
※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12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12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！

ベネフィット
http://www.benefit-one.co.jp

1月号

簡単！お得！会員証を持って出かけよう！
会員証提示でご利用いただけるメニューをご紹介

「メニューNo.」または
「メニュー名」を入力して、
検索をクリック！

会員専用サイトの
トップページから検索！

特典詳細の確認は、スマホ・PCから
会員専用サイトをチェック！！

【入浴料】
●おとな（中学生以上） ●こども（小学生）

750円→ 650円 420円→ 320円

【日帰り入浴料（外来入浴）】
●おとな ●こども ●幼児

1,000円→ 900円 500円→ 450円 300円→ 250円

観月苑（日帰り入浴）
河東郡音更町十勝川温泉南14-2

660180 検索

662661 検索

【利用料金（1ゲーム）】

一般料金より50円OFF

帯広スズランボウル
帯広市稲田町南８線西12

679443 検索

ボーリングのほかメダルゲームを楽しめる
道東最大級のメダルゲームコーナーや

カラオケも充実！

道 東3

さむ～い季節は
ボーリングで体を動かそう！

朝〆大ぶりホルモンの鉄板焼きを
塩、しょうゆ、みその３種の味で楽しめる！

道 東2

平澤精肉店 帯広店

居酒屋

帯広市西2条南10-18-1

●要予約： 当日OK  ●宴会コースは除く。

●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。
●ご利用可能人数：2名〜

お会計の10%OFF お会計の10%OFF

新しい味覚が楽しめる豊富なメニューと
リーズナブルな価格が人気の居酒屋♪

道 北1

白木屋 富良野店

居酒屋

富良野市本町2-26 タウンプラザ10 1F

ディナーディナー t40019510 検索 t00016241 検索

稚内天然温泉 港のゆ
稚内市港1-6-28

道北
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北海道
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「庭園露天風呂」からの
日高連峰や十勝川の眺めは絶景

道 東2港に面した展望大露天風呂で絶景と
船の出入港を一望しながら温泉を堪能！

道 北1

北海道遺産にも指定された美人の湯「モール温泉」を満喫！

船の汽笛が
BGMの人気の日帰り天然温泉♪

お持ちのスマートフォンから、「ベネ
フィット・ステーション」にログイン！
TOPページの下部から、「Web会員
証」をご利用いただけます！

クリックするとWeb会員証が
表示されます！

※Web会員証ではご利用いただけない特典もございます。

Web会員証が便利！
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地元の“おいしいスポット”もお得に大満足！

ベネフィット
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1月号

簡単！お得！会員証を持って出かけよう！
会員証提示でご利用いただけるメニューをご紹介

「メニューNo.」または
「メニュー名」を入力して、
検索をクリック！

会員専用サイトの
トップページから検索！

特典詳細の確認は、スマホ・PCから
会員専用サイトをチェック！！

こだわりイタリアン堪能コース＋2時間飲み放題付

●お一人様５個まで。
●注文時にクーポンをご提示ください。

●ご利用可能人数：2名〜  ●最高割引額：3,000 円 ●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。

●入店時にクーポンをご提示ください。●月〜木の平日ご利用に限ります。
●ご利用可能人数：2名〜10名 
●最高割引額：5,000円

Ｇｒａｚｉｅ JR55店

デザートクレープはもちろんスナック感覚の
ホットクレープまでバラエティ豊かなメニューが人気♪

道 央1

ディッパーダン 
イオン滝川店

滝川市東町2-25-3 イオン滝川店
函館市本町11-12　
キングスランド行啓通1F

t10100206 検索

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
道 央2

九州名物 とめ手羽
札幌駅前店

札幌市中央区北３条西1-1-11 
サンメモリアビルB1

札幌市中央区北５条西５ 
ＪＲ５５ＳＡＰＰＯＲＯ ６Ｆ

t40011800 検索

ひねりを効かせた贅沢イタリアンを
リーズナブルに！

道 央3

t00017367 検索

「わっぜうまか」な四季折々の料理に舌鼓を
打ちながら、ゆるりとお酒を楽しめる居酒屋

道 南4

山内農場 函館五稜郭店

t40014817 検索

10%OFFお会計の

20%OFFお会計の

ディナー

「バナナチョコクレープ
200円クーポン」
バナナチョコクレープ
（１つ370円）が200円

●要予約：  前日まで
●ご利用可能人数：2名〜80名

5,000円→3,000円 40%OFF

【日帰り入浴料】
●おとな（中学生以上） ●こども（小学生）

500円→ 300円 300円→ 100円

【入場料】
●おとな ●こども（小中学生）

520円→ 470円 300円→ 270円

【入浴料】
●おとな（13歳以上）平日 ●おとな（13歳以上）土・日・祝日

800円→ 700円 1,000円→ 900円

【入館料［湯着付］】
●おとな（中学生以上）平日 ●おとな（中学生以上）土・日・祝・特別日

750円→ 650円 850円→ 750円

さっぽろ羊ヶ丘展望台
札幌市豊平区羊ケ丘1

えにわ温泉ほのか
恵庭市戸磯397-2

小樽朝里クラッセホテル（日帰り温浴）
小樽市朝里川温泉2-676

676366 検索

662836 検索

661968 検索662443 検索

ホテルグリーンパークしんとつかわ
樺戸郡新十津川町字総進 （ふるさと公園内）

「北海道遺産のモール温泉、塩化物泉」
2つの天然温泉を満喫！

広大な牧草地で草を食む羊たちの群れを眺められる
北海道らしい風景！

道 央2

道 央3

ピンネシリ岳を望む清らかな水と緑の山里、
良質な温泉の美郷の里

道 央1 癒しの森につつまれた空間で心と体に
上質のやすらぎをもたらす“エイジングケアリゾート”

道 央4

ゆったり芯まで
温まれる

40度前後のぬるめが嬉しい！

洗練された落ち着いた空間で優雅な気分を満喫！

●会員証1枚につき5名様まで適用。

●会員証1枚につき4名様まで適用。●平日11：00〜20：00まで受付（21：00終了）
●土・日・祝日11：00〜15：00まで受付（16：00終了）●営業時間は変動する場合有り。

ディナー

クレープ 居酒屋 イタリアンダイニング 居酒屋

ディナーランチ ディナー
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お持ちのスマートフォンから、「ベネ
フィット・ステーション」にログイン！
TOPページの下部から、「Web会員
証」をご利用いただけます！

クリックするとWeb会員証が
表示されます！

※Web会員証ではご利用いただけない特典もございます。

Web会員証が便利！


