
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！！

地元の“おいしいスポット”もお得に大満足！

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！

関 東 ＜北＞
群 馬 栃 木 茨 城

ディッパーダン イーアスつくば店／イオンモール下妻

店指定のソフトドリンク1杯サービス
×人数分

ランチ ディナー

スイーツ

イーアスつくば店：つくば市研究学園C50街区1 イーアスつくば3F
イオンモール下妻：下妻市堀篭972-1 イオンモール下妻店2F

茨 城3 デザートクレープタイプからスナック系の

ホットクレープまで豊富なメニューを楽しめる

●お一人様５個まで。

バナナチョコクレープ
（１つ370円）が 200円

「バナナチョコクレープ200円クーポン」

760400 検索

眼下には霞ヶ浦や鹿島灘、
遠くに東京スカイツリーをはじめ

富士、箱根、日光、那須の連山などの絶景が広がる！

茨 城6

筑波山ケーブルカー＆ロープウェイ
つくば市筑波1番地

672713 検索

世界各国の犬猫500頭が暮らすテーマパーク
 筑波山の麓でワンコ＆ニャンコと触れ合う癒しの休日を♪

茨 城7

つくば
わんわんランド 

つくば市大字沼田578

歴史に遊び、歴史に学べるカルチャーパーク！
文化が花開き、活気に満ちていた江戸を再現

栃 木4

江戸ワンダーランド 日光江戸村
日光市柄倉470-2

676005 検索

●ロープウェイは強風時運転休止の場合あり。●携帯クーポン不可。

670062 検索

世界遺産を含む世界各地の名所が大集合!
2時間で楽しめる世界一周の旅を満喫♪

栃 木5

東武ワールド
スクウェア

日光市鬼怒川温泉大原209-1

【入園料】
●おとな（中学生以上） ●こども（4歳以上）

2,800円→ 2,300円 1,400円→ 1,200円

【入園料】
●おとな（中学生以上） ●こども（3歳以上）

1,500円→ 1,200円 700円→ 500円

【1日手形 フリーパス券】
●おとな（中学生以上） ●こども（小学生）

4,700円→ 4,000円 2,400円→ 2,000円

【筑波山ケーブルカー往復乗車料金】
●おとな

（中学生以上）1,050円→ 950円
●こども

（6歳以上）530円→ 490円
【筑波山ロープウェイ往復乗車料金】

●おとな
（中学生以上）1,100円→ 1,000円

●こども
（6歳以上）550円→ 510円

動物たちとの触れ合いを楽しめるテーマパーク♪
牧羊犬が羊を追う姿が観られる
「シープドッグショー」は圧巻！

群 馬2

●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。

670472 検索

伊香保グリーン牧場 
渋川市金井2844-1

●休日・特定日料金あり。

【入園料】
●おとな（中学生以上） ●こども（3歳～小学生）

1,200円→ 1,100円 600円→ 500円

670245 検索

伊香保温泉の間近にある
山と緑に囲まれたファミリーパーク

群 馬3

渋川
スカイランドパーク 

渋川市金井2843-3

【1DAYパス】
●おとな（高校生以上） ●こども（3歳～中学生）

2,000円→ 1,900円 1,500円→ 1,400円

デジタルチケット
デジタルチケット有効期限：発券日より1か月後の同日まで 

群 馬1

軽井沢おもちゃ王国 
吾妻郡嬬恋村大前細原2277

670029 検索
●軽井沢おもちゃ王国のみ有効。

【入園料】 

100円OFF
【フリーパス】 

500円OFF

見て、触れて、体験できる「おもちゃ」のテーマパーク。
大好評の「わくわく大冒険の森」がエリア拡大！

新アスレチックが登場！
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群 馬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

イタリアン

ログガーデン ヴェルデ
小山市城山町3-9-22

t40025946 検索

栃 木2 イタリア直輸入の薪火焼ピザ釜で焼かれた
自家製ピザの味は、本場イタリアのもの

t40000474/ t40020509 検索
●お1人様、お食事1,000円以上のご利用に限る。
●ご利用可能人数：3名～9名  ●予約不可。

ベーカリーレストラン

バケット スマーク伊勢崎店
伊勢崎市西小保方町368

t40027619 検索
ランチ ディナー

●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

360円のドリンクバー無料
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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！

ディナー

関 東 ＜北＞
埼 玉 千 葉 東 京

埼玉

千葉
東京

●おとな・こども(3歳以上)共通利用引換券となります。 ●3歳未満無料。 ●ワンデーパス：入園＋乗り物乗り放題。
●日付指定券のため、デジタルチケットの申込は前日まで。●詳細は会員専用サイトにてご確認ください。

