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お得キャンペーン

JR大船駅に近づく車窓から、目
に飛び込んでくる大船観音。全
長約25mのこの白衣大観音は、1960年の完成以
来、長らく地元で愛されています。近年、子宝や安
産にご利益があるとさらに評判に！

大船 観音

おもしろクチコミ投稿をピックアップ

鎌倉市岡本1-5-3 ☎0467-43-1561
（大船観音寺）

を開催中！

創刊から1年。これまでにいただいたクチコミ
投稿の中から、コレは！というものに、金・銀・銅
の3つの賞と素敵なプレゼントをご用意。投稿
は現在も受付中なので、
どしどしご応募を！

敷地内の慈光堂で
お正月三が日だけ開帳される
秘仏もお見逃しなく！

応募方法

神奈川県 ヨークマート伊勢原店

WEB会員登録後
「マイページ」
⇒
「みんなの投稿」
から応募

今井レイ子さん・高橋明美さん

〈プレゼント〉日本全国の特産品
〈締切〉2016年12月31日
（土）
※詳細はWEBでご確認ください。

〈発表〉2017年3月

※OFFTIME春号とWEBでご確認ください。

WEB会員登録は
コチラから

地クイズでゲット!
ご当
WEB会員限定

南関東プレゼントクイズ

千葉

クイズにご解答いただいた方の中から抽選で
20名様に、携帯電話発祥の地・横須賀の名物
サブレをプレゼント！ HPにアクセスしてどん
どんご応募ください。

「ちば眺望100景」選定の
初日の出スポット

Q. 神奈川県横須賀市
の郷土料理は？

クイズのヒント
はP.3に!

ら ら団子

秋から冬にかけての
日の出の時間帯に見
事な雲海が見られる絶景スポットです。元旦にはここか
らの初日の出を見ようと多くの観光客が訪れます。

九 十九谷展望公園

○に入る共通の一文字をお答えください。

20

君津市鹿野山東天峪119-1 ☎0439-56-1325
（君津市観光課）

名
様

全国菓子博覧会で
外務大臣賞受賞の名物菓子

埼玉

大自然のパワーを体感する氷の芸術

三十槌の氷柱

奥秩父の岩清水が凍り付いた巨大
な氷柱の情景は圧巻！ 1月14日
（土）
〜2月12日
（日）の間はライトアップが行われ、より幻想的な景色
に。近隣のパワースポット・三峯神社も合わせてどうぞ。
秩父市大滝 ☎0494-55-0707(秩父観光協会大滝支部)

日本の携帯電話発祥の地とされる
「横
須賀リサーチパーク」。
それを受けて地
元の和洋菓子店「大そね」
が製造して
いる名物菓子が「携帯サブレー」
です。

応募方法
右記QRコードから、
ご応募ください！
※ご応募にはWEB会員登録が必要です。
未登録の方はP.5の
「OFFTIMEのWEB
会員登録方法」
をご参照ください。
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南関東特集

SAITAMA
田 谷 千 奈さん

︵ 加工食 品 担 当 ︶

寺 田 龍一さん

東京のベッドタウン・ふじみ野市
で食品を中心に展開。
地元産食材も
充実の品揃えです！

︵ 衣 料・住 居 担 当 ︶

イトーヨーカドー
食品館埼玉大井店

服 部 孝 幸さん

︵ デイリー食 品 担 当 ︶
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m
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埼玉県

⬇小江戸・川越の町並み

ってこんなとこ!

荒川や利根川などの河川に恵まれた埼玉県は、県
土に占める河川面積が全国１位。そんな地形を活
かし、江戸時代に河川物流輸送で栄えた土地の一
つが川越です。情緒あふれる蔵造りの町並みは、
散策にぴったり！初詣スポットも集まっているので、
冬の観光にもおすすめです。
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★当店自慢の商品はコレ！

農林水産省「郷土料理百選」の中からご紹介！

➡杉桶の中でゆっくり醸
造された﹁金笛醤油﹂
は︑
まろやかな味わい︒

埼玉県は、香川県に次ぐ全国第２位のうどん生産量
を誇る
「うどん県」
。川越にて創業200年を誇る老舗・

われら自慢の郷土料理
いが饅頭【鴻巣市】

笛木醤油の「金笛醤油」を使った出汁で、埼玉自慢の

お饅頭を赤飯で覆った様子が栗のいがに似てい
ることから、その名が付きました。昭和48年創
業の大和屋製菓では、埼玉県産の小麦粉を使い、
一つ一つ手づくりで製造。鴻巣名物として、地元
の方が手みやげ用に購入することが多いそう。

うどんを味わってみてください。
⬅川越のうどんは知
る人ぞ知る名物。ゆで
うどんでもコシがあっ
て、食感もちもち！

ゆでうどんだけでも常時、
十数種類の品揃え！

SHOP DATA

★地元オススメスポットはココ！

⬅「喜多院」
では、五百羅漢や
家光公誕生の間も見どころ。
⬇菓子屋横丁のイチバン人気
は、日本一なが〜い麩菓子。
長さはなんと95cm！

川越の初詣スポットといえば、

徳川家ゆかりの喜多院。すぐ近くに仙

子どもの頃から毎年、初詣には
喜多院を訪れています！

お酒好きには川越の地ビール、
「コエドビール」もオススメ！

イチ押し！ロコネタ

9:00〜18:30 月休

東松山の“やきとり”

ペンネーム・サトさんオススメ！
やきとり というと普通は鶏肉ですが、東松
山市のやきとりと言えば、豚肉のカシラを焼
いたもののことを言います。味付けは味噌だ
れが定番！ 東松山駅を中心に約50軒もの
お店があって、それぞれの店ごとにたれの味
も独特。食べ歩きで楽しむのもいいですね！

行田のフライ＆ゼリーフライ

⬇菓匠右門・時の鐘店にて。寒い冬には蒸し立てのアツアツがおいしい！

★地元の手みやげならコレ！

鴻巣市東1-3-2
☎048-542-7001

まだまだ見逃せない地元ネタあります！

➡中市本店の
﹁ねこまんま焼き
おにぎり﹂
には行列も！ 鰹節と
いわし節の２種類があります︒

波東照宮や日枝神社、成田山川越別院本行
院もあって一度に参拝ができてしまいます。
お参りの後は、蔵造りの町並みや菓子屋
横丁で、食べ歩きをどうぞ！

大和屋製菓

⬅店主の河野茂さん
「鴻巣市では“市民の日”
の給食メニューに登場した
こともあるんですよ」

⬇フライ＆ゼリーフライの
人気店「かねつき堂」。

➡昔懐かしい味わい
の
﹁ゼリーフライ﹂︒

川越名物・さつまいもスイーツの中でも

ペンネーム・埼玉っ子さんオススメ！
薄いお好み焼きのような「フライ」と、おからにじゃがいも
や人参を混ぜて油で揚げた「ゼリーフライ」は、行田市
で古くから庶民のおやつとして愛されるB級グルメ。
「ゼ
リーフライ」は、小判型の形から「銭フライ」と呼ばれてい
たものが、
「ゼリーフライ」に変化したと言われています。

