
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。

※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♪
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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！

●宴会コースは除く。 ●コース・飲み放題・キャンペーンメニュー
は除く 。

●クーポンの追加注文時・会計時提示は無効。●宴会コース、利用可。ただし、飲み放題付
3,000円(税込)以下の宴会コースは除く。●食べ放題、飲み放題、単品飲み放題、ちょい飲みセッ
ト、２次会コース、90分ライトコース、ランチ、学割プラン、他券、各種セール・キャンペーンとの
併用不可。●席料、お通し代は特典対象外。 

●クーポンの追加注文時・会計時提示は無効。●宴会コース、利用可。ただし、飲み放題付
3,000円(税込)以下の宴会コースは除く。●食べ放題、飲み放題、単品飲み放題、ちょい飲みセッ
ト、２次会コース、90分ライトコース、ランチ、学割プラン、他券、各種セール・キャンペーンとの
併用不可。●席料、お通し代は特典対象外。 

魚民 
敦賀駅前店

『素材の美味さ』という食の本質を
追及した料理の数々をぜひ！

石 川1

鹿児島県霧島市 塚田農場  
金沢駅西口店

金沢市広岡1-9-16　
マストスクエア金沢2F 大垣市宮町1-1 スイトテラス1F

t40025469 検索
ディナー

ディナー ディナー ディナー

新しい感覚を取り入れた豊富な
メニューと、リーズナブルな価格で人気

富 山2

白木屋  
富山南口駅前店 

富山市新富町1-2-3 CICB1 敦賀市白銀町7-6 栗田ビル1F2F

t00014561 検索

ゆったりと個室感覚で
おくつろぎいただけるのが「魚民」

福 井3

t40019598 検索

ローストビーフやチキン南蛮、
今宵は名物料理＆樽生！

岐 阜4

ごきげんえびす　
大垣店

t40021728 検索

居酒屋 居酒屋 居酒屋 居酒屋

20%OFFお会計の10%OFFお会計の

10%OFFお会計の 10%OFFお会計の

地元の“おいしいスポット”もお得に大満足！

662812 検索

7つの浴場を楽しめる「七福湯めぐり」で
飲める温泉、源泉かけ流しの名湯を味わい尽くす！

福 井5

あわらグランドホテル
あわら市温泉4-2

660134 検索

日本海屈指の景勝地・東尋坊近くの
自然に囲まれて天然温泉を心ゆくまで満喫！

福 井4

休暇村 越前三国
坂井市三国町崎15-45

663624 検索
特典期間：～11/30

広々とした露天風呂で自家源泉から湧き出る
加水なしのかけ流し温泉を堪能！

石 川2 

ゆのくに天祥（日帰り入浴）
加賀市山代温泉19-49-1

665413 検索

健康づくりと癒しの総合施設。立山連峰を
仰ぎ見る絶景の天然温泉「湯治庵」が人気！

富 山3 

とやま健康パーク
富山市友杉151

662051 検索
特典期間：～11/30

天然温泉の県内最大級の大浴場のほか炭酸泉、ラジウム湯、
ジェット浴など多彩なお風呂＆岩盤浴が魅力！

石 川1 

金沢ゆめのゆ
金沢市藤江南3-26

664146 検索

下呂温泉の名湯を源泉掛け流し＆貸し切りで！
趣の異なる7つのタイプの浴場を楽しめる！

岐 阜8

小川屋別館　
ゆらぎ～YURAGI～
（日帰り入浴）

下呂市湯之島570

663594 検索
特典期間：～11/30

日本三名泉のひとつ「下呂温泉」を
あますところなく味わい尽くす湯めぐりの休日

岐 阜7

水明館（日帰り入浴）
下呂市幸田1268

662607 検索
特典期間：～12/25

露天風呂、岩風呂、流水浴、健康美効炉など
個性豊かな温泉・サウナを心ゆくまで満喫！

岐 阜6

天然温泉コロナの湯　
大垣店

大垣市三塚町字西沼523-1

【入泉料＋健美効炉（低温サウナ）】

980円
おとな
（中学生以上）

【入館料】

1,620円→1,080円

おとな（健康ランドコース）＋岩盤浴

【入浴料】

1,740円→900円

●おとな

1,030円→450円

●こども（小学生まで）

【入浴料】

500円→350円
●おとな

（中学生以上）

350円→250円
●小学生・
幼児 

【入浴料】 1,100円→550円おとな（中学生以上） 

【貸切風呂 利用料金】

4,320円→3,240円

肌ざわりが優しく湯上りもしっとりすべすべな「美人の湯」として有名！

●入湯税別途100円

要事前予約

【入館料】10%OFF

●日帰り入浴時間 11:30～15:00 （但し金曜日は施設メンテナンスの為休み）

加賀伝統工芸村ゆのくにの森 入村券プレゼント

薬湯や半身浴、
寝湯など
個性的な湯殿で過ごす極上のひととき

【入浴料（タオル付）】

800円→700円
●ご利用は1時間となります。 ●利用時間:15:00～深夜0:00 ●都合により利用時間の変更がある場合がござい
ます。詳しくは当日お電話または係りにお尋ねください。

