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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！

乾杯スパークリング付 
お料理10品＆2時間飲み放題

地元の“おいしいスポット”もお得に大満足！

約500種4万点の生きものを飼育！
生きものとふれあえる参加型水族館

石 川1

のとじま水族館
七尾市能登島曲町15部40

678811 検索
●印刷クーポンをご利用の場合は、会員証も合わせてご提示ください。 ●往復乗車利用のお客様に限ります。  ●携帯クーポン不可。

●18:00までの利用に限ります。

1,850円→ 1,650円

●おとな（高校生以上）

510円→ 460円

●中学生以下（3歳以上）
【入場券】

800円→ 700円

●おとな

400円→ 350円

●こども（3歳〜中学生）
【入館料（3月20日～5月31日）】

天然温泉に炭酸を溶け込ませた「炭酸湯」のほか、
岩盤浴、サウナなど多彩なお風呂が大人気♪

石 川2

金沢ゆめのゆ 
金沢市藤江南3-26

山頂の岐阜城・天守閣からの絶景に大興奮♪
濃尾平野を見渡す壮大な大パノラマは必見！

岐 阜6

ぎふ金華山ロープウェー 
岐阜市千畳敷下257番地

761303 検索

施釉磁器モザイクタイル発祥の地で
「なぜか、ふしぎな、うつくしさ」の

世界へ！

HOT NEWS! スポット＆お得情報 Pick up!

岐 阜1

765954 検索

多治見市モザイクタイルミュージアム
多治見市笠原町2082-5

●携帯クーポン不可。

【観覧料】おとな 300円→ 250円

通常料金より
●おとな

（12歳・中学生以上） 100円OFF ●小人
（4歳〜11歳）50円OFF

NEW

●未就学の幼児、70歳以上の方無料。 

子供から大人まで楽しんで学習できる
恐竜に関する国内最大級の博物館！

福 井5

福井県立恐竜博物館 
勝山市村岡町寺尾51-11 かつやま恐竜の森内

761704 検索
チケット有効期間：〜2019/3/31特典期間：〜2018/5/31

【セブンマルチコピー機】
常設展 観覧券 一般 720円→ 620円

海にきらめく幻想的な光 富山湾の神秘
「ほたるいか」に触れて学べるミュージアム

富 山3

ほたるいか
ミュージアム

滑川市中川原410

●特典欄記載以外にも特典適用期間あり。

671729 検索

大風呂、高濃度炭酸風呂、サウナなど
8種のお風呂をゆっくり楽しめるバラエティ銭湯

富 山4

辻わくわくランド
魚津市青島63-1

1,080円→ 756円●おとな（健康ランドコース）
【入館料】

●貸館内着、タオルセット、シャンプー、歯ブラシ、ひげそり付き。●深夜
3:00以降のご在館は深夜料金が課金されます。（深夜3:00～朝6:00　
チェックアウトは朝11:00） 662051 検索 662273 検索

470円→ 300円

●おとな（中学生以上） ●小学生
【入浴料】

250円→ 200円

【団体向け】

Web予約
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熟成光麺

745円→ 500円
●ご利用可能人数：1名

本格中華麺店 光麺 
三井アウトレットパーク北陸小矢部店

●ご利用可能人数：1名～10名  

鉄板焼 ひだはなの舞 福井駅前店

石 川1

ラグナヴェール
KANAZAWA

金沢市兼六町2-5

岐阜市長良福光2695-2岐阜都ホ
テル１Ｆ

t40021075 検索

富 山2

小矢部市西中野972-1 三井アウトレット
パーク北陸小矢部2F

福井市大手2-6-4 マルダビル2F

t40027325 検索

福 井3

t40021944 検索

岐 阜4

t40014297 検索

貸切・パーティー会場 ラーメン 居酒屋 鉄板焼

ディナー
ディナーランチ ディナーランチ ディナーランチ

●要予約： 7日前まで ●ご利用可能人数：40名～50名●ビュッフェスタイルでのご提供となります。
●上記内容+1,000円/人にて
オンテーブル(各卓大皿)へ変更可能。