人気なのが、菓匠右門の「いも恋」。
もっちりした皮にほどよい甘さの
つぶ餡とホックホクのさつまいもが包まれ
て絶品のおいしさ！ さつまいもは何も手を加
えず、本来の味わいを大切にしています。

⬅「フライ」の名前も、行田
周辺が布の産地だったこと
から
「布来
（ふらい）」
になっ
たとか、
フライパンで焼くか
らといった諸説があります。

親子で、夫婦・カップルで、女子同士で…など、
シチュエーション別に訪れたい地元のオススメスポットをご紹介！

鉄道博物館

秩父ミューズパーク

親子

IY組合員・
佐藤洋一さんオススメ！
列車の運転体験や迫力の実物車両展示が
楽しめるミュージアム。鉄道の歴史から原
理・しくみ、最新の技術まで、さまざまな角
度から体験学習できるよう考慮されている
ので、遊びながら深い学びにつながるのが
魅力です。※現在、2018年夏のリニューアル

夫婦・
カップル

DATA

ペンネーム・
chichiさんオススメ！
約270haの広大な敷地に、サイクリ
ングロードや展望ちびっ子広場、音
楽堂、野外ステージなどを有した総
合公園です。敷地内の展望台と「旅
立ちの丘」は、いずれも秩父市内を
一望できるスポット。日中の眺めも
よいですが、夜景も美しく、デートに
ぴったりです。

さいたま市大宮区大成町3-47 ☎048-651-0088

DATA

オープンに向けて一部、閉鎖箇所がございます。

一般1,000円、小中高生500円、幼児
（3歳以上未

メニューNo.753396

所沢市山口2964 ☎ 04-2922-1371

クーポン

●入館料（4名まで）
大人 1,200円➡

一般200円

お得がいっぱい！

980円

※フリータイム 貸タオルセット・貸館内着・岩盤浴
利用付
（貸館内着と貸岩盤浴着は兼用）
児玉郡神川町小浜1341 ☎0495-77-5526

ご利用方法

お得情報の一例をご紹介。
その他の情報はHPへ！

メニューNo.001101

眺望に優れた戦略性の高いコース

北武蔵
カントリークラブ

かんなの湯

●ワンデーフリーチケット

2,900円
こども（3才〜小学生）
一般料金 2,800円➡ 2,500円
シニア（60才以上※要証明）一般料金 2,800円➡ 2,500円

埼玉県

終日 無休

男女合計24のお風呂と
5種の岩盤浴

西武園ゆうえんち

一般料金 3,300円➡

DATA
〜、中学生以下100円〜 【一般投映】毎週日曜11:00、
13:30、15:00（その他特別投映あり） 月・年末年始
休（12月28日〜1月3日）www.city.asaka.lg.jp/
soshiki/43/chuoukoumin.html

メニューNo.753542

狭山丘陵に囲まれ1年中遊び放題！

おとな（中学生以上）

開館から30年以上、地元の人々に愛されてい
るプラネタリウム。季節ごとにオリジナルの番
組を制作し、投影しています。親子で楽しむの
はもちろん、夫婦やカップルで訪れてもロマン
チックな癒しの時間が過ごせます。冬休みや
春休みなどの時期は、特別投映も実施。
朝霞市青葉台１-７-１ ☎048-465-7272

☎0４９４-２５-１３１５ 無料
www.muse-park.com

ライフサポート倶楽部

誰とでも

IY組合員・
佐藤洋一さんオススメ！

秩父郡小鹿野町長留2518

就学児）
200円
10:00〜18:00
（入館は17:30ま
で）火・年末年始休
（12月29日〜1月1日）
www.railway-museum.jp/

入園＋アトラクション乗り放題
（一部を除く）

朝霞市中央公民館
プラネタリウム

会員証

●プレー料金
➡ 平日500円／土日祝

1,500円の割引

本庄市児玉町大字塩谷1000 ☎ 0495-72-5113

事前に直接施設へ
ご予約ください。

会員証

ご利用時にロゴマーク
をご提示ください。

クーポン

クーポンをご入手の
うえ、ご利用ください。

クーポン入手・その他情報はHPへ
トップページ
要予約

一般ビジター料金から、お一人様

要予約

クーポン

あそぶ

※ゴルフ場は「ゴルフ」

メニューNo.で検索

www.lifesc.com
検索
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南関東特集

CHIBA

千葉県

山 﨑 光 子さん

朝夕問わず、ひっきりなしに
常連のお客様が訪れる
居心地のよい店。笑顔には
自信があります！

︵ キッチン担 当 ︶

デニーズ成田店

佐 藤 弘 英さん

︵ 店長 ︶

ミ！fro
m
チコ
ク

⬇成田山新勝寺の総門

ってこんなとこ!

海に囲まれた千葉県は冬でも温暖で、1月からお花
摘みや苺狩りが楽しめます。また初詣スポットとし
て有名なのが、全国第2位の参拝客数を誇る成田
山新勝寺。厄よけ祈願などがおすすめです。歌舞伎
役者の初代市川團十郎がここで子授けを祈願して
叶ったことから、屋号が成田屋となったのだそう。

新マスコット
「デニャーズ」も
よろしく
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農林水産省「郷土料理百選」の中からご紹介！

★当店自慢の商品はコレ！

われら自慢の郷土料理

創業当時からある「和風ハンバーグ」は、
大人気の一品。また、店頭売りでお持ち帰りもで

太巻き祭り寿司【千葉県全域】
冠婚葬祭や集会時のごちそうとして受け継がれる
「太巻き祭り寿司」
。絵柄の華やかさは、まさにハ
レの日にぴったり。地産地消にこだわり、郷土料理
の伝統を守り続ける
「千寿恵」
では、
コース料理の
前菜として
「太巻き祭り寿司」
を提供しています。

きるパン「石窯ブール」は、
これだけを買い
にくるお客様もいるほどの人気ぶりです。
中学生の頃、初めて食べた
「和風ハンバーグ」のおいしさに
ビックリしたのを覚えています！

★地元オススメスポットはココ！

⬆合挽き肉で柔らかく、ふっくらジュー
シーに焼き上げた
「和風ハンバーグ」。
➡外はパリッと中はもっちり
！ドイツ生ま
れの石窯で焼き上げた
「石窯ブール」。

鰻屋はどの店に入っても
おいしいですよ！

やはり成田山新勝寺は、はず

せません。初詣にもいいですが、境
内には公園もあって日頃の散策
にも気持ちがいい場所です。
参道には、おいしい鰻屋やおみ
やげもの屋も並んでいるので、い
ろいろ楽しめますよ。

まだまだ見逃せない地元ネタあります！

イチ押し！ロコネタ

⬆参道脇には可愛らしい
十二支の石像が点在。
⬅老舗うなぎ店「川豊」は、
TV・雑誌にも頻繁に登場。

千葉市中央区栄町16-2

☎043-225-6688
17:00〜23:00
日・祝日休 www.chizue.com

「ピーターパン」の
ニコニコピーナッツ

IY組合員・中村優子さんオススメ！
地元の美味しい焼きたてパン屋さん「ピー
ターパン」の人気商品。ふわふわパンに
ピーナッツクリームをはさみ、八街産のバ
ターピーナッツをトッピングした絶品です！

