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イラスト／徳丸 ゆう

BALMUDA The Gohan 
電気炊飯器 3合炊き

会員価格：？？？？円

会員価格：？？？？円

希望小売価格：44,820円

MENU No. 216201153（ブラック）
MENU No. 216201152（ホワイト）

??％
OFF

【肉の堀川亭】国産黒毛和牛 切り落とし600g
（200g×3パック）

会員価格：3,750円

MENU No. 54610019

30％
OFF

希望小売価格：5,400円

シフラス
Sifflus 3WAY自立式
ポータブルハンモック 
SFF-08

MENU No. 143000130（ブラック）
MENU No. 143000131（ホワイト）

希望小売価格：18,144円

??％
OFF

??％
OFF

●サイズ：8×91×200cm
※他タイプ・他サイズもあります。

東京西川  
ムアツプレミアム
80cm シングル

会員価格：？？？？円
希望小売価格：41,040円

MENU No. 82300027（ピンク）

　
　
！

MENU No 2162

貯める方法は
ないかしら？

会員専用サイトを通してのお買い物がおトク！！お
ト

クに
実現！

ネットショッピングで
おトクにベネポを

MENU No. 82300028（ブルー）

※各商品の販売開始日時は会員専用サイトをご確認ください。

LINE ポイント
110　　　    を　
100 LINE ポイントへ交換
655046 〈特典期間〉～2018/3/31 655397 〈特典期間〉～2018/3/31

ベネフィット・ステーション会員限定の特別な日！
あの施設が など半額！ 無料！

★入館・入園料無料！★

箱根園水族館
×ベネ・ステ特別デー

神奈川/箱根 675691

大海から湖まで世界中の魚たちが大集合！
箱根の森の水族館で、色とりどりの
魚たちの遊泳を楽しめます。

10月14・15日限定！

富士すばるランド
×ベネ・ステ特別デー

山梨/河口湖 760499

自然を満喫できるアトラクションと
かわいいワンちゃんとのふれあいが楽しめる！

10月16日～31日限定！

城島高原パーク
×ベネ・ステ特別デー
光と音のタイムバトル“フラッシュバトル「K」”や
キッズ・ドライビング・スクールなど
おとなもこどもも楽しめる高原リゾート！

大分/別府 764900
10月14日～31日限定！

専用ふとう見学

車に乗っている人も、
乗っていない人も楽しめる！
工場見学へ行こう！

神奈川/横須賀 655559

10/23（月）    9：30～11：00
10/26（木） 13：30～15：00

開催日時

お申込み
期間

10/10
まで

★イベント開催！★
10月23・26日限定！

各20名様

組立ライン見学

日産自動車
追浜工場見学
話題の電気自動車
新型ノートの見学もできます！

STATIONSTATION
TOPICSTOPICS

BENEFITBENEFIT
知って

おトク

ベネ・トピ

ベネフィット

10月号

今月のおすすめ情報

※掲載内容は特典一例の抜粋版となりますので、ご利用方法・条件など詳細は会員専用サイトをご確認ください。また、掲載内容は2017年9月15日現在の情報となります。
※会報誌発行日前の場合、会員専用サイトに上記の特典が公開されていない場合があります。恐れ入りますが、発行日をお待ちください。
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温泉露天風呂から

富士山を眺めることができる宿
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ホテルグリーンプラザ箱根
神奈川/仙石原
2名1室お1人様/1泊2食

