
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。

HOTに楽しもう！
夏レジャー特集！

九 州 ・ 沖 縄

ベネフィット

福岡 佐賀 大分長崎 宮崎熊本 鹿児島 沖縄

福 岡
洋食ブッフェ

ブラッセリー＆ラウンジ 
シアラ
ヒルトン福岡シーホーク4F

福岡市中央区地行浜2-2-3　ヒルトン福岡シーホーク4F

【スタンダード飲み放題付】

●ディナーブッフェ（平日）

7,689円▶5,000円

●ディナーブッフェ（土・日祝）

8,299円▶5,500円
ディナー  検索t40000740

地元の新鮮な素材を活かした旬な食をゆっくりとお楽しみいただけます。

宮 崎
和食

九州の米とあて 米
こ め き ゅ う

九
シェラトン・グランデ・オーシャンリゾート

宮崎市山崎町浜山

●お会計

20%OFF
ディナー  検索t40027810

福 岡【福岡公演】
劇団四季
『リトルマーメイド』

福岡県福岡市博多区住吉1-2-1　
　キャナルシティ博多内

【S席】　
●一般
10,800円

●こども
5,400円

特典　5%ベネポプレゼント！
【日程・会場】9/1（土）、６（木）、10/6（土）、11（木）
キャナルシティ劇場

検索766434

福 岡 マリンワールド海の中道
福岡市東区大字西戸崎18-28

【入館料】　
●おとな（高校生以上）

2,300円▶1,840円

●中学生

1,200円▶960円
●小学生

1,000円▶800円
●幼児（4歳以上）

600円▶480円
●携帯クーポン不可。

検索676045

沖 縄
おきなわワールド
〈文化王国・玉泉洞〉

南城市玉城字前川1336 

【入場料（玉泉洞＋王国村＋ハブ博物公園）】
●おとな（15歳以上）

1,650円▶1,485円

●こども（4歳～14歳）

830円▶747円
【入場料（玉泉洞＋王国村）】
●おとな（15歳以上）

1,240円▶1,116円

●こども（4歳～14歳）

620円▶558円
【入場料（王国村）】

●おとな（15歳以上）

620円▶558円

●こども（4歳～14歳）

310円▶279円
更に、オリジナルポストカードプレゼント

検索670253
　特典期間:7/15～9/30

「九州の海」を

テーマに

多彩な展示と

ショーが

見られます！

©︎Disney

１日４回公演をしているスーパーエイサー
や玉泉洞の洞窟体験、新感覚のナイトツアー

「ウワガージャングル」など沖縄の魅力を
ぎゅっと楽しめる、おきなわワールド。沖縄
の伝統工芸「紅型（びんがた）」の染色体験
ができる紅型工房や、機織り体験、琉球
ガラス体験など、伝統工芸の体験も充実。
沖縄の奥深い魅力を体感できるレジャー
スポットです。

沖縄の魅力を
まるごと体験できる！
県内屈指の観光スポット♪

九州の美味しい
お米をいちばん美味しく食す

地元の
おトクグルメ

地元の
おトクグルメ

　チケット販売期間:～8/8

   

　特典期間:7/15～9/30
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沖 縄 ブセナ海中公園　
海中展望塔・
グラス底ボート

名護市喜瀬1744-1

【施設利用料】　

30%OFF               

　特典期間:7/15～8/31  

佐 賀 三瀬ルベール牧場 
どんぐり村

佐賀市三瀬村杠2234-67

【入園料】　
●おとな（高校生以上）

500円▶450円

●こども（4歳～中学生）

200円▶無料
検索762237

　特典期間:7/15～9/30

宮 崎 飫肥城
日南市飫肥

　4-2-20-1

【飫肥城由緒施設7館共通入館券】　
●おとな

610円▶ 510円
●高校・大学生

460円▶ 410円

●小・中学生

360円▶ 300円
更に、 飫肥杉製あゆみちゃんストラッププレゼント

検索760414
　特典期間:7/15～9/30

“Zoo”っと近くにふれあえる！ダイナミックな動植物園

長 崎 長崎
バイオパーク

西海市西彼町中山郷2291-1

【入園券】　

10%OFF
更に、3歳〜小学生の方 
お1人様につき
動物のエサ
お1つプレゼント

鹿児島 霧島国際ホテル　
にごり湯
天然温泉

霧島市牧園町高千穂3930-12

【日帰り入浴料＋フェイスタオル】　
●おとな（中学生以上）

1,000円▶ 500円

検索660556
　特典期間:7/15～9/30 ※除外日：8/11～15

「ルパン三世」などの懐かしい作品やスタジオジブリ作品、
近年では「時をかける少女」など、188点を展示！

熊 本 熊本県立美術館
熊本市中央区二の丸2

【日本のアニメーション美術の創造者 山本二三展】　
●おとな

1,000円▶ 800円
●大学生

700円▶ 500円
●小・中学生・高校生

300円▶ 200円

検索762437
　特典期間:7/28～9/17

佐 賀
中国料理
大観苑 
ホテルニューオータニ佐賀

佐賀市与賀町1-2 
   ホテルニューオータニ佐賀B1F

●お会計20%OFF
ランチ  ディナー          

 検索t40018923

長 崎
カフェ
カフェ食堂 
3PIECE

佐世保市大潟町182-5

●お会計

20%OFF
ランチ  ディナー  検索t40026312

熊 本
回転ずし
まぐろや
サンロードシティ店

球磨郡錦町西715-1

●お会計

20%OFF
ランチ  ディナー  検索t40026401

鹿児島
ベーカリーレストラン

バケット　
イオンモール鹿児島店

鹿児島市東開町7番

●360円のドリンクバー 

無料
ランチ  ディナー   検索t40027621

大 分
ベーカリーレストラン

プレミアムバケット　
アミュプラザおおいた店

大分市要町1-14　4階

●360円のドリンクバー 

無料
ランチ  ディナー   検索t40027641

沖 縄
焼鳥

鳥道楽 稲村
宮古島市平良下里602-1

●お会計

20%OFF
ディナー

検索t40027932

大 分 城島高原パーク
別府市城島高原123

【入園料】　
●おとな（中学生以上）

1,500円▶ 1,200円

●こども（3歳以上）

600円▶ 400円
【入園+のりものパス券】
●おとな（中学生以上）

4,200円▶ 3,800円

●こども（3歳以上）

3,300円▶3,000円
●携帯クーポン不可。

検索761544
　特典期間:7/15～9/30

飫肥藩5万1千石の城下町の美しい
町並みと歴史施設をじっくり巡ろう！

オリジナルの焼鳥や

本格島料理など

バリエーション豊富な

こだわりメニューが

楽しめる

自慢の料理と店内で焼く
73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

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

グラスボートで船底のガラスを通して多くの魚を見ることができます！

職人が目の前で握る回転寿司！

米、ネタなど厳選食材を使用した、

こだわりを堪能

安心・安全、美味しく食べられて

「健康・元気」になれる

栄養たっぷりの料理が楽しめる

東京ドーム27個分！
広大な草原に約20種類の
動物たちが暮らしています

地元の
おトクグルメ

地元の
おトクグルメ

検索678055
　特典期間:7/15～9/30

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

夏季限定！水着に着替えなくても遊べる

水深20cmのプール「ちゃぷちゃ」では、

たくさんの遊具が遊び放題！

検索670316

にごり湯の露天風呂にて
天然温泉を満喫！

本場の味を
一品料理から

コース料理まで


