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特典詳細の確認は、
スマホ・PCから会員専用サイトへ！

関 西

ベネフィット

兵 庫 京 都 滋 賀 大 阪 奈 良 和歌山

【グルメメニューについて/ご利用上の注意】※会員専用サイトで、
特典ご利用時の注意事項を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。※予約時に食べタイムをご利用の旨お伝えください。※会
員証、および本紙面の提示では特典を受けることができません。

4 休日のお出かけはココ！
春の人気スポット特集

※記載金額の元値は一般価格です。※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。※基本的に他のキャ
ンペーンや割引との併用はできません。※お問い合わせ・お申し込みの際は、ベネフィット・ステーション会員である旨と会員IDをお伝えください。※ご利用方法は各メニュー
毎に異なり、指定の申込方法以外では会員特典が適用されません。※掲載内容は2019年2月現在のものです。掲載内容は予告なく変更となる場合がございます。最新
の情報は、会員専用サイトにてご確認ください。※価格表記については、基本消費税を含んだものです。税抜と記載のある場合、掲載価格に消費税は含まれておりません。
※有効期限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。※画像はイメージです。※ご契約の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。

兵 庫 神戸船の旅 
コンチェルト

神戸市中央区東川崎町1-6-1 

【乗船料】 

一律30%OFF

●要事前予約
検索676009  

兵 庫 神戸どうぶつ王国
神戸市中央区港島南町7-1-9 

【入園料】 
●おとな（中学生以上）  

1,800円▶1,700円

●こども（小学生）  

1,000円▶950円
●シニア（65歳以上）

1,300円▶1,200円

●幼児（4~5歳）

300円▶250円

検索672578  

京 都 東映太秦映画村
京都市右京区太秦東蜂岡町10番地

【入村料】 
●おとな 

2,200円▶1,800円
●中・高校生

1,300円▶1,100円

●3～12歳

1,100円▶900円

●携帯クーポン不可
検索676038  

京 都 京都るり渓温泉
for REST RESORT

南丹市園部町大河内広谷1-14 

【お気軽入浴プラン】 
●平日 
おとな（中学生以上）

700円▶500円

●土・日・祝日 
おとな（中学生以上）

800円▶500円

検索662837  

大 阪 レゴランド®・
ディスカバリー・
センター大阪

大阪市港区海岸通1-1-10 
天保山マーケットプレース3F

【入場券／全日】 

2,300円▶1,800円
デジタルチケット   検索760984  

特典期間：●2019/3/31までのお申し込み 
2018年4月2日～2019年3月31日まで 

●2019/4/1からのお申し込み 
2019年4月1日～2020年3月31日まで

京 都
イタリアン

ビストロ食堂mas
京都市中京区錦猪熊町553 
大建ビル1F

●お会計 20%OFF
ディナー  検索t40030796

兵 庫
バイキング
神戸クック
ワールドビュッフェ 
つかしん店

尼崎市塚口本町4-8-1 
グンゼタウンセンターつかしんにしまち南館１F

●ビュッフェ10%OFF
ランチ  ディナー  検索t40030648

映画村はエンターテインメント施設であると同時に、日本映画
100年の系譜を受け継ぐ生きた撮影所。撮影風景が見学できる
他、家族で楽しめるアトラクションも充実！忍者ショー・チャン
バラ・スーパーヒーロー盛りだくさん！家族
そろって映画村へGO！！

家族みんなでレゴ®ブロックを遊びつくそう
４Dシネマやアトラクションに大興奮！

ブロック遊びはもちろん、アトラクションやジオラマ、
「マスター・ビルダー・アカデミー」などレゴ®を満喫で
きる「レゴランド®・ディスカバリー・センター」。パパ
とママもお子様と一緒に童心に返る休日を！

レゴ®️ブロックで遊びながら、

ものを作り出す楽しさを感じる

レゴ教室や4Dシネマ、

大興奮のライドアトラクション、

大阪の街並みを再現したジオラマなど、

ご家族で楽しんでいただけます

大自然に囲まれた

3世代型高原スパリゾート

一年中満開に咲く花々の中、アルパカや
カピバラなど、さまざまな動物たちとの
ふれあいが楽しめる。迫力感動の
バードパフォーマンスショーも大人気

神戸ハーバーランドより出港し、
瀬戸内海や明石海峡大橋、
六甲の山並みを望むクルーズ。
船内キッチンでシェフが腕をふるって
出来たてをお届けする名菜の数々を
ご堪能ください

家庭的な店内で
しっかりとした
イタリアンから
フレンチ創作料理が
味わえます

「窯焼きピザ」や
「茹で上げパスタ」などの

イタリアンから和食・

エスニック・欧風料理・スイーツまで

世界各国のグルメがずらり！

地元の
おトクグルメ

地元の
おトクグルメ
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奈良 奈良健康ランド
天理市嘉幡町600-1 

