
萩本陣温泉 萩本陣

三好蒲鉾 JAFプラス限定販売

地下2000mから湧き出す化石水の温泉

職人の店主が丹精込めた味をあの方へ。萩名産焼き抜
き蒲鉾セットが、クール便の送料を含めたお得なJAFプラ
ス限定セットで。遠方の方へ日頃の感謝をお届けします。

優待期間

優待内容

利用人数

利用時間

利用方法

対象人数

優待内容

申込期間

入浴料 大人・小人 200円引（タオル代別）
会員を含む5名
8月1日（金）
～9月30日（火）
※除外日：8/13～17
11：00～22：00　
※時間帯により入浴料が異なります
利用時、JAF会員証を提示
萩本陣（萩市椿東385-8） 
☎0838-22-5252

注文方法 お電話またはFAX・メールにてJAF会員である旨を伝
え、「JAFプラスセット」とご注文ください
※支払はお振り込みも利用できます（入金確認後、商品発送） 
※購入方法によっては別途手数料がかかることがあります
（有）三好蒲鉾
☎0838-22-0978（平日9:00～17:00）

FAX 0838-22-1038
メール sankin@haginet.ne.jp
※FAX・メール注文24時間受付、ご連絡先もお伝えください

8月1日（金）～31日（日）
※除外日：8月13日（水）～17日（日）
JAFプラス蒲鉾セット 2,000円（送料・代引手数料込）
JAF会員のみ

浜料理がんがん
☎0838-25-3452

レノファ山口×JAF山口

開催日時

開催場所

対象人数

利用方法

問い合わせ

優待内容

サービス提供：花の海

クーポン

JAF
デー

2店共通

2014年9月30日(火)有効期限

ソフトドリンク・コーヒー・アイスコーヒー無料券
花の海 いたりあん食堂

●本券と引換に花の海内「いたりあん
食堂」にてソフトドリンク（オレンジ・
アップル）、コーヒー、アイスコーヒー
のうちいずれか1杯サービス。
●おひとり様1枚につきおひとつご利用。 
●コピー不可。 

レノファ山口2ndステージ第3節ソニー仙台FC戦にJAFコーナー出展。
JAFコーナーにてJAF×レノファ、オリジナル子ども安全免許証発行。

世羅高原農場
8/2～24は「ひまわりまつり」開催中。100万本
のひまわりが丘一面を黄色く染める。森のテラ
スで国産牛の美味しいバーベキューに舌鼓。

企画コード
1408 35 007 0

企画コード1408 35 005 0

企画コード1408 35 002 0

企画コード
1408 34 006 0

8月2日（土） 18：30KICKOFF
維新百年記念公園陸上競技場（山口市維新公園4-1-1）
先着10名様にJFLハンドタオル 進呈
JAF会員のみ
JAFコーナーにてJAF会員証を提示
JAF山口支部　☎083-921-7777

優待期間

優待内容

場　　所
問い合わせ
サービス提供

対象人数

利用方法

広島

ホテル＆リゾート サンシャイン サザンセト
星降る島の海辺のホテル。眼前に広がる南瀬戸
の景色、穏やかな波の音。個室露天風呂付スイー
トでくつろぎのひとときを。

企画コード1408 34 009 0

優待期間

優待内容

場　　所
問い合わせ
サービス提供

対象人数

利用方法

キリ
トリ

場　　所
問い合わせ
サービス提供

キモノスタイルカフェ萩・明治維新150年（2018）スタンプラリー×JAF山口
城下町「萩」の中心、木戸孝允旧宅向かい
の古民家を改装した「キモノスタイルカフェ」。
着物のレンタルや萩焼を中心とした和雑貨
もそろっています。

2018年に明治維新から150年を迎える城下町「萩」でスタンプラリーを開催！！

萩市内の施設でスタンプラリー台紙をGET。
スタンプ台紙掲載のルールに沿ってラリー開始！
スタンプを3個以上集めて、
萩にゃんグッズと交換しよう！ ①JAF×萩にゃん、

　オリジナル子ども安全免許証作成
②三好蒲鉾試食サンプル（先着20名・会員のみ対象）
③ビンゴ大会（カード配布10：00～・ビンゴ開始13：30）
景品：JAFオリジナルグッズ

萩市特産品
健康バイキングお食事券：萩本陣
夏みかんソフトクリーム券：萩博物館
夏みかんジュース：キモノスタイルカフェ

優待期間

優待内容

対象人数

利用方法

8月1日（金）～31日（日）
萩焼でいただく♪
アイス抹茶オレ＋萩の夏みかんゼリーのセット
860円→600円
JAF会員を含む1グループ
精算時JAF会員証を提示
キモノスタイルカフェ（萩市呉服町2-39）
☎0838-21-7000

