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「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
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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！

●8名以上の宴会かつ3,500円以上の
コースご利用時に限る。

●直営店のみでの特典となります。

焼肉きんぐ 
熊本高平店

旨唐揚げと居酒メシ 
ミライザカ 長崎駅前店

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！

福 岡1

ベーカリーレストラン 
サンマルク 小倉足立店

北九州市小倉北区黒原1-4-32 熊本市北区高平2-25-45

とことんこだわった「おいしい卵」使用の、
絶品オムライス！

佐 賀2

おむらいす亭 
佐賀フレスポ鳥栖店

鳥栖市本鳥栖町537-1　
フレスポ鳥栖1F

長崎市大黒町9-30　
ティアンドジェイビル1・2F

t40021706 検索t40027247 検索

旨唐揚げと居酒屋メシを、
ハイボールで楽しむ

長 崎3

t40026619 検索

お席で注文！焼き肉食べ放題のお店！
熊 本4

洋食・欧風料理 十六穀米オムライス＆ドリア専門店 居酒屋 焼肉

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

お会計の10%OFF お会計の10%OFF お会計の10%OFF

t40027034 検索

地元の“おいしいスポット”もお得に大満足！

ハミルトン宇礼志野
（日帰り入浴）

嬉野市嬉野町岩屋川内288-1

美肌の湯と名高いとろみのある嬉野温泉で
つるつる、すべすべ＆リラックス♪

佐 賀4

663895 検索

アトラクション数はナント、日本屈指！
「遊」「憩」「食」がクリエイトする感動の遊園地

熊 本7

●本特典は、12歳以上の大人限定となります。●4歳未満・身長100cm
未満のお子様は、家族風呂のみのご利用となります。  

●未就学幼児無料、小学生675円。●貸切露天のご利用は別途料金が
必要となります。 ●利用可能時間：8:00-12:30／14:00-18:00 

宗像王丸・天然温泉
やまつばさ

宗像市王丸474

洗練された空間で贅沢な時間を味わえる！
心と体を癒す非日常型温泉リゾート

福 岡1

663920 検索

【入浴料金】

20%OFF
【入浴料】

福岡タワー
福岡市早良区
百道浜2-3-26

展望室からは、３６０度の大パノラマで福岡を一望でき、
　　四季折々のイルミネーションや夜景も楽しめる♪

福 岡2

676245 検索

【タワー展望】
●おとな（高校生以上） ●小・中学生 ●こども（4歳以上）

800円→ 720円 500円→ 450円 200円→ 180円

【入園料】
●おとな（高校生以上） ●こども（小・中学生） ●幼児（3歳以上）

2,400円→ 2,300円 1,300円→ 1,200円 700円→ 600円

三瀬ルベール牧場　
どんぐり村

佐賀市三瀬村杠2234-67

762237 検索
●携帯クーポン不可。

【入園料】

500円→ 450円

乗馬や手作り体験、季節の料理も楽しめる！
動物と自然と遊べる人気の牧場♪

佐 賀3
阿蘇カドリー・
ドミニオン

阿蘇市黒川2163

672371 検索

阿蘇の大自然を満喫できる広大なロケーションの中で、
一日中楽しんでいただけるふれあい動物王国です

熊 本8

おとな
（中学生以上）1,350円→ 675円

グラバー園 
長崎市南山手町8-1

672479 検索
●小学生未満無料。 ●携帯クーポン不可。

長崎港の大パノラマを見下ろす
絶景地・南山手の丘にある

居留地時代の面影を今に伝える浪漫の地

長 崎6

グリーンランド遊園地
荒尾市緑ヶ丘

676046 検索

【〈Famiポート〉入園券】
●おとな（高校生以上）

1,600円→ 1,300円A 1,600円→ 1,000円B
●こども（3歳～中学生）

800円→ 650円A 800円→ 400円B
● シニア（65歳以上）

800円→ 650円A 800円→ 400円B

宴会幹事様
１名様無料

チケット有効期限：～2019/3/31

●おとな

●高校生

●小・中学生

610円→ 510円

300円→ 240円

180円→ 140円

【入園料】

九十九島
水族館海きらら 

佐世保市鹿子前町1008

目の前に広がる九十九島の海と生き物たちの
ありのままの姿をリアルに感じる水族館♪

長 崎5

764051 検索

【入園料】 

100円OFF 50円OFF●おとな
（高校生以上） 

●こども
（4歳～中学生） 

※団体料金に割引

佐賀

長崎

福岡

熊本
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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！

