
※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！

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！

10%OFFお会計の

焼肉きんぐ 京都府 検索

小間蔵 

【入村料】
●おとな（18歳以上） ●中高生

1,030円→ 930円 820円→ 720円
●小人（6歳以上） ●幼児（2歳以上）

730円→ 630円 520円→ 420円

●1,000円以上の購入で      

100円OFF　

●5,000円以上の購入で      

500円OFF　

●10,000円以上の購入で 

1,000円OFF

【入場料】
●おとな（平日） ●おとな（土・日・祝日） 

1,300円→ 1,000円 1,500円→ 1,200円

京都タワー
展望室

京都市下京区東塩小路町

甲賀の里 
忍術村

甲賀市甲賀町隠岐394

永源寺温泉 八風の湯
東近江市永源寺高野町352

明石市立
天文科学館

明石市人丸町2-6

幕末維新
ミュージアム　
霊山歴史館

京都市東山区
　清閑寺霊山町1

●会員証1枚につき5名様まで適用。●現金支払のみ特典有効。 
●9:00～21:00（最終入場20:40）

●会員証1枚につき5名様まで適用。
●20名以上の団体様の場合は要事前予約。

●会員証1枚につき5名様まで適用。

日本標準時子午線の東経135度上に建つ、
時と宇宙の博物館

維新の志士や幕府側諸候たちの
歴史的な価値の高い資料の展示収集は必見！

地上100mの京都タワーで、
360℃パノラマビュー

甲賀忍者発祥の地で、手裏剣や水ぐもなど
忍者修行を体験しよう

自然に囲まれた高級感漂う古民家風の日帰り温泉

兵 庫2

京 都4

京 都3

滋 賀5

滋 賀6

671325 検索 672466 検索 662294 検索

760331 検索

676795 検索

UCCコーヒー
博物館

神戸市中央区港島中町6-6-2

起源や栽培、鑑定や焙煎などコーヒーのすべてがわかる！
コーヒー専門博物館

兵 庫1

670455 検索

【入館料】 

【入館料】 
おとな・高校生・小中学生 

【一般観覧料（プラネタリウム・展示室・展望室等の利用料金）】 

おとな 700円→ 560円

【入館料】
●おとな ●高校生 ●小中学生

700円→ 600円 400円→ 300円 300円→ 200円

●要予約： 当日OK  ●ご利用可能人数：2名～70名 ●特典期間：～1/31
●コース・飲み放題・フェア・キャンペーンメニュー
は除く。●ご利用可能人数：1名～10名

●平日はランチ営業を行っていない店舗もございますので、各店舗の営業時間をご確認の上ご利用
ください。●レジ打ち前にクーポンを
ご提示ください。

●要予約： 前日まで   ●ご利用可能人数：2名～10名  ●ランチのプランもあります。詳しくは会員
専用サイトをご覧ください。

焼肉きんぐ　

伝統を守りながら独創的なセンスを
プラスした広東料理

兵 庫1

昌園
神戸市中央区元町通1-3-7

t30017697 検索

手打ちパスタや新鮮京野菜を使用した
イタリアンを上質な大人の空間でゆったりと

京 都2

T
ト ラ ッ ト リ ア  ラ ・ ヴ ォ ー チ ェ

rattoria La Voce 
京都市中京区観音堂町456　
シティキャスル四条1F

京都桂店／京都横大路店／
京都桃山店

彦根駅前店／長浜駅前店
小間蔵hana 草津駅前店

t40026009 検索

お席で注文！
テーブルバイキングの焼肉食べ放題

京 都3 本田味噌本店自慢の白味噌もつ鍋と、豊かな
自然で育った近江鶏を厳選された地酒とともに

滋 賀4

小間蔵 滋賀県 検索

海鮮広東料理 イタリア料理 焼肉 居酒家

20%OFFお会計の

お手軽本格中華コース7品
+飲み放題

家電と暮らしのエディオン 

家電のことなら
エディオンにお任せください

全 国1

HOT NEWS! スポット＆お得情報 Pick up!

