
※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！

宅配ピザ

ピザハット 米子米原店

t40018434 検索

鳥 取2 ピザ1枚1枚を心を込めて焼き上げる、
世界最大のピザチェーン

【電話注文限定】ご注文2,500円以上で、

500円 OFF
●電話注文時、クーポン番号をお伝えください。Web注文での利用不可。●ピザ１枚以上お買い求めの際に限り有効。●デリバリー
のみ有効。お持ち帰りでの利用不可。●出前館等その他提携サイトでの利用不可。
●消費税込みの総額から割引。●セットメニュー・ランチタイムメニューでの利用不可。 

ディナーランチ

【入館料】

300円→ 240円●おとな（高校生以上） 
【プラネタリウム】
●おとな（高校生以上） ●こども（小・中学生） 

300円→ 240円 200円→ 160円
【夜間観望会】
●おとな（高校生以上） ●こども（小・中学生） 

300円→ 240円 200円→ 160円

【入国＋フリーパスポート】
●おとな（中学生以上） ●こども（小学生）

2,800円→ 2,600円 2,200円→ 2,000円
●幼児（3歳～） ●シニア（50歳以上～）

1,700円→ 1,500円 1,700円→ 1,500円

砂丘会館
鳥取市福部町湯山2164

ブラジリアン
パーク　
鷲羽山ハイランド

倉敷市下津井吹上303-1

桃太郎の
からくり博物館

倉敷市本町5-11

●テナントは対象外。

●団体の場合は事前のご予約が必要となります。 ●会員証1枚につき5名様まで適用。

童心にかえって桃太郎の世界へ。
鬼が島探検も迫力満点！

鳥取砂丘を観光するならまずはココへ！
お食事＆お土産も充実のドライブイン

照りつける太陽、響きわたるサンバのリズム♪
ブラジリアングルーブにハマっちゃおう！

岡 山4鳥 取2

岡 山5

673227 検索

672521 検索 670273 検索

672624 検索

島 根1

ゆったりとしたくつろぎ空間で
宇宙の神秘を体感！

鳥 取3

国内有数の公開天文台です！

鳥取市さじ
アストロパーク

鳥取市佐治町高山1071-1

砂博物館 
仁摩サンド
ミュージアム

大田市仁摩町天河内975

●会員証1枚につき4名様まで適用。

6基の総ガラス張りピラミッドと世界最大級の
一年計砂時計が、時の流れと環境の大切さを

問いかけます

670285 検索

【入館料】
●おとな（高校生以上） 

700円→ 630円

●こども（小・中学生）

350円→ 310円

【入館料】
●おとな（大学生以上） 

600円→ 500円

●こども（小・中・高校生）

400円→ 300円

焼肉

焼肉きんぐ 岡山大供店
岡山市北区大供2-4-6

t40022449 検索

岡 山3 お席で注文！テーブルバイキングの焼肉食べ放題

お会計の10%OFF

ディナーランチ

●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。

炉端・しゃぶしゃぶ

海援丸 松江店
松江市伊勢宮町517-10 ダイヤビル1F

t40026413 検索

島 根1 鮮度抜群の隠岐産生サバをはじめ、松葉ガニ、
岩牡蠣、島根和牛など、山陰の美味満載

お会計の20%OFF

ディナー

●コース・飲み放題注文時は除く。●要予約： 当日OK
●予約時に必ずクーポンご利用の旨をお申し出ください。

売店商品 1,000円以上の
お買上げで

10%OFF

岡山
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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！

佐々木小次郎、宮本武蔵の決闘の地。
あの「巌流島」が一望できる！

山 口3

670494 検索

HOT NEWS! スポット＆お得情報 Pick up!

●会員証1枚につき4名様まで適用。
●いちご狩りは完全予約制。

●会員証記載の本人のみ有効となります。
●Web会員証は会員特典適用外となります。

25ｍ×5コースの水質自慢の展望プールのほか
スパゾーン、ジム、ゴルフ練習場も充実！

オールシーズン「くだもの狩り」を楽しめる！
日本最大級の規模を誇る果樹観光農園

山 口2

620113 検索

ウイングスポーツクラブ
下関市形山みどり町8-1

海峡ゆめタワー
下関市豊前田町3-3-1

広 島1

672646 検索

平田観光農園
三次市上田町1740-3

見て可愛い食べて美味しいみんなが笑顔になれる魔法のくだもの。
健康維持・
ダイエット・

体力増強に！

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　

ジャンボ　
カラオケ広場

ソフトドリンク飲み放題付
カラオケ ジャンカラ！

全 国1

●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。 

670903 検索

【都度利用料金】

4,104円→ 540円／回

【入場料】
●おとな 

600円→ 540円
●中学生・小学生

300円→ 270円

① 「肉盛り」無料×人数分 
② 「馬アイス」無料×人数分

【入園料】
フルーツ狩り 10%OFF

ラーメンの常識を覆す、最強トロ炊き
とんこつ鶏ガラ醤油らーめん登場！

広 島1

ばり馬

 ばり馬 広島県 検索  おむらいす亭 山口県 検索

ラーメン

本通店／祇園新道店／中広店／庚午店／熊野店

●ラーメンを注文された方に限る。

とことんこだわった"おいしい卵"で作る、
専門店ならではの絶品オムライス

山 口2

おむらいす亭
十六穀米オムライス＆ドリア専門店

山口ゆめタウン山口店／山口おのだサンパーク店／
山口ザ・モール周南店

ランチ ディナー
ランチ ディナー

お会計の10%OFF

広島
山口
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