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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！

 関 東 〈南〉
新 潟 長 野 神 奈 川 山 梨

ベネフィット

神奈川
ホテルブッフェ
ブッフェ・ダイニング　
オーシャンテラス 
ヨコハマ グランド 
インターコンチネンタル ホテル

横浜市西区みなとみらい1-1-1 ヨコハマ  
  グランド インターコンチネンタル ホテル 1F 

●【平日】ランチブッフェ

3,800円▶3,420円

●【土日祝】ランチブッフェ　

4,500円▶4,050円
ランチ  検索t00011900

神奈川
小田原お堀端 
万葉の湯

小田原市栄町1-5-14

【①入館料 全日】 【②入館料】
●おとな

2,484 円▶1,242円

●おとな+フィッシュセラピー15分

3,564円▶1,782円
【③平日限定 入館料】
●おとな2名様+貸切部屋2時間

7,668円▶3,834円
③要事前予約 
①、②、③深夜3時以降は別途深夜料金がかかります。 検索660013

特典期間:～7/31

神奈川 ツリークロス
アドベンチャー
厚木・七沢

厚木市七沢 七沢荘そば

【本気のターザンごっこ、アドベンチャーコース】

お一人様 300円OFF
要事前予約

横浜港に面した

総ガラス張りの店内で、

シェフ自慢の逸品の数々を

心ゆくまで

7/31までの

利用料
半額！

地元の
おトクグルメ

浴衣・タオル付きなので、手軽に行ける温泉！

検索766331
都心から1時間、

美しい森の中での

”本気のターザンごっこ！”

新 潟 アパリゾート上越妙高

A
ア パ リ ュ ー ジ ョ ン  2 0 1 8

PALLUSION 2018
妙高市桶海1090

【入場料】
●一般 （中学生以上）

1,500円▶1,260円

●小学生

1,000円▶810円
プリカ会員証払いで更に、1%分キャッシュバック
※プリカ会員証は、ご所属の団体様によってご利用いただけない場合がございます。

デジタルチケット   検索761572
有効期限：～11/15　特典期限:～11/14

山 梨 富士急ハイランド
富士吉田市新西原5-6-1

【フリーパス】
●おとな（18歳以上）

5,700円▶5,300円

●中学・高校生（12歳～17歳）

5,200円▶4,900円
●こども（7歳～11歳）

4,300円▶4,100円

●幼児（1歳以上）・シニア（65歳以上）

2,000円▶1,900円 
●妊婦、障がい者手帳をお持ちの方に関しては1,900円のチケットをお申込みください。
付き添いの方も1名まで1,900円でご利用いただけます。●7/13までの特典については
会員専用サイトをご確認ください。●コンビニ発券プラン、利用券発送プランもございます。
会員専用サイトでご確認ください。

検索676026
特典期間:7/14～2019/3/31

富士山麓に広がる一大

アミューズメントパーク!!

絶叫マシーンといえば

「富士急ハイランド」！

７つの異次元世界に
タイムトリップ！
時空を超える驚愕の光の
アトラクション誕生

新 潟 上越市立水族博物館 
うみがたり 

上越市五智2-15-15

【入館料】
●おとな (18 才以上 )  

1,800円▶1,700円

●高校生

1,100円▶1,000円
●小中学生

900円▶800円

●幼児 (4 才以上 )

500円▶450円
●シニア （65才以上）

 1,500円▶1,400円
●携帯クーポン不可。

検索766476

「まちを元気にする水族館」

として2018年6月26日に

グランドオープン！

【開催期間】
平成30年6月20日（水）～11月15日（木）毎日開催 149日間
※荒天時は営業休止または内容の変更有り
①6月20日（水）～ 8月31日（金）18時00分～23時00分
　（最終入場22時00分）   
②9月1日（土）～11月15日（木）17時00分～22時00分
　（最終入場21時00分） 
連絡先 [ナビダイヤル] 0570-004111  
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新 潟
ベーカリーレストラン

B
ビ ス ト ロ サ ン マ ル ク

ISTRO309
イオンモール新潟南店

新潟市江南区下早通柳田１-1-1 区画153

●360円のドリンクバー 

無料
ランチ  ディナー  検索t40027509

神奈川 大滝ホテル（日帰り温泉）
足柄下郡湯河原町宮上750-1

【蛍の湯・滝の湯 入浴料】 大浴場・露天風呂のみ
●おとな（中学生以上）

1,000円▶500円

●こども（6 歳～11歳） 

1,000円▶500円
●満館の場合はお断りする場合があります。
●利用時間は14～18時（最終受付17時です）

検索663027
特典期間:～7/31　※特典除外日：土曜日、7/15

長 野
竜王マウンテンパーク
SORA terrace

下高井郡山ノ内町夜間瀬11700

【ソラテラス往復ロープウェイ＋ドリンクチケット】

2,800円▶2,300円

検索765072
特典期間：～10/21　※運休日：9/3～7

新 潟 吉川スカイトピア遊ランド
上越市吉川区坪野1458-2

【日帰り入浴料】
●おとな（中学生以上）

420円▶210円

●こども（4 歳以上）

210円▶105円

検索662564
特典期間:7/15～9/30

長 野
食べ放題
すたみな太郎
須坂インター店

須坂市井上字松宮772-1

お食事の10%OFF
+ソフトドリンク飲み放題（1～4名様分） 

無料サービス
 ディナー  検索t40017878

山 梨
ベーカリーレストラン
サンマルク
イオンモール
甲府昭和店

中巨摩郡昭和町
　飯喰1505-1

●360円のドリンクバー 

無料
ランチ  ディナー    

検索t40026579

パラグライダーのメッカ、尾神岳の麓の宿のお風呂からの眺めは最高！

湯河原温泉随一の

豊富な湯量を活用した眺望

露天風呂でゆったり気分

標高1,770mの

急斜面に建てられた

幻想的な雲の上のテラス！

10種類以上揃う

焼きたてパンが

食べ放題！

ソース自慢の

料理にもぴったり

「焼きたてに

こだわった」

おいしいパンを

好きなだけ♪

地元の
おトクグルメ

地元の
おトクグルメ

長 野
白樺リゾート　
池の平ファミリーランド

茅野市白樺湖

【フリーパス券】

●おとな（中学生以上）・こども（3 歳～小学生）

500円OFF
更に、フリーパス券をお求めの方に

「アドベンチャースカイ」1回利用券
または「池の平温泉」入浴利用券プレゼント

検索670310
特典期間:7/10～9/30

2018年シーズンは

“50周年記念リニューアル”オープン！

新アトラクションや新エリアができ、

更に楽しさ倍増！

焼肉も寿司も
デザートも食べ放題！

tutuanna
関東南 31店舗

2,000円以上購入で 10%OFF  

NEW

検索655801

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

7/31までの利用料
半額！




