
優待店舗一例

岡山県 広島県

店舗名（住所・電話番号） 優待内容 店舗名（住所・電話番号） 優待内容

ホテルグランヴィア岡山

岡山市北区駅元町1-5

086-234-7000

フランス料理「プリドール」

鉄板焼「備彩」

日本料理「吉備膳」

カフェレストラン「オリビエ」

スカイランジ「アプローズ」

ロビーラウンジ「ルミエール」

（本人と同伴者のみ）ご飲食料金の5％割引

基本室料10％割引（本人のみ）

ホテルセンチュリー21広島

広島市南区的場町1-1-25

082-263-3111

日本料理「京もみじ」

カフェリストランテ「フィレンツェ」

（本人のみ）ご飲食料金の10％割引

基本宿泊室料10％割引（本人のみ）

広島ダイヤモンドホテル

広島市西区観音新町2-4-6

082-292-3161

レストラン「ダイアナ」

日本料理「花野」

（本人と同伴者4名まで）

ご飲食料金の5％割引

（宴会・ビアガーデン

レストランバイキングは除く）

基本室料10％割引（本人のみ）
せとうち児島ホテル

倉敷市下津井吹上303-53

086-473-7711

レストラン「THE SURF＆TURF」

（企画商品除く）

和食レストラン「岐備」

（企画商品除く、現金払いのみ）

（本人と同伴者3名まで）

ご飲食料金10％割引

基本宿泊料金10％割引

（1室4名まで、特定期間除く）

安芸グランドホテル

廿日市市宮島口西1-1-17

0829-56-0111

日本料理「和食堂 厳島」

洋食レストラン「サンセット」

ティーラウンジ「シーガル」

（本人と同伴者のみ）

ご飲食料金の10％割引

基本室料10％割引（本人のみ）

鷲羽ハイランドホテル

倉敷市下津井吹上303-17

086-479-9500

和食処「金波亭」

（要予約）

（本人と同伴者5名まで）

ご飲食料金10％割引

（カード払いは5％割引）

基本室料10％割引（本人のみ）

（企画商品除く）

（GW・お盆・年末年始の特定期間除く）

福山ニューキャッスルホテル

福山市三之丸町8-16

084-922-2121

レストラン「ロジェ」

和食堂「鞆の浦」

カフェ&ビュッフェレストラン

「クレール」

バー「シャトレーヌ」

(本人と同伴者のみ）

ご飲食料金の5％割引（特別企画除く）

基本室料10％割引（本人のみ）

ホテルリマーニ

瀬戸内市牛窓町牛窓3900

0869-34-5500

ギリシャレストラン「THE TERRACE」

（本人と同伴者3名まで）

（企画商品除く）

ご飲食料金10％割引

基本宿泊料金10％割引

（1室4名まで、特定期間除く）

シネマ尾道

尾道市東御所町6-2

0848-24-8222

一般料金から200円割引

（他割引と併用不可）

（3D等割引対象外あり）

（本人のみ）

おもちゃ王国

玉野市滝1640-1

0863-71-4488

フリーパスセット券（入園料込）100円割引

（本人と同伴者3名まで）

福山自動車時計博物館

福山市北吉津町3-1-22

084‐922-8188

入館料（大人200円割引）

（中高生・65歳以上100円割引）

（小人50円割引）

（本人と同伴者のみ）

ブラジリアンパーク

鷲羽山ハイランド

倉敷市下津井吹上303-1

086-473-5111

入園券（フリーパスポート）200円割引

（本人と同伴者5名まで）

岡山メルパ

岡山市北区駅前町1-4-23

086-221-0122

映画鑑賞料金

一般（1,800円）から600円引き

大学・高校生（1,500円）から500円引き

中学・小人（1,000円）から200円引き

（ご本人と家族）

呉ポポロ1・2

呉市中通3-5-3

0823-24-6609

一般料金1,800円から200円割引

（他割引と併用不可、割引対象外あり）

（本人のみ）

ジョリー東宝

岡山市北区中山下1-10-30

086-221-0122

映画鑑賞料金

一般（1,800円）から600円引き

大学・高校生（1,500円）から500円引き

中学・小人（1,000円）から200円引き

（ご本人と家族）

三世代テーマパーク

みろくの里

福山市藤江町638-1

084-988-0001

入園料を団体料金に割引

（本人と同伴者5名まで）

他の割引との併用不可



鳥取県 島根県・山口県

店舗名（住所・電話番号） 優待内容 店舗名（住所・電話番号） 優待内容

米子ワシントンホテルプラザ

米子市明治町125

0859-31-9111

日本料理「銀坐」

ご飲食料金の5％割引

（本人のみ）

庭園茶寮　みな美

松江市末次本町14

0852-21-5131

お料理料金の5％割引

（特別料金を除く）

（入店時にカード提示）

本人のみ

ホテルハーベストイン米子

米子市弥生町8-27

0859-31-1111

レストラン「プライムタイム」

ご飲食料金の5％割引（本人のみ）

