
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。

地元の“おいしいスポット”もお得に大満足！ 1
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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： ご利用日の当日可
●コース料理は除く。アラカルトに限る。
●現金支払いに限る。
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湯葉と豆腐の店
梅の花 福井店

ゆったりと個室感覚でくつろげる
人気の居酒屋

石 川1

魚民 七尾駅前店 

七尾市神明町口部6-4　
42.モンテローザ
七尾ビル 1F 岐阜市玉宮町1-2 Y2ビル1F

10%OFFお会計の

t40019599 検索
ディナー

福井市門前1-225

湯葉と豆腐という日本の伝統食材を使った
四季折々の創作懐石料理

福 井3

t40021154 検索

割烹で技を磨いた店主が厳選した
食材で奏でる絶品の魚介料理！

岐 阜4

t40022580 検索

居酒屋 創作懐石料理 居酒屋

●ご利用可能人数：2名〜 ●ご利用可能人数：2名〜

5%OFFお会計の

763393 検索
特典期間：9/15～10/31

●チャーハンをご注文の方に限る。●生ビー
ルは、本券1枚で生ビール小が1杯100円とな
ります。●ご利用可能人数：1名

ディナーランチ

鹿児島黒豚を使用した
こだわりのあんかけチャーハンをぜひ

富 山2

肉あんかけ
チャーハン炒王
イオンモール高岡店

t40022171 検索

中華料理

ディナーディナー

梅雨時のオススメスポット
一年中、季節ごとの旬の果実の

フルーツ狩りが楽しめる！
石 川2 オールシーズン快適な冷暖房完備！

一年中、テニスを満喫できる！
富 山5

JSSインドアテニス
スクール富山

富山市太郎丸本町3-11-6（太郎丸コート）
富山市黒瀬北町1-11-4（黒瀬コート）

●フルーツ狩りは品目ごとに料金が異なりますので、詳しくは
サービス提供企業サイトをご覧ください。 672497 検索

すべての
フルーツ狩り料金10%OFF

初心者も楽しめる豊富なコースが魅力！富 山4

660002 検索

 1,960円→980円

●おとな（中学生以上）
プール＋タオルセット

1,080円→540円

●おとな（中学生以上）
温泉＋タオルセット

●水着・スイミングキャップ・バスタオルをご用意ください。 
●小学生以下のお子様はご利用いただけません。662051 検索

金沢ゆめのゆ 
金沢市藤江南3-26

県内最大級の大浴場やサウナ、岩盤浴など
多彩なお風呂を満喫！石 川1

特典期間：～10/31 特典期間：～10/31

【入館料】　

1,550円→1,000円

●おとな（健康ランドコース）＋岩盤浴

1,050円→700円

●おとな（健康ランドコース）

海の生物たちを間近に
「見て、ふれて、楽しく学べる」体験型水族館

福 井1

越前松島水族館×ベネ・ステ特別デー 
坂井市三国町崎74-2-3

【入館料】 
■平日限定 半額  

2,000円→ 1,000円

●おとな（高校生以上）

1,000円→ 500円

●小・中学生

500円→ 250円

● 3歳～6歳 

■土・日・祝日限定 20％OFF

2,000円→ 1,600円

●おとな（高校生以上）

1,000円→ 800円

●小・中学生

500円→ 400円

● 3歳～6歳 

HOT NEWS! スポット＆お得情報 Pick up!

桜ヶ池クアガーデン
（アクアオアシスプール）

南砺市立野原東1514

加賀フルーツランド
加賀市豊町イ59-1

福 井8 広々とした打席でプレイできる、
年中無休、終日１球７円の練習場

●無人営業時間帯（朝7:30以前、および夜21:00以降）は対応できません。 

621906 検索

印田ゴルフセンター
福井市印田町18-4

プリペイドカードを一般料金より 5%OFF

距離240ヤード60ヤードまでは天然芝！火・水・金曜日は打放題を実施中

高岡市下伏間江383

②お好きなソフトドリンク
1杯サービス①生ビール（小）280円→100円

「極」+
飲み放題付

7,560円→5,900円

21%OFF
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富山石川

福井 岐阜

東海・北陸
MAP
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「自然」をテーマにした斬新なコースデザイン！
名古屋市内からのアクセスも抜群。

岐 阜6

トーシン ゴルフクラブ
セントラル コース

加茂郡富加町大平賀950

●料金は、昼食代、諸費用込みの価格です。昼食代は1,200円を超える場合、別途差額料金をいただき
ます。●土日祝日の2Bは+2,160円、平日の 2Bは+1,080円割増（その他割増なし）

621168 検索

【セルフプレー（昼食付き）】
●平日（通年）

10,000円→7,800円

●土・日・祝日（通年）

19,000円→13,700円

要事前予約

●料金は、昼食代、諸費用込みの価格です。昼食代は1,200円を超える場合、別途差額料金をいただき
ます。●セルフ乗用カート付き、セルフプレー ●土日祝日の2Ｂは＋2,160円、平日の2Ｂは＋1,080円
割増（その他割増なし） ●会員証1枚につき4名様まで適用。

621167 検索

トーシン さくらヒルズ 
ゴルフ クラブ

関市武芸川町八幡19-1

岐 阜7 ホールごとに戦略性が求められ、初心者から
上級者まで幅広く楽しめる18ホール！

要事前予約

【セルフプレー（昼食付き）】
●平日（3～6月・9～12月）

9,500円→7,800円

●土・日・祝日（3～6月・9～12月）

16,000円→12,100円

【レンタルコート（1面1時間）】
●日・祝・祭日 10:00～17:00／月～金 21:45～23:45●月～金 10:00～17:00

3,240円→2,160円
● 21:45〜夜間レンタルは 2か月〜 3日前までに予約してください。 ● 17:00前までのレンタルは前日
までに予約してください。

