
　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！

関 東 ＜北＞
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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！

前橋市野中町 14-3

ラーメン

群 馬1

山岡家 
前橋野中店

t40021352 検索

スープ、麺、チャーシュー、ネギの切り方……。
細部にまでこだわりぬいた究極のラーメン！

663179 検索

ディナーランチ

美しい朝日と夕日を眺められる
露天風呂＆大展望風呂が大好評！

群 馬1

特典期間：～9/30

ホテルふせじま
（日帰り入浴）

太田市藪塚町162

HOT NEWS! スポット＆お得情報 Pick up!

ディナーランチ特典期間：～10/31

※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！

トッピング1品無料（160円まで）

×人数分（4名までに限る）

ラフティング、パラグライダー、カヌー体験、
フットサル、テニス、サッカーなど

様々な体験ができる！

群 馬2

763385 検索
特典期間：9/23～10/9

ベネ・ステ会員限定！
9/23～10/9入園料半額

栃 木2

那須ワールドモンキーパーク×
ベネ・ステ特別デー

那須郡那須町高久甲6146

【入園料】

2,100円→ 1,050円

●おとな（中学生以上）

1,200円→ 600円

●こども（3歳～小学生）

【日帰り入浴】

1,200円→700円

600円→480円

840円→672円

●おとな（中学生以上）

● 2歳～未就学児

●小学生

676150 検索

677655 検索
特典期間：9/23・9/24

ベネ・ステ会員限定！
9/23・24入園料半額

栃 木1

那須どうぶつ王国×
ベネ・ステ 
特別デー

那須郡那須町大島みどりヶ丘

【入国料】

2,000円→ 1,000円

●おとな（中学生以上）

1,000円→ 500円

●こども（3歳～小学生）

国営ひたち海浜公園
プレジャーガーデン

ひたちなか市阿字ヶ浦町552-18

充実のアトラクション、フード＆ショップだから
大人も子供も１日中遊びつくせる！

茨 城3

【プレジャーガーデンのりもの券 3,300円分】
おとな・こども（3歳以上） 3,000円→2,400円

10月上旬～中旬に真っ赤に紅葉する3万2千本のコキアが見頃！

関東平野が一望できる展望風呂で眺める夕日に感動！

フットサルやサッカー、テニスのコートも完備！

621067 検索

ペンション・ラパン
利根郡片品村花咲2792-76

各プラン

特典期間：～9/30

500円割引（9/16・17日除外）

要事前予約

土浦市生田町 9-31

●ドリンクは店舗により料金が異なります。
●おかわりされる方が複数の場合、人数分有効。

喫茶

器一杯のコーヒーになるまで
すべての工程にこだわる

茨 城3

葉山珈琲 
土浦店

t40025681 検索

店内でドリンク1杯ご注文の方、
コーヒーのおかわり
1杯サービス

ティーランチ ディナー

そば

新鮮素材の丼と越前そばに舌鼓栃 木2

越前食堂
佐野プレミアム・アウトレット店

佐野市越名町2058　
佐野プレミアムアウトレットフードコート内

t40025641 検索

50%OFFフードの

●並サイズ以上のご注文に限る。（セット可）
●ご利用可能人数：1～3名

茨城
栃木群馬
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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！

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！

スペシャリティレストラン ハーモニー
／ロイヤルパークホテル ザ 汐留

港区東新橋 1-6-3 ロイヤルパークホテル ザ 汐留 24F

カレー

埼 玉1

川口市栄町3-11-18

t40024861 検索

オールデイダイニング

東 京3

t00011854 検索
①、②、③●ハーモニーランチブッフェは第1部（11：30～ 13：00）、第2部（13：30～
15：00）の完全2部制の入れ替え制となります。④●当プランは、お子様のご利用有無
に関わらず、大人4名様以上のご利用のお客様限定とさせていただきます。●並サイズ以上のご注文に限る。（セット可）●ご利用可能人数：1～3名