676006 検索

四季を通じて楽しめる「水と緑の遊園地としまえん」 
スリル満点のコースターをはじめ、

ファミリーで楽しめるのりものたくさん！

東 京6

としまえん 
練馬区向山3-25-1

670037 検索

動物たちとの触れ合いを通じて、楽しみながら
「命の大切さ」を実感できる人気の水族館

千 葉4

鴨川シーワールド
鴨川市東町1464-18

遊園地、動物園、花と植物の広場が融合した、
埼玉県のハイブリッド・レジャーランド

埼 玉2

東武動物公園 
南埼玉郡宮代町須賀110

670097 検索

四季折々の自然も楽しめる♪
一年中、遊び心大満足！の人気遊園地

埼 玉1

西武園ゆうえんち 
所沢市山口2964

670669 検索

音・光・映像などの先端テクノロジーを用いた演出で、
海の生きものたちの魅力を伝える

TOKYO最先端エンターテインメント

マクセル アクアパーク品川
港区高輪4-10-30 品川プリンスホテル内

【入場券】

●おとな
（高校生以上）2,200円→ 2,100円

●小・
中学生 1,200円→ 1,100円

●幼児
（4才以上）700円→ 600円

東 京5

デジタルチケット
●営業時間、休園日は季節により異なりますのでご確認ください。 ●料金や施設の内容は、予告なく変更になる場合
があります。 

670309 検索

【セブンマルチコピー機】
ワンデーパス(3歳以上) 4,800円→ 2,500円

●おとな
（高校生以上）2,800円→ 2,450円

●こども
（4歳～中学生）1,400円→ 1,230円

【のりもの1日券（入園+のりもの乗り放題）】
●おとな（中学生以上） ●こども（3歳～小学生まで）

4,200円→ 1,800円 3,200円→ 1,000円

有効期限：発券日より1ヶ月間

天然温泉や水着露天風呂など38のお風呂が楽しめる
千葉県最大級の温泉テーマパーク！

大江戸温泉物語 浦安万華郷 
浦安市日の出7-3-12

660565 検索

●会員専用サイトにて、注意事項をご確認ください。

【大江戸温泉物語 浦安万華郷 ご入館券】

最大 2,882円→ 1,100円

千 葉3

デジタルチケット
有効期限：発券日より6か月後の前日23：59まで 有効期限：発券月を含む6か月後の月末まで 

【ワンデーフリーチケット】
ゆうえんち入園＋
アトラクション乗り放題（一部を除く）     
●おとな（中学生以上）

●こども（3歳～小学生）、
  シニア（60歳以上 ※要証明）

2,300円→  2,000円

お子さまからおとなまで楽しめる、
鉄道ファンの聖地！

鉄道博物館
（さいたま市）

さいたま市大宮区大成町3-47

HOT NEWS! スポット＆お得情報 Pick up!

埼 玉1

766000 検索

●一般 ●小中高生 ●幼児（3歳以上未就学児）

1,000円→ 900円 500円→ 450円 200円→ 100円

【日付指定券】

有効期限：日付指定日当日限り

NEW

写真提供：鉄道博物館

デジタルチケット

2,800円→  2,500円
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●要予約：前日まで
●ご利用可能人数：2名～

柏市大島田950-1 セブンパーク アリオ柏3F

本格中華麺店 光麺 
セブンパーク アリオ柏店

熟成光麺 735円→ 500円
918円→ 810円

マグロ
中落ち定食

京鼎楼特選コース 
全9品 5,000円→ 2,500円
更に飲み放題（２時間）：
上記コースをご利用の方限定プラン2,000円→ 1,500円

豊島区南池袋1-28-2 池袋パルコ8F／港区台場1-7-1 アクアシティお台場5F

埼 玉1 サッカー日本代表GK・K選手もよく通っていたという
中浦和の大衆食事処「楽亭」が地元民に人気♪

ラーメン

t40027324 検索

千 葉2 豚骨と鶏ガラをじっくり煮込んだクリーミーな
「熟成光麺」はまさに東京豚骨ラーメンの代表格！

東 京3 女性一人でも入りやすい、
カジュアルな中華料理店

中華料理

京
ジンディンロウ

鼎樓 池袋パルコ店 / アクアシティお台場店

●ご利用可能人数：1名

居酒屋
お食事の店 楽亭

さいたま市南区関1-1-1

t40027426 検索
●要予約： 当日OK  ●ご利用可能人数：1名～2 名

ランチ ディナー t00013075 / t40021469 検索ランチ ディナー

＋ ホットコーヒーサービス 31%OFF

50%OFF


