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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！

通常183円→ 100円
ドリンクセット ソフトドリンク飲み放題

4名様まで無料サービス

●ご利用可能人数：1名〜4名

韓流まんぷく太郎
各務原店

【本館入館料】
おとな（中学生以上） 10%OFF

【温熱療法館入館料】
おとな（中学生以上） 10%OFF

ほたるいかミュージアム
滑川市中川原410

養老温泉 ゆせんの里
養老郡養老町押越1522-1

新穂高
ロープウェイ

高山市奥飛騨温泉郷新穂高

●会員証1枚につき4名様まで適用。
＜運休日＞ 2018年6月25日〜29日は第1ロープウェイ運休

（第2ロープウェイは通常通り運行しております。）
2018年11月29日〜30日は全面運休

●会員証1枚につき5名様まで適用。●本館入館料には「みのり乃湯」の入浴料のみを含みます。 
●温熱療法館入浴料には「汗蒸幕+さらさ+紫雲の湯」の入浴料、館内着、タオルが含まれます。 

標高2,200ｍの雲の上の世界を気軽に体験！
大人気の２階建てロープウェイ

おおらかな自然、四季折々の風情を愉しみながら
 源泉かけ流しの天然温泉を満喫♪

加賀百万石の大浴場「玄要の湯」
駅に近く、アクセス抜群！

石 川1 岐 阜6

富山湾からの贈り物 
神秘的な光のファンタジー

富 山2 岐 阜7

671729 検索 660176 検索

672419 検索

桜ヶ池クアガーデン
（アクアオアシスプール）

南砺市立野原東1514

●水着・スイミングキャップ・バスタオルをご用意ください。 
●3歳以下のお子様はご利用いただけません。

温泉ジェットマッサージプールで
気軽にリフレッシュ＆リラックス♪

富 山3

660002 検索

越前松島水族館
坂井市三国町崎74-2-3

海の生物たちを間近に『見て、ふれて、楽しく学べる』
体験・体感型の水族館

福 井4

672425 検索

東尋坊タワー
坂井市三国町東尋坊

●会員証1枚につき4名様まで適用。●現金支払のみ特典対象。 

奇勝 東尋坊に建つパノラマ展望台から
越前海岸、白山を一望！

福 井5

671355 検索

都市型サウナ 
エキスパ

金沢市広岡1-9-28 
　アパホテル金沢駅前2F

660444 検索

【入館料（6月1日〜3月19日）】
●おとな ●こども（3歳～中学生）

600円→ 550円 300円→ 250円

【往復乗車券】
●おとな（12歳以上） ●こども（6歳以上）

2,900円→ 2,600円 1,450円→ 1,300円

【利用料】
●おとな（中学生以上） ●こども（小学生） ●こども（4歳～小学生未満）

1,500円→ 1,200円 1,000円→ 800円 540円→ 400円

【入館料】
●おとな（高校生以上） ●小・中学生 ●3歳～6歳

2,000円→ 1,800円 1,000円→ 900円 500円→ 450円

●シリアルナンバーをご提示ください。
●本クーポンに限り他のサービス券との併用可。●ランチ入店受付は15：00まで、ディナーは
16：30 〜。 ●ご利用可能人数：1名〜4名

すたみな太郎 
敦賀店

家族と友人と恋人と！食べて飲んで
楽しい時間を過ごすならココ！

石 川1

白木屋 和倉温泉店

七尾市和倉町ワ部23-2

各務原市鵜沼各務原1-136

t40019504 検索

おいしい料理と心地よいサービスで
地元の人たちに親しまれるファミレス

富 山2

おひつ 四六時中 
富山ファボーレ

富山市婦中町下轡田165-1　
フューチャーシティ・ファボーレ1F

敦賀市木崎15-8

t40026321 検索

最大130種類の豊富なメニューが人気！焼肉も
お寿司もデザートも！ 食べたいモノがいっぱい♪

福 井3

t40017906 検索

焼肉・しゃぶしゃぶ・寿司を中心に
120品が食べ放題のお店！

岐 阜4

t40014654 検索

居酒屋 ファミリーレストラン セルフバイキング 焼肉

ディナー ディナーランチ ディナーランチ ディナー

●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
ドリンクバー無料×人数分

【展望入場料金】 10%OFF

【利用料（3時間）】 1,000円→ 500円おとな（高校生以上）
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「メニュー名」を入力して、
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会員専用サイトの
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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！
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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！

