
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
【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。

※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。
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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！

E
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REMO神戸ポートピアホテル 

●ご利用可能人数：4～40名
●要予約：前日まで

ごきげんえびす 
守山駅前店／近江八幡駅前店／
彦根店

神戸市中央区港島中町6-10-1　
神戸ポートピアホテル 本館 1F　

t40025465 検索

居酒屋

ごきげんえびす 滋賀県 検索
●ご利用可能人数：1～10名 ●コース・飲み放題・フェア・
キャンペーンメニュー注文時は除く。●12/２８～１/３は除く

●お持ち帰り商品割引不可。

廻転寿司

兵 庫1 滋 賀3選び抜かれた鮮度抜群の
“旬”のネタを真心こめて

イタリア人シェフ監修の本格イタリアン＆
フリードリンクのお得なプラン♪

九州名物、薩摩茶美豚の“炙り焼”、高原鶏の“ゴロ焼”のほか、
５種類のYEBISUビール“樽生”を堪能！

京 都2

にぎり長次郎 
北山紫竹店／宝ヶ池店／西京極店／
CHOJIRO 四条木屋町店 など京都府11店舗

長次郎 京都府 検索

オーガニックワイン＆スパークリング
飲み放題Mareプラン全5品 

6,300円→ 5,000円

20%OFF

ランチ ディナー

5%OFF店内ご飲食代より 20%OFFお会計の

ディナーディナー

イタリアンバール

地元の“おいしいスポット”もお得に大満足！

要事前予約

●利用期間等、詳しくは各農園にお問合せください。
●予約は各農園へ直接電話連絡してください。

キムラスクエアガーデン
JOY FUTSAL PLAZA 

東近江市五個荘日吉町1081

フットサル愛好者に大人気！
コート、クラブハウスも充実のスポーツ施設

滋 賀7

621038 検索

最高のロケーションと癒しの天然温泉。
都市型リゾートで心和むひとときを

兵 庫2

664100 検索

外輪船ミシガン 大津市浜大津5-1-1

676115 検索

2017年開業130周年を迎えた、琵琶湖汽船。
船上から楽しむ雄大な琵琶湖の景色は圧巻！

滋 賀6

675043 検索

神戸市観光
園芸協会

神戸の大自然でもぎたてを楽しむ！　
９月から１１月はいも掘り、かき狩りのシーズン！

兵 庫1

【いちご狩り、ぶどう狩り、なし狩り、いも掘り、かき狩り、とうもろこし狩り】

各50〜100円OFFおとな・
こども

神戸みなと温泉 蓮 神戸市中央区新港町1-1

【入館料＋彩御膳】

4,200円→3,600円
●平日

特典期間：～9/30 特典期間：～9/30

4,600円→4,100円
●土日祝

心と身体の癒しの森 るり渓温泉
南丹市園部町大河内広谷1-14

家族みんなで豊かな自然と天然温泉、
温水プールなどまるごと堪能できる高原リゾート

京 都4

男女合せて全20種類のお風呂が楽しめます。サウナでは、
大団扇で熱波をあびるロウリュサービスを毎日開催！

京 都5

662837 検索

要事前予約

京都市右京区嵯峨野宮ノ元町55-4-7
さがの温泉 天山の湯

663094 検索

エスペリオ京都スポーツガーデン
亀岡市ひえ田野町芦ノ山アゲキ1-9

関西初上陸のペイントボールフィールドと
フットサルコートを併設した総合スポーツ施設！

京 都3

621017 検索

特典期間：～9/30

特典期間：～9/30

年会費無料●初年度のみ 500円OFF●コート料 

（1時間のご利用につき）

●ペイントボール撃ち切りコース：ボール100発（1人につき）プレゼント

【入館料】 1,050円→850円おとな（中学生以上）

要事前予約

要事前予約

【コート利用料金】

10%OFFミシガンクルーズ乗船料

9,720円→5,400円

ミシガンは今年で就航35周年！

【お気軽入浴プラン】

700円→350円

●おとな（中学生以上）平日

800円→400円

●おとな（中学生以上）土・日・祝日

更に、レンタルタオルセット無料
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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  西
兵 庫 京 都 滋 賀
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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！

