【レジャー・トラベル】
会員

ホテル日航高知旭ロイヤル

対象者 同伴者

高知市九反田9-15
特典

088-885-5111

全室基本宿泊料20%割引

会員

足摺海底館

対象者 同伴者

土佐清水市三崎4124番地1
特典

0880-85-0201

宇佐ホエール
ウォッチング協会

入館料10%割引

対象者 会員本人のみ

土佐市宇佐町橋田浜2752-7
特典

088-856-1133
090-3782-2554

乗船料
大人500円引き（通常6,000円）

会員

OYO旅館 おおりや

対象者 同伴者

高知市追手筋1丁目6-21
特典

088-821-0100

オリエントホテル高知

宿泊代金10%割引

対象者 会員本人のみ

高知市升形5-37
特典

088-822-6565

国民宿舎

駐車場無料

会員と同伴者で

桂浜荘

対象者 客室1室を利用

高知市浦戸830-25
特典

088-841-2201

かんぽの宿

1泊2食9,720円→8,748円
（土曜日・休前日・GW・お盆・正月期は対象外）

会員

伊野

対象者 同伴者3名まで

吾川郡いの町波川1569
特典

088-892-1580

宿泊(1泊2食)500円引き

会員

巨峰園

対象者 同伴者

南国市廿枝1185
特典

088-864-2001
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ぶどう狩り入場料を団体料金で利用(10％割引)

【レジャー・トラベル】
会員

高知県立のいち動物公園

対象者 同伴者4名まで

香南市野市町大谷738
特典

0887-56-3500

入園料 大人470円→370円

会員

高知パレスホテル

対象者 同伴者

高知市廿代町1-18
特典

088-825-0100

宿泊料500円引き

会員

サウスブリ-ズホテル

対象者 同伴者

高知市農人町5-29
特典

088-885-5050

ザクラウンパレス
新阪急高知

基本宿泊料10%割引
(GW・お盆・年末年始を除く)

対象者 会員本人のみ

高知市本町4丁目2-50
特典

088-873-1111

宿泊 … 会員及び同伴者（合計６名まで）

セリーズ

対象者 日帰り入浴 … 会員及び同伴者（合計５名まで）

高知市高須砂地155
特典

088-866-7000

土佐龍温泉

宿泊室料10%割引
※他のサービスとの併用不可
日帰り入浴 大人7００円→6００円
会員

三陽荘

対象者 同伴者

土佐市宇佐町竜504-1

宿泊(1泊2食) … 10%割引

特典

088-856-0001

※期間限定や割引プランとの併用不可 ※現金払いのみ

日帰り入浴 … 大人100円引き・小人50円引き
※他の割引との併用不可 ※現金払いのみ

会員

高知サンライズホテル

対象者 同伴者

高知市本町2丁目2-31
特典

088-822-1281

株式会社

宿泊料基本室料20%割引
（年末年始・GW・よさこい祭り・お盆除く）

基本宿泊料10%割引
（祝・休前日、GW、よさこい祭り、シルバー
ウィーク除く）
会員

城西館

対象者 同伴者

高知市上町2丁目5-34
特典

088-875-0111

2

基本宿泊料10%割引（GW・お盆・年末年始を除く）
日帰り入浴（利用可能時間12:00～16:00）
大人1,100円→850円
子供（3歳～12歳）550円→400円

【レジャー・トラベル】
三翠園

対象者 会員本人のみ

高知市鷹匠町1-3-35

日帰り入浴

特典

088-822-0131

大人 900円 → 700円
65歳以上 600円 → 450円

※他サービスとの併用不可

会員

新ロイヤルホテル四万十

対象者 同伴者

四万十市中村小姓町26
特典

0880-35-1000

ホテル

宿泊料10%割引

会員

星羅四万十

対象者 同伴者

四万十市西土佐用井1100

室料10%割引 (電話予約のみ利用可)

特典

0880-52-2225

※予約時に会員である事をお伝え下さい
※除外日：土・祝日前・ＧＷ・夏休み・年末年始
他ホテル星羅四万十が定める日

会員

星ふるヴィレッジＴＥＮＧＵ

対象者 同伴者５名まで

高岡郡津野町芳生野乙4921-22

特典

0889-62-3188

株式会社

宿泊料（2食付）10%割引

会員

土佐御苑

対象者 同伴者

高知市大川筋1丁目4-8
特典

088-822-4491

基本宿泊料10%割引
(年末年始、ＧＷ、よさこい祭り、お盆除く)
※電話での直接予約に限る
会員

西島園芸団地

対象者 同伴者

南国市廿枝600
特典

088-863-3167

天然温泉

フルーツ券・イチゴ狩り・お食事50円引き

宿泊 … 会員・同伴者

はるのの湯

対象者 (会員が宿泊する部屋の定員）
日帰り入浴 … 会員と同居の家族

高知市春野町西分3546
特典

088-894-5400

宿泊1泊朝食付(露天風呂付特別室含む)10%割引
日帰り入浴 高齢者 600円 → 350円
大 人 700円 → 400円
小 人 300円 → 150円
※他サービスとの併用不可

会員

べふ峡温泉

対象者 同伴者2名まで

香美市物部町別府452-8
特典

0887-58-4181
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基本宿泊料金 10%割引
日帰り入浴 大人630円 → 530円

【レジャー・トラベル】
龍河洞

対象者 会員本人のみ

香美市土佐山田町逆川1424
特典

0887-53-2144

龍河洞入洞券団体割引

1,200円→1,000円

会員

NEWレオマワールド

対象者 同伴者3名の計4名

香川県丸亀市綾歌町栗熊西40-1
特典

0877-86-1071

竹村貸舟店

入園券 大人1,200円・小人700円
フリーパス(入園＋乗り物)大人3,500円・小人
3,000円(大人:中学生以上、小人:3歳～小学生)
※詳しくはHPでご確認ください

対象者 会員本人のみ

土佐市宇佐町宇佐３６－７７
特典

088-856-0043

ボートレンタルの方に
パラソル土台セットレンタル
又は角氷半貫（約2kg）のどちらか1つサービス
会員

足摺海洋館 SATOUMI

対象者 同伴者

土佐清水市三崎4032
特典

0880-85-0635

入館料10%割引

会員

北川村温泉 ゆずの宿

対象者 同伴者

安芸郡北川村小島121

日帰り入浴

大人 700円 → 600円

特典

0887-30-1526

※他サービスとの併用不可
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