お会計の10%OFFお会計の10%OFF

特産品の飛騨牛に新鮮な活魚類を目の前で焼き上げ、
音や香りを五感で感じられるレストラン

福井名物・北陸名物を使った
おいしいお料理が多数あります

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！

お料理は旬と鮮度を大切に選び抜いた素材を、
最適な調理法で仕上げた「ヌーヴェル・キュイジーヌ・ジャポン」

8,024円→ 6,000円 25%OFF 32%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！

●ご利用可能人数：1名

磐田市高見丘1200番地 ららぽーと磐田1F

愛 知2 ヘルシー、ビューティ、フレッシュをもとにライブ感
たっぷりのオールデイダイニング

静 岡3 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！

ラーメン
本格中華麺店 光麺 ららぽーと磐田店

t40027322 検索ランチ ディナー

ブッフェ・洋食
シェフズ ライブキッチン 
／ストリングスホテル名古屋

名古屋市中村区平池町4-60-7

t40019281 検索

地元の“おいしいスポット”もお得に大満足！

HOT NEWS! スポット＆お得情報 Pick up!

「買い物を、もっと自由に、
もっと楽しく」が

コンセプトの家具・インテリアのお店

655651 検索
特典期間：4/28〜5/13

ジュゴンをはじめ、海で暮らす生き物のほか
カピバラ、スナドリネコなど

水辺に暮らす動物にも出会える！

三 重1

鳥羽水族館 
鳥羽市鳥羽3-3-6

760128 検索
●2歳以下のお子様は無料。●携帯クーポン不可。

家具・インテリアの
ファニチャードーム 

情熱の国「スペイン」の情緒あふれるテーマパークで
アトラクション、パレード、ショーを楽しむ休日を！

三 重2

志摩スペイン村パルケエスパーニャ
志摩市磯部町坂崎

2,500円→ 2,300円
●おとな

（高校生以上）

1,250円→ 1,150円●小中学生

630円→ 580円
●幼児 

（3歳以上）

【入館料】

●薬石汗蒸房の料金には入浴料が含まれます。 

源泉かけ流しの天然温泉と薬石汗蒸房。 
新しい癒しの世界へと誘う二つの空間が魅力！ 

静 岡5

三 重・愛 知1

源泉掛け流し 薬石汗蒸房 風と月
浜松市浜北区平口2861 サンストリート浜北1F

662259 検索

200円OFF通常料金から

【薬石汗蒸房（中学生以上）】

150円OFF通常料金から

【温泉入浴（中学生以上）】

雄大な富士山を眺めながら7つのゾーンを
車や園内バスで巡る富士山の麓に広がる動物園♪

静 岡4

富士サファリパーク
裾野市須山字藤原2255-27

●ナイトサファリにはご利用できません。 

672615 検索

●おとな（高校生以上） ●こども（4歳〜中学生）  

2,700円→ 2,400円 1,500円→ 1,200円

【入場料】

●4/28～5/13以外の期間は、5%OFFの特典のみ利用可。
●三重県１店舗、愛知県５店舗、岐阜県２店舗ございます。

5%OFFお買い上げ金額

更に、2万円お買い上げ毎に
1,000円分のお買物券プレゼント

ランチ

東海・北陸
MAP

静岡

● 3歳以下無料。● 1回にお申込み可能な数量は 10までとなります。 

イルカ・ベルーガ・ペンギンなど海の動物たちに出会える！
 大人も子供も大満足の都市型水族館！ 

愛 知3

名古屋港水族館 
名古屋市港区港町1-3

672817 検索

2,000円→ 1,600円●おとな 2,000円→ 1,400円●高校生

500円→ 350円
●幼児

（4歳以上）1,000円→ 700円
●小・
中学生  

【入館券】

676039 検索

5,300円→ 4,550円
●おとな

（18〜59歳） 4,300円→ 3,700円
●中人

（12〜17歳）

3,500円→ 3,000円
●シニア

（60歳以上）3,500円→ 3,000円
●こども

（3〜11歳） 

【パスポート】

● 2歳以下の幼児は、有料入園者（おとな）1名につき 2名まで無料でご入園可。
なお、3名以降はこどもの料金となります。●携帯クーポン不可。 
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【平日】
「2018年の春の味覚」ランチビュッフェ

5,493円→ 3,600円

レストラン
パークサイドカフェ

四日市市安島1-3-38

t40014385 検索

三 重1 吹き抜けで陽光差し込む
開放感あふれるレストラン

ランチ

お会計の10%OFF 熟成光麺

745円→ 500円
34%OFF

32%OFF