大起水産回転寿司 
紀ノ川店

スイーツブッフェ

大 阪1

SATSUKI LOUNGE
ホテルニューオータニ大阪 

大阪市中央区城見1-4-1　ホテルニューオータニ大阪１F
和歌山市平岡123-1

t40023416 検索

回転寿司

和歌山3

t40021369 検索●要予約：前日まで

和食

食べたいものを自由に組み合わせられる
カフェテリアスタイルのお食事処

みずみずしい季節のフルーツをふんだんに使った
スイーツとホテル自慢のサンドウィッチがズラリ

独自の仕入れルートだから実現できる！
鮮度バツグンのネタが自慢

奈 良2

ザめしや 
平城京店／橿原畝傍店 

ザめしや 奈良県 検索

【スイーツ＆サンドウィッチビュッフェ】
●平日 5,000円→ 3,980円
●土・日祝 5,500円→ 4,480円

20%OFF

18%OFF
●１グループにつき１枚限り有効。●店内での食事に限る。
●半額販売の時間帯での使用不可。

ランチ ディナー

100円OFF
総額500円以上のご利用で、

5%OFFお会計の

ランチ

●飲食金額1,000円（税抜） 以上の利用に限る。
●店内での食事に限る。 ●汁ものサービス券のみ併用可。 

ランチ ディナー

一般料金より

地元の“おいしいスポット”もお得に大満足！

●利用時期により、サービス内容が異なる場合があります。
詳しくは現地へお問合せください。 672717 検索

観光農園 南楽園

「自然を生かし自然に生かされる」
四季を楽しめる味覚狩りの里

大 阪1

【9月】 

9,250円→7,190円

14,390円→ 10,280円

●平日

●土日祝

国木原ゴルフ倶楽部 海草郡紀美野町国木原551-14

挑戦意欲をそそる戦略的ゴルフコース和歌山4

白浜温泉の源泉と炭酸泉・酸素泉と
多種多様のお風呂に岩盤浴

和歌山5

661522 検索

奈良健康ランド
天理市嘉幡町600-1

天然温泉、檜風呂など多種多様なお湯で、
心も身体もリフレッシュ

奈 良3

大阪市福島区福島5-6-16

大 阪2

特典期間：～9/30

660919 検索

621594 検索
●他の月については、会員専用サイトをご確認ください。

特典期間：～9/30

●キャンペーン
（味覚狩り＋焼肉＋入園料）は  100円OFF
●みかん狩り（入園料含む） 10%OFF

●会員証提示でもご利用いただけます。 

【入浴料】
2,700円→1,700円おとな（18歳以上）

【入館料】
1,620円→1,520円おとな（中学生以上） 800円→400円

チムジルバンスパ

特典① 10名以上の利用で昼食付き 特典② 1ドリンクサービス

要事前予約

HOT NEWS! スポット＆お得情報 Pick up!

シーズンごとに旬の果実や野菜の味覚狩りを楽しめる

堺市南区別所1457

疲れたココロとカラダを癒してリラックス&リフレッシュ

ホテル阪神 スパ&サウナ
「阪神サウナ」 661125 検索

地下約1,000mより湧き出た天然温泉「徳次郎の湯」

ホテル阪神 スパ&エステ
「テフ」 661126 検索

白浜温泉　
とれとれの湯

西牟婁郡白浜町堅田2508

●別途入館料が必要です。●当施設が定める特別期間〈GW・お盆・正月・キャンペーン期間等）は、割引
対象外です。●深夜2:00～ 5:00は、別途1,620円が必要となります。
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信貴の山並みが楽しめる、
関西屈指の大露天風呂！

大 阪2

源気温泉 八尾おゆば

664125 検索

【入浴料】

750円→650円 800円→700円

おとな

●平日
●土・
日・祝日

八尾市柏村町2-65-1

NEW

【入浴料 + 岩盤浴（50分）+ 冷たいお水1本】

1,550円→1,000円

●平日 ●土・日・祝日

源気温泉 
万博おゆば

吹田市千里万博公園11-11

664123 検索

癒しと安らぎの温泉　
〜北摂の万博庭園〜

大 阪1 NEW

1,600円→1,000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！

関  西
奈 良 和歌山大 阪


