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※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！

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！

●お一人様一皿まで 
●注文時に「食べタイム」クーポンを利用の旨、お申し出ください。

ファミリーレストラン

おひつ 四六時中 
イオンモール高崎店

高崎市棟高町1400 イオンモール高崎１Ｆ

t00011543 検索

群 馬1 地域の方に親しまれるサービスとおいしく楽しい

食事シーンを提供するレストラン

ランチ ディナー
ランチ ディナー

ラーメン

喜多方ラーメン坂内
宇都宮店

宇都宮市北若松原1-16-13

t40026275 検索

栃 木2 飽きの来ない、毎日食べられるラーメン

ランチ ディナー

ラーメン

珍來 取手店
取手市桑原770-1

t40026128 検索

茨 城3 昭和３年創業の懐かしい味が人気のラーメン店

●ご利用可能人数：1名〜4名 ●しょうが風味のあったか味噌ラーメン750円と味玉120円をご注文いただき
精算時にクーポンを提示ください。 ●ご利用可能人数：1名〜4名

【乗り物券】

1,200円分→ 1,000円

【日帰り入浴】
●おとな（中学生以上） ●こども（3歳以上）

1,080円→ 540円 540円→ 270円

【記念館入館料】
●おとな ●こども

500円→ 450円 350円→ 300円

【通常期】
●おとな（中学生以上） ●こども（小学生） ●幼児（3～6歳）

800円→ 700円 500円→ 400円 300円→ 200円

とちのきファミリーランド
宇都宮市西川田4-1-1栃木県総合運動公園内

筑波海軍航空隊記念館
笠間市旭町654

TOWAピュアコテージ（日帰り入浴）
那須郡那須町大字高久乙

多目的温泉プール　
フォレスパ大子

久慈郡大子町浅川2921

●会員証1枚につき5名様まで適用。●温泉営業時間：13:00〜24:00/6:00〜10:00 
●おとなは入湯税別途50円必要。 

●会員証1枚につき1家族様まで適用。●ナイター券の料金も100円OFFとなります。●臨時休館：2/14〜3/14まで

●窓口販売のみ有効。 ●1回に5セットまで購入可。 ●天候不良時は臨時休園する場合有り。●会員証1枚につき1名様まで適用。●特典のお受け取りは、昆虫観察館3階「総合案内カウンター」までお越しください。

那須高原の美しい自然に囲まれたコテージ風ホテル
疲れた身体を癒やす温泉露天風呂が人気

源泉100％掛流しを体感できる日帰り温泉！
　キャンプ場、レストラン、農園でのアクティビティも充実

1年中楽しめる豊かな大子温泉を使った
温泉プールが人気！

新幹線E5系はやぶさ型
ジェットコースターが走る遊園地！

広大な里山の中で、
自然や昆虫とふれあおう！ 

映画「永遠の0」の舞台！貴重な司令部庁舎の他、号令台、
隊門などここでしか見学できない海軍施設が沢山！

栃 木3群 馬1 茨 城5

栃 木4群 馬2 茨 城6

672351 検索 762091 検索762089 検索

661855 検索 671161 検索

オリジナル昆虫カード 1 枚プレゼント
（会員証1枚につき1枚）

関東北
MAP

まんてん星の湯
利根郡みなかみ町

　猿ヶ京温泉1150-1

群馬県立ぐんま昆虫の森
桐生市新里町鶴ヶ谷460-1

663573 検索

【入館料】 100円OFFおとな（中学生以上）

183円→ 100円
ドリンクセット 

通常
300円→ 150円単品餃子味玉入りしょうが風味の

あったか味噌ラーメン 870円→ 690円
【しょうが風味のあったか味噌ラーメン＋味玉】

レストランにてお食事をご注文の場合 コーヒー1人1杯無料

茨城

栃木
群馬
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New American Grill
　“KANADE TERRACE”
／ホテル雅叙園東京

