
「えらべる倶楽部」からのお知らせ　

ワンちゃんとと泊泊まれるまれる宿特集宿特集

ビジネスホテル  バン
東京都中央区築地3－17－10

ワンちゃん♪猫ちゃん♪その他小動物OK。
築地駅、築地市場に一番近いホテルです。
ゆったり足をのばせるサイズのバスルームを完備し、
バリアフリー仕様かつペット同伴可能なビジネスホ
テルです。

1泊食事なし

築 地 8,370円～

ペットと泊まる愛犬の宿

ポチハウス
千葉県山武郡九十九里町作田5599－44

一棟6畳3部屋を一日一組貸切りだからノーリードで
自由にお過しいただき、海岸でペットとゆっくり楽し
んでください。
無料モーニングサービス付。

1泊食事なし

九十九里 8,500円～

ファームイン南房総  杉田棟
千葉県南房総市池之内374

快適余暇空間を実現。静かな農山村の緑豊かな大自然
に囲まれたペットOKの宿。従来のリゾートホテルで
は味わえなかったゆとりある余暇。持込みOK。

1泊食事なし

南房総 5,400円～
ペットと一緒に泊まれる宿

仙石高原  大箱根一の湯
神奈川県足柄下郡箱根町仙石原1246－125

【ドッグラン完成！愛犬と泊まれる宿】
レストランにも同伴OK！わんちゃんに手作りご飯が
作れるミニキッチンもご用意。
家族みんなで箱根旅♪

1泊2食付

箱 根 9,720円～

ペットと泊まれる宿  コンドミニアム

フラットレット  草津
群馬県吾妻郡草津町草津464－1211

素泊まり専門のコンドミニアム（貸マンションタイ
プ）でゆっくり気兼ねなく「ペットと泊まれる宿」で
す。草津国際スキー場近く。
スーパー・飲食店至近。

1泊食事なし

草 津 5,900円～

※ 小型犬だけ受入れの場合が
ございます。
ご予約時にお宿へお問合せ
ください。

※ 2017年11月1日現在の情報
です。詳しくはえらべる倶楽
部会員専用サイトでご確認
ください。

グランド・ヴィュー・一宮
千葉県長生郡一宮町東浪見60－1

全室オーシャンビューのコンドミニアムです。
自炊・バーベキュー（食材は持ち込み。要予約・有料）
もできます。ペット同宿プランもあります。

1泊食事なし

千葉一宮 5,200円～

箱根強羅グアムドッグ
神奈川県足柄下郡箱根町強羅1322－20

屋内外300坪ドッグラン3面☆貸切にごり湯愛犬家専
門ペットぐるめ宿です。
完全無料貸切で極上白濁湯を満喫！愛犬との心地よ
い空間をお届けします。

1泊2食付

強 羅 31,890円～

きぬ川国際ホテル
栃木県日光市鬼怒川温泉滝540

昭和61年以来ペットと同室宿泊歓迎の宿として10万
匹の犬たちが来館。
家族の一員である犬たちとのご旅行は家庭の延長と
考え安心してお泊りください。

1泊2食付

鬼怒川 10,800円～

ペンション  ハッピー
栃木県那須郡那須町高久乙824－６

屋外ドッグラン完備・那須初室内ドッグラン有。
ディナーは国産牛ヒレ使用・フォアグラ丼あります。
わんちゃんの食事もこだわりのプロ手作りです。

1泊食事なし

那 須 3,240円～
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寒い季節、暖かな部屋で
楽しく過ごしませんか？楽しく過ごしませんか？

WOWOW

Hulu

えらべる倶楽部えらべる倶楽部
BookWeb by eBookJapan

北海道のグルメ宅配
「江戸屋」

※Yahoo!ウォレットでのお支払いを選択された場合、Tポイントでお支払
いいただくことが可能です

※Yahoo!ウォレットをご利用いただく場合には、BOOKFANポイントは
付与対象外となります

※BOOKFANポイントはえらべる倶楽部BookWeb by eBookJapan
の商品の注文にお使いいただけます

※1,000円未満のご注文は別途送料がかかります

※宅配送料は商品価格に含まれます
※出荷可能地域は宅配業者の定める地域とします
（宅配業者はヤマトグローバルエキスプレスを使用）

定額で安心・見放題
家族みんなで楽しめる
エンタメをお届け

サービスID 54207001

サービスID 5D173001

サービスID 50159001

サービスID 5C563001

WOWOW（有料放送サービス）
初回月額視聴料2,484円

※インターネット経由でのお申込みの場合のみ特典適用
※インターネットによる手続きで有料放送サービス加入契約が成立した
場合に、B-CASカード1枚に付き1回に限り、月額視聴料2,484円のう
ち初回月額視聴料を1,944円とするe割が適用されます（過去に「e割
キャンペーン」で有料放送サービス加入契約が成立したB-CASカードで
は、e割は適用されません）
※ケーブルテレビ局、J:COM、スカパー！、ひかりTV経由でご覧の方は、
特典適用外

オリジナル特典
WOWOW特製フリクション
蛍光ペン3本セットをプレゼント

1,944円
（e割特典）

※Huluの視聴には対応環境である必要があり、かつ、インターネットに
接続されている必要があります。

Huluは30,000本以上の映画・ドラマ・アニメを楽しめ
るオンライン動画配信サービスです。月額933円（税抜）
でいつでも、どこでも、全ての作品が見放題。様々な
デバイスで利用可能です。

