
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！！

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！

サンマルク 岡山県 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。

ベーカリーレストラン

B
ビ ス ト ロ サ ン マ ル ク

ISTRO309 
ゆめタウン出雲店

出雲市大塚町650-1

t40027673 検索

島 根1 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

ランチ ディナー

海鮮居酒屋

はなの舞 
倉吉駅前店

倉吉市上井町2-１-2

鳥 取2 産地直送の新鮮な魚介類と四季折々の味覚、
美味しいお酒を心ゆくまで

洋食・欧風料理
ベーカリーレストラン
サンマルク 

大元店／イオンモール岡山店／倉敷店

t40013202 検索

岡 山 　3 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！

ディナー

お会計の10%OFF お会計の10%OFF

ランチ ディナー

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！

670285 検索

6基の総ガラス張りピラミッドと世界最大級の
一年計砂時計に悠久の時の流れと

環境の大切さを実感！

島 根2

砂博物館 仁摩サンドミュージアム
大田市仁摩町天河内975

松江のシンボル、松江城の最上階の望楼から
眺める松江の街の360°大パノラマは圧巻！

島 根1

松江城
松江市殿町1-5

675775 検索

●6歳未満無料。●8月より料金変更となります。詳細は会員専用サイトをご確認ください。
●会員証1枚提示につき4名様まで有効。●6歳以下無料。

【登閣料】
●おとな（高校生以上） ●こども（小・中学生）

560円→ 440円 280円→ 220円

【入館料】
●おとな（高校生以上） ●こども（小・中学生）

700円→ 630円 350円→ 310円

【入園料】4〜11月
●おとな（高校生以上） ●こども（小・中学生）

1,000円→ 900円 500円→ 450円

１㌧の砂を1年かけて落とす「砂
すなごよみ

暦」が刻む“時の流れ”に感激！

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！

岡 山1

655728 検索

NEW

●一部対象外商品あり。

●1会員IDにつき、毎月10枚までのお申込みとなります。

メガネの愛眼　

670273 検索

照りつける太陽の中に、響わたるサンバのリズム。
絶叫マシーンも乗り放題！

岡 山5

ブラジリアンパーク 鷲羽山ハイランド
倉敷市下津井吹上303-1

10%OFF
メガネ（フレーム・レンズ）

●幼児無料。

水木ワールドの集大成！
コワくてカワイイ妖怪たちとご対面

鳥 取3

水木しげる記念館
境港市本町5

672604 検索

672370 検索

四季折々の草花が楽しめる花の公園！ 
自然の息吹と美しい花々を心ゆくまで満喫♪

鳥 取4

鳥取県立フラワーパーク とっとり花回廊 
西伯郡南部町鶴田110

有効期限：発券月の翌月より12か月後の月末まで

デジタルチケット

300円→ 200円 300円→ 200円

500円→ 400円700円→ 600円
●大学生
以上

●中・
高校生

●障がい者●小学生

【入館料】

【入国＋フリーパスポート】
おとな・こども共通 2,800円→ 1,500円

◯Aigan ／ 愛眼　ロゴデザイン 2　英字
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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。
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【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！

●フリードリンク付プランは除く。 ●ご利用可能人数：1名〜4名

居酒屋

酒仙
リーガロイヤルホテル広島

広島市中区基町6-78 リーガロイヤルホテル広島6F

t40012401 検索

広 島1 定番の居酒屋メニューから瀬戸内の旬の味覚まで、
多彩な料理を、ホテルならではの落ち着いた店内で

ブッフェレストラン

B
ブ リ ッ ジ

ridges
シェラトングランドホテル広島

広島市東区若草町12-1　シェラトングランドホテル広島6F

広 島2 大きな窓と吹き抜けの開放的な空間で、
クリエイティブでヘルシーなブッフェメニューを

居酒屋
三代目網元 魚鮮水産
アイスタ新山口店

山口市小郡下郷1357-1 JR西日本新山口駅高架下アイスタ1F

t40014700 検索

山 口3 全国各地の漁港から直送する、
朝獲れ鮮魚入りの刺身が絶品！

ディナー
ディナー

フードの10%OFFお会計の15%OFF お会計の10%OFF
ランチ ディナー t40019194 検索

地元の“おいしいスポット”もお得に大満足！

下関の大地から湧き出る天然温泉！
男女合わせて7ヶ所の露天風呂を楽しめる♪

山 口4

663800 検索

天然温泉 和楽の湯 下関せいりゅう 
下関市新椋野1-2-15はい！からっと横丁

下関市あるかぽーと1-40

関門海峡を一望しながら観覧車をはじめ
12機種のアトラクションで遊べる遊園地♪

山 口3

678882 検索

アトラクション、アスレチックのほか昭和30年代の
街並みを再現した空間「いつか来た道」も大人気！

広 島2

 みろくの里
福山市藤江町638-1

●携帯クーポン不可。 ●有人窓口にて販売 。

760530 検索

日常の喧騒から離れてゆったりとした時間を満喫できる
効能豊かな塩泉を源泉とした天然温泉のスパ♪

広 島1

アジアンリゾート・スパ シーレ
安芸郡坂町平成ヶ浜3-2-11

660575 検索

●会員証1枚提示につき5名様まで有効。●会員制となっておりますので、別途会員登録料200円が必要です。 ●24
時間までご利用頂ける滞在型のコースです。 ●幼児（0〜3歳）無料。 ●深夜0〜5時滞在の方、別途リラクゼーション
コース350円、ハーフコース150円がかかります。 ●3歳未満のお子様は家族風呂のみご利用可。 ●岩盤浴のみのご利用は

できません。

【利用料 】
●平日（中学生以上） ●土・日・祝（中学生以上）

1,200円→ 1,080円 1,400円→ 1,260円

【リラクゼーションコース利用料（24時間滞在） 】

おとな（中学生以上） 2,200円→ 1,700円
【ハーフコース利用料（3時間滞在） 】

おとな（中学生以上） 1,150円→ 900円
●おとな（中学生以上） 3,200円→ 3,100円
●こども

（3歳～小学生（12歳）まで） 2,900円→ 2,800円

【フリーパス】

広大な敷地で20種類以上のアトラクションを楽しめる！

パークキャラクターの“からっとくん”が
待ってるよ♪

内湯、家族風呂、岩盤浴のほか休憩処やボディケアも充実！

【回数券（100円×11枚綴り） 】 

1,000円→ 800円
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