ランチ ディナー

ラーメン

喜多方ラーメン坂内
三島店

三島市玉川341

t40026273 検索

静 岡3 飽きの来ない、毎日食べられるラーメン

●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

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】

【入場料】
●おとな（中学生以上） ●こども（4歳～小学生）

2,200円→ 1,800円 1,100円→ 900円

【入園料】
●おとな（中学生以上） ●こども（4歳～）

2,200円→ 1,800円 1,100円→ 900円

【入場料】
●おとな 

1,400円→ 1,260円
●中高生

900円→ 810円
●小学生 

600円→ 540円

●幼児（3歳以上）

300円→ 270円

日本モンキーパーク
犬山市犬山官林26

伊賀の里 モクモク手づくりファーム
伊賀市西湯舟3609

●会員証1枚につき4名様まで適用。
（個人有料入園者に限る。）

｢自然｣ ｢農業｣ ｢手づくり」の
エコロジーファーム

“たいようとえがお”のゆうえんち 
季節ごとのイベントやオリジナルキャラクター「モンパ君」

「モンピーちゃん」のグリーティング・ミニステージショーも大人気！

三 重2

愛 知3

676035 検索

676107 検索
●会員証1枚につき5名様まで適用。

自然の入り江を利用してつくられた施設で
のびのびと暮らすイルカや

ペンギンたちが待っている！

静 岡4

園内で使える   
マル得クーポン券プレゼント 

670994 検索

伊豆・三津シーパラダイス
沼津市内浦長浜3-1

伊豆観光・
レジャーの人気スポット！

志摩マリンランド
志摩市阿児町神明723-1（賢島）

国内でも珍しい“マンボウの泳ぐ水族館”に
約450種、7,000匹の“世界の魚たち”に会いに行こう！

三 重1

【入園料】

500円→ 400円おとな・こども（3歳以上） 

伊豆アニマル
キングダム

賀茂郡東伊豆町稲取3344

南知多ビーチランド＆
南知多おもちゃ王国 
× ベネ・ステ特別デー

知多郡美浜町奥田428-1

●会員証1枚につき6名様まで適用。
●2018年4月1日より料金改正を予定しております。

ホワイトタイガーなど猛獣たちの楽園を
ガラス越しに見渡しながら食事を楽しめる！

静 岡5

676030 検索

アシカ・イルカなど海のいきものと
ふれあえる！！

愛 知1

HOT NEWS! スポット＆お得情報 Pick up!

●1クーポン1枚につき4名様まで

765669 検索
特典期間：2/10～2/12

670980 検索
●会員証1枚につき4名様まで適用。

●会員証1枚につき5名様まで適用。

【入園料　半額！】
●おとな（高校生以上）

1,700円→ 850円

●こども（3歳以上）

800円→ 400円

●会員お1 人様クーポン1 枚につき1 回にてご提供。

お好み焼き

大阪モダン焼 風月亭
鈴鹿市算所3-21-28

t40025863 検索

三 重1 新鮮な素材を使ったこだわりの

モダン焼きを堪能できるお店！

ディナー
ディナー

居酒屋

大衆ビストロ びすとろう
名古屋市千種区今池1-4-2

t40026313 検索

愛 知2 全国誌掲載メニュー！名物ひまわりステーキ・エビのだし

アヒージョをぜひお試しください！

お食事の方に
「サラダ」or「ソフトドリンク」を
サービス 10%OFFお会計の

2月はいちご狩りプランも！ 【事前申込制】
［日程］2/17〜20、22〜25 ［メニューNo.］764073

●詳細は会員専用サイトをご確認ください。

●コース利用にも適用●要予約： 当日OK 予約時に「食べタイム」クーポンご利用
の旨と当クーポン内容をお伝えください。●予約受付時間：１５：００〜２５：００
●ご利用可能人数：1名〜34名

※クーポン提示の会員様対象。
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