栗羊羹と栗蒸ようかん

➡﹁ 米 分 ﹂の元 祖 栗
蒸 よ う かん と オー
ナーの諸岡陽子さん︒

らのセイロ蒸しで蒸し上げたおま
んじゅうで、
しっとりモチモチの
食感がたまりません。
毎年、1月中は成田山の表参道に
臨時売店も登場しますよ！

親子で、夫婦・カップルで、女子同士で…など、
シチュエーション別に訪れたい地元のオススメスポットをご紹介！

清水公園

大和の湯

親子

IY組合員・
中村優子さんオススメ！
キャッチフレーズは「自然とともだち」。
誰もが気軽に自然と触れ合える園内
には、フィールドアスレチックやポニー
牧場などの施設が併設されています。
3月にリフレッシュ・オープンしたばかり
のフィールドアスレチックは、更衣室や
シャワー室もあって快適です。
DATA

成田市大竹1630 ☎0476-28-8111
大人平日800
円、土日祝1,000円／小学生
（保護者同伴の場合）
300
円※小学生未満入館不可※個室付き露天風呂1〜2名ご
利用1時間2,800円〜／3〜4名ご利用1時間4,000円

野田市清水906 ☎04-7125-3030

無料※各施設は別途有料。詳しくはHPへ。
終日※各施設はそれぞれに設定あり。詳しくは
HPへ。 無休※各施設はそれぞれに設定あり。
詳しくはHPへ。www.shimizu-kouen.com

〜

ライフサポート倶楽部
メニューNo.750304

10:00〜22:00 無休 www.yamatonoyu.com

千葉県

お得がいっぱい！

要予約
会員証

●入館料
（全日）
➡ 大人（中学生以上）1,424円／こども（4才〜小学生）410円

メニューNo.752179

ねぇ、楽しい牛乳、
飲みにいかない？

会員証

●入場料
（5名まで）

1,400円➡ 1,200円
こども（3才〜小学生）700円➡
600円
大人

成田市名木730 ☎0476-96-1001

要予約

事前に直接施設へ
ご予約ください。

会員証

ご利用時にロゴマーク
をご提示ください。

クーポン入手・その他情報はHPへ

成田ゆめ牧場

入館料は、入浴料・タオル利用料・消費税・入湯税を含みます。館内着は別途かかります。
※午前2時以降滞在した場合に必要な深夜割増料金は対象外となります。※会員ご本人様を含め1回
のご利用につき5名様まで。※特定日は適用外となります。特定日については直接お問合せください。

浦安市日の出7-3-12 ☎047-304-4126

ご利用方法

お得情報の一例をご紹介。
その他の情報はHPへ！

大江戸温泉物語
浦安万華郷

●ターザニア利用料金

大

人500円、中高生300円、子ども
（4歳以上）200円
10:00〜17:00
（入館は16:30まで） 月休（祝日の場
合は翌日）、年末休 （12月29日〜31日）※元旦は開
館5:00。イベント
「1番機と初日の出を見よう」開催。
www.aeromuseum.or.jp

天然温泉等38のお風呂

ターザニア

長生郡長柄町味庄東台1067 ☎0475-35-0071

DATA
山武郡芝山町岩山111-3 ☎0479-78-0557

メニューNo.753423

樹の上の冒険王国

アドベンチャーコース（大人18才以上）3,800円➡ 3,300円
アドベンチャーコース（小学生以上） 2,800円➡ 2,300円
キャノピーコース
2,600円➡ 2,100円
ロングジップスライド
1,500円➡ 1,000円

ペンネーム・ゴルフ好きさんオススメ！
成田空港に近接する日本初の航空専門ミュー
ジアム。ボーイング747-400大型模型（1/8
サイズ）の操縦体験やDC-8シミュレーターで
のフライト体験などの楽しみが満載です。5F
展望室では、ガイドの解説（主に土日祝日に実
施）
とともに離着陸する航空機を眺めることが
できます。

DATA

入園

誰とでも

航空科学博物館

女子同士

IY組合員・
土井直美さんオススメ！
大小4つの内湯と8つの露天風呂のある天然
温泉施設。美しい田園風景を望みながら、ゆっ
たりと心地よい時間を過ごせる 大人の隠れ
家 です。和洋食ダイニングや展望寿司レスト
ランでは上質な食事が楽しめます。3室のみ
の個室付き露天風呂（要予約）
もおすすめ。

⬆⬅﹁なごみの米屋﹂栗羊
羹と女性スタッフのお二人︒

菓匠菜花の里の「黒平まん
じゅう」は、成田市生まれ。昔なが

➡JR成田駅前にも店舗がありま
「黒平まんじゅ
う」は、実は
す。
ウチの妻のオススメなんです！

⬅ピーターパン小麦の丘
店店長・中村健太さん。

千葉の郷土料理
「千寿恵」

ペンネーム・N.R.さんのオススメ！
成田は、知る人ぞ知る栗羊羹の発祥地。その元祖「な
ごみの米屋」の栗羊羹は、祝い事などの贈答品にぴっ
たり。また、
「米分」の元祖栗蒸ようかんも、もっちり食
感とほんのり塩味の効いた味わいがクセになるおいし
さです！ いずれも成田山の参道に本店があります。

★地元の手みやげならコレ！

⬆JR成田駅前に
も店舗があります。

SHOP DATA

⬅女将の石橋ちず
江さん
「毎月第3・4土
曜に当店で開 催の
“太巻き祭り寿司教
室”も人気ですよ！」

トップページ

あそぶ

メニューNo.で検索
会員証

www.lifesc.com
検索
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南関東特集

KANAGAWA

神奈川県

今 井レイ子さん

2017年で開店20周年！
自然あふれる伊勢原にて地元
で愛される店づくりを
行っています。

︵ キッチンサポート担 当 ︶

ヨークマート
伊勢原店

高 橋 明 美さん

︵ 加工食 品 担 当 ︶

ミ！from
チコ
ク

⬇下社から眺める大山

ってこんなとこ!

