
【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10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！

※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10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。※休館日や入浴可能時間の詳細については、施設HPまたはお電話にて事前にお問合せください。

11月号

色づく木々の美景、秋の夜長をの～んびり楽しもう！色づく木々の美景、秋の夜長をの～んびり楽しもう！
心もおなかも大満足！ 近場の温泉で極楽気分♪

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！
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1 店名や最寄駅など
キーワードで検索

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 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！

洋菓子

ルイドール
前橋市元総社町2-28-1 THパレロワイヤル101 佐野市免鳥町772-4 水戸市大町3-1-5

t00016415 検索

フランス料理

レストラン 西洋堂 

t40023152 検索
●要予約： ご利用日の当日可
①●2～6名様までの利用に限る。②●7名様以上の利用に限る。

和風居酒屋

群 馬1 華やかで美しい、クラシカルなフランス菓子 茨 城3 皇室御用達の老舗レストラン
地元民に人気の、コスパの良い

美味しい季節料理屋
栃 木2

季節料理 竹姫

t40024844 検索
ディナー

1,000円以上お買い上げで、
マカロン１個プレゼント

グラスビール又は
ソフトドリンク1杯サービス 

①（ランチ）ドリンク1杯サービス
②（ディナー）ボトルワイン1本サービス

ランチ ディナー

ランチ ディナー

47.4度で地下1,500ｍからくみ上げた
源泉100％の「招美の湯」が人気！

群 馬1

661805 検索

湯楽の里　
伊勢崎店

伊勢崎市韮塚町1191-1

【入館＋レンタルタオルセット + レンタル館内着】

100円OFF通常価格から

HOT NEWS! スポット＆お得情報 Pick up!

663561 検索
申込期間：～11/20　ご招待期間：12/1～12/31

水戸I.C.より約10分でアクセスできる
森林に囲まれダム湖を

一望する癒しの湯

茨 城1

城里町健康増進施設 
ホロルの湯

東茨城郡城里町下古内1829-3

抽選で総勢50名様へ

無料ご招待プレゼント
更に、全員に1　　　プレゼント

デジタルチケット

要事前予約

中禅寺湖のほとりにたたずむ
奈良時代に開湯した湯元温泉の宿

栃 木3

休暇村 日光湯元
日光市湯元温泉

660070 検索
特典期間：～12/31

【入浴料】

900円→600円 500円→350円

500円→350円

●おとな
（中学生以上）

●小学生 

●幼児 更に、ラウンジ100円OFF

温泉情緒にあふれた歴史ある人気の名湯

山陽ホテル
（日帰り入浴）

渋川市伊香保町伊香保557-13 

万葉集にも謳われた歴史と伝統を誇る温泉地
「伊香保」の“白銀の湯”の露天風呂が人気！

群 馬2

661648 検索

●おとな（中学生以上）

1,200円→ 700円

●こども（小学生以下）  

1,100円→ 600円

【入浴料】

●バスタオルの貸出しは、540円別途いただきます。 

“黄金の湯”で知られる伊香保で近年発見された源泉無色透明の“白銀の湯”を堪能！

4

アクア・ヴィーナス
那須郡那須町湯本203

水の力で元気になる。
時間を忘れて心身ともにリフレッシュ！

栃 木4

660824 検索
特典期間：～11/26

流れる温泉プールと
３種の泉質の「湯遊天国」を満喫！

●おとな（中学生以上）

：平日 2,800円→ 2,400円

●おとな（中学生以上）

：土・日・祝日  3,300円→  2,800円

●こども（3歳～小学生）

：平日 1,650円→ 1,500円

●こども（3歳～小学生）

：土・日・祝日 1,950円→ 1,900円

【ランチ & 入浴料】

更に、レンタルタオル無料

要事前予約

茨城

栃木

群馬
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【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10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！

※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10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。※休館日や入浴可能時間の詳細については、施設HPまたはお電話にて事前にお問合せください。

11月号

色づく木々の美景、秋の夜長をの～んびり楽しもう！色づく木々の美景、秋の夜長をの～んびり楽しもう！
心もおなかも大満足！ 近場の温泉で極楽気分♪

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！

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！

HOT NEWS! スポット＆お得情報 Pick up!

