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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！

【乗船料金】 10%OFF

天然温泉 天神 ゆの華
福岡市中央区長浜1-4-55

宗
む な か た

像ユリックス
アクアドーム

宗像市久原400

福岡都心「天神」で、100%の温泉を満喫！
温泉のほか、ジェットバス、サウナ、露天風呂、

つぼ湯など10種類の豊富な温浴メニューが好評

福 岡1

福 岡2

620768 検索

マリンパル呼子
唐津市呼子町呼子

長崎歴史
文化博物館

長崎市立山1-1-1

呼子はでっかい海の遊園地。自然のままに泳ぐ魚たちを
間近で見ることができる海中展望船「ジーラ」。

玄海国定公園の七ツ釜を巡る遊覧船、七ツ釜遊覧船「イカ丸」を運航

長崎の海外交流の歴史を物語る資料が一堂に集結

佐 賀3

長 崎6

●会員証1枚につき5名様まで適用。

671181 検索

670671 検索

和多屋別荘
（日帰り温泉）

嬉野市嬉野町下宿乙738

湯めぐりの里 
竹乃香

玉名市玉名1989

嬉野川両岸一万坪の敷地に建つ和風旅館の温泉

湯量豊富な源泉かけ流しの
貸し切り風呂専門の人気の天然温泉♪

佐 賀4

熊 本7661915 検索

660943 検索

つなぎ温泉
四季彩

芦北郡津奈木町
　大字岩城435

660053 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3名様まで適用。

大浴場や露天風呂からハウステンボスを一望する
ロケーション、泉質、設備が人気の天然温泉♪

長 崎5

モノレールで登った先には不知火海を一望！
絶景をながめながら楽しめる展望露天風呂

熊 本8

660378 検索

【利用料】 おとな 100円OFF

【ジム】
●高校生以上

450円→ 360円／回
【室内プール】
●一般

750円→ 600円／回
●中・高校生

500円→ 390円／回
●4歳以上の幼児・小学生

370円→ 300円／回

運動不足の解消に！ 健康づくりに！
四季折々の自然を感じながら楽しく運動！

【入浴料】●おとな ●こども（小学生）

1,000円→ 500円 500円→ 250円

ホテルローレライばってんの湯
佐世保市南風崎町449

●会員証1枚につき4名様まで適用。

660615 検索

【利用料】●おとな（中学生以上） ●こども（小学生）

700円→ 560円 400円→ 320円

【観覧料】
（常設展）

●おとな（大学生以上） ●小・中・高生

600円→ 400円 300円→ 200円

家族風呂 
1回50分を 10分延長

100円OFF
【利用料】 
通常料金から 

6,480円→ 5,480円

【平日】涛（しぶき/全11品）

●コース・飲み放題は除く。
●割引上限額：10,500円

●要予約：前日まで
●ご利用可能人数：2名〜

台湾料理 老李 
中華街本店

中華専門シェフ＆パティシエが作る料理と
スイーツが楽しめるオールデイユースレストラン

福 岡1

HAKATA ONO
福岡市中央区天神1-7-11　
イムズビル13F 熊本市中央区下通1-4-15 2F

t00001218 検索

新鮮なずわいがに、たらばがにを
あらゆる調理法で味わい尽くす！

佐 賀2

かにしげ 
佐賀大和店

佐賀市大和町尼寺四本松3761-1 長崎市新地町12-7 2F

t40014103 検索

中華街のなかでも数少ない
本場の台湾料理が味わえる

長 崎3

t00002517 検索

山海の幸を贅沢に使った
本格炙りダイニング

熊 本4

楽蔵うたげ 
熊本下通り店

t00017358 検索

創作中華ダイニング かに料理 台湾料理 居酒屋

10%OFFお会計の10%OFFお会計の20%OFFお会計の

ディナーディナー ディナー ディナー

佐賀

長崎

福岡

熊本
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新川天然温泉 
Sama Sama

大分市勢家1137

岩下コレクション
由布市湯布院町川北645-6

南国リゾートの時間が流れる
天然温泉かけ流しの湯

大 分1

大 分2

シェラトン・グランデ・
オーシャンリゾート　
松泉宮温泉 大浴場「月読」　

宮崎市山崎町浜山

ANAホリデイ・
インリゾート宮崎

宮崎市青島1-16-1

ブセナ海中公園　
海中展望塔・
グラス底ボート

名護市喜瀬1744-1

松林にたたずむ温泉で楽しむ
