820メートル。 見渡す限りの大自然と満天の
星空で心身ともにリフレッシュ♪
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※お1人様の料金となります。　※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。

しまてつカフェトレイン

一般料金から ⇒ 8％OFF
更に先着20組まで5000　　　 プレゼント
※割引対象に一部除外品あり。
※ランチ、デザートの内容は季節により異なります。

520433 〈特典期間〉2/15～3/29

美しく透きとおった海が楽しめる宮古島を
カジュアルプライスで叶えるホテル♪

海を望める展望大浴場と
インフィニティプールあり♪
全室55㎡ 以上で広々客室

福岡空港より地下鉄で約10分。
ビジネス・観光に至便

車窓の風景と地元おすすめの
ランチ＆デザートをたっぷり堪能！
のんびり列車の車窓から雲仙普賢岳
や有明海を眺めながら、地元おすすめ
のランチやデザートを堪能できます。

しまてつカフェトレインでまったり鉄道旅
例えばこんな観光スポット

鹿児島/霧島 

霧島国際ホテル
2名1室／1泊2食

9,000円～11,000円
7,500円～11,000円

【その他特典】女性限定岩盤浴半額 
※除外日：4/28～5/6

491361 5/10

福岡/博多 

博多エクセルホテル東急

2～4名1室／1泊朝食

7,500円～13,500円　  5,800円～13,500円
【その他特典】レイトアウト12時まで（通常11時）
430008 5/10

0円

沖縄/宮古島 

ブリーズベイオーシャン

2名1室／素泊り
 7,150円～18,700円　  5,450円～18,700円
501668 5/10

沖縄/本部 

アラマハイナ コンドホテル

2～4名1室／1泊朝食
 8,220円～42,910円　  7,820円～42,910円
501696 4/30

おすすめポイント1
有明海を眺めながらティータイム！

おすすめポイント2
黄色いハンカチガチャで
幸せ祈願！

おすすめポイント3
島原観光にお得な入場チケット付き
（島原城、湧水庭園 四明荘）
島
（

き

沖
縄

霧島連山の中腹に位置し、
眼下に桜島・錦江湾が一望できる湯けむりとにごり湯の宿
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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。

露天風呂からは、目の前
に広がる玄界灘を眺めな
がら温泉をお楽しみいた
だけます。 

開放的な雰囲気で楽しめる
指宿温泉「砂むし温泉」と錦
江湾を望むかけ流しの露天
風呂がご利用いただけます。

阿蘇五岳を間近に望む
圧倒的なロケーション。

肌への刺激が少ないpH7.2の雲仙山系伏流水の湯が好
評の日帰り入浴施設です。

長崎/雲仙

休暇村 雲仙

日帰り入浴【平日限定】 
大人（中学生以上）、小学生、幼児  330円 ⇒ 150円
更にフェイスタオル無料
※受付時間 14：00～21：00（最終受付20：00）

661933
〈特典期間〉2/17～3/31

日帰り温泉のおすすめはほかにも！

福岡/久山町

TKPレクトーレ博多 
久山温泉ホテル夢家（日帰り温浴）

入浴料　 大人（中学生以上） 980円 ⇒ 870円
こども（小学生） 660円 ⇒ 570円
幼児（3歳以上小学生未満） 450円 ⇒ 360円

※利用人数：2名様まで　※その他の割引併用不可

664503 〈特典期間〉～4/30

福岡/博多

博多 由布院 武雄温泉 万葉の湯

セット入館料＋セルフ1ドリンク付 2,629円 ⇒ 1,760円
※深夜3：00以降は深夜料金が別途1,760円かかります。
※午前10：00以降利用可　※その他サービスとの併用不可
※休館日年2回あり

660035 〈特典申込期間・チケット有効期間〉
2/15～3/31

九州が誇る2
つの名湯を、
博多で存分に
楽しめます。

博多駅から近い天
然温泉で癒しとや
すらぎのひとときを

日々の喧騒を
忘れ、今宵は
温泉でくつろ
ぎませんか

鹿児島/霧島

お宿 神水の杜（日帰り温浴）

日帰り温泉 大人1,100円 ⇒ 1,000円
更にミネラルウォーターをプレゼント
※受付支払い時にクーポンをご提示ください。

664504 〈特典期間〉～4/30

いまなら、

休暇村が
おトク！

福岡/福岡

休暇村 志賀島
入浴料【平日限定】 
大人（中学生以上） 650円 ⇒ 350円
小学生 330円 ⇒ 150円
幼児 110円 ⇒ 50円

660169
〈特典期間〉2/20～3/31

鹿児島/指宿

休暇村 指宿
指宿名物「砂むし温泉」 
大人（中学生以上） 1,100円 ⇒ 500円
小学生 660円 ⇒ 300円 
※受付時間 11：00～15：00

660075 〈特典期間〉2/15～3/19

熊本/阿蘇

休暇村 南阿蘇

ご当地ときめきランチ2,200円（税込）＋
温泉入浴無料＋フェイスタオル無料
※お食事時間 11：30～13：30（本館レストラン）
※入浴時間 13：00～15：00　※毎週水曜日定休日　※要事前予約

664034 〈特典期間〉2/15～3/31

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。ちょっとした
おでかけにぴったりのメニューをご紹介。

日々の疲れを

リフレッシュ 厳選 癒しの湯

フェイスタオル
無料

フェイスタオル
無料

最大
54%OFF

最大
54%OFF
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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。

九
州
・
沖
縄



※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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新しいお得なお店 が
宮崎・沖縄のベネフィット・ステーション初登場のお店を中心に、 通う
しかも、ベネフィット・ステーションだけのお得な特典付き。欲しかった アイ