山あり海ありの神奈川県。日本一人口の多い都市・横
浜市や京浜工業地帯を有する川崎市がある一方、伊
勢原市のように豊かな自然に恵まれた土地も。伊勢原
市にある大山阿夫利神社は、古くから 大山詣り で親
しまれた名所で、今でも年末年始には多くの参拝客が
訪れます。

119

農林水産省「郷土料理百選」の中からご紹介！

われら自慢の郷土料理

★当店自慢の商品はコレ！
名水の地としても知られる大山。
冷や奴でも湯豆腐でもおいしい

「大山どうふ」がイチバンの名

へらへら団子【横須賀市佐島】

➡天然の伏流水とこだわ
りの素材で作られた、創
業150年の老舗・富塚と
うふ店の豆腐。

物です。また、名水で仕込んだ、

船祭りの際に豊漁と無病息災を祈願して奉納さ
れたという、横須賀市佐島の郷土菓子。団子を
紙のように平たくすることから、
この名に。へら
へら団子を商品化した和洋菓子店
「大そね」
では、
団子に餡を包み、見栄えよく仕上げています。

吉川醸造の日本酒は、
ウチの主人の大好物！

老舗・吉川醸造の日本酒も

地元で大人気なんですよ！

⬆本醸造・原酒の「大山の宿」。
他にも
「菊勇」
などが人気です。

SHOP DATA

★地元オススメスポットはココ！

普段の登山にも
楽しい山ですよ！

大山阿夫利神社からの眺望は、
ミシュラン2つ星を獲得する

イチ押し！ロコネタ

初日の出を拝む参拝客が続々、
上っていきますよ。下社からの景色も
充分に美しいですが、山頂まで上って
見る眺めも見事です。
⬇モンドール本店以外で
「大山フィナ
ンシェ」
を扱っているのはヨークマート
伊勢原店だけ。

横須賀市武3-20-4
☎046-857-5512

9:00〜19:30 無休

まだまだ見逃せない地元ネタあります！

ほどの絶景！大晦日の夜には

⬆下社から見る初日の出。
⬅ケーブルカーでアクセスも簡単な下
社には、数多くの参拝客が訪れます。

和洋菓子
「大そね」

⬅店主の大曽根秀一さん
とスタッフの山本伽蓮さん
「へらへら団子を販売して
いるのは、当店だけです！」

⬆菓子工房の裏には
牧舎があり、使うミルク
はまさにしぼりたて！

勝栄舎牧場
菓子工房Shareのプリン
YMT組合員・今井レイ子さん＆
高橋明美さんオススメ！
伊勢原の地元で80年続く牧場「勝栄舎
牧場」が運営する菓子工房Share。搾り
立てのミルクを使ったプリンは絶品で、午
前中には売り切れてしまうものもあるほ
ど。看板商品の、とろけるプリン「まきば
の贅沢」他、季節限定のプリンも登場し
ます。本店以外では、セブンイレブン伊勢
原西富岡店で購入できますよ！

伝統郷土玩具・大山こま

ペンネーム・大山好きさんオススメ！
大山阿夫利神社へ向かう参道には、
お土産もの屋もいっぱい。各所で売
られている「大山こま」は古くから愛
される地元の伝統玩具で、よくまわ
ることから、家内安全や商売繁盛の
縁起物として親しまれてきたそうです
よ！ 最近はお土産用にいろいろなか
わいいこまも登場しています。

★地元の手みやげならコレ！
おすすめは、地元・伊勢原で採れた卵
を使った洋菓子。老舗洋菓子店・モン

ドールの「大山フィナンシェ」や、
パスティッチェリア ラッテの

「大山ばーむ」は、どこへ差し上
げても評判がいいんですよ！

伊勢原にはおいしい
スイーツもたくさん！

⬆しっとり濃厚な味わいが人
気の「大山ばーむ」は、1カット
の個別包装でも購入可能。

親子で、夫婦・カップルで、女子同士で…など、
シチュエーション別に訪れたい地元のオススメスポットをご紹介！

よこはま動物園ズーラシア

さがみ湖イルミリオン

親子

関東最大級、圧倒的な輝きを誇る600万
球のイルミネーション・イベントです。全長
約250mの「光の天の川」や、高さ20m
超の迫力で上空ばかりか足元までをも照
らし、日本初の全方位型イルミネーション
を展開する「光の宮殿」など、見どころが
尽きません。

横浜市旭区上白根町1175-1 ☎045-9591000
大人800円、中人300円、小人200

相模原市緑区若柳1634 ☎042-685-1111

メニューNo.750292

厚木市飯山5560 ☎ 046-241-1427

●入園料（一回のご利用につき5名様まで）
アクアリゾーツパス

空から見渡すような大パノラマ！

ワンデーパス

箱根駒ヶ岳
ロープウェー
クーポン

（水族館4施設共通パス） （アクアリゾーツパス＋プレジャーランド（アトラクション）パス）
円引
円引 ※キャンペーンなどにより
➡ 最大
➡ 最大
割引額に変動があります。
横浜市金沢区八景島 ☎ 045-788-8888

500

ご利用方法

メニューNo.752189

横浜･八景島
シーパラダイス
会員証

無料※駐車料金は別途1回500円。 9:00〜16:00
（11月〜2月 冬季／3月〜10月は〜17:00）月休
（祝
日の場合は翌日）、年末年始休（12月28日〜1月3日）
www.seibu-la.co.jp/matsudayama-hg

お得情報の一例をご紹介。
その他の情報はHPへ！

海のエンターテインメン島！

東丹沢
グリーンパーク

足柄上郡松田町松田惣領2951 ☎ 0465-85-1177

お得がいっぱい！

神奈川県
メニューNo.750144

『大自然との語らい』
をどうぞ

200円引
中高生・こども（5才以上）➡ 100円引

大人(シニア含む)800円、小人500

円、愛犬（体高50cm以下）500円 〈開催期間〜2017年4月9日
（日）〉12/1〜1/8は
16:00〜21:30、1/9〜4/9は16:00〜21:00
（最終入場は30分前まで）休園日は各月に
よって異なります。詳細はHPをご覧ください。www.sagamiko-resort.jp

ライフサポート倶楽部

➡

DATA

DATA

円、小学生未満無料
9:30〜16:30
（入園は
16:00まで）火休（祝日の場合は翌日）
・年末
年始休
（12月29日〜1月1日）www.hamamidorinokyokai.or.jp/zoo/zoorasia

女子同士

IY組合員・
輿水祐子さんオススメ！
181種16,500本のハーブが植栽された
バーブ園。ハーブを用いるクラフト体験工房
やレストランがあります。クリスマス時期（〜
12月25日）にはイルミネーションが楽しめ
るうえ、2〜3月には、見頃の河津桜を愛でる
「まつだ桜まつり」が開催されます。

IY組合員・佐保田親徳さんオススメ！

DATA

大人

松田山
ハーブガーデン

（さがみ湖リゾート
プレジャーフォレスト）

IY組合員・
輿水祐子さんオススメ！
注目は2015年4月オープンの「アフリカの
サバンナ」エリア。他にも酉年に見ておきた
い幸せを呼ぶ鳥・シロフクロウや生きた化石
と呼ばれる珍獣・オカピなども人気です。ク
リスマス時期にはイルミネーションや、トナ
カイ・アルパカが来るイベントも楽しい！

●入園料

夫婦・
カップル

650

●乗車料（他の割引券との併用・セット券は除外）

1,170円
650円➡ 590円

大人往復 1,300円➡
こども往復

足柄下郡箱根町元箱根139 ☎ 0460-83-1151

会員証

ご利用時にロゴマーク
をご提示ください。

クーポン

クーポンをご入手の
うえ、ご利用ください。

クーポン入手・その他情報はHPへ
トップページ

あそぶ

メニューNo.で検索
会員証

www.lifesc.com
検索
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旬感 TRIP!
新年は、災難を除かれ幸せを授ける七つの神を参拝