ひと味違うリゾート気分とくつろぎを

日向灘を一望する解放感あふれる展望温泉のほか
打たせ湯、サウナなどでリラックス＆リフレッシュ♪

宮 崎3

宮 崎4

660800 検索

さくらさくら温泉
（日帰り入浴）

霧島市霧島田口2324-7

森林浴のできる天然泥湯露天風呂での天然泥パックは
美肌・痩身効果が期待できます！

鹿児島5

霧島国際ホテル
にごり湯天然温泉

霧島市牧園町高千穂3930-12

●営業時間/11:00〜15:00

にごり湯の露天風呂で天然温泉を満喫鹿児島6

660556 検索

【入館料】

●おとな　 600円→ 500円

●中・高生　400円→ 300円

●小学生　　100円→ 50円

沖縄本島で唯一の海中展望塔で
自然の神秘と美に出会う

沖 縄7昭和レトロ、世界のバイク200台、
ステンドグラスの複合博物館

【入浴料】 ●おとな（中学生以上） ●こども（4歳～12歳） 

700円→ 500円 350円→ 250円

【日帰り入浴】●おとな（中学生以上） ●こども（4歳～小学生） 

1,050円→ 550円 550円→ 300円

【大浴場「月読（つくよみ）」 入浴料】
●おとな（中学生以上） ●こども（小学生）

2,000円→ 1,000円 1,000円→ 500円

【日帰り入浴料+フェイスタオル】
●おとな（中学生以上） ●こども（小学生） 

1,000円→ 900円 500円→ 450円

ブセナ海中公園　
海中展望塔・グラス底ボート

名護市喜瀬1744-1

【入浴料】
 おとな（中学生以上） 100円OFF

石垣島鍾乳洞
石垣市字石垣1666

サンゴ礁から生まれた日本最南端、
石垣島最大級の美しい鍾乳洞

沖 縄8

●おとな（高校生以上） ●こども（4歳～中学生） 

1,080円→ 860円 540円→ 430円
更に、
ポストカード
2枚プレゼント

【セット共通券】
●おとな ●中人（高校生・大学生） ●こども（4歳～中学生）

2,060円→ 1,640円 1,650円→ 1,320円 1,030円→ 820円
【海中展望塔】
●おとな ●中人（高校生・大学生） ●こども（4歳～中学生）

1,030円→ 820円 820円→ 650円 520円→ 410円
【グラス底ボート】
●おとな ●中人（高校生・大学生） ●こども（4歳～中学生）

1,540円→ 1,230円 1,230円→ 980円 770円→ 610円

月
げ っ と う あ ん

桃庵 
南の美ら花ホテルミヤヒラ

661298 検索

662712 検索

670316 検索

5,180円→ 4,180円【平日】梅の花「極」 
引き上げ湯葉コース●要予約： 当日OK ●お1人様お料理2品以上注文に限る。

●＋200円でオプションドリンクも飲放可
●L.O.30分前●ご利用可能人数：2名〜

●コース、飲み放題は除く。
●ご利用可能人数：2名〜

●要予約： 当日OK ●ランチ11：30〜13：30、ディナー17：30〜20:30 ●団体様のご利用の可
能性がありますので、ご来店前にお電話で
ご予約ください。

湯葉と豆腐の店 
梅の花 鹿児島店

自社生産鶏使用のお料理と自社生産鶏、
豊後高田どりのやきとりのお店

大 分1

豊後高田どり酒場 
大分駅前総本店

大分市末広町1-1-18　
ニッセイ大分駅前ビルB1

石垣市美崎町4-9　
南の美ら花ホテルミヤヒラ1F

t40022982 検索

帆立やサザエ、白蛤など新鮮な素材を
自分で焼いて食べる、浜焼きが楽しい

宮 崎2

宮崎再生酒場
宮崎市橘通西3-1-1 宮崎サンマリンホテル1F

鹿児島市東千石町1-38　
アイムビル15Ｆ

t40019151 検索

和食の新境地を切りひらく
創作懐石料理

鹿児島3

672602 検索

●要予約： 前日まで
●ご利用可能人数： 2名〜 t40014101 検索

厳選された石垣牛を目の前で！
五感で楽しむレストラン

沖 縄4

t40019741 検索

居酒屋 宮崎の料理と炭火焼 創作懐石料理 石垣牛鉄板焼ステーキレストラン

10%OFFお会計の 10%OFFお会計の

ディナー ディナー ディナー

661663 検索

676428 検索

ランチ ディナー

1,000円（税抜）
2時間制 
単品飲み放題お1人様

大分

宮崎

鹿児島

沖縄
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●タオル代 別途

大 分 宮 崎 鹿児島 沖 縄
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