BOOKFANポイントを
書籍購入100円(税抜)につき 6ポイント付与

「乳蔵」北海道アイスクリーム
3,780円 3,024円

その他、いろいろ取り揃えております。

BOOKFANポイントを電子
書籍購入100円(税抜)につき 7ポイント付与

※プレミアムバニラアイス90mL×4、赤肉メロンアイス90mL×2
　青肉メロンアイス90mL×2、ハスカップアイス90mL×2
　ストロベリーアイス90mL×2

BOOKFANポイントをCD・
DVD購入100円(税抜)につき 10ポイント付与

※豚丼の具135g×4

帯広・江戸屋の
こだわり豚丼の具（4食）

3,888円
3,110円

【Yahoo!ウォレットで
お支払いいただいた場合】
全商品100円(税抜)につき

Ｔポイント
1ポイント付与

直接
申込

Web
申込

Web
申込

SC

Web
申込

通常2週間無料トライアル通常2週間無料トライアル

11ヶ月無料トライアルヶ月無料トライアル

ご利用方法 直接
申込

各サービスの提携先に
直接お申込みください。

Web
申込

会員専用サイトを経由して
お申込みください。 SC JTBベネフィットサービスセンターに

お申込みください。
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冬を遊びつくそう!!冬を遊びつくそう!!

ご利用方法 クーポン 会員専用サイトからクーポンを
プリントアウトして現地で提出してください。 会員証 現地で会員証を

呈示してください。
直接
申込

各サービスの提携先に
直接お申込みください。

上記は2017年11月時点の情報です
【地域名】未記載の場合は全国各所で施設・サービスを展開しています ▶詳細はえらべる俱楽部会員専用サイトでご確認ください

www.elavel-club.com

会員専用サイトから
えらべる倶楽部最新情報をゲット！ QRコードを

読み取って
モバイル版
会員専用サイトを
チェック！！

【携帯サイト】　【スマホサイト】 えらべる倶楽部に関するご質問・ご相談は
JTBベネフィットサービスセンターへお問合せください。

※フリーコールは、携帯電話、PHS、一部一般電話からはご利用いただけません。
※営業時間：平日10：00～21：00／土日10：00～17：00／

祝日・年末年始（12/30～1/3）は休業

サービス
センター 03-5646-5540 0120-924-033

夏期4輪バギー30分コース　5,500円  4,500円

雪雪がなくても楽しむ！！

えらべる 検 索

※Yahoo!ウォレットでのお支払いを選択された場合、Tポイントでお支払
いいただくことが可能です
※Yahoo!ウォレットをご利用いただく場合には、BOOKFANポイントは
付与対象外となります
※BOOKFANポイントはえらべる倶楽部BookWeb by eBookJapan
の商品の注文にお使いいただけます
※1,000円未満のご注文は別途送料がかかります

BOOKFANポイントを
書籍購入100円(税抜)につき 6ポイント付与
サービスID 61556009
Prince Snow Resorts（西武グループ）  クーポン
全国各地のプリンスホテル系列のスキー場で利用できるお得なクーポン券
「えらべる倶楽部」会員特別価格 
特典適用対象：5名

サービスID 65534002
Dalemo club　　 クーポン

人気の施設が会員特典で利用できます！
「えらべる倶楽部」会員特別価格 

サービスID 61596001
スノーモビルランドサッポロ 【北海道札幌市】　 会員証

国内最大の山岳樹海コースです。初心者から上級者まで楽しめます

■滑走料
ダイナミックコース 11,000円  10,500円
エキサイティングコース 15,000円  14,500円
アドベンチャーコース 17,000円  16,500円
ウェアー 1,500円  無料
宿泊ホテルまでの送迎（市内中心部に限り）  無料
特典適用対象：全員
※上記は2017-2018シーズンの料金です
※特典適用期間：（スノーモビル）2017/12/1 ～ 2018/3/31
※営業期間：詳しくは公式サイトをご確認ください

スキー・スノボで雪雪と遊ぶ ダイヤモンドダストダイヤモンドダストが見れるかも

フォレストアドベンチャー・箱根  サービスID 64331001
【神奈川県・箱根町】
■アドベンチャーコース 

直接
申込

大  人 3,600円  3,300円
こども 2,600円  2,300円

特典適用対象：全員

フォレストアドベンチャー・秩父  サービスID 6E110001
【埼玉県・秩父市】
■利用料金 会員証

大  人 3,600円  3,300円
こども 2,600円  2,300円

特典適用対象：全員
※代理店を通しての予約の方は特典適用外

フォレストアドベンチャー・朝来  サービスID 66539001
【兵庫県・朝来市】
■利用料 会員証

18歳以上  3,600円  3,000円
17歳以下  2,600円  2,000円  ※(小学校4年生以上)

特典適用対象：1グループ

フォレストアドベンチャー・フジ  サービスID 64131001
【山梨県・鳴沢村】
■料金（アドベンチャーコースご利用の方）　 会員証

18歳以上  3,600円  3,300円
17歳以下  2,600円  2,300円

特典適用対象：5名
特典適用期間：営業期間中

サービスID 61398001
新穂高ロープウェイ 【奥飛騨温泉郷】  会員証

■第1・第2連絡往復乗車券
13歳以上  2,900円  2,600円
小学生  1,450円  1,300円
■第2のみ往復乗車券
13歳以上  2,800円  2,500円
小学生  1,400円  1,250円

特典適用対象：会員証1枚に付5名
※1区のみ、および片道のみの利用の場合は特典適用外
※乗車券は引換日を含む3日間有効
※割引額が変動する場合有

サービスID 6C696001
中央アルプス駒ヶ岳ロープウェイ　 会員証

【長野県駒ケ根市】
■ロープウェイ往復乗車券
大人  2,260円  2,030円
小人  1,130円  1,020円

特典適用対象：5名
※7～10月を除く
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