1

3 4

5 6

2綿乃屋

あなただけのオンリーワンの1着を提案
国産のほか、イタリアやイギリ
スなどインポート合わせて約
2000種類以上の生地見本
のなかから選ぶことができる。
普段の格好や着用目的など
細かいヒアリングのもと、自
分の体にぴったりと合った1
着を誂えてくれる。

全商品10%OFF
656566

宮崎市橘通東

わたのや

rassembler

気持ちを込めて、一つひとつ丁寧に
デコパージュやピアスなどハ
ンドメイドの商品をメインに
販売。買い付けしたインポー
トの洋服も並ぶ。今後は、県
内の作家によるポップアップ
ストア、ワークショップのほか、
定期的に展示会も開催予定。

商品代金より10%OFF
656571

宮崎市南方町

ラソンブレ

sionn angel

身体を内側から健康に、美しく
全身オールハンドで行うアロマセ
ラピーサロン。一人ひとり丁寧に
カウンセリングを行い、最低でも
90分としっかり時間をかけ、医
学的根拠に基づき施術を行う。身
体が疲れた…いやされたい…な
ど、まずは気軽に問合わせを。

90分～120分のお客さま別途
オプションの足湯をサービス
664513

宮崎市吉村町

シオンアンジュ

sunday back 9

アメカジ好き必見のお店
状態にこだわり品質の良いア
メリカ古着を取り扱う古着屋。
アメリカを代表する各ブラン
ドのほか、XL以上のオーバー
サイズの洋服も充実。リーズ
ナブルな料金設定も魅力。店
舗にない商品でも取り寄せ
可能。

全商品10%OFF
656570

宮崎市下北方町

サンデーバックナイン

Photo Studio NOZAKI

フォトスタジオで華やかしい姿を１枚に
七五三や入園入学卒業など華や
かしい姿を撮影できる。公園での
ロケ撮影から、自然光あふれるオ
シャレなスタジオでの撮影まで可
能。自然な表情や仕草を撮影でき
ると人気。レンタル衣装もあるの
で気軽に撮影できる。

撮影料2,500円OFF＆フォト
キーホルダー１個プレゼント
656567

宮崎市瀬頭

フォトスタジオ　ノザキ

trunk optique

日々の生活のアクセントになるセレクト眼鏡がそろう
身に付けることが楽しみとなるよ
うなアイウェアをセレクトした眼鏡
店。取り扱いブランドは「ANNE
ET VALENTIN」「YUICHI
TOYAMA.」「EYEVAN」な ど。
県外からの来店も多い。こだわり
の眼鏡で一つ上のお洒落を楽し
んでみては。

レンズコーティングの
アップグレード無料
656568

宮崎市船塚

トランク　オプティーク

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。
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店 が増えています！
に、 通う価値必至のお店各６店舗をセレクトしてみました。
た アイテムがきっと見つかる！

1

3 4

5 6

2

あしどり 泉崎店
産地厳選！

地鶏の旨さを堪能したい方必見
店内は約100種類の焼酎や泡盛がズ
ラリと並び、カウンターやテーブル席は
木のぬくもりがとても心地よい。
毎日手打ちしている日本そばや、自家
製ざる豆腐も大人気！手間暇かけた創
作料理が、訪れるお客様を虜にします。

500円分までの
ドリンクサービス
×人数分
t40034041

自然食ブッフェ だいこんの花
「健康はおいしい」をコンセプトに

身体に優しい無添加調理のお料理をご提供
県産食材の魅力を発信する「おきなわ
食材の店」として県に認定。素材そのも
のの味を活かしたビュッフェスタイル
で、毎月テーマが変わるお料理フェアも
大人気！店内は広々としており、完全禁
煙なのでお子様連れでも安心。

お会計の10％OFF

美里店 t40034076

小禄店 t40034075

安謝店 t40034074

GARDEN
人気＆有名ブランドを幅広く取り扱う
メガネ・サングラスのセレクトショップ

メガネやサングラスだけでなく、カバ
ン・雑貨・古着などを取り扱う全国でも
珍しいファッションに特化したメガネ
店。サブカルチャー・ストリート系を中
心にファッションとしてのアイウェアを
ご提案。

レンズ全品 2,000円OFF
656578

PORTA AND GATE
他では出会えないブランドや
1点物がアナタをお出迎え

沖縄の観光地国際通りより徒歩約3分
のこちらは若者を中心に人気を誇る
ショップ。オーナー自らチョイスしたアメ
カジ、ミリカジをはじめとしたウェア、
グッズからアメリカン雑貨まで数多く取
り扱っています。
オンラインショップもあるのでHPも要
チェック！

全商品 20％OFF
656573

最高峰の肉を扱う専門店、
肉のエンターテインメントプロ集団

世界三大和牛の「近江牛」
や日本一の「宮崎牛」など
最高峰を取り扱う専門店。
有名人や著名人にも多くの
ファンがおり、提供する料理
は最新調理法など交えワン
ランク上。
和の雰囲気漂う久茂地店と、
洗練された落ち着き空間の
前島店を展開。

お一人様 炙り寿司2貫サービス

那覇市

那覇市

那覇市

浦添市

浦添市

那覇市・沖縄市

炭火焼とり ながた
専門店ならではの厳選された素材や

希少部位を楽しめる
厳選された素材は旬の物から希少部位
まで幅広く、焼鳥通も大満足のライン
ナップ。焼鳥と相性抜群の日本酒や焼
酎も豊富に取りそろえています。
木目調で落ち着いた雰囲気の店内で、
今宵の宴を楽しんでみては？

オールタイムハイボール
半額×人数分

疾風ホルモン

〈特典期間〉1/1~12/31 〈特典期間〉1/1~12/31

久茂地本店 t40034037 前島店 t40034038 宜野湾店 t40034072

本店 t40034071

※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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