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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！

丼ものその他
なか卯 八戸八日町店

八戸市八日町1-1 ダイワロイネットホテル八戸1Ｆ 盛岡市盛岡駅前通8-17　
小岩井・明治生命ビル

大館市有浦2-37-2

t40017128 検索

居酒屋

魚民 大館有浦店

t40019638 検索
●ディナータイムに限る。●ご予約時、食べタイムをご利用の旨お伝えください。
●ご予約状況によりご利用いただけない場合がございます。予めご了承ください。

●クーポンの追加注文時・会計時提示は無効。●宴会コース、利用可。ただし、飲
み放題付3,000円（税込）以下の宴会コースは除く。●食べ放題、飲み放題、単品飲
み放題、ちょい飲みセット、２次会コース、90分ライトコース、ランチ、学割プラン、
他券、各種セール・キャンペーンとの併用不可。●席料、お通し代は特典対象外。ディナー

居酒屋

青 森1 特製割り下と自慢のだしをベースに
こだわり卵でふわとろに仕上げた親子丼

秋 田3 落ち着いた和の雰囲気の
くつろぎの空間でリーズナブルに楽しめる♪

活きのよい海の幸、おいしいお酒を
気軽に楽しめる人気の居酒屋

岩 手2

はなの舞 盛岡東口店

t40021894 検索

金曜・宴会コース利用時もOK！

ランチ ディナー

10%OFF 10%OFFお会計から お会計の

※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3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！

●「店内でのお食事」または「お持ち帰り」のどちらでもご利用可。●お店の券売機から「メニュー
番号で買う」を選択し、クーポン上部記載の“クイックナンバー”を入力しご利用ください。【店内】
と【お持ち帰り】では“クイックナンバー”が異なりますのでご注意ください。●ドライブスルーや
券売機のない店舗では、“クイックナンバー”をお店のスタッフへお伝えください。●他商品・他
サイズへの交換はできません。●１回のご利用につき、お 1人様１個までご利用可。

662804 検索

さかた温泉
上北郡七戸町字東上川原20-20

昭和レトロなたたずまいと
良質な温泉に癒される

青 森1

761156 検索

津軽ゆめりんごファーム
弘前市小沢字山崎44-4

津軽の大地に育まれた
自然の恵みのおいしさを心ゆくまで味わおう！

青 森2

【期間限定】入浴料

300円→150円●おとな

661711 検索

あきた芸術村 温泉ゆぽぽ
仙北市田沢湖卒田字早稲田430

奥州きっての水郷、猊
げ い び け い

鼻渓の岩々が織りなす
絶景を楽しむ舟下り

岩 手3

自然美に囲まれたやすらぎの空間で
ゆったりとしたひとときを

秋 田5

【入浴料】 650円→500円おとな（中学生以上）

760880 検索

要事前予約

特典期間：～9/30

特典期間：～9/30 特典期間：～9/30

ディナー

無料●小学生 無料●幼児
（0歳～幼稚園）

来園者へゆめりんごファームの無添加100％
りんごジュースを1杯プレゼント
更に、ジャム１組に１個プレゼント

10%OFF一般料金より
（おとなのみ）

10月下旬まで楽しめる
りんご狩りは事前予約をお忘れなく！

●会員証1枚につき1名様まで適用。

●「親子丼（並）」→（大盛）サイズアップ無料
●「親子丼（並）」
　１杯５０円引き 490円→440円

日本百景 名勝 猊鼻渓舟下り
一関市東山町長坂字町467

歴史や文化、伝統を今に伝える角館を代表する
3000坪の緑豊かな武家屋敷

秋 田4

角館歴史村 青柳家
仙北市角館町表町下丁3

672692 検索

【入村料】500円→450円おとな 更に、絵ハガキプレゼント

特典期間：～9/30

高さ50ｍを超える石灰岩の岸壁が続く渓谷

大浴場はヒノキを贅沢に使用した
ゆったり空間

青森

東北
MAP

秋田

岩手
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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！

東  北
青 森 岩 手 秋 田



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！

あたりのオススメスポット

フレンチ

“お客様の笑顔が近くで見られるように”食材の持つ
おいしさを最大限に引き出した料理を作り上げています。

宮 城1

シェフテーブル 
／ANAホリデイ・イン仙台

仙台市若林区新寺1-4-1

t40022157 検索

日本料理

豊かな季節感と素材の持ち味を生かした繊細な
日本料理を極上の和空間でお楽しみ頂けます。

福 島3

向志満　
山茶花

いわき市草木台3-5-14

t40018882 検索ディナーランチ

※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3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！

●平日限定。●平日限定。

回転寿司

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

山 形2

平禄寿司 山形寒河江店
寒河江市高田2-4-8

t40022057 検索

大江戸温泉物語　
仙台コロナの湯

仙台市宮城野区福室字田中前1-53-1

広 と々した露天風呂のほか
薬湯風呂など趣向を凝らしたお湯が人気！

宮 城1

特典期間：～9/30 662252 検索

県内随一のスケールの果樹園で
みずみずしい旬の果物、もぎとり食べ放題！

山 形2

672443 検索
特典期間：～9/30

【入浴料】

700円→500円
●おとな

（中学生以上） 350円→無料●こども
（小学生） 

761774 検索

猪苗代ハーブ園
耶麻郡猪苗代町大字川桁リステルパーク

テニスの後には天然温泉と
バイキングを楽しめる複合施設

福 島3

磐梯高原リステルパーク内に広がる
10万㎡のハーブガーデン

福 島4

【コスモス狩り（花摘み）】300円→150円

大江戸温泉物語あいづ（テニス）
会津若松市神指町北四合字東神指77-1

621026 検索

ディナー

1,296円→432円

要事前予約

もぎたてフルーツは
大切な人への贈り物にもぴったり！

7種類の温泉のほか岩盤浴やエステなどのリラクゼーションも充実

【テニスコート使用料】

【会員証で1時間ぶどう狩り 入園料】

800円●おとな（中学生以上）

700円 →●こども（小学生以上）

600円●幼児（3歳以上）

（年齢問わず）　
お一人様ワンコイン500円

元祖 天童観光果樹園 天童市大字上荻野戸807

ディナー
●ご利用可能人数：2〜10名 ●要予約：  ご利用日の当日可

プレミアムダイニング特別プラン

5,500円→4,675円 10%OFFお会計の

【店内のご飲食時限定】

5%OFFフードの

特典期間：～9/30

東北
MAP
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福島
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特典期間：～9/30
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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！

東  北
宮 城 山 形 福 島


