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1
店名や最寄駅、昨日見
たテレビ番組など気に
なる単語で検索

2
行きたい場所、今いる
場所からお店を探すこ
とができます

3 コスパ重視派は割引
率でお店を検索！

4 インターネットで予約で
きるクーポンはここから

5 いま人気のレストランが
一目でわかる

まずは、会員専用サイト
の

トップ
ページ

から

食べタイ
ムにアク

セス！

※基本的に他のキャンペーンや割引との併用はできません。※お問い合わせ・お申し込みの際は、ベネフィット・ステーション会員である旨と会員IDをお伝えください。※ご利用方法は各メニュー毎に異なり、指定の申込方法以外では会員特典が適用されません。※掲載内容は2017年8月現在のものです。なお、価格表記については、税込もしくは未記載の場合、消費税8%を含んだものです。税抜と記載のある場合、掲載価格に消費税は含まれておりません。
※本紙掲載以外および最新の情報については、会員専用サイトをご確認ください。※有効期限の記載がないメニューは、2018/3/31まで有効となります。

【ご利用上の注意】※会員専用サイトで、特典ご利用時の注意事項をあらかじめご確認の上、クーポンをダウンロードし、店舗へご提示またはWebから予約してご利用ください。※会員証、および本紙面の提示では特典を受けることができません。※他のサービス・割引クーポンとの併用はできません。※掲載の店舗情報・価格・特典は2017年8月現在のものです。
※最新の情報およびクーポン在庫状況は会員専用サイトにてご確認ください。※掲載店舗および店舗情報は、予告なく変更となる場合がございます。※画像はイメージです。※ご契約のコースによってはご利用いただけない場合がございます。

地元の“おいしいスポット”もお得に大満足！

上島珈琲店 
釧路赤十字病院店

t40011620 検索

【摩周入浴プラン】
●おとな
（中学生以上）500円→400円

●こども
（小学生・幼児）300円→200円

摩周湖近くのアットホームなホテルの
人気のかけ流し温泉！

北海道ガーデン街道の8ガーデンの中から、
4か所を散策♪道 東2 道 東3北海道

MAP

670041 761388検索 検索

北海道アイスパビリオン 北海道ガーデン街道上川郡上川町栄町40 

661121 検索

ホテル摩周（日帰り入浴）
川上郡弟子屈町湯の島2-3-22 

要事前予約

【入館料】
おとな 1,080円→980円

【北海道ガーデン街道チケット】更に、白樺の焼印プレートプレゼント 更に、おとなのみミネラルウォーター550mlプレゼント

秋の芸術は、雪と氷で、体験・学び・遊ぶ！
進化し続ける、ここ！アイスワールドで楽しもう！

道 北1

特典期間：～10/15

体の芯まで温めて癒される湯量豊富な温泉！ 大雪～富良野～十勝を結ぶ全長約250kmの街道

2,200円→1,980円

【店内のご飲食時限定】

ティーランチ ディナーモーニング
ティーランチ ディナー

回転寿司

平禄寿司 
北海道イオンモール旭川西店

旭川市緑町 23-2161-3 イオンモール旭川西 1F 釧路市新栄町 21-14 釧路赤十字病院内 1F

t40022076 検索

ファーストフード

ケンタッキー
フライドチキン

t40025530 検索

喫茶・カフェ

道 北1 石巻の漁港で水揚げされた 
新鮮な旬の魚をお手頃価格で

北海道3 外はふっくら香ばしく、
中はジューシーなオリジナルチキン

創業以来培ってきたコーヒーへの
こだわりと技術でつくる極上の一杯

道 東2

ランチ ディナー

10%OFFお会計の 10%OFFお会計の

●平日限定。
●クーポンとクレジットカード併用不可。

●ご利用可能人数：1名

オリジナルチキン4＋クリスピー2
＋カーネリングポテト

1,680 円→1,490円

道東

道北 1

特典期間：～9/30 特典期間：～9/30

2

●8ガーデンの中から、4か所にご入場いただけます。 ●各ガーデンごとに営業時間が異なりますので、予めご確認ください。 ●携帯クーポン不可。
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ベネフィット

http://www.benefit-one.co.jp

特典詳細の確認は、
スマホ・PCから
会員専用サイトへ！

　食欲の秋　スポーツの秋　芸術の秋・・・
今度のOFFは秋を楽しむリフレッシュ&リラックス！

北 海 道
道 北 道 東



ご利用方法
食べタイム・プレミアムダイニングには、ダウンロードして
店舗に提示するクーポンと、Webで予約を行うクーポンの
2種類があります。クーポンによって使い分けてください。