富山
石川

福井 岐阜

東海・北陸
MAP
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東海・北陸
石 川 富 山 福 井 岐 阜
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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♪

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！

ダイニングバー

ＩＺＡＫＡＹＡ ＷＥＳＴ

四日市市西浦1-1-4 ミサヤビル 2F 名古屋市中区栄4-2-10 小浅ビル B1

静岡市葵区両替町２-5-13 石井ビル2F

t40025648 検索

ハイボール＆チキンダイニング

トリッキー

t40025954 検索
●コース、飲み放題、テイクアウトは除く。●営業日、営業時間、価格
等は変更する可能性がございます。（不定休のため、ご予約をお願いい
たします。）詳しくは店舗へお問合せください。

●ご利用可能人数：2～25名 ●要予約：前日まで

居酒屋

三 重1 アットホームな雰囲気の中で
ホッと寛ぐやすらぎのひとときを

静 岡3 チキン×ハイボールを手軽に楽しむ 
名物「ビア缶チキン」はSNS映え抜群

からあげグランプリ連続金賞！
九州料理も勢揃いの人気店

愛 知2

九州名物 とめ手羽 
栄店

t40011804 検索
ディナー

20%OFFお会計の10%OFFお会計の

ディナー

２時間飲み放題付！お勧めコース

地元の“おいしいスポット”もお得に大満足！

●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。

660590 検索

湯河原温泉の上質な名湯を
伊豆の玄関口・沼津で堪能！

静 岡6 

沼津・湯河原温泉 
万葉の湯

沼津市岡宮1208-1

申込期間：～12/27　特典期間：～12/27

デジタルチケット

2,808円●平日 3,024円●土・日・祝日

661354 検索

空と有無と湯舟が一体に見えるかつてない大パノラマの
大浴場から太平洋を一望しながら贅沢なひとときを

静 岡5

赤沢日帰り温泉館
伊東市赤沢字浮山170-2

【入館料】おとな（中学生以上）・
こども（4歳～小学生）200円OFF

「日本の夕陽百選」にも選ばれた黄金色にきらめく
夕陽を眺めながら天然温泉につかる特別なひとときを

三 重2

プレミアリゾート 夕雅 伊勢志摩（日帰り入浴）
志摩市浜島町浜島1645 

【日帰り温泉入浴プラン】 
●①三重県･大内山酪農アイスクリームを 

お1人様につき、1カップのプレゼント
●②レンタルバスタオル＆レンタルフェイスタオルを

お1人様につき、1セット付

●①と②の特典は併用可能となります。その他サービスとの併用は不可。 
●入浴料:お1人様1,000円 ●日帰り温泉入浴可能時間:15:00～19:00 ●特典除外期間：年末年始

663896 検索

662431 検索

炭酸風呂、水素風呂、ジェットバスなど
多彩なお風呂を気軽に楽しめる！

静 岡7

浜松温泉 喜多の湯
浜松市東区天王町1982-1

【入浴料（入館料）】
650円→600円おとな（中学生以上）

露天風呂、岩風呂、流水浴、健美効炉など
個性豊かな温泉・サウナを思う存分、満喫！

愛 知4

身も心もリラックスできる低温度・低湿度のサウナが大人気！

特典期間：～12/25

662620 検索コロナの湯 半田店

662619 検索天然温泉 コロナの湯 安城店

662618 検索天然温泉 コロナの湯 中川店

662606 検索コロナの湯 豊川店

980円
【入泉料 + 健美効炉（低温サウナ）】

おとな（中学生以上）

画像：天然温泉　コロナの湯　中川店

662891 検索
特典期間：～12/31

｢癒し｣と｢食｣をテーマにした
複合温泉リゾート施設

三 重1 

アクア×イグニス
三重郡菰野町菰野4800-1

【入浴料＋ランチ（和・洋選択可）＋ケーキセット】

おとな・中高生

要事前予約

4,300円

661924 検索
特典期間：～11/30

炭酸泉、にごり湯が魅力の展望大浴場で
島村藤村「椰子の実」の郷の豊かな四季を楽しむ

愛 知3 

休暇村 伊良湖
田原市中山町大松上1

【入浴料＋バーベキュー（フェイスタオル付）】

3,700円→3,200円

●おとな（中学生以上）

3,500円→3,200円

●こども（小学生・4歳以上）

要事前予約

●幼児3 歳以下無料（食材はつきません）

【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

4,280円→3,700円

ディナー

静岡

東海・北陸
MAP
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愛知

三重
●半田店は韓国式岩盤浴チムジルバンとなります。

東海・北陸
三 重 愛 知 静 岡