企画コード
1408 35 004 0

企画コード
1407 35 012 0

企画コード1408 35 001 0

場　　所
問い合わせ
サービス提供

道の駅 萩しーまーと 2店舗同時優待！
浜料理がんがん

萩・明治維新150年（2018）スタンプラリー 萩スタンプラリー×
JAFコーナー出展

萩のグルメといえばうまい魚で決まり！ 

開催日時

優待期間

期　　間

優待内容

対象人数

利用方法

主なスタンプ
設置場所

開催場所

8月9日（土） 
10:00～14:00
萩市南古萩町 
晋作広場

JAFコーナーにてJAF会員
証をご提示ください。

スタンプラリー開催期間
スタンプラリー景品に加えて、粗品進呈
JAF会員のみ
景品引き換え後、萩市観光協会
窓口でJAF会員証と景品を提示
（萩市椿3537-3・JR萩駅前／☎0838-25-1750）
萩市観光課（萩市江向510） 
☎0838-25-3139

7月19日（土）～8月31日（日）
①木戸孝允旧宅
②高杉晋作誕生地
③菊屋家住宅（JAF優待施設）
④松陰神社
⑤東光寺

優待期間

優待内容

8月1日（金）～31日（日）
飲食代 10％割引

対象人数 場　　所

利用方法

JAF会員を含む1グループ
精算時JAF会員証を提示

道の駅 萩しーまーと
（萩市椿東4160-61）

場　　所
問い合わせ
サービス提供

注　　文
問い合わせ
サービス提供

問い合わせ
サービス提供

来萩レストラン
☎0838-24-4939

企画コード1408 35 003 0

萩本陣：健康バイキング

来萩レストラン
問い合わせ
サービス提供

1回30分・予約不要、自分のペースでムリなく通える女性専用
フィットネス。山口県に15店舗。お気軽にお試しください。
※カーブスは月会費制の体操教室です。継続利用をする際の割引特典や入会のご
案内もさせていただきます。

女性だけの30分フィットネス

8月31日（日）まで
1週間無料体験＋
オリジナル健康情報冊子プレゼント
　  0120-452-900（9：00～18：00）

サービス提供：（株）カーブスジャパン

体験

優待期間

優待内容

申込・問い合わせ

申込方法

8月25日（月）～9月30日（火） ※休前日を除く
個室露天風呂付ラストサマー 宿泊プラン
通常料金（19,000円～20,000円。消費税・入湯税別）から15％割引
【要予約】電話にてJAFプラン利用の旨を伝え、チェックイン時にJAF会員証提示
会員を含む3名まで
ホテル＆リゾート サンシャイン サザンセト
（大島郡周防大島町片添ヶ浜） ☎0820-78-2121

8月2日（土）～24日（日） 9：00～17：00
①通年優待（入園料 10％割引）に加えて、
②バーベキュー（お肉と野菜のセット） 1,300円→1,200円
※バーベキューの数に限りがございますので、あらかじめご了承ください。

①施設窓口にて、②食堂レジにてJAF会員証提示
会員を含む4名まで
世羅高原農場（広島県世羅郡世羅町別迫1124-11）
☎0847-24-0014

JAF会員である旨を告げ、
電話にて申込
会員含む2名まで対象人数

JAFコーナーで遊ぼう！
※会場には駐車場がありません。付近の公共駐車場をご利用ください。

企画コード1407 13 053 9

スタンプラリーのルールは
下記QRコードからアクセス

【有効期限：2014年8月31日（日）まで】

JAF PLUS 2014/8・9

ソフトドリンクSまたはコーヒー1杯無料券
●本券と引き換えに、ケンタッキーフライドチキン各店舗（中国5県限定）にて、ソフ
トドリンクSまたはコーヒーを1杯サービス ●店舗により取り扱いのないメニューも
ございます ●本券1枚で1名様のみ有効 ●コピー不可 ●他の割引との併用不可

注文時「JAFドリンク」とお伝えください。

JAF PLUS 2014/1・2

【有効期限：2014年8月31日（日）まで】

JAF PLUS 2014/8・9

フライドポテトS1個無料券
ケンタッキーフライドチキン

ケンタッキーフライドチキン

●本券と引き換えに、ケンタッキーフライドチキン各店舗（中国5県限定）にて、
フライドポテトS1個をサービス ●本券1枚で１名様のみ有効 ●コピー不可
●他の割引との併用不可

注文時「JAFポテト」とお伝えください。
サービス提供：ケンタッキーフライドチキン 中国5県各店舗

サービス提供：ケンタッキーフライドチキン 中国5県各店舗

※イメージ

※イメージ

スマホ・携帯共通

利用できる
店舗の検索は

コチラ
店

夏のクーポン
中国5県限定！
夏のクーポン

大河ドラマを先取り！ 萩で夏休み大河ドラマを先取り！ 萩で夏休み
※写真はイメージです
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