利用日から
プランを検索
して申込み！1

STEP

●Web予約 or 予約割を利用する。
予約申込み
完了後、
メールを受信2

STEP 利用日当日に
レストランへ
行きましょう！3

STEP

●クーポンをダウンロードして利用する。

レストラン
を検索1

STEP クーポンを
ダウンロード！2

STEP お店に予約＆
クーポンを提示3

STEP

特典内容は スマホから！

ディナー

※基本的に他のキャンペーンや割引との併用はできません。※お問い合わせ・お申し込みの際は、ベネフィット・ステーション会員である旨と会員IDをお伝えください。※ご利用方法は各メニュー毎に異なり、指定の申込方法以外では会員特典が適用されません。※掲載内容は2017年8月現在のものです。なお、価格表記については、税込もしくは未記載の場合、消費税8%を含んだものです。税抜と記載のある場合、掲載価格に消費税は含まれておりません。
※本紙掲載以外および最新の情報については、会員専用サイトをご確認ください。※有効期限の記載がないメニューは、2018/3/31まで有効となります。

【ご利用上の注意】※会員専用サイトで、特典ご利用時の注意事項をあらかじめご確認の上、クーポンをダウンロードし、店舗へご提示またはWebから予約してご利用ください。※会員証、および本紙面の提示では特典を受けることができません。※他のサービス・割引クーポンとの併用はできません。※掲載の店舗情報・価格・特典は2017年8月現在のものです。
※最新の情報およびクーポン在庫状況は会員専用サイトにてご確認ください。※掲載店舗および店舗情報は、予告なく変更となる場合がございます。※画像はイメージです。※ご契約のコースによってはご利用いただけない場合がございます。

地元の“おいしいスポット”もお得に大満足！

621754 検索 620989 検索

大人も子供もレジャー感覚で楽しめる
「パークゴルフ」の36ホールセパレートコース！

道 央3 439万㎡の広大な敷地に宿泊施設のほか
テニスコートなどのスポーツ施設も充実

道 南5

663829 検索

充実の入浴施設やラウンジ、ボディトリートメント、
お食事も楽しめる2,000平米の広さを誇るリラクゼーション施設

道 央1

ホテルエミシア札幌 リラクゼーション スパ・アルパ
札幌市厚別区厚別中央2条5-5-25 

ゆにガーデン 夕張郡由仁町伏見134-2

エルクの森
パークゴルフクラブ

札幌市南区藤野663

672801 検索 670030 検索

10月下旬までぶどうのほか、
プルーンやりんごの果物狩りを楽しめます！

四季折々の花 と々ハーブの香りに癒される
緑豊かな庭園

道 央2 道 央4

さくらんぼ山
観光農園 
ぶどう狩り

余市郡仁木町南町9-138

特典期間：～9/30

【スパ入浴と選べるランチ】
おとなこども共通 2,300円→1,725円

グリーンピア大沼テニス 茅部郡森町赤井川229 

●平日
（1面1時間）

●土日祝
（1面1時間） 1,200円→1,000円 1,700円→1,500円

【1日プレイ料金】

1,500円→1,400円

【旬の果物食べ放題フルコース（期間～10月下旬）】

【園内バス】
●おとな（中学生以上）

1,100円→990円

●こども（小学生）

900円→810円

●幼児（3～5歳）

600円→540円

●期間中に収穫できる果物を2種類以上同時に楽しめます。（プラム・プルーン・りんご・ぶどう）
●会員証1枚につき6名様まで適用。●通年プランにて別途入園料割引特典がございます。詳細は会員専用サイトをご確認ください。

●営業期間:～10月中旬 

プレイの途中や終了後にはジンギスカンやイタリアンも楽しめます！

100円→無料

ふかひれスープつき月替わりランチコース+ワンドリンク

（税サ込）4,550円→3,480円
通常

23%OFF

9～10月の選べるランチはこちらの2種類！

クラブチャイナ 

t00003760 検索ディナー
ランチ

赤から鍋とセセリ焼

赤から 
函館昭和店／五稜郭店 札幌市豊平区月寒西 1 条 3-1-18

札幌市中央区南一条 5-9-1

赤から 北海道 検索

広東料理

中国料理 桃花林　
／ホテルオークラ札幌

t40015298 検索

中華レストラン

道 南1 やっぱり料理はクセになるものがいい！
名物「赤から鍋」！ 辛さ、旨さてんこもり！

道 央3 伝統と革新が融合する

ホテルオークラの広東料理

大切なあの人と一緒に！

瀟
しょうしゃ

洒な館で優雅なチャーニーズを
道 央2

5%OFFお会計の 20%OFFお会計の

●要予約：ご利用日の当日可  ● 2 名～  ●ワンドリンクは、グラスワイン、
生ビール、ソフトドリンクより1杯お選びいただけます。

●ディナータイムに限る。

北海道
MAP

道央

道南

1

特典期間：～9/30
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ベネフィット

http://www.benefit-one.co.jp

特典詳細の確認は、
スマホ・PCから
会員専用サイトへ！

　食欲の秋　スポーツの秋　芸術の秋・・・
今度のOFFは秋を楽しむリフレッシュ&リラックス！

北 海 道
道 央 道 南


