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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
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4月号

※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2018年3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、会員専用サイトをご確認ください。

【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。※予約時に食べタイムをご利用の旨お伝えください。※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2018年3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。

春爛漫♪ レジャーが楽しい季節がやってきた♪
ポカポカ陽気に誘われて行きたい、遊びたいスポットをご紹介！

アイスクリーム＆クレープ

ホブソンズ 
イオンモールつがる柏店

つがる市柏稲盛幾世41 イオンモールつがる柏1F

t11100036 検索

青 森1

ランチ ディナー

回転寿司

平禄寿司 岩手久慈店
久慈市長内町第30地割50-2-1

t40022110 検索

岩 手2 石巻の漁港で水揚げされた 
新鮮な旬の魚をお手頃価格で

食べ放題・バイキング

すたみな太郎 横手店
横手市安田字向田205

t40017846 検索

秋 田3 焼肉・寿司・デザートなど最大130種以上の
豊富なメニューを提供するセルフバイキング

ブレンド・イン
1アイテムサービス×人数分

（ブレンドアイスクリーム注文時）

お会計の10%OFF
1グループ
お食事代 5%OFF
●ソフトドリンク飲み放題無料サービスクーポンとドリンクパスポートは併用可。
●１回のご提示でお食事1グループご利用可。

●平日限定。

イチゴやバナナ、チョコレートなどで
自分好みのアイスを作ろう！

ランチ ディナー

地元の“おいしいスポット”もお得に大満足！

●一般 50円OFF ●高校生 30円OFF

棟方志功、奈良美智、成田亨など
青森ゆかりの作家の作品に出合える！

「あおもり犬」が人気の美術館

青 森1

676407 検索

男鹿の海に生息する魚たちや、国内外の生物、
秋田県魚であるハタハタなどを展示中

秋 田5

男鹿水族館ＧＡＯ
男鹿市戸賀塩浜字壺ヶ沢93

670457 検索

秋田県立近代美術館、アミューズメント、
手づくり体験など様々な施設を楽しめる！

秋 田6

秋田ふるさと村 
横手市赤坂字富ケ沢62-46

透きとおった水の流れ、四季折々 の美しい景色をゆったりと楽しめる！

100ｍもの高さの壁岩の風情ある景色を
楽しめる岩手県屈指の名勝の舟下り

岩 手3

日本百景 名勝 
猊鼻渓舟下り

一関市東山町長坂字町467

760880 検索

青森県立美術館
青森市安田字近野185

763305 検索

762527 検索

子供達の科学する心、感動する心、挑戦する心を育む。
「大空」と「飛翔」がテーマの航空科学館！

青 森2

【店内のご飲食時限定】

青森県立三沢航空科学館
三沢市大字三沢字北山158

●券売機にてチケットを購入後、インフォメーションカウンターにて、上記のキャッシュバックをします。●中学生以下無料。
●別途バス代がおとな1名様600円、こども1名様400円かかります。
●デジタルチケット：1回のお申込み可能な数量は10枚までとなります。

●詳細は会員専用サイトをご確認ください。

760294 検索

ライオン、トラなどの肉食動物も間近で見られる！
シマウマやキリンなど草食動物のエサやり体験も人気

岩 手4

岩手サファリパーク
一関市藤沢町黄海字山谷121-2

会員特別価格有料観覧者（コレクション展及び企画展に限る）に 
オリジナルグッズプレゼント

【入園料】
●おとな（中学生以上） ●こども（3歳～小学生）

2,700円→ 2,430円 1,500円→ 1,350円

デジタルチケット
デジタルチケット有効期限：発券月を含む 1か月後の同日まで

【ワンダーキャッスル+星空探険館スペーシア+チューチュートレイン セット券】
●一般 ●学生 ●小中学生

1,040円→ 940円 820円→ 740円 600円→ 540円

●おとな（高校生以上）、
小中学生いずれも 100円OFF
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春爛漫♪ レジャーが楽しい季節がやってきた♪
ポカポカ陽気に誘われて行きたい、遊びたいスポットをご紹介！