●印刷クーポンは特典適用外。必ず、携帯・スマートフォンよりクーポンをご提示ください。

654950 検索
特典期間：～1/31

NEW

ディナーランチ
ディナーランチ

ディナー ディナー

4,860円→3,790円 22%OFF
飲み放題付名物いけだ牛＆
魚料理のWメイン付 
スペシャルパーティープラン 6,500円→5,400円 

70円OFF

おとな（高校生以上）

300円→ 240円

web
予約

16%OFF

関西
MAP
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滋賀
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※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！

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！

50円OFF
30%OFFお会計の

【入場料】
●おとな（中学生以上） 

1,300円→ 1,200円

●こども（小学生）

650円→ 600円

【入浴料】 【岩盤浴】
●おとな（中学生以上） 

1,080円→ 970円

●おとな（中学生以上） 

1,400円→ 1,290円

天然湧出温泉
ゆららの湯 
押熊店

奈良市押熊町2147-1

ふくろうの湯
和歌山市本町2-1 

   フォルテワジマB1

天然湧出温泉 
ゆららの湯 
奈良店

奈良市八条5-351-1

三段壁洞窟
西牟婁郡白浜町

　三段2927-52

趣向に凝った造りのスーパー銭湯！
高濃度炭酸泉や女性専用岩盤浴も大人気

平安時代、源平合戦で熊野水軍が
船を隠したという伝説の地

純和風と南国バリ風の２つのタイプの
露天風呂を週替わりで楽しめる！

奈 良2

和歌山4

奈 良3

和歌山城下に『名湯』あり！
ホテルのような空間で非日常感を味わった後は、

療養泉にも分類される天然炭酸泉で心も体もリラックス！

和歌山5

660406 検索 661006 検索

660405 検索

676235 検索

【入会金】　
200円→ 無料

【入会金】　
200円→ 無料

【12歳以下対象】　利用料50%OFF　

天然温泉
なにわの湯

大阪市北区長柄西1-7-31

大阪の中心地で温泉情緒にひたる！
食事もリラクゼーションも充実の日帰り温泉♪

大 阪1 HOT NEWS! スポット＆お得情報 Pick up!

661985 検索
●会員証1枚につき2名様まで適用。●Web会員証はご利用いただけません。
●3/31までの特典となります。

●会員証1枚につき1名様まで適用。

4名様以上でご利用時 ルーム代 20%OFF　

3名様以下でご利用時 ルーム代 10%OFF　

Ｂｂ箕面船場店
×ベネ・ステ
特別デー

箕面市船場東3-13-11

ジャンボ　
カラオケ広場

アイテムいっぱい！108円/
15分24時間遊び放題！！

ソフトドリンク飲み放題付
カラオケ ジャンカラ！

大 阪1

全 国2

●他の割引・サービス券との併用はできない場合がございます。 

765097 検索

670903 検索

特典期間：2/1～2/28

●ラーメン5杯まで。 ●ラーメン注文時に限る。 ●ご利用可能人数：1名～5名　
●300円以上の飲食時に限る。

●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

河童ラーメン本舗

ここでしか味わえない、
こだわりの本格ラーメン

大 阪1

どうとんぼり 神
か む く ら

座
阪急三番街店／ルクア大阪店／
道頓堀店／天王寺MIOプラザ店
など 大阪府19店舗

和歌山次郎丸店／川辺店

ディナー

活気溢れる店内で、
仲のよい友人と楽しく飲む！

大 阪2

金の蔵
茶屋町店／梅田東通り店／京橋北口店／
あべのアポロ店／守口市駅前店

押熊店／橿原店／天理店／
天理工場店／香芝店

スープが選べる背脂系
とんこつしょうゆラーメン

奈 良3

河童ラーメン　奈良県 検索金の蔵 大阪府 検索神座 大阪府 検索

うちたて、ゆでたての
釜揚げ讃岐うどん

和歌山4

香の川製麺　
ラーメン 居酒屋 背脂系とんこつしょうゆラーメン 釜揚げ讃岐うどん

ディナーランチ ディナーランチ
ディナーランチ

ラーメン1杯ご注文につき、

120円以下の
トッピング1品サービス

煮玉子か小ライス
サービス×人数分 

飲食代金より1名につき

ご利用された方に     
オリジナルタオル
プレゼント  

香の川製麺　和歌山県 検索

関西
MAP

奈良

和歌山

大阪
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