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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 海 ・ 北 陸

ベネフィット

石川 富山 三重福井 愛知岐阜 静岡

夏には爽やかなグリーン、9月下旬から
紅葉が始まりゲレンデを赤く染めるコキアが鑑賞できます！

岐 阜 花の駅 ひるがの高原
コキアパーク×
ベネ・ステ特別デー

郡上市高鷲町ひるがの4670-75

【入園料】

●おとな（中学生以上）

500円▶無料
●こども（4歳以上小学生以下）

300円▶無料
検索678839

　特典期間:7/23～29

愛 知 ラグーナテンボス ラグナシア
蒲郡市海陽町2-3

【プール付入園券（入園＋プール利用）】
●おとな（高校生以上）

3,300円▶3,140円

●中学生

3,000円▶2,850円
●小学生

1,650円▶1,570円

●幼児（3歳以上）

1,150円▶1,090円
【プール付パスポート（入園＋プール利用＋対象アトラクション利用）】
おとな（高校生以上）

5,400円▶5,130円

●中学生

5,100円▶4,850円
●小学生

3,600円▶3,420円

●幼児（3歳以上）

2,850円▶2,710円
●携帯クーポン不可。

検索670611
　特典期間:～9/25

石川 日本自動車博物館
小松市二ツ梨町一貫山40

【入館料】
●おとな（高校生以上）

1,000円▶900円

●こども（小・中学生）

500円▶450円
更に、オリジナルハンドタオルプレゼント

検索761367
　特典期間:7/15～9/15

富 山 桜ヶ池
クアガーデン
（温泉ジェットマッサージプール+天然温泉）

南砺市立野原東1514

【①プール+タオルセット】 【②温泉+タオルセット】
●おとな（中学生以上）

1,960円▶980円

●おとな（中学生以上）

1,080円▶540円

検索660002
　特典期間:7/15～9/15

夏季はプールオープン！

水着のまま多彩な

アトラクションを楽しめます！

アクティビティ、季節の花 、々
体験工房など思い思いに
楽しめる♪

空を飛んでいるような気分を味わえると人気
の「ジップライン」のほか、ランニングバイク、
ディスクゴルフなど多彩なアクティビティを
満喫できる、花の駅ひるがの高原コキアパーク。
木登り体験やキャンドルアートなどの体験
工房も充実しています。この時期はマリーゴー
ルドやジニアなどの季節の花々も見ごろです。
夏らしさを満喫できること間違いなし！

7/23〜7/29限定で入園料
無料！

国内外の走行可能車両
約500台を展示。
世界のあの名車、
希少車に出会えます！

肌に優しい天然温泉プール。
13種類のアトラクションでリフレッシュ!