洋食・欧風料理

ベーカリーレストラン 
バケット イオンモール名取店

名取市杜せきのした5-3-1 1F

t40027611 検索

宮 城1 食事に合う10種類以上の焼きたてパンを
週替りで楽しめるカジュアルレストラン

ランチ ディナー

ステーキ

92s-クニズ- イオンモール天童店
天童市芳賀土地区画整理事業地内34街区 
イオンモール天童 モール棟2F

t40010307 検索

山 形2 アツアツの鉄板の上で、
美味しいステーキを気軽に楽しむ

居酒屋
やきとり・やきとん 王道 郡山店

郡山市駅前2-6-3 メッソビル1F

t40021977 検索

福 島3 やきとり・やきとんの旨い店

お会計の10%OFF
ディナー●主商品ご注文の方に限る。●600円以上でご利用可。●ご利用可能人数：1名～4名

●本メニューは4/16 オープン予定です。

ランチ ディナー

主商品１品ご注文につき、ソフトドリンク、
または味噌汁１杯サービス360円のドリンクバー無料

地元の“おいしいスポット”もお得に大満足！

●時期によりグッズは変更となる可能性がございます。 ●携帯クーポン不可。

670068 検索

約8,000万年の歳月が創りあげた大自然の造形美。
地底で繰り広げられる光のファンタジーに感動

福 島5

あぶくま洞
田村市滝根町菅谷字東釜山1

665406 検索

日本最大級のボディスライダー「ビックアロハ」をはじめ
５つのテーマパークが人気の「遊びきれない」温泉大陸！

福 島6

スパリゾートハワイアンズ 
いわき市常磐藤原町蕨平50

旅の癒しに、毎日のご褒美に美人・美肌の湯を満喫！
地下1,500ｍから湧き出す天然温泉で

贅沢なひとときを

山 形3

天然温泉こまぎの湯 
鶴岡市日枝字小真木原88-1

661957 検索

有効期限：発券日より3か月後の同日まで 

●携帯クーポン不可。 ●入浴料：幼児無料

●1回にお申込み可能な数量は10枚までとなります。

761484 検索

サンリオキャラクターのアトラクションや絶叫系まで、
子供から大人まで楽しめるアトラクションが全30種

山 形4

リナワールド 
上山市金瓶字水上108-1

テレビアニメ「それいけ！アンパンマン」の
世界が広がるミュージアム。

見て、ふれて、体験して、いっぱいあそぼう！ 

宮 城2

仙台アンパンマン
こどもミュージアム＆モール 

仙台市宮城野区小田原山本丁101-14 

762016 検索

【入浴料】
●おとな

（中学生以上）500円→ 400円
●こども

（小学生）250円→ 100円

【入館料】
●おとな（18歳以上） ●中学・高校生（12～18歳）、 シニア（65歳以上）

2,100円→ 1,900円1,600円→ 1,400円
●小学生 ●幼児（4歳以上）

1,100円→ 900円 600円→ 500円

【入場券】

●おとな
（中学生以上）3,500円→ 2,200円

●こども
（小学生）2,200円→ 1,500円

●幼児
（3歳～未就学児）1,600円→ 900円

761833 検索

イルカとアシカが繰り広げる
東北最大級のパフォーマンスは必見！

宮 城1

仙台うみの杜
水族館 

仙台市宮城野区中野4-6 

デジタルチケット

有料施設ミュージアムおよびバイキンひみつ基地ご入館で1グループにつき
オリジナルグッズ（非売品）1つプレゼント 

【フリーパス】 　　　　　　　　　　【入園料】 300円OFF 100円OFF

【入場料】
●おとな ●中学生 ●小学生

1,200円→ 1,000円 800円→ 600円600円→ 500円
●会員証提示でもご利用いただけます。
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