664145 検索

上質な癒やしと食や
イベントで充実のひとときを

埼 玉1 NEW

イタリア料理

リストランテ・イ・プロフーミ
さいたま市浦和区仲町2-15-9  西山ビル2F 千葉市稲毛区長沼原町731-17 

フレスポ稲毛内
港区新橋1-2-6 B1F

t40021754 検索

ブッフェ

世界バイキング「エトワール」
／第一ホテル東京

t40024848 検索
●メニューは仕入れ状況により変更になる場合がございます。ご了承
くださいませ。●ご利用時間は、2時間制とさせていただいております。

●要予約：ご利用日の当日可 ●ご利用可能人数：2～18人 ●ドリンクは、
スパークリングワイン・自家製有機リモンチェロ・自家製チョコレートチェロ・
自家製香草チェロに限る。●テーブル統一で、お1人様1杯の御提供です。

ブッフェ

埼 玉1 華やかで美しい、クラシカルなフランス菓子 東 京3 季節ごとにフェアを開催中！
上質な寛ぎの空間で楽しむ
和食バイキングレストラン

千 葉2

健康バイキング 八葉 稲毛店

t40025787 検索
ディナー

乾杯用スパークリングワイン又は
自家製オリジナル食後酒1杯サービス

ランチ ディナーディナー

10%OFFお会計の

①お一人様2,800円【平日限定】
ランチバイキング 3,500円→ 2,800円 20%OFF

②お一人様3,300円【土日祝限定】
ランチバイキング　　 4,000円→ 3,300円 17%OFF●ニラックスブッフェレストランでご利用頂けます。●1会計で1枚、6名様までご利用頂け

ます。●テイクアウト商品には、ご利用いただけません。●一部対象外店舗（しゃぶ葉、
むさしの森珈琲など）があります。●株主優待券・ジェフグルメカードとの併用は可能です。

●土・日・祝日・特定日は休日割増料 350円が必要となります。● 18歳未満の方、大小に関わらず入墨・タトゥーを
されている方のご入館をお断りいたしております。

関 東 ＜北＞
埼 玉 千 葉 東 京

美楽温泉
SPA-HERBS

さいたま市北区植竹町1-816-8

【入館料】

660068 検索

江戸情緒たっぷりの空間でゆっくりと
温泉を堪能できる人気の温泉テーマパーク

東 京6

特典期間：～12/22

東京お台場　
大江戸温泉物語

江東区青海2-6-3

660034 検索

ココロもカラダもゆっくり癒される、
万葉流湯治へ

東 京7

東京・湯河原温泉 万葉の湯
町田市鶴間7-3-1

期間限定！「スパ ラクーア」と
「宇宙ミュージアムTeNQ」の入館券セット

東 京5

東京ドーム
天然温泉
スパ ラクーア

文京区春日1-1-1 
東京ドームシティ
ＬａＱｕａ5～9F（フロント6F）

ベトナムの雰囲気漂うアジアン風プチリゾート。
源泉・炭酸泉・岩盤浴などが充実

埼 玉1

662114 検索

天然温泉　
花咲の湯
HANASAKI SPA

上尾市原市570

休暇村 館山
館山市見物725

660079 検索
特典期間：～12/31

花と海と温泉が楽しめる
全室オーシャンビューの宿

千 葉2 

タイムズ 
スパ・レスタ

豊島区東池袋4-25-9 
タイムズステーション池袋10～12F

660736 検索
特典期間：～12/31

都会の喧騒を忘れさせる洗練された
くつろぎ空間で過ごす癒しのひととき

東 京4 

【平日入館料＋かき氷（いちごor 抹茶）】

3,150円→2,300円レンタルタオルセット無料（通常250円）
入浴ご利用のお客様 おとな4名様まで

大江戸温泉物語
浦安万華郷

浦安市日の出7-3-12

660565 検索
特典期間：～12/31

天然温泉や水着露天風呂など38のお風呂が
楽しめる千葉県最大級の温泉テーマパーク

千 葉3 

1,036円→410円

【入場料＋館内着】平日

2,050円→1,424円

●おとな（中学生以上）

【スパ ラクーア×宇宙ミュージアムTeNQ（テンキュー） 入館セット引換券】

3,252～4,650円→2,890円
1,026円→918円

●こども（4歳～小学生）

●引き換え場所：法人サービスカウンター（東京ドームシティ ミーツポート２F）
●9時～20時

●館内利用券は各施設やご利用日時により異なります。詳細は各施設ページをご覧ください。
●おとな（中学生以上）のみの取り扱いとなります。

660095 検索申込期間：～12/30　デジタルチケット有効期限：～12/31
引き換え後チケット有効期限：～2018/3/31

デジタルチケット

申込期間：～12/27　特典期間：～12/27

デジタルチケット

【ご入場券】
最大2,936円→1,770円おとな（中学生以上）

2,808円 3,024円●平日 ●土・日・祝日

2017年10月5日リニューアルオープン！

毎日がお祭り！のお江戸の町と温泉で1日遊びつくす！

【入浴料】

800円→700円
●おとな
（中学生以上）

●おとな
（18歳以上）

おとな（中学生以上）

500円→400円
●小学生・
幼児

更に、休暇村オリジナルフェイスタオルプレゼント

【万葉の湯 全館共通特典】
ベネフィット・ステーション限定
入館料＋セルフワンドリンク＋館内利用券セット 4,201円相当
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