②●Mサイズに対応しているメニューのみ、
ご利用いただけます。 

●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。

レストラン ボナペティ 
／ホテルJALシティ那覇 

カフェ神戸

ぴっちぴちの鮮魚をぜひ！
お造り、焼き魚、煮魚など、種類豊富にご用意

大 分1

豊後魚鮮水産 
大分駅前店

大分市金池町1-1-15　
南光汽船（株）大分駅前ビル２Ｆ

那覇市牧志1-3-70

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

宮 崎2

すたみな太郎 都城店 
都城市下川東1-14-7 姶良市西餠田381-6

t40017806 検索t40019205 検索

ゆったりと心地よい時間が流れる、
1人の時間を満喫できるカフェ

鹿児島3

t40027328 検索

沖 縄4
居酒屋 焼肉・寿司・デザート食べ放題 カフェ フランス料理

ディナー
ディナー

1,050円→ 950円

①ナポリタンセット（ドリンク付） 
 1杯につき50円OFF
②ドリンクのMサイズ（480円～）

4,100円→ 3,200円
平日
セレクトディナーバイキング

土・日・祝日
4,400円→ 3,500円

t40027333 検索
ディナーランチ

ゆったりくつろぎの中に、華やかに洗練された
遊び心を持つスタイリッシュレストラン

お会計の10%OFF
1グループ
お食事代 5%OFF

地元の“おいしいスポット”もお得に大満足！

●JALマイルのご利用はできません。 
●要予約： 当日OK

スパぱうぱう
宮崎市清水3-105

露天風呂、本格北欧式サウナをはじめ
 30種以上の施術メニューを楽しめる人気のスパ

宮 崎4

663024 検索
●入泉料が別途必要となります。（宿泊の方は無料）

【岩盤浴60分】

780円→ 500円

●携帯クーポン不可。

べっぷ
地獄めぐり

別府市鉄輪559-1

国の名勝に指定されている「別府の地獄」。
海・血の池・龍巻・白池など7ヶ所をめぐる

別府観光の定番！

大 分1

676247 検索

●おとな 2,000円→ 1,800円●高校生 1,350円→ 1,210円

●中学生 1,000円→ 900円●小学生 900円→ 810円

【共通観覧券】

セントラルシネマ宮崎
宮崎市新別府町江口862-1 
イオンモール宮崎内2F

【〈Famiポート〉映画鑑賞券】

1,800円→ 1,400円

迫力の大スクリーンで話題の映画を堪能できる！
アクセス至便のイオンモール内のシアター

宮 崎3

678106 検索

●上映中作品に限ります。特別興行、ライブビューイング等、一部の上映作品を除きます。 ●3D作品をご鑑賞の場合は
別途、追加料金をお支払い頂く必要があります。 

有効期限：発券日より6か月間

別府ラクテンチ
別府市流川通18

名物あひるの競走や乗り物などのんびりと
親子三代で楽しめるレトロな魅力あふれる遊園地♪

大 分2

670223 検索

【メインゲート・乙原ゲート】 
●おとな

（高校生以上） 200円OFF ●こども
（3歳～中学生） 100円OFF

城山観光ホテル　
さつま乃湯

鹿児島市新照院町41-1

標高108ｍの高台から間近に桜島を一望！
絶景と極上の癒しを体験できる天然温泉

鹿児島5

●16歳以上の方は、入湯税として別途150円かかります。 ●0～3歳無料。●2018年5月8日より名称変更致します。新名称：
SHIROYAMA HOTEL kagoshima（城山ホテル鹿児島）●メニューは4月中旬頃オープン予定です。

660558 検索

【入浴料】
おとな

2,484円→ 1,242円

休暇村 指宿 
指宿市東方10445

660075 検索
●びわの葉入り砂むし温泉は＋100円。

豊かな緑、山々と紺碧の海を臨む温泉地。
人気の指宿名物「砂むし温泉」も楽しめる♪

鹿児島6

【砂むし温泉】 
●おとな 

1,080円→ 800円

620円→ 400円
●小学生 

670318 検索

亜熱帯トロピカルガーデンを自動運転の
パイナップル号で見学！パイナップルや

パイナップルワインの食べ放題、飲み放題も大人気♪

沖 縄7

ナゴパイナップルパーク 
名護市為又1195-1

●小学生未満無料。 

●おとな
（高校生以上）850円→ 760円

●中人
（中学生）600円→ 540円

●こども
（小学生）450円→ 400円 　　　半額

【入園料】

●身障者手帳提示にて

ディナー
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