七福神めぐりで開運
岩手

大観音の胎内でめぐる！

発祥は室町時代の京都！
もともとヒンドゥー教の神である大黒が祀られたのが始まりだとか。ルーツは中国の八福神
（八仙）
などと諸説ありますが、
それまでは三神が一般的で、七つの神になったのは室町時
代とする説が有力です。
その頃メンバーは一定化していなかった様子。
その後、現在の顔ぶ
れが定着したのは、江戸時代。徳川家康が祭祀したものが全国に広まったといわれています。

広島・ ドライブやサイクリングで
愛媛

釜石大観音

せとうち七福神

大小680余の島々点在する瀬戸内のアイランドホッピング
をしながら七福神をめぐり美しい景色も堪能。絶景ロードと
して有名な島々を結ぶ しまなみ海道 をドライブやサイク
リングしながらご利益を祈願することができます。

釜石湾・鎌崎の先端に立つ、腕に魚を抱いた高さ
48.5mの観音像。内部は13階に分かれており、2-11
階にかけて七福神が祀られています。胎内で七福神
めぐりをしながら202段の階段をのぼっていくと、眼
下に太平洋を望む展望台に辿り着きます。

DATA
恵比寿・大黒天
（大山神社・尾道市因島土生町1424-2）
／毘沙門天
（光明坊・尾道市

DATA

瀬戸田町御寺757）
／弁財天
（対潮院・因島市土生町474-1）
／福禄寿
（向雲寺・今治
市上浦町瀬戸1754）
／寿老人
（観音寺・今治市伯方町伊方甲1542）
／布袋尊
（高龍

釜石市大平町3-9-1 ☎0193-24-2125

大分

寺・今治市吉海町名2916-2）

日本最古で幸せ願う！

都七福神

日本で一番歴史のある七福神と
して名高い都七福神。お正月にめ
ぐるとさらに功徳が大きいとされ
ることもあり、1月1日〜1月31日
は定期観光バスが運行。効率的に
まわることができとても便利です。
また1月の参拝が難しい場合は、
毎月7日にまわるのがおすすめ。7
日はご利益がアップするとのこと。
各社寺には御軸、大護符、御宝印
帖が用意されています。

DATA

恵比寿
（恵美須神社・京都市東山区大和大路通四条下ル小松町125）
／大黒天
（妙円寺・京都市左京区松ヶ崎東町31）
／毘沙門天
（東寺・京都
市南区九条町1）
／弁財天
（六波羅密寺・京都市東山区松原通大和大路東入2丁目轆轤町81-1）
／福禄寿
（赤山禅院・京都市左京区修学院開
根坊町18）
／寿老人
（行願寺・京都市中京区寺町通竹屋町上ル行願寺門前町17）
／布袋尊
（黄檗山萬福寺・宇治市五ヶ庄三番割34）

DATA
玖珠郡玖珠町大字日出生宇戸

☎0973-72-7153
（玖珠町商工観光振興課）

他にも多彩な
ラインナップ！
●北海道／道北

日本最北端の七福神めぐりがこれ！ 旭川
市から利尻島にまで至る、広大な北海道
ならではの七福神めぐりです。ただし、冬
よりも晩春〜夏の時期がおすすめ。

温泉めぐりとともに楽しむ

伊東七福神の湯

県内一の湯量を誇る伊東温泉。低料金で利用でき
る温泉共同施設が多く点在し、
うち8箇所の共同浴
場に七福神の石像が祀られています
（布袋尊が2
箇所あり）
。街を散策しながら、温泉を楽しみながら、
七福神めぐりという欲張りコースをまわって、心癒
される幸せ祈願で贅沢時間を！

恵比寿・寿老人
（光願寺・中川郡美深町西1条北4-1）
大黒天
（真久寺・旭川市5条通4）
毘沙門天
（大阿寺・士別市東1条5-5）
弁財天
（慈教寺・利尻郡利尻富士町鴛泊字本泊242）
福禄寿
（大聖寺・上川郡上川町北町33）
布袋尊
（法弘寺・名寄市西4条南9）

DATA
恵比寿
（新井湯・伊東市新井1-9-4）
／大黒天
（松原浴場・伊東市松原本
町13-3）
／毘沙門天
（芝の湯・伊東市芝町2）
／弁財天
（湯川第二浴場・
伊東市湯川2-9-9）
／福禄寿
（鎌田湯・伊東市宮川町1-2-16）
／寿老人
（和田湯・伊東市竹の内2-7-24）／布袋尊（岡湯・伊東市桜木町2-216、おがわ湯・伊東市末広町12-17）

山楽荘のおせち。

いって堅苦しい雰囲気はまったくなく︑
雰囲気も家庭的︑なにより料理が美味
しいのが魅力でして︑その特徴は地産
地消のオンパレード︒川合玉堂さんが
描いたと言う鶴のふすま絵に囲まれた
座敷でいただく料理が絶品です︒自家
製のこんにゃく刺しはとろけるような
舌触りだし︑蓮の葉で包んで５〜６時
間も蒸し上げた鱒は骨までやわらかく︑
頭から尻尾まで味わえるお勧めの料理
です︒せっかく山に来たんですものね︑
マグロやイカのお刺身などいりません︒
食材の野菜は山菜や薬草︑または神主
さ んの ご 家 族 が 山 上の 畑 で 自 家 栽 培
したものです︒自然のパワーを頂けて︑
心身ともにリフレッシュされる気持ち
です︒しばしば山の猟 師さんが捕って
きたイノシシなども小鍋で供されます︒
さらに︑なんと言ってもお正月の朝は︑
小さいお膳ながらもオセチ料理がひと
通り出てくるのですよ！ 木原家ではも
う何年も家でおせち料理を用意してい
ません︒山楽荘でいただくおせちをあ
てにして年末はゆっくり過ごせるので
す︒さらにさらに︑お正月はお座 敷の
お酒も飲み放題！ なんてお得！ いま
ではお正月を御 岳 山のてっぺんでゆっ
くりとくつろいで過ごすのが我が家の
定 番となりました︒おっと︑御 嶽 神 社
への﹁初詣﹂もお忘れなく︒

家族で山楽荘へ。

日本一大きな恵比寿様が祀られ
ているのが大前恵比寿神社。平
成元年に誕生した比較的新しい
ものですが、ここで参拝したあ
と高額宝くじに当選した人が多
く、金運と開運と幸運を招く恵
比寿様としても有名です。

数ある江戸の七福神の中でも、最も
古いといわれているのが谷中七福神。
特徴は神社がなく、巡礼札書はすべ
て寺院。途中に美味しいお食事処も
多く、グルメも楽しいコース。

真岡市東郷937
☎0285-82-2509

●九州／鹿児島

屋久島七福神
世界遺産となっている屋久島は
スピリチュアルスポットとしても
大変人気があります。そんな屋
久島の外周をぐるっと囲むよう
に七福神が祀られています。車
で3〜4時間のコース。