620441 検索
要事前予約

4,320円→2,700円

　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！

東海・北陸
石 川 富 山 福 井 岐 阜

お楽しみいただける三つの趣の異なる天浴場を
男女時間帯入替で湯めぐりを。

石 川3

ゆのくに天祥
（日帰り入浴）

加賀市山代温泉19-49-1

663624 検索

1,740円→900円

●おとな（中学生以上）

1,030円→450円

●こども（～小学生）

特典期間：～10/31

【入浴料】
更に、
ゆのくにの森
入村券プレゼント
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地元の“おいしいスポット”もお得に大満足！ 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！

●携帯クーポン不可。

●食券は購入せず、お席でクーポン提示時に代金の精算をお願いします。
●クーポン提示・ご本人様のみ適用。

金沢ロイヤルカレー創 
ささしまライブ店

時間制限なしでおいしいぶどうが食べ放題！三 重5 

エリア最大級、自然に囲まれた露天風呂で
心も体もリフレッシュ

三 重7

青山ガーデンリゾートホテル
ローザブランカ（日帰り入浴） 

伊賀市寺脇721

青蓮寺湖ぶどう狩り 名張市青蓮寺976

674519 検索

思わず満面の笑みがこぼれる！
家族や友達とワイワイ楽しめるメロン狩り＆食べ放題

愛 知2

●携帯クーポン不可。

50円OFF

661254 検索

おとな（中学生以上）・こども（小学生）・幼児（３歳以上）

特典期間：～10/31

特典期間：9/23・24
申込期間：～9/24

ニュー渥美観光
田原市保美町段土165

浜名湖を眺める露天風呂、
絶景や星空に心やすらぐくつろぎの温泉

静 岡4

●送料等、一部商品は対象外になります。 ●メロン狩りについ
ては、開催日を事前に施設へご確認ください。

要事前予約

672423 検索

660874 検索
特典期間：～9/30663369 検索

紫翠閣とうふや
（日帰り入浴） 

豊田市笹戸町畷7

矢作川の移ろう四季を楽しみながら
浸かる美肌の湯

愛 知1

特典期間：～9/30

昭和45年開設の歴史あるコース。
東名大井松田ICから約30分静 岡3

東名富士
カントリークラブ

駿東郡小山町竹之下3417

620657 検索

●巨峰狩りは別料金となります。

9,100円→8,600円

●平日

14,400円→13,900円

●土・日・祝日

●キャディフィは別途加算されます。 ●コンペサービス10名様以上の
場合、1,000円/お1人様当り、値引きします。

【入浴料】

600円→300円

●こども（小学生以下）

1,000円→400円

●おとな（中学生以上）

662891 検索

アクア×イグニス 
三重郡菰野町菰野4800-1

1,300円→650円

1,600円→800円

「癒」と「食」がテーマの上質な自然の恵みと
温泉を体感する複合温泉リゾート

三 重6

●平日 おとな

●土・日・祝日 
おとな

特典期間：～10/31

【入浴料＋ハンドタオル】

700円→500円おとな（中学生以上）

HOT NEWS! スポット＆お得情報 Pick up!

5%OFF
5%OFF

●メロン狩り・
メロン食べ放題

●店頭商品

要事前予約

油そば

静 岡1

油そば 柳
静岡市葵区御幸町7-3 杉田ビル1F

名古屋市中村区平池町4-60-14
鈴鹿市磯山1-8-40

t40024992 検索

焼肉

三 重3

東家 磯山店 

t40024830 検索
●1クーポンにつき３杯まで。 ●ソフトドリンクが対象となります。 ●ご利用可能人数：2名〜

カレー

独自にブレンドした数十種類のスパイス、
そこに野菜・果物にプラスの隠し味

美容にも良い独自ブレンド植物油と
豚の肩バラチャーシューのタレを混ぜた特製麺が絶品！

うまみが凝縮された上質なお肉を
リーズナブルに味わい尽くす！

愛 知2

t40024899 検索
ランチ ディナー ランチ ディナー ディナー

【平日限定】
油そば（700~800円） カレーをご注文の方に（500円） （3杯まで）ALLサイズ ワンコイン ソフトドリンクをサービス

20%OFFお会計の①すべて単品の
ご注文の場合、

10%OFFお会計の
②全食べ放題コース
ご注文の場合、

ホテル鞠水亭
（日帰り入浴）

浜松市西区舘山寺町398

764513 検索

ご家庭では体験できない
「非日常」の楽しさを提供しています！

愛 知1 NEW

ファンタジーキッズリゾート名古屋北
西春日井郡豊山町豊場幸田197-1 ヨシヅヤ豊山テラス2F

765183 検索

9/23・24開催！入園料450円均一！静 岡2

ぐりんぱ×ベネ・ステ特別デー
裾野市須山字藤原2427

デジタルチケット

【入園料】

1,200円→450円

●おとな（中学生以上）

800円→450円

●こども（3歳以上～小学生）

申込期間：～11/20
特典期間：～12/20

1,200円→ 800円
【遊び放題券（休日）】

愛知

三重

静岡
1
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【ぶどう狩り】

【日帰り入浴】1,080円→540円

【入浴料】

　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！

東海・北陸
三 重 愛 知 静 岡


