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地元の“おいしいスポット”もお得に大満足！

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

ベネフィット
http://www.benefit-one.co.jp

「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！！

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！

鮨・一品料理

浜蝶
青森市古川1-20-12

t30016691 検索

青 森1 腕に自信の主人がにぎるうまい江戸前寿司

ランチ ディナー

お会計の10%OFF

美酒・創菜ダイニング

寧々家 一関駅前店
一関市駅前３番地

t00023632 検索

岩 手2 創作料理をベースにした１００種類以上のお料理と、

２５０種類以上のドリンクで、多種多様なシーンを演出する居酒屋

●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。

居酒屋 

めでた家 秋田西口駅前店
秋田市中通4-13-2 アジマックス秋田駅前ビル1F

t00014753 検索

秋 田3 「串焼き」「手羽先揚げ」「熱々もやし炒め」など

気軽に立ち寄れる炭火焼鳥店

お会計の10%OFFグループ
合計金額の20%OFF
●コース・飲み放題注文時は除く。
●最高割引額：5,000円

トヨタレンタカー

655567 検索

事前予約不要！！
人気のハイブリッド車を中心に、

幅広いラインナップ！レジャーからビジネスまで
あらゆるシーンにぴったりのクルマをご用意

1

HOT NEWS! スポット＆お得情報 Pick up!

ディナー ディナー

東北
MAP

【入館料】
●おとな ●中・高校生 ●小学生 

500円→ 450円 300円→ 270円 100円→ 90円

【入浴料】
●おとな（中学生以上） ●こども（小学生以下） 

500円→ 450円 250円→ 220円

【入浴料】
●おとな（中学生以上） ●こども（小学生）

600円→ 500円 200円→ 100円

【レンタカー基本料金】

 15%OFF

更に、ミュージアムショップにて
お買い上げの方 10%OFF

打
う っ と う

当温泉 マタギの湯
北秋田市阿仁打当字仙北渡道上ミ67  

角館歴史村 
青柳家

仙北市角館町表町下丁3  

鰐
わ に

ｃｏｍｅ
南津軽郡大鰐町大字大鰐字川辺11-11

661619 検索 672692 検索

662937 検索

670075 検索

青函連絡船メモリアルシップ八甲田丸
青森市柳川1-112-15地先

趣の違う2種類の大浴場は男女日替わりで楽しめ、
広 と々した露天風呂が自慢

大浴場をはじめ、露天風呂・個室風呂など
多彩な天然温泉を源泉かけ流しで満喫！

格式高い薬医門で知られる青柳家は
角館を代表する武家屋敷

青 森2

秋 田3 秋 田4

青森港に浮かぶ鉄道連絡船ミュージアム青 森1

船内は、連絡船の歴史や船の構造、操舵室や鉄道車両を運んだ車両甲板を見学することができます！

●会員証1枚につき6名様まで適用。

●幼児は無料。 ●詳細は会員専用サイトをご確認ください。

特典期間：～1/31 

入村料割引

青森

秋田
岩手
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東  北
青 森 岩 手 秋 田

●一部対象外あり。●他割引との併用不可。
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●要予約： 前日まで
●ご利用可能人数：2名～

居酒屋

ほっこり 仙台店
仙台市青葉区中央3-6-1　仙台ＴＲビル８Ｆ

t00007404 検索

宮 城1 京都の町屋をイメージした店内は
くつろぎのほっこり空間

ラーメン

山岡家 山形青田店
山形市青田5-15-50

t00006199 検索

山 形2 ３つのこだわりが生む、
また食べたくなるラーメン！

●クーポンとクレジットカード併用不可 ●ご注文時にクーポンをご提示ください。
●ご利用可能人数：1名～4名

しゃぶしゃぶ食べ放題

鍋奉行 郡山陣屋店
郡山市駅前1-8-2

t40021125 検索

福 島3 北は北海道、南は九州熊本まで

全国各地の鍋料理が味わえる

ディナー

トッピング１品無料（110円まで）×
人数分（4名までに限る）

宴会ご予約で飲み放題付き
各コース人数×500円OFF500円OFF 

１グループにつき
２～３名様

1,000円OFF ４名様ごとに

ディナーランチ ディナー
●コース料理は除く。●最高割引額：3,000円

【入浴料（90分）】
●おとな（中学生以上） ●こども（小学生）

1,000円→ 900円 700円→ 600円

【利用料】
●おとな（中学生以上） ●こども（小学生）

1,000円→ 900円 700円→ 600円
【入浴料】

1,000円→ 700円 おとな（中学生以上）

たちばなや
（日帰り入浴）

鶴岡市湯温海丁3  

グランドサンピア
猪苗代
リゾートホテル

耶麻郡猪苗代町綿場7126 裏磐梯 グランデコ 東急ホテル 
～ぶなの湯～ （日帰り入浴）

耶麻郡北塩原村檜原荒砂沢山1082

●日帰りでの利用時間/12:00～16:00 
●休館日があります。詳しくは施設へお問合せください。 

●会員証1枚につき4名様まで適用。　
●要事前予約

●利用時間9:00～16:00
●貸し切り等でご利用できない場合がございます。

裏磐梯の標高1,000mに位置する
高原リゾートホテル

創業三百余年、
緑と人の優しさに包まれた癒しの湯宿

内湯・露天風呂ともに源泉かけ流しの天然温泉で
心身共にリラックス

福 島5山 形3

福 島4

661005 検索

662510 検索 661236 検索

石ノ森萬画館
石巻市中瀬2-7

●会員証1枚につき6名様まで適用。

石ノ森章太郎生誕80周年！
日本最大級のマンガミュージアム！

宮 城1

760137 検索

【観覧料】

20%OFF一般料金より

東北
MAP

ホットコーヒー引換券（１杯）プレゼント

上山城
上山市元城内3-7

●詳細は会員専用サイトをご確認ください。●ホットコーヒー引換券の
プレゼントは、上山城にご入館された会員様を対象とした特典となります。
●会員証 1枚につき 5名様まで適用。

「月岡城」の別名と城主の氏族がめまぐるしく変わった
歴史を持つ人気の模擬天守と歴史資料館

山 形2

675594 検索

入館料割引

天守閣からは
蔵王連峰と
上山市街を

一望できます！

特典期間：～1/31 
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