100 時間以上かけて作り上げる
カレー&ハヤシライスは絶品

ロケーション抜群、高層階からの景色と
食事を同時に楽しめるホテルレストラン

①平日ランチブッフェ
（第１部） おとな 3,207円→2,700円

③土日祝ランチブッフェ
（第１・２部）おとな 4,158円→3,534円

②平日ランチブッフェ
（第2部） おとな 3,207円→2,244円

④【お一人様 6,300円】
フリードリンク付パーティプラン 8,000円→6,300円

ランチ ディナー

621276 検索

豊かな緑に囲まれた、
アクセスも便利な１面貸し切りフットサルコート

埼 玉1

フィッシュフライ or 
ソフトドリンク1杯サービス

660736 検索

タイムズ スパ・レスタ

東京・池袋サンシャインシティ前にある
都心の喧騒を忘れる大人のスパ＆サウナ

東 京5

【平日入館料 + ワンソフトドリンク + ボディケア20分】

5,430円→4,200円

特典期間：～9/30

674278 検索

762465 検索

762086 検索

特典期間：～9/30

671298 検索

運動の森自然公園　
成田エアポートコース

成田市前林817

フィールドアスレチックのほか、釣り堀や
季節の野菜や果実の収穫体験も楽しめる！

千 葉4

緑の中の
ファミリーランド
むさしの村

加須市志多見1700-1

ちびっことファミリーが一緒に楽しめる、
豊かな自然を活かしたファミリーランド

埼 玉2

670698 検索

760497 検索

佐倉きのこ園
佐倉市太田2395

申込期間：～11/20
特典期間：～12/20

1年を通して椎茸狩りと
炭火焼バーベキューが楽しめる観光農園

千 葉3

申込期間：～11/20
特典期間：～12/20

特典期間：～9/30

650円→500円

●こども（3歳以上） 

バーベキューガーデンご利用の方
ソフトドリンク1本ずつプレゼント（～5名様まで）

要事前予約

●2名様まで。●高校生以下入館料無料。

NEW

100時間カレー
AMAZING 川口店

うどん

こだわりが生んだ
腰が命の荒切り極太うどんが魅力

千 葉2

肉汁つけうどん

銀
ギ ン ザ フ タ ハ

座双芭 
酒々井プレミアム・アウトレット店

印旛郡酒々井町飯積2-4-1　
酒々井プレミアムアウトレット フードコート内

t40025640 検索
ランチ ディナー

50%OFFフードの

ランチ ディナー

●18歳未満の方、大小に関わらず入れ墨・タトゥーをされている方はご入館いただけません。
●土・日・祝日・特定日は別途350円必要となります。

※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！

日本最大級の室内遊園地
　　　　　　「ファンタジーキッズリゾート」

6,600円→3,300円

●平日8:00～19:00（1時間）

千 葉1

関 東 ＜北＞
埼 玉 千 葉 東 京

フットサル大宮
さいたま市見沼区
大和田町2-224-1

ファンタジーキッズリゾート 稲毛
千葉市稲毛区長沼原町731-17 フレスポ稲毛イーストモール

1,200円→ 800円
【遊び放題券（休日）】

1,200円→ 800円
【遊び放題券（休日）】

ファンタジーキッズリゾート 印西
印西市原1-2 BIGHOPガーデンモール印西 バリューモール2F

　豊島区東池袋4-25-9 タイムズステーション池袋10～12F

HOT NEWS! スポット＆お得情報 Pick up!

【レンタルコート】

11,000円→7,700円

●平日 19:00～22:00（1時間）

【入園料】

1,200円→1,000円

●おとな（中学生以上）

【入園料金】100円OFF 【入館料】100円OFF

千 葉2

要事前予約

練馬区下石神井4-7-2
ちひろ美術館・東京

子どもといっしょに記憶に残る
一日をお過ごしください

東 京6

撮影 嶋本麻利沙 撮影 中川敦玲

関東＜北＞
MAP
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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！


