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「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！！

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！

地元の“おいしいスポット”もお得に大満足！

滋賀・京都・大阪・兵庫・奈良1

HOT NEWS! スポット＆お得情報 Pick up!

全国約240店舗のメガネの愛眼での優待がスタート！ 
欲しかったメガネを見つける大チャンス！

NEW

655728 検索
●一部対象外商品あり。

メガネの愛眼　

10%OFF
メガネ（フレーム・レンズ）

◯Aigan ／ 愛眼　ロゴデザイン 2　英字

2,200円→ 1,800円
●おとな

1,300円→ 1,100円
●中・高校生 

1,100円→ 900円
●3～12歳

【入村料】

神戸ハーバーランドから出港して
瀬戸内海、明石海峡大橋、

六甲の山並みの景観を船の上からゆったり満喫♪

兵 庫2

神戸船の旅 
コンチェルト

神戸市中央区東川崎町1-6-1

676009 検索

●幼児料金はおとな1名様につき1名様無料。2名様よりこども料金。 ●乗船料は運航時間によって変わりますので、
必ず事前にサービス提供企業サイトをご確認ください。 

要事前予約

670016 検索 763989 検索

おもちゃがあふれるお部屋や乗り物、イベントなど、
大人もこどもも楽しめる“遊び”が毎日いっぱい！

兵 庫1

優美な白亜の国宝・天守のほか、
国重要文化財の櫓など、みどころ満載！

滋 賀5

東条湖おもちゃ王国
加東市黒谷1216

彦根城
彦根市金亀町1-1

662837 検索

家族で1日楽しめる温泉リゾート♪ラドン温泉の
大浴場のほか露天風呂、打たせ湯、サウナも充実！

京 都3

心と身体の
癒しの森
るり渓温泉

南丹市園部町大河内広谷1-14

【キングフリーパス（入園+乗り物フリー）】
●おとな（中学生以上） ●こども（3歳～小学生）

3,000円→ 2,700円 2,700円→ 2,400円

【お気軽入浴プラン】
●おとな（中学生以上）平日 ●おとな（中学生以上）土・日・祝日

700円→ 500円 800円→ 500円

彦根城（玄宮園を含む）＋博物館【セット券】
●一般 ●小・中学生

1,200円→ 1,080円 350円→ 315円

ディナー

ディナーランチ

忍者体験、変身体験などのアトラクションのほか
東映ヒーローキャラクターのイベントも

充実の体験型テーマパーク！

京 都4

東映太秦映画村 
京都市右京区太秦東蜂岡町10番地

676038 検索
●携帯クーポン不可。

乗船料一律 

30%OFF

①②●ご利用可能人数：2名～ ●宴会コースは除く。
①●ドリンクは対象外。

チビッ子から大人まで楽しめるアトラクションもいっぱい！楽しさ充実 映画村！！関西
MAP

兵庫 京都 滋賀
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関  西
兵 庫 京 都 滋 賀

●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。●飲食金額1,000円+ 税 以上のご利用時に限る。 ●店内での飲食時に限る。 ●汁ものサービス券
のみ併用可。

ベーカリーレストラン
サンマルク 守山店

ブレッドガーデン
イオンモールＫＹＯＴＯ店／
京都五条店

全品270円均一！
ジャンボ焼鳥が名物の焼鳥専門店

兵 庫1

鳥二郎
阪急三宮店／サンキタ通り店／
生田新道店／阪神尼崎店／明石駅前店 守山市播磨田町390

独自のルートで仕入れた、
ネタの鮮度がピカイチ！

京 都2

大起水産回転寿司
京都タワーサンド店／京都伏見店

タワーサンド店：京都市下京区烏丸通七条下ル 
　　　　　　　京都タワーサンドB1
伏見店：京都市伏見区下鳥羽南柳長町59 イオンモールＫＹＯＴＯ店：京都市南区西九条鳥居口町１

京都五条店：京都市右京区西院追分町25-1-104

t40027327 /／t40021382 検索鳥二郎 兵庫県 検索

焼きたてパンの食べ放題と、
カジュアルな雰囲気が人気のレストラン

京 都3

t40027660/ t40027659 検索

香り高い焼きたてパンは食べ放題、
ソースにこだわった料理との相性も抜群！

滋 賀4
焼鳥 回転寿司 ベーカリーレストラン 洋食・欧風料理

ディナーランチ
ディナーランチ

お会計の10%OFFお会計の5%OFF
①フードの20%OFF
②【月～木限定】お会計15%OFF

t40027240 検索
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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！