谷中七福神

恵比寿
（青雲寺・荒川区西日暮里3-6-4）
大黒天
（護国院・台東区上野公園10-18）
毘沙門天
（天王寺・台東区谷中7-14-8）
弁財天
（不忍池弁天堂・台東区上野公園2-1）
福禄寿
（東覚寺・北区田端2-7-3）
寿老人
（長安寺・台東区谷中5-2-22）
布袋尊
（修性院・荒川区西日暮里3-17-12）

恵比寿
（尾之間集落・尾之間温泉）
大黒天
（中間集落）
毘沙門天
（春牧集落・屋久島ツアーオペレーションズ）
弁財天
（吉田集落・直売所
「まんてん」
）
福禄寿
（宮之浦集落・屋久島ふるさと市場）
寿老人
（麦生集落・岩田屋）
布袋尊
（長峰集落・株式会社イナモリ）

キャスター木原
実
天気

ムの過ご
タイ
し
フ vol.1

お

方

御岳山山頂の鳥居にて。

●関東／東京

年末年始は青梅市・
御岳山のてっぺんにて

年末が︑歳の瀬が近付いてきました
ね︒クリスマスが過ぎるとすぐに大 晦
日︑そして新 年を迎えます︒これから
が一年でも最 も慌 ただしい時 期の一つ
です︒お正月の事を考えると嬉しい半
面︑年賀状の準備やら大掃除やらおせ
ち料理の支度やら︑頭の痛いことが山
盛りです︒
そんな時︑木原家は⁝逃げます︒芸
能人はハワイが好きと言われますが︑
年 末 年 始のハワイはパンフレットをの
ぞいただけでもえらく 高いので︑一度
も行ったことがありません︒木原家が
逃げるのは⁝︒青梅市にある御岳山の
てっぺんです︒それでは木 原 家お勧め
プランをご紹
介しましょう︒
我が家で
は大晦日の
夜は自宅で
ＮＨＫの﹁ 紅
白 ﹂と日テレ
の﹁ 笑って は
いけない○
○﹂を家 族で
笑いながら見て過 ごし︑元 日︑ゆっく
り起きて自家用車で御岳山を目指しま
す︒のんびりとドライ ブを楽しみ︑御
岳山のふもと︑滝本の駅に着くと車を
駐 車 場 にとめてケ ー ブルカ ーで 御 岳
山の山頂に登ります︒そこから歩くこ
と 分ほどでしょうか︒見えてくるの
は目的地︑御 嶽 神社の宿 坊﹁山楽 荘﹂
です︒御嶽神社の神主さんのご家族が
切り盛りしているこの宿坊は︑その昔︑
日本画家の巨匠︑川合玉堂さんがよく
泊った宿で︑建 物のあちらこちらに作
品が展示してあるのも有名です︒かと
１５

●関東／栃木

大前恵比寿神社

朔北七福神
静岡

東奥山七福神

平成3年の台風により周辺の木々が倒さ
れたことで突如出現した７つの巨石。そ
の姿が七福神に見立てられ祀られてい
ます。きれいな水が豊富なエリアで、展
望所地近くに
「招福の水」
と呼ばれる湧き
水があり、無料で飲むことができます。

オ

京都

標高534mにある奇岩を祀った

「安・近・楽」
お手軽旅
〜冬の号〜

1960年7月17日東京都大田区池上
にて誕生。2歳の時、神奈川県藤沢
市に転居。日本大学芸術学部演劇
学科を卒業後、声優・神谷明氏の事
務所に所属する。
レポーター、声優の
かたわら、小劇場活動も続行。1987
年より日本テレビ系「news every.」
のお天気コーナーを担当、翌1988
年には劇団『花組芝居』旗揚げ公演
『ザ・隅田川』
に参加、
その後、神谷
明氏の事務所を辞して劇団『花組芝
居』
の座長となる。現在は、木原実事
務所の代表。気象予報士の資格に
続き、2004年に防災士の資格を取
得。2013年7月より、一般財団法人
防災検定協会理事に就任。2016年
度より日本防災士会参与に就任。
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First anniversary キャンペーン

「パンプキンOFFTIME」は2016年12月に創刊1周年を迎えました！
それを記念して、クイズ正解者の中から抽選で豪華ホテル・ペア宿泊券が当たる
キャンペーンを実施！ WEB会員登録のうえ、どしどしご応募ください！

A賞

東京ディズニーリゾート®を満喫！

12月1日からスタートしている、セブン＆アイグループ各社で
買い物・食事をすると賞品が当たるうれしい企画は？

問題

2016年12月ニューオープンの

「セブン＆アイ

「ラ・ジェント・ホテル東京ベイ」
ペア宿泊券・10組20名様

① たのしい

ユニバーサル・スタジオ・
B賞 ジャパン®を満喫！

G

銀座線

● 3つの選択肢の中から、

に入る言葉を選んでください。

２０１７年１月３１日（火）

WEB会員登録はコチラから

●Ａ賞又はＢ賞いずれかをお選びください。

応募
締切

※詳細はWEBでご確認ください。

TOKYO 散歩

ただの観光では味わえない東京の穴場スポットを
編集部が厳選！ 東京メトロに乗って 見・食・遊・学
を感じられるコースをご紹介する新コーナーです。

Daiichi Sankyo

元祖食品
サンプル屋
合羽橋店本館

銀座駅

タマゴサンド

三越前駅

くすり
ミュージアム

上野駅

上野東照宮

田原町駅

②まるごと ③うきうき

WEB会員登録後、登録アカウントでログイン
⇒『「パンプキンOFFTIME」創刊1周年キャンペーン』のトピックへ

応募
方法

夢いっぱいのUSJオフィシャルホテル
「ホテル京阪 ユニバーサル・シティ」
ペア宿泊券・10組20名様

遊ぶ・見る・学ぶ・
食べるを満喫！

キャンペーン2017」

驚きと感動をくれる職人の表現力

本格的な江戸建築を堪能！

健康で豊かな生活を生む薬を知る！

古き良き昭和の香りを味わう！

駅より徒歩約12分。日本のお土産として海外の方々にも大人気の
食品サンプル店。本物より美味しそうな商品には、驚きの職人技が
詰まっています。昔ながらの蝋を使った食品サンプル作りの体験も
できます。台東区西浅草3-7-6 ☎0120-17-1839
（要電話予約）

駅より徒歩約12分。東京にありながら豊かな緑が美しい上野
東照宮は、徳川家康公をお祀りしている神社。春は、建築はも
ちろん、600株以上の牡丹があでやかに咲き誇るぼたん苑が
おすすめです。台東区上野公園9-88 ☎03-3822-3575

駅より徒歩約2分。江戸時代には薬種問屋が軒を連ねてい
た日本橋本町エリア。薬の歴史から未来までを無料で学べ
る施設。ICチップ内蔵のメダルを使ってコーナー体験がで
きます。中央区日本橋本町3-5-1 ☎03-6225-1133