【入館料】 
●おとな（中学生以上） 

1,620円▶1,520円

検索660919  

奈良 信貴山
のどか村

生駒郡三郷町信貴南畑1-7-1 

【利用料金】 
●おとな（中学生以上） 

600円▶500円

●こども（4歳～小学生）

350円▶300円

検索670644  

動物のありのままの姿に出会える「サファリワールド」、
驚きと感動のステージ「マリンワールド」、
かわいい小動物とのふれあいや
遊園地のある「エンジョイワールド」
白浜生まれのパンダファミリーにも会えます

和歌山 アドベンチャーワールド
西牟婁郡白浜町堅田2399 

【入園料】 
●おとな（18歳以上） 

4,500円▶4,300円

●中・高校生

3,500円▶3,300円
●幼児・小学生（4～11歳） 

2,500円▶2,300円

●セニア（65歳以上） 

4,000円▶3,800円

●携帯クーポン不可
検索670470  

滋 賀
洋食・欧風料理その他
Cafe Restaurant 
アドリア

大津市唐橋町22-11

●カジュアルコース
（デザート・1ドリンク付き） 2,538円▶2,030円
ディナー  検索t40028041

大 阪
フレンチ

ビストロ・ド・ヨシモト
大阪市北区中津1-5-3

プティフル＋2杯目コーヒーサービス
ランチ  ディナー  検索t40030877

奈良
ラーメン

希望軒 奈良葛本店
橿原市葛本町745-1

●ラーメン1杯につき
味玉か麺大盛サービス×人数分
ランチ  ディナー  検索t40028297

和歌山
和食その他

からびな
紀の川市桃山町調月331

①ディナー　お食事の方に
食前酵素ドリンク1杯サービス×人数分 
②ランチ　お食事の方に
食前酵素ドリンク1杯サービス×人数分
ランチ  ディナー  検索t40018387

滋 賀 スパリゾート
雄琴 あがりゃんせ

大津市苗鹿3-9-5 

【入館料／平日】 
●おとな（中学生以上） 

1,700円▶1,400円

●こども（4歳～小学生）

1,030円▶930円
【入館料／土・日・祝日】 
●おとな（中学生以上） 

1,900円▶1,600円

●こども（4歳～小学生）

1,230円▶1,130円

●携帯クーポン不可
検索662775  

滋 賀 びわ湖バレイ
／びわ湖テラス　

大津市木戸1547-1 

【ロープウェイ往復料金】 
●おとな（中学生以上） 

2,500円▶2,200円

●小学生

1,000円▶900円
●幼児（3歳以上）

 600円▶500円
 

白浜生まれのパンダファミリーも！
陸海空のさまざまな生き物に出会える

さまざまな生き物との出会いとふれあいを楽しめる「アドベンチャーワールド」。2018年8月に生まれたばかりのパンダの赤ちゃん「彩浜（さいひん）」と母親「良浜（らうひん）」にも会えるかも⁉

趣向を凝らした5種類の岩盤浴と

フィットネスのエリアや

広くなった露天風呂、

小さなお子様もお入りいただける

ファミリースパなども登場し、

施設もますます充実

豊かな自然に
囲まれた広い農園で

収穫体験が
楽しめます

標高1,100mの山頂までは

121人乗りのロープウェイで
快適な空の旅。  

眼下に広がる雄大な琵琶湖を眺め、

心癒されるひとときを
お過ごしください

大 阪 スパワールド 
世界の大温泉

大阪市浪速区
恵美須東3-4-24 

【スパワールド 世界の大温泉 入館券】 
●おとな（12歳以上） 

1,200円▶1,000円

●こども（12歳未満）

1,000円▶900円
デジタルチケット   検索660003  

特典期間：発券月を含む12か月後の月末まで

美と健康の24時間の
スパアミューズメント。世界各国の
お風呂とプールが楽しめる

自然薯をメインに、紀州の名産
食材をヘルシーにいただく

天然温泉、
ナノ・高濃度
炭酸泉など

多種多様なお風呂で、
心も身体も
リフレッシュ

自慢のソースとの
ハーモニーで驚きと
感動を味わっていただける
お料理をお届けします

希望を込めて
作られた

一杯のラーメンの
でき上がり

地元の
おトクグルメ

地元の
おトクグルメ

地元の
おトクグルメ

地元の
おトクグルメ

和歌山 串本海中公園
東牟婁郡串本町有田1157 

【入場券】 
●おとな（高校生以上） 

1,800円▶1,440円

●こども（小・中学生）

800円▶640円
【水族館＋海中展望塔＋半潜水型海中観光船 セット券】 
●おとな（高校生以上） 

2,600円▶2,080円

●こども（小・中学生）

1,400円▶1,120円

検索670662  

サンゴが広がる熱帯的景観を
温帯の海で見ることができる
世界でも貴重な場所。  
水族館ではその美しく豊かな
景観を再現しており、
海中展望塔や
海中観光船からは実際の
青い海中世界を楽しめます

瀬田の唐橋近く、風光明媚な
瀬田川の流れを眺めながら、
チェーン店では味わえない
手作り料理を味わっていただける
カフェレストランです

●施設点検や荒天時に休業する場合がございます。詳しくはＨＰ等でご確認下さい。

検索760336