●要予約： 当日OK  ●ご利用可能人数：1名〜8名

ラーメン・つけ麺

大勝軒まるいち 大宮店
さいたま市大宮区仲町1-20-4 毎日会館ビル1F

t40026019 検索

埼 玉1 迫力の自家製麺と
濃厚スープが堪能できる

居酒屋

金の蔵 津田沼店
船橋市前原西2-13-23 フラッピィー津田沼店4F

t40026173 検索

千 葉2 活気溢れる店内で、
仲のよい友人と楽しく飲む

西欧料理

目黒区下目黒1-8-1

t40020929 検索

東 京3

フリードリンク付　
ディナーコース

旬の食材、繊細な手仕事でつくられた食材を

オリジナルグリルオーブンで焼き上げた逸品を堪能！

30%OFF お会計の

ディナー
ランチ ディナー

麺類一品につき、
100円キャッシュバック
●ご利用可能人数：1名〜4名 ●要予約: 当日OK ●ご利用可能人数：2名〜●コース・飲み放題・単品飲み放題

注文時は除く。●最高割引額：5,000円 ●ギフト券との併用不可。 ●「金の蔵
Jr.」各店ではご利用できません。 ●特典期間：〜1/31

【会期】2018/1/23〜4/1 
●詳細は会員専用サイトをご確認ください。
●先着販売となるため、在庫状況により完売となる場合がございます。

【入館料】20%OFF

【平日限定 レンタルタオルセット】
600円→ 無料

【入館料】
●おとな（高校生以上） ●こども（小・中学生）・幼児（4歳以上）

100円OFF 50円OFF

●一般 ●大学生・専門学校生

1,400円 1,100円
●高校生 ●65歳以上

600円 800円

天然温泉 仙川 湯けむりの里
調布市若葉町2-11-2

しながわ
水族館

品川区勝島3-2-1
  しながわ区民公園内

ブリューゲル展　
画家一族 150年の系譜 

台東区上野公園8-36　
　東京都美術館（上野公園）

航空科学博物館
山武郡芝山町岩山111-3 

●会員証1枚につき6名様まで適用。

●会員証1枚につき1名様まで適用。
●別途、入浴・岩盤浴利用の割引特典有り。
詳細は会員専用サイトをご確認ください。

●会員証1枚につき5名様まで適用。

成田空港の近くにある航空の博物館

12種類のお風呂と和のしつらえならではの
ぬくもりを感じる癒やしの空間

千 葉4

東 京5

客席にものすごく近いダイナミックなイルカショーや
ゆかいなアシカショーが大人気！

東 京6

661145 検索 672541 検索

761855 検索

天然戸田温泉 
彩香の湯

戸田市氷川町1-1-23  

●受付時間/10:00〜22:00 
●深夜料金/22:00〜23:00別途料金設定有り。

天然温泉を使用する5種類の
露天風呂と8種類のお風呂！

埼 玉1

662974 検索

龍宮城スパ・ホテル
三日月

木更津市北浜町1  

●おとなのみ入湯税50円がかかります。 ●土・日・祝日・特定日料金あり。

東京湾を一望する広 と々した露天風呂・
大浴場でくつろぎながら素敵な眺めを満喫！

千 葉3

660174 検索

【入場料】

10%OFF通常料金から

16世紀フランドルを代表する 
画家・ブリューゲル一族。 
通常、見ることができない 

個人所蔵の絵画など約100点を展示！

東 京1

HOT NEWS! スポット＆お得情報 Pick up!

765332 検索

ディナー

申込期間：～4/1 15:00
特典期間：～4/1

特典期間：～1/31

【入館料】

500円→ 450円
●おとな

（高校生以上） 

秩父まつり会館
秩父市番場町2-8

●会員証1枚につき4名様まで適用。

いつでも見られる「秩父夜祭」！埼 玉2

672517 検索

250円→ 200円
●こども

（小・中学生）

4％分の　　　プレゼント
【前売券】

8,910円→ 5,300円 40%OFF

関東北
MAP

埼玉

千葉
東京 6

1

2

【入浴料】
おとな（中学生以上）

1,080円→ 980円
展望室からは、空港に離着陸する航空機の迫力ある姿が眺められます！
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