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特典詳細の確認は、
スマホ・PCから会員専用サイトへ！

【グルメメニューについて/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。

※ご利用の際は、必ず会員専用サイトの注意事項をご確認の上、ご利用ください。※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6月現在のものです。掲載内容は予告なく変更となる場合がございます。最新の情報は、会員専用サイト
にてご確認ください。※価格表記については、基本消費税を含んだものです。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。※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。※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。

HOTに楽しもう！
夏レジャー特集！

東 北

ベネフィット

青 森 岩 手 秋 田 宮 城 山 形 福 島

岩 手 岩手サファリパーク
一関市藤沢町黄海字山谷121-2

【入園料】
●おとな（中学生以上）

2,700円▶2,430円

●こども（3歳 ~ 小学生）

1,500円▶1,350円
更に、草食動物のエサ1袋プレゼント

検索760294
特典期限:8/1~9/30

宮 城 仙台うみの杜水族館
仙台市宮城野区中野4-6

【入館料】

●おとな（18歳以上）

2,100円▶1,900円

●中学・高校生（12~18歳）

1,600円▶1,400円
●小学生 

1,100円▶900円

●幼児（4歳以上）

600円▶500円
●シニア（65歳以上）

1,600円▶1,400円
更に、オリジナルノベルティプレゼント
デジタルチケット   検索761833

有効期限:7/15~8/31　特典期間:7/15~8/31

青 森 和
なごみ

の湯
上北郡おいらせ町

　一川目4-127-115

【入浴料】
●おとな 

420円▶320円

検索661497

宮 城
ホテルレストラン
シェフテーブル 
ANAホリデイ・イン仙台

仙台市若林区新寺1-4-1

●ランチ全品　

15%OFF
ランチ  Web予約  検索t40022157

特典期限:7/15~9/30※除外日:7/22

太平洋を一望できる

展望風呂など、

多彩なお風呂で

ゆっくりくつろげる

日帰り温泉

園内バスに乗ってライオンやトラなどの肉食

動物のほかキリン、シマウマなどの草食動物に

出会える岩手サファリパーク。ゾウの背中に

乗ってお散歩ができるゾウの村や、毎日開催の

フラミンゴショー、猿に餌やりもできるふれあ

い広場など動物たちとの出会いがいっぱい！

広大な敷地で、ライオンや

トラなどの肉食獣を

間近に見られる！

広大な草原に暮らす動物たちの
息遣いや生態と間近に触れ合える！

地元の
おトクグルメ

ナイトチケット

（17：00～21：00/最終入館20：30）の

お得な特典もございます！

詳細は会員専用サイトにてご確認ください

大水槽や

川の水槽をはじめ、

イルカ・アシカたちに

よる東北最大級の

パフォーマンスを

楽しめます！

人気のワンプレートランチやオリジナル
カレーをお楽しみいただけます。



http://www.benefit-one.co.jp

特典詳細の確認は、
スマホ・PCから会員専用サイトへ！

【グルメメニューについて/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。

※ご利用の際は、必ず会員専用サイトの注意事項をご確認の上、ご利用ください。※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6月現在のものです。掲載内容は予告なく変更となる場合がございます。最新の情報は、会員専用サイト
にてご確認ください。※価格表記については、基本消費税を含んだものです。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。※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。※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。 ベネフィット

青 森
ベーカリーレストラン

B
ビ ス ト ロ サ ン マ ル ク

ISTRO309
青森ELM店

五所川原市大字
　唐笠柳字藤巻517-1 1階

●360円のドリンクバー 
無料
ランチ  ディナー  検索t40027668

山 形
季節郷土料理
べにばな亭

山形市香澄町1-16-34
　山形駅東口交通センター2F

●グループ合計金額

10%OFF
ディナー  検索t00012395

青 森 青森県立美術館
青森市安田字近野185

有料観覧者（コレクション展及び企画展に限る）に
オリジナルグッズプレゼント
更に7/15~8/31の期間中、
限定グッズを併せてプレゼント 
●限定グッズは、数量限定・先着順・お一人様
につき1つとなります。 検索763305

特典期限:7/15~8/31

秋 田 秋田ふるさと村
横手市赤坂字富ケ沢62-46

【世界のカブトムシ大集合!おもしろ昆虫展2018 入場料】
●3歳以上

700円▶600円

検索670457
特典期限:7/14~8/26

山 形 リナワールド
上山市金瓶字水上108-1

【入園料】
●おとな （中学生~64歳）

900円▶800円

●こども（3歳~小学生）・シニア（65歳~）

600円▶500円
【フリーパス】
●おとな （中学生~64歳）

3,900円▶3,600円

●こども（3歳~小学生）・シニア（65歳~）

3,600円▶3,300円
更に、オリジナルグッズプレゼント

検索761484
特典期間:7/17~8/10

福 島
ダイニングバー
郡山モノリス

郡山市桑野1-11-17

コースプラン注文時、
乾杯ウェルカムドリンクサービス
ランチ  ディナー  検索t40027768

桜の名所「開成山公園」の目の前に立つ
モダン建築。四季折々の情景が溶け込む
緑豊かな庭園と現代の感性がみごとに
融合した寛ぎの空間です。

福 島 東北サファリパーク
二本松市沢松倉1

【入場料】
●おとな （中学生以上）

2,900円▶2,500円
●こども（3歳 ~ 小学生）

1,800円▶1,600円

●シニア（65歳以上）

2,100円▶1,800円
更に、草食動物のえさ1袋（500円相当）1袋プレゼント
●シニア（65歳以上）の方は、年齢のわかる
身分証のご提示が必要です。 検索670007

特典期限:7/15~9/30

岩 手
回転寿司
平禄寿司
岩手二戸店

二戸市堀野字大谷地54

【店内のご飲食時限定】
●お会計　

10%OFF 

ランチ  ディナー  検索t40022109

秋 田
居酒屋
魚民
大館有浦店

大館市有浦2-37-2

●お会計　

10%OFF 

ディナー  検索t40019638

宮 城 大江戸温泉物語 仙台コロナの湯
仙台市宮城野区福室字田中前1-53-1

【入浴料】
●おとな （中学生以上）

700円▶500円

●こども（小学生）

350円▶無料
検索662252

特典期限:8/16～9/30

放し飼いエリアは

車に乗って探検！

次々に寄ってくる

動物達は

迫力満点！

青森県ゆかりの作家を中心に

1作家1部屋の

ゆったりした展示で

作品の魅力を引き出します

この夏、親子や3世代で

楽しめるイベント

「おもしろ昆虫展2018」

開催！

地域最大級の

広 と々した露天風呂で、

心も身体もリラックス

山形の

四季折々の

郷土の幸を

届ける

職人の技で

調理された 

新鮮なお寿司は

絶品！

tutuanna
東北 16店舗

2,000円以上購入で 10%OFF  

NEW

検索655801

29種類以上の焼きたてパンが食べ放題！
ソース自慢の料理と一緒にどうぞ

絶叫アトラクションとサンリオの

人気キャラクターのアトラクション

両方が楽しめる花や水、

自然に囲まれた遊園地 

プチプラで

かわいい靴下・

インナー・ルームウェアなら

   t u t u a n n a！

地元の
おトクグルメ

地元の
おトクグルメ

地元の
おトクグルメ

地元の
おトクグルメ

地元の
おトクグルメ

落ち着いた

和の雰囲気が

くつろぎを生む