三 重
創作居酒屋

個室創作
ダイニング
パセプション

伊勢市小俣町元町18

●お会計　

10%OFF
ディナー  検索t40028129

ジャズが流れる店内は

ゆったり出来る

隠れ家的な空間、

全室個室で味わう

創作料理が自慢

地元の
おトクグルメ
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愛 知
スパゲティレストラン

オールドスパゲティ
ファクトリー
名古屋店

名古屋市南区三条1-9

【ランチクーポン】
デザートサービス
ランチ  検索t40028126

愛 知
日本モンキー
パーク

犬山市犬山官林26

【入園+プール利用】
●おとな（中学生以上）

1,900円▶1,700円

●こども（2歳以上）

1,400 円▶1,200円

検索676035
　特典期間:7/20～9/9　※除外日：9/3～7

福 井 芝政ワールド
坂井市三国町浜地45-1

※「スーパーパスポート」の特典については
会員専用サイトにてご確認ください。 検索760424

　特典期間:①②～9/24 
③7/20～8/3、8/20～8/31、9/1、9/8、9/15、9/16、9/22

三 重
志摩スペイン村
パルケエスパーニャ

志摩市磯部町坂崎

【パスポート】

●おとな（18～59歳）

5,300円▶4,250円

●中人（12～17歳）

4,300円▶3,450円
●こども（3～11歳）

3,500円▶2,800円

●シニア（60歳以上）

3,500円▶2,800円
●16時以降にご利用可能な「ムーンライトパスポート」
の会員特典については会員専用サイトにてご確認く
ださい。●携帯クーポン不可。

検索676039
　特典期間:8/18～31

静 岡 富士
サファリ
パーク

裾野市須山字藤原2255-27

【入場料】
●おとな（高校生以上）

2,700円▶2,100円

●こども（4歳～中学生）

1,500円▶1,200円
●携帯クーポン不可。

検索672615
　特典期間:7/15～8/31

静 岡
つま恋リゾート 彩の郷　
ウォーターパーク

掛川市満水2000

【デイチケット（9：00～17：00利用券）】
●おとな（中学生以上）

2,300円▶2,100円
【ナイターチケット（17:00～営業終了時間利用券）】
●おとな（中学生以上）

1,200円▶1,000円
●デイチケット対象日：7/14～16・21・22・28・29・8/4～28
●ナイターチケット対象日：7/13～9/24

静 岡
そば
塩蕎麦本舗 

焼津市焼津3-10-7

お蕎麦１杯につき
トッピング1品サービス OR  大盛無料
ランチ  検索t40027908

富 山
ベーカリーレストラン
バケット
富山ファボーレ店

富山市婦中町下轡田165-1

●360円のドリンクバー 

無料
ランチ  
ディナー  

検索t40027646

三 重 鈴鹿サーキット
鈴鹿市稲生町7992

【サマーパスポート（入園＋のりもの乗り放題＋プール）】
●おとな（中学生以上）

5,400円▶4,500円

●こども（小学生）

4,100円▶3,400円
●幼児（3歳～未就学児）

2,700円▶2,300円

●シニア（60歳以上）

3,800円▶3,300円
●セブン-イレブンのみ利用可。

検索676011
有効期限:～9/9　特典期間：～9/8 17：00まで

富士山の麓に広がる動物園！
迫力満点のサファリゾーンと
ふれあいゾーンで1日中楽しめます！

岐 阜
ベーカリーレストラン

B
ビ ス ト ロ サ ン マ ル ク

ISTRO309
モレラ岐阜店

本巣市三橋1100

●360円のドリンクバー 

無料
ランチ  ディナー  検索t40027665

　特典期間（プール営業期間）:7/13～9/24

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

急降下・急上昇を繰り返す

巨大コンビネーションを体感！

ウォータースライダー

『ザ・モンスターウイング』が登場！

岐 阜
世界淡水魚園水族館 
アクア・トト ぎふ

各務原市川島笠田町1453 
　河川環境楽園内

【入館料】
●おとな

1,500円▶1,350円

●中学・高校生

1,100円▶990円
●小学生

750円▶670円

●幼児（3歳以上）

370円▶330円

検索670843
　特典期間:7/15～8/31

世界
最大級の

淡水魚
水族館！

屋外レジャープール「水の楽園 モンプル」が
今年もオープン！ 1周190mの流れるプール

「モンプルぐるぐる」など
みんなで思いきり水遊び！

アメリカ生まれのスパゲティ
レストラン。店内には電車があります。

石川
焼肉食べ放題
焼肉きんぐ
金沢桜田店

金沢市桜田町2-14

●お会計　

10%OFF
ランチ  ディナー  検索t40023148

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

地元の
おトクグルメ

10%OFF
10%OFF
8,400円▶7,400円

①ショップにて
　2,000円以上のご購入で

②「ハマナスの丘（カフェ）」にて
　1,000円以上のご注文で　
③キャンプ場
　利用料金

福 井
湯葉と豆腐の店

梅の花
福井店

福井市門前1-225

●「極」+飲み放題付（税込）　

7,560円▶5,900円
ディナー  検索t40021154

お席で注文！食べ放題！

焼き肉食べ放題のお店

自慢の料理と店内で焼く
29種類以上の焼き立てパンが
食べ放題！素敵な時間が過ごせる

情熱的なスパニッシュ

リゾートを満喫！
過去最大級の“びしょぬれ”エリアが登場！
水着で遊びつくせる夏の鈴鹿サーキット！

検索764838

4つのプール、

｢スピードスライダー｣、

高低差14mの

｢ウォータースライダー｣

など夏を思いきり

楽しめるプール！

朝昼のみ営業。
こだわりの特製
塩蕎麦の店。
自慢の塩蕎麦を
ご賞味ください。

湯葉と豆腐という

日本の

伝統食材を使った

四季折々の

創作懐石料理