2018/1/31宿泊までの期間限定　除外日：12/30～2018/1/2、1/15～19

20,000円～28,000円A

B 19,300円～27,600円

由布院の離れ宿。

お肌ツヤツヤのトロッとした温泉が自慢の温泉宿

由布のお宿 ほたる
大分/湯布院
2～4名1室お1人様/1泊2食

15,000円～20,000円A

B 13,100円～18,000円
2018/1/31宿泊までの期間限定
除外日：12/24～2018/1/2

とちぎ民藝が 光 る 木 漏 れ 日 の 湯 宿

星野リゾート 界 鬼怒川
栃木/鬼怒川
2～3名1室お1人様/1泊2食

2018/3/31宿泊まで
除外日：12/29～2018/1/3

22,000円～47,500円A

B 19,700円～46,500円

ゆったり
くつろぐ。 休暇村 支笏湖 東京お台場 大江戸温泉物語 横浜みなとみらい 万葉倶楽部

休暇村
全国さまざまな泉質で、湯巡
りを楽しむこともできます。
大自然に囲まれた温泉で心と
体をリフレッシュ！

大江戸温泉物語
天然温泉など13種類の
お風呂でリラックス！
多彩なアトラクションで、
江戸のお祭り気分も満喫。

万葉の湯
カップル向けの施設も
充実で、デートにもおすすめ。
種類豊富な岩盤浴や
天然サウナ、温泉でまったり。

【入浴料】
おとな（中学生以上）
720円 ➡ 360円
更に、ラウンジ 100円OFF ～12/31 の期間限定

660083 検索

172937 検索

470018 検索

111125 検索

【入場券】

～12/22 の期間限定
※チケット1枚につき5名様まで。

660068 検索
おとな（中学生以上） 

最大 2,936円 ➡ 1,770円
〈特典申込・チケット有効期限〉

～12/27

入館料（全日）＋
ワンドリンク＋
館内利用券（800円分）
4,201円相当 660370 検索

平日 2,808円
土・日・祝日 3,024円

1泊2食
20,000円
19,300円

1泊2食

15,000円
13,100円

22,000円
19,700円

1泊2食

※お申込み後のキャンセルや人数変更はお受けできません。

開催日時

先着順
受付

2018 年2月24日（土）14：00 ～ 22：00
20時以降 アトラクション貸切

（アトラクション貸切時間 20：00～22：00）

2017年10月24日（火）12：00 ～

763392

※通常   1デイ・スタジオ・パス（おとな） 7,600 円。  ※パークオープンは9 : 00 ですが、　
本チケットは14 : 00からのご入場となりますのであらかじめご了承ください。

※クレジットカードでのお支払いのみとなります。

※イベントパスの詳細は会員専用サイトをご確認ください。
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異なる表情を持つさ
まざまなエリアは、感

動がいっぱいの別世
界。

ハリウッドの超大作
映画をテーマにした

ライドやショー、季節
ごとのイベントなど

、

世界最高の感動と興
奮あふれるエンター

テイメントの数々に、
大人も子どもも夢中

になれる。異なる表情を持つさ
まざまなエリアは、感

動がいっぱいの別世
界。

ハリウッドの超大作
映画をテーマにした

ライドやショー、季節
ごとのイベントなど

、

世界最高の感動と興
奮あふれるエンター

テイメントの数々に、
大人も子どもも夢中

になれる。

ンパャジ・オジタス・ルサーバニユ

Ⓡ

5,000円
5,400円

2017年10月24日（火）12 00

パーク貸切イベントパス先着割
その他の貸切イベントパス各種

クルマの特典をご紹介!秋の行楽のお供に不可欠な

レンタカー 全店舗
提携開始

トヨタレンタカー
近くで見つかる、全国約1200店舗。 
駅や空港からの乗り換えも楽々。
レンタカー基本料金
15％OFF

655567

〈特典期間〉 ～2018/3/31

知って
おトク STATIONSTATION TOPICSTOPICSBENEFITBENEFIT ベネ・トピ

お申込み期間：～11/12（日）
お支払い期限：～11/13（月）
お届けは12/28（木）～31（日）となります。

30%
OFF

MENU No. 43700591

約3～4人前

会員専用サイトにもまだまだ
いろいろなおせちがあります！

会員価格：13,980円

森公美子プロデュース四段重

今だからこその価格も魅力！

おせちの早割

カフェテリアポイント

& も使える

ベネフィット

11月号

今月のおすすめ情報

※掲載内容は特典一例の抜粋版となりますので、ご利用方法・条件など詳細は会員専用サイトをご確認ください。また、掲載内容は2017年10月15日現在の情報となります。
※会報誌発行日前の場合、会員専用サイトに上記の特典が公開されていない場合があります。恐れ入りますが、発行日をお待ちください。
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