
特典詳細の確認は、
スマホ・PCから
会員専用サイトへ！

ベネフィット

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

※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。
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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！

●要予約：前日まで  ●利用可能人数：2～10名 ●飲
み放題コース適用不可。● 6桁のシリアルナンバーの
記載の無い画面では特典がうけられません。●予約時
にクーポン利用の旨をお伝えください。

●入店時にクーポンをご提示ください。

百年の伝統を誇る老舗の味を、

美味なる新潟の食材を使った会席料理で
新 潟1

松風園 藤作 

t40018876 検索

和食

新鮮な魚介や野菜を使用した

「洋風メニュー」を楽しめる
長 野2

美食居酒屋 美蔵
ホテルルートイングランド上田駅前店

上田市天神1-5-7

t40022051 検索

居酒屋

10%OFFお会計の10%OFFフードの

地元の“おいしいスポット”もお得に大満足！

ニュー・グリーンピア津南テニス
中魚沼郡津南町秋成12300

15,000円（昼食別）→14,000円（昼食付き）

●日曜日

13,000円（昼食別）→11,000円（昼食付き）

●祝日

622094 検索
●テニスコート営業期間（～10月末日/予定） 

620990 検索

13面のテニスコートや温水プールなど
充実の施設を誇る高原のホテル

新 潟2

1,000円→900円1面1時間

八ヶ岳山麓に広がる雄大な景色の中の戦略性に富んだ大胆な27ホール長 野3

要事前予約

ディナー

大自然の中の全天候型コートで
スマッシュ！

上越市中央5-12-18

愛情たっぷりに育まれた
とれたての瑞々しい果物を味わおう！

新 潟1

特典期間：～9/30

5%OFFフルーツ2,000円以上
お買い上げの方

761090 検索
●開催期間:～11月上旬 

なし狩りは11月上旬ごろまで楽しめる！

要事前予約

池田観光果樹園
新潟市南区新飯田2584-15

蓼科高原カントリークラブ
茅野市北山4035

ディナー

関東＜南＞
MAP

除外日：～9/23／特典期間：～9/30

新潟

長野

1

2

要事前予約

2,500円→1,800円
【テニスコート使用料】

620960 検索

ペンションちゃうちゃう（テニス）
北安曇郡白馬村神城白馬の森

白馬の森に囲まれたエンジョイフルな
癒しのペンションでテニス三昧！

長 野4

平日（1面1時間）

特典期間：～9/30
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　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 ＜南＞
新 潟 長 野
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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！

地元の“おいしいスポット”もお得に大満足！
シェフのパフォーマンスとともに出来立ての

料理を楽しめるライブキッチンは必見！
神奈川2

ケッヘル ／新横浜プリンスホテル

神奈川県横浜市港北区新横浜3-4 新横浜プリンスホテル2F

●要予約：前日まで ●特典適用は大人料金のみ
になります。●ご予約時に必ずクーポン利用の旨
をお伝えください。 t40014671 検索

ブッフェダイニング

25%OFF【平日限定】 
ランチブッフェ
120分飲み放題付き

ランチ

おいしく楽しく、豊富なメニューを

お手頃価格で楽しめるくつろぎの居酒屋
山 梨1

とりあえず吾平 甲府竜王店

甲府市富竹新田1185

●要予約 ●クレジットカードとの併用不可。
●最高割引額：5,000円 ●入店時にクーポン
をご提示ください。 t14110123 検索

和風ダイニング

50%OFFフードの

ディナー

横浜・八景島シーパラダイス
×ベネ・ステ特別デー

横浜市金沢区八景島　横浜・八景島シーパラダイス

671961 検索

ぶどう狩りは11月中旬ごろまで
楽しめる！

会員様限定！！
秋の花火が特等席で観覧できます！神奈川2 HOT NEWS! スポット＆お得情報 Pick up!

● 4歳以上共通

1,800円→1,500円

【ボードウオーク特別観覧席Ａブロック】

●おとな・高校生

6,200円→5,900円

●小・中学生、シニア

5,000円→4,700円

●幼児（4歳以上）

3,600円→3,300円

【ボードウオーク特別観覧席Ａブロック + ワンデーパスセット券】

特典期間：10/14～10/15

10/14・15 ベネ・ステ会員限定、
箱根園水族館がなんと無料！！

神奈川3

箱根園×ベネ・ステ特別デー
足柄下郡箱根町元箱根139

675691 検索

【箱根園水族館 入館料】 
●おとな
（中学生以上）1,500円→無料
●こども
（4歳～小学生） 750円→無料

特典期間：～12/28

屋形船でミナト街横浜の景色と
おいしい料理で楽しいひとときを！

神奈川4

横浜 屋形船 濱進
横浜市西区みなとみらい21（乗船場所）
横浜市金沢区金沢町103-6（事務所）

670655 検索

【横浜港乗り合いBコース】9,200円→ 7,820円15%OFF

要事前予約

【入園料】 
●おとな
（中学生以上）1,500円→無料
●こども
（4歳～小学生） 900円→無料

10/16～10/31 ベネ・ステ会員限定！
無料デー！

山 梨1

富士すばるランド×ベネ・ステ特別デー
南都留郡富士河口湖町船津6663ｰ1 

760499 検索
特典期間：10/16～31

●日・祝日は対象外です。

621928 検索

ゴルフ初心者からトップアマまで、ティーショットから
ホールアウトまで、みなさまに満足していただけるゴルフ練習場

神奈川3

横浜スパークゴルフクラブ
横浜市旭区今宿南町2285

12円→10円 300円→無料●平日：
ボール代 1球 

●土曜日：
入場料

充実の設備だからこそ実現する快適なプレイ環境

御坂農園グレープハウス
笛吹市御坂町夏目原656-1

デラウェア、巨峰、甲州ぶどうなど
さまざまな品種のブドウをもぎ取り！

山 梨1

ぶどう狩り・桃狩り各種⇒100円OFF
●すべてのコース時間無制限。●ぶどう狩りは、時期によってぶどうの
種類は異なります。●会員証1枚につき10名様まで適用 。 672519 検索

花火シンフォニア 10/7・8・29 各日20:30～（約10分）

神奈川

山梨

関東＜南＞
MAP

特典日：10/7・８・29
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674260 検索申込期間：～11/20
特典期間：～12/20

日本最大級の室内遊園地
「ファンタジーキッズリゾート」

神奈川2

ファンタジーキッズリゾート 海老名
海老名市中央3-2-5 ショッパーズプラザ海老名3Ｆ

1,200円→800円

NEW

【遊び放題券　（休日）】

　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 ＜南＞
山 梨 神奈川

9/9スタート！
SEA PARA HALLOWEEN

2017

●各特典日により申込期間が異なるためご注意ください。詳細は会員専用サイトをご確認ください。