●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。

和食さと

●クーポンプリントアウト不可（携帯・スマートフォンなどの画面提示時のみ適用）。
●個別精算は利用不可。
●売店商品は除く。

きらり C
ク ッ チ ー ナ

UCINA

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

大 阪1

バケット
ヨドバシ梅田店／なんばCITY店／
天王寺MIO店／イオンモール大日店／
くずはモール店 など大阪府8店舗

パームシティ和歌山／
和歌山北インター／打田

お席で注文！
テーブルバイキングの焼肉食べ放題

大 阪2

焼肉きんぐ
東住吉店／鮎川店／
寝屋川仁和寺店／
東大阪瓢箪山店／石津店

橿原市北八木町3-65-11　
近鉄百貨店 橿原店 7F

橿原市内を一望できる、
景色抜群の展望レストラン

奈 良3

t40027362 検索

旬の和食と和みの時間、
プレミアムコースは全75品が食べ放題

和歌山4
ベーカリーレストラン 焼肉 ダイニング ファミリーレストラン

ディナーランチ
ディナーランチ

お会計の10%OFF

バケット 大阪府 検索 焼肉きんぐ 大阪府 検索 和食さと 和歌山県 検索
●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

地元の“おいしいスポット”もお得に大満足！

②時間無制限飲み放題オプション付 
　 食べ飲み放題プレミアムコース

①お会計の20%OFF
50%OFF6,640円→ 3,320円

海遊館
大阪市港区海岸通1-1-10

671675 検索

森の中のスポーツ公園にある自転車のテーマパーク。
変わり種自転車のほかアトラクションも満喫♪

大 阪2

関西サイクルスポーツセンター 
河内長野市天野町1304

●シルバー区分は割引対象外。 ●施設利用料金は別途必要。 ●3歳未満無料。
●深夜2:00～5:00は、別途1,620円が必要となります。 ●メニューは、4月中旬頃オープン予定です。

●メニューは、4月中旬頃オープン予定です。

●4歳未満無料。●携帯クーポン不可。●クーポンのご提出と会員証のご提示
がなければ特典を受け取ることはできません。

新クラゲ展示エリア「海月銀河」
3月17日（土）オープン

大 阪1

676110 検索

HOT NEWS! スポット＆お得情報 Pick up!

大型アスレチックス
施設が登場！

大阪・奈良1

のせ：766192 / やまぞえ：766193 検索

特典期間：～2019/3/31

NEW

冒険の森 inのせ、やまぞえ

670662 検索

本州最大級のテーブルサンゴの群落や色とりどりの
熱帯魚たちが織り成す美しい海中の景色を楽しめる！

和歌山5

串本海中公園 
東牟婁郡串本町有田1157

【入館料】
●おとな（16歳以上または高校生） ●こども（小・中学生）

2,300円→ 1,880円 1,200円→ 750円
●幼児（4歳以上）

600円→ 350円

【入場料】
●おとな（中学生以上） ●こども（３歳～小学生）

800円→ 640円 500円→ 400円

【利用料金】
●おとな（中学生以上） ●こども（4歳～小学生）

600円→ 500円 350円→ 300円

【水族館＋海中展望塔＋半潜水型海中観光船 セット券】
●おとな（高校生以上） ●こども（小・中学生）

2,600円→ 2,080円 1,400円→ 1,120円

豊かな自然に囲まれた広い農園で
収穫体験が楽しめます！

奈 良3

信貴山のどか村
生駒郡三郷町信貴南畑1-7-1

670644 検索

660919 検索

天然温泉、檜風呂など多種多様なお湯で、
心も身体もリフレッシュ

奈 良4

奈良健康ランド
天理市嘉幡町600-1

【入館料】
●おとな

（中学生以上）1,620円→ 1,520円

街では乗れないおもしろ自転車が 800台も！

【ツリートップアドベンチャー、フォレストセグウェイツアー】

体験料500円OFF

ディナー

①②●ご利用可能人数：1名～20名　
①●コースは除く。　②●要予約: 当日OK

お会計の5%OFF

●メニューは4月中旬頃オープン予定です。  
●岐阜県「766194 冒険の森inいとしろ」もございます。

要事前予約関西
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