駅より徒歩約5分。銀座にあるすごいサンドウィッチといえ
ば、創業30年以上の老舗喫茶店
「アメリカン」
のタマゴサン
ド。ハンパない厚切りパンに挟まれたタマゴの味もボリュー
ムも満足度120％。中央区銀座4-11-7 ☎03-3542-0922

イド付
専任ガ

お江戸散策シリーズ
文豪ゆかりの地を巡る

2017年

料金

4,500円

昼食付！

「文学の路散策と人気の谷中銀座商店街」
文豪たちの居住跡を巡り、
ノスタルジックを堪能できる谷中銀座商
店街を散策。江戸文化の粋を感じられるコースはランチ後解散な
ので、午後から予定のある方でも楽しめるおすすめ企画です。

1月25日（水）・27日（金）

日時

募集
人数

リピーター割引

〈２班設定〉
設定日の７日前まで。催行決定日は
受付
催行人員５名様以上
設定日の１週間前の同曜日に決定。
検索

⬅
（上）
上野・不忍池（下）
夏目漱石旧居跡
（猫の家） ©
（公財）
東京観光財団

パンプキン事務局
ホームページ

e-mail

時間／9:30〜18：30

offtime@pumpkintv.co.jp

☎ 03-6238-3939 3939

IY本部内線

fax 03-3263-6003

※お時間のある方は
「旧岩崎邸」
が近くにあります。
※昼食場所が変更になる場合があります。

申し込み詳細はWEBで確認を！ アクセス後、右記番号を検索 121

OFFTIMEのWEB会員登録方法

土・日休、1/1〜3休

www.7ip.jp

4,000円

東京メトロ丸ノ内線「本郷３丁目駅」9時30分集合
➡石川啄木／居住跡 ➡文京区ふるさと歴史会館見学 ➡
宮沢賢治／居住跡➡樋口一葉ゆかりの地・散策 ➡
〈路線バスにて移動〉根津神社・参拝➡
夏目漱石旧居跡
（猫の家）
➡森鴎外／記念館見学 ➡
谷中銀座商店街・散策➡
〈路線バスにて移動〉上野・不忍池 ➡
東天紅・本店
（昼食）
千代田線「湯島駅」
13時30分解散予定

スマートフォン・
パソコン・タブレット

どこからでもカンタン登録！

空メールを送る

oﬀtimeregist@7ip.jp に
空メールを送信してください。
QRコードからアクセス➡

あなたが知っているおすすめ情報（地元人気の手みやげや
スイーツ、イベント情報など）
を教えてください！
情報が採用された方には会員制リゾート
「ダイヤモンドリゾート」
の軽井沢ホテル、
有馬温泉ソサエティ、佐用ホテルに1泊2食付き、ペアで宿泊できるチケットをプレゼント！

※情報の投稿にはWEB会員登録が必要です。上記を参照の上、ご登録ください。WEB会員登録後
「マイページ」
⇒
「みんなの投稿」
から投稿できます。

カンタン4項目入力

メールに書いてある専用フォームか
ら
『会社コード、社員No、名前、誕
生日』
を入力してください。

登録完了

パンプキンのWEBサイト
は随時更新しております！
お楽しみに！

WEB会員登録したら、面白いと思った記事を教えてく
ださい。編集部が今後の参考にさせていただきます。
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Pumpkin Culture
大人気の温泉旅。お手軽に楽しめる日帰りコースを厳選！

冬にイチオシ！絶景温泉
甲信越
・山梨

富士山を一望できる露天風呂でほっこり

フルーツパーク富士屋ホテル

他にも多彩なラインナップ！
【東北】宮城

恋人の聖地 と呼ばれているロマンティックな笛吹川フルーツ公園に隣接するホ
テルの日帰り温泉プラン。自然石を施し、落ち着いた趣の
「万葉の湯」
では、正面に
雄大な富士山を望む露天風呂、遠赤外線低温サウナも楽しむことができます。ラ
ンチは西欧料理か日本料理、お好きな方をチョイス。泊まりたいけど時間のない方、
日頃のストレスを発散し癒されたい方にぴったりなプチ温泉旅を満喫できます。

【北関東】群馬

検索

コース名

料金

蔵王連峰を一望する温泉で
個室休憩4時間と
選べるランチコース

遠刈田温泉

日帰り湯ったり温泉プラン 大人おひとり様 3,400円

24時間アクセス、予約できます！

『旅館三治郎』

日帰り温泉4時間コース
昼食付！18種の貸切露天で
源泉掛流しの湯めぐり
テーマパーク 旅館『龍洞』 至福のひととき

『ぎょうけい館』

『松風園』

赤穂温泉

【関西】兵庫

夕映えの宿『銀波荘』

絶景かけ流し露天風呂と
四季折々の旬を楽しむ
会席料理プラン

銀座フェニックスプラザ

3,000円

高級レストラン優待サービス

大人おひとり様

三河湾を望む露天風呂を楽しめる滞在6時間の
ゆったりコース。新鮮な海の幸を使った旬素材たっ
ぷりの会席料理を堪能できます。

大人おひとり様

島々が浮かぶ瀬戸内のパノラマビューを実現させ
た絶景露天風呂「海遊大浴苑」は美肌効果も！ 四
季折々の海鮮を使った絶品会席料理も楽しめます。

お申込み、詳細はWEBで確認！
検索

姉の釈由美子さんをはじめ
多くの芸能人が通う！
エステティシャン・ビューティプラン
ナーである釈恵美子さんによるお正
月太りを解消するダイエットプログラ
ム。腰と骨盤を支えている筋肉を鍛え
て、
スッキリしたウエストを手に入れま
しょう。全２回の講座となります。

2017年1月1５日（日）
1月29日（日）
（全２回）
11:00〜12:30
池袋コミュニティ・カレッジ
一般受講料6,608円➡

パンプキン特別価格5,528円

招待日和倶楽部〜しょうたいひよりくらぶ〜

招待日和倶楽部とは

システム利用料を事前にお支払いいただくと、
１名様分の
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コース料金が無料
が
が無料
になる「高級レストラン優待サービス」です！
コース料金が無料になる
キャンペーン期間：2017年３月３１日（金）
特別優待キャンペーン システム利用料通常
※店舗によって除外日が設定されている場合がありますのでご了承ください。
［施設一例］
【宮城・仙台】

［WEB専用］

お申込み
方法

カ

❶

【東京・銀座】

2名様以上で
「ヘルスフル・イタリ
アンコース」
（1名様8,148円／税
別）
をご予約いただくと、1名様分
のコース料理が無料。

※別途個室料として10%がかかります。
※ご用意するお席は2階
（個室）
のみとなります。

※別途サービス料として10%がかかります。
※店の料金表示は8,800円(税込)となっています。

www.7ip.jp

❷「ライフサポート倶楽部」バナーをクリック！
❸ ポップアップ「お知らせをみる」をクリック！

受付
期間

厳選された
レストランに1名様を
ご招待！

➡

2名様以上で
「本日の料理長おまか
せコース」
（ 1名様15,000円／税
別）
をご予約いただくと、1名様分の
コース料理が無料。

検索

160 店舗

全国で約

3,240円 無料！

AL KENTRE

かに八

ン３ステッ
プ
ンタ
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講師 釈恵美子さん

講師 竹之内幸子さん

石油会社勤務後、営業・人材・育成コン
サルタントを経て、女性活躍推進コン
サルティングをする会社を設立した竹
之内幸子さんによる講座。 多彩な価
値観を生み出す能力とは！ 組織内に新
しい
「風」
を取り入れる がテーマです。