基本室料10％割引（本人のみ）

松江くらぶ

「懐石　おもい川」

松江市東本町1-5

0852-21-2941

ご飲食料金の5％割引

（予約時にカード優待の旨を告げる）

本人のみ

植田正治写真美術館

鳥取県西伯郡伯耆町須村353-3

0859-39-8000

入館料100円割引

（本人と同伴者4名まで）

（休：毎週火曜日）

（冬期休館：12/1～2/末）

安来市 加納美術館

島根県安来市広瀬町布部

345-27

0854-36-0880

入館料の10％割引

本人のみ

（展示替えによる休館有）

（休：毎週火曜日、年末年始）

因幡万葉歴史館

鳥取市国府町町屋726

0857-26-1780

入館料300円→240円

（特別展は別途）

（本人と同伴者のみ）

島根県立美術館

島根県松江市袖師町1-5

0852-55-4700

観覧料の当日券20％割引（例外あり）

本人のみ

白鳥観光

島根県松江市東朝日町150-7

0852-24-3218

乗船料の10％割引

本人のみ

ホテル一畑

島根県松江市千鳥町30

0852-22-0188

基本宿泊料の10％割引

（本人と同伴者のみ）

皆美館

島根県松江市末次本町14

0852-21-5131

基本宿泊料の5％割引

（本人と同伴者のみ）
さんこうえん

鳥取市福部町湯山1973

0857-20-1174

20世紀梨のジェラートプレゼント

（本人と同伴者5名まで）

大山レークホテル

鳥取県西伯郡大山町

鈑戸大野湖畔1521−154

0859-52-3333

基本宿泊料の10％割引

12月～3月は20％割引

（年末年始・クリスマスを除く）

サンシャイン　サザンセト

大島郡東和町片添ケ浜

08207-8-2121

基本室料の10％割引

（本人のみ）
華水亭

米子市皆生温泉4-19-10

0859-33-0001

基本宿泊料の10％割引

（本人と同伴者のみ）
ホテル西長門リゾート

下関市豊北町つくの温泉海岸

2045

083-786-2111

基本室料の10％割引（本人のみ）

（特別プラン除く）



1泊2食付 大人 2名1室

お1人様平日13,500円から

（税・サ込、入場料150円別）

小学生 9,450円から、幼児 3,240円から。

（会員と同伴者5名まで）

（ＧＷ、夏休み期間、年末年始その他

除外日あり。事前にお問合せ下さい。）

ルネッサンス リゾート ナルト

鳴門市鳴門町土佐泊浦字大毛16-

45

088-687-2580

湯元ことひら温泉琴参閣

仲多度郡琴平町685-11

0877-75-1000

入浴料金の10％割引

本人と同伴者2名まで

エリエールゴルフクラブ

三豊市財田町財田中4980

0875-67-3131

季節ごとのビジター割引

ソフトドリンク券をプレゼント

本人と同伴者3名まで

リゾートホテル

オリビアン小豆島

小豆郡土庄屋形崎甲63-1

0879-65-2311

基本宿泊料の10％割引

（特別企画除く）

（本人と同伴者のみ）

四国

店舗名（住所・電話番号） 優待内容

料亭　二蝶

高松市百間町7-7

087-851-7166

ワンドリンクサービス

（本人と同伴者5名まで）

NEWレオマワールド

丸亀市綾歌町栗熊西40-1

0877-86-1071

入場料金の50円割引

本人とご家族4名まで

草津白根観光ホテル桜井

群馬県吾妻郡草津町465-4

0279-88-3211

基本宿泊料の10％割引

（本人と同伴者のみ）

小田急山のホテル

神奈川県足柄下郡箱根町元箱根

80

0460-83-6321

基本室料の10％割引

（本人のみ）

ひだホテルプラザ

岐阜県高山市花岡町2-60

0577-33-4600

基本宿泊料の10％割引

（本人と同伴者のみ）

その他

店舗名（住所・電話番号） 優待内容

サカイ引越センター

0120-06-0747

全国の支社に対応可

基本料金の20％割引

本人のみ

鬼怒川温泉ホテル

栃木県日光市鬼怒川温泉滝545

0288-77-0025

基本宿泊料の10％割引

（本人と同伴者のみ）

京都ホテルオ−クラ

京都府 京都市中京区

一之船入町537-4

075-211-5111

基本室料の10％割引 （本人のみ）

ウェスティンホテル淡路

兵庫県淡路市夢舞台2番地

0799-74-1111

基本室料の10％割引

（GW、お盆、年末年始除く）

（本人と同伴者6名まで）

ホテル法華クラブ福岡

福岡市博多区住吉3-1-90

092-271-3171

基本室料の10％割引 （本人のみ）

ロイヤルオークホテル

滋賀県大津市萱野浦23-1

077-543-0111

基本室料の10％割引 （本人のみ）

リーガロイヤルホテル京都

京都府京都市下京区

東堀川通り塩小路下ル松明町

1番地

075-341-1121

基本室料の10％割引 （本人のみ）