広大な海を見ながら、芯まで温まる天然温泉で心
と身体にご褒美を。海の幸が嬉しいお食事場所は、
レストランか個室で選ぶことができます。

「骨盤を整え、お腹スッキリ改善ケア」

「女性活躍からはじまるダイバーシティの未来」
開場18:15／
講演18:45〜20:30

おひとり様

7,020円

人生の幅を広げよう！
2017年1月18日（水）

18種の源泉掛け流しを湯めぐりできるプラン。露天
風呂はすべて貸し切りで、お食事付き。休憩場所と
して個室も使用できます。

5,940円〜

学びたい！という大人の好奇心を
満たす体験レッスンをご案内！

仕事にやる気と楽しさが増す
ヒントがいっぱい！

大人おひとり様

3,780円〜

海が目の前の温泉宿！
個室利用＆お部屋で
ゆったり本格会席

三谷温泉

【東海】愛知

湯量豊富な濁り湯を堪能。展望大浴場、総檜風呂
からは、蔵王連峰が一望できます。土地のものをふ
んだんに使った旬のお料理も自慢です。

5,400円

個室休憩ＯＫ！
太平洋が一望できる
大浴場と露天風呂

犬吠埼温泉

【関東】千葉

内容

大人おひとり様

4,860円〜

湯の小屋温泉
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2017年

2月 28日［火］まで

【大阪・梅田】

活 伊勢海老料理 中納言
大阪駅前第3ビル店

2 名 様 以 上で「 招 福コース」
（1名様
12,500円／税別）
、
「喝采コース」
（1名
様15,500円／税別）
、
「絢爛コース」
（1
名様18,800円／税別）
をご予約いた
だくと、1名様分のコース料理が無料。
※別途サービス料として10%がかかります。

お申 お申込みは、左記手順にしたがってホームページ
込み 「キャンペーンバナー」
からご確認ください。

●WEBからのお申込みの場合、事前に
「お客様情報
（住所登録）
」
のご登録が必要になります。
●ご利用期間は2017年3月31日まで可能ですが、お申込み受付は2月28日までとなります。
【ご利用に関する注意事項】※2名様以上で所定のコースをご予約いただくと1名様分のコース代金が無料となります。※ご予約は店舗利用日の3営業日前まで
にお申込みください。※コース代金及びその他ご注文の代金は各店舗にてお支払いください。※グループ同士でのお待ち合わせ及び異なるグループ同士での
会席はお断りしております。
（ 例：同一店舗・同一日時で、別々の2名様が予約し当日合流して招待日和のサービスを受けること）
※キャンペーン期間中何度でも
ご利用可能ですが、会員様1名につき同一店舗の利用は期間中１回しかご利用いただけません。

どしどし
利用して
ね！
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万葉倶楽部は
「上質の温泉・食・憩い」
を提供する万葉の湯を中心とした創造性豊かな施設を全国に展開しております。

肌を包む名湯と開放感。道都のとなりの温泉郷

ワンドリンク付

500円

ワンドリンク付

大人1名様 キャンペーン料金

500円

神奈川県／小田原

小田原お堀端 万葉の湯

ワンドリンク付 大人1名様 キャンペーン料金

神奈川県／秦野

はだの／湯河原温泉 万葉の湯
あなたの身近なところに、本物の温泉郷を作りました

歴史ある観光地のおもてなしが、からだを解きほぐす、心を解き放つ

1,500円

ワンドリンク付 大人1名様 キャンペーン料金

1,000円

ワンドリンク付 大人1名様 キャンペーン料金

1,000円
9
o.
N

福岡県／博多

8
o.
N

o.7
N

兵庫県／神戸

1,500円
6
o.
N

みなとみらいに和情緒のオアシス。
上質なくつろぎをご用意した、横浜みなとみらいの万葉倶楽部

静岡件／沼津

東京・湯河原温泉 万葉の湯
万葉倶楽部の原点となった、あの施設が生まれ変わりました

5
o.
N

4
o.
N

横浜みなとみらい 万葉の湯
ワンドリンク付 大人1名様 キャンペーン料金

旭川高砂台 万葉の湯

大雪山連峰に囲まれた高砂台で、心ゆくまでくつろぎのひとときを

大人1名様 キャンペーン料金

神奈川県／横浜

東京都／町田

3
o.
N

ふとみ温泉 万葉の湯

北海道／旭川

2
o.
N

1
o.
N

北海道／太美

沼津・湯河原温泉 万葉の湯

神戸ハーバーランド温泉 万葉倶楽部

博多 由布院・武雄温泉 万葉の湯

上質なお湯と、洗練された和の空間

一日中ゆったりくつろげる、都市の温泉郷

九州が誇るふたつの名湯、由布院と武雄の温泉を博多で存分に楽しめる幸せ

ワンドリンク付 大人1名様 キャンペーン料金

1,000円

ワンドリンク付 大人1名様 キャンペーン料金

1,000円

ワンドリンク付 大人1名様 キャンペーン料金

1,000円

キャンペーン期間

2０１７年

2/28

［火］
まで

利用
手順

現地にて
必要事項記入の上、
1 クーポン券を
2
3
入館料をお支払い
プリントアウト
受付時に提示
※キャンペーン対象は大人料金のみとなり、子供料金等は通常料金を現地にてお支払いください。

オフタイム・冬 号

申込制限

同一施設でお一人様２枚まで

www.7ip.jp

❷「ライフサポート倶楽部」バナーをクリック！
❸ ポップアップ「お知らせをみる」をクリック！

受付期間
利用手順

2017年

1月15日 日 まで

お申込み

>>

抽選

>>

２０１７年2月
下旬予定！

当選通知

>>

ご入金

●応募者多数の場合は抽選となり、当選された方にのみ書面にてご案内します。
●枚数限定でのキャンペーンのため、当選後のキャンセルはご遠慮ください。

>>

チケット送付

編集人／秋葉雄太

お申込み
方法

検索

フォーラム・トーホーシネマズ・
ユナイテッドシネマズ

発 行 人 ／ 石 合 弘二

プ
ッ

［WEB専用］

❶

対象映画館

２０１７年 ６月末（予定）

第５号

７００枚

1

季刊発行

タン３ス
テ
カン

円

日

【東北】

【北海道】
【関東】
【関西】
【中部】
【九州】

300

販売枚数

チケット有効期限
【東北】
【関西】
【九州】
【関東】
【中国】
【中部】
【四国】

➡

12

月

1,800円

通常料金

28

年

ンペーン料金
キャ

平成
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