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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！

東 北

ベネフィット

青 森 岩 手 秋 田 宮 城 山 形 福 島

12 冬の休日は近場の

温泉でゆったりほっこり♪

【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。

※本誌に掲載されたサービスをご利用いただく際は、事前に会員専用サイトの各メニューページをご確認ください。※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10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。

青 森 ＷｅＳＰａ椿山
（日帰り入浴）

西津軽郡深浦町舮作字鍋石226-1

①【入浴料】　
おとな（中学生以上） お1人様1回限り無料
②【入浴料】

●おとな（中学生以上）

●こども（6歳〜12歳）

●幼児（0歳〜5歳）

500円▶400円

300円▶250円 

200円▶ 150円
① デジタルチケット  ② 検索662395

特典期間：①〜12/31

青 森
居酒屋
福福屋 
八戸三日町店

八戸市大字三日町5-2
ゑぶり横丁 1F

●お会計の10%OFF 

●宴会コース1名様 500円OFF
ディナー  検索t00015984

趣の異なる湯殿で湯めぐりが楽しめます。

岩 手 ホテル紫苑（日帰り入浴）
盛岡市繋字湯の館74-2

日帰入浴 受付時間11:00〜16:00※不定休
【日帰り入浴料】

検索663953

岩 手 いこいの村岩手
（日帰り入浴）

八幡平市平笠24-1-4

①【入浴料】
おとな（中学生以上） お1人様1回限り無料
②【立ち寄り入浴料】
●おとな（中学生以上） 
一般料金より100円OFF
① デジタルチケット
② 

検索663967

秋 田 横手駅前温泉
ゆうゆうプラザ

横手市駅前町7-7

【1日入館ご利用券】

●おとな（中学生以上）1,000円▶500円

検索663132

海を望む天然の展望温泉が人気！
大自然の恵みを満喫できる総合リゾート。

天然温泉や、

季節のお料理を楽しめます。

ゆったりと畳の薫りで

寛げる温泉宿

地元の
おトクグルメ活きのよいお魚、炭火焼を使用した

多彩なお料理、豊富な旨いお酒など
こだわりのお料理でおもてなしいたします。

岩 手
居酒屋
千年の宴
北上駅前店

北上市大通り1-3-1
おでんせプラザぐろーぶ B1

●お会計の 10%OFF 

●宴会コース1名様 500円OFF
ディナー  検索t00015703

高級感溢れる雰囲気の中、
湯葉豆腐料理などのこだわりの
お料理をお楽しみください。

地元の
おトクグルメ

●一般料金
おとな（中学生以上） 1,000円  こども（小学生） 600円

一般料金より200円OFF

「極楽、ごくらく」いこいの村岩手で

心身のリラックス＆活性化！

特典期間：①〜11/30

日本海 と 空 を 茜色 に 染 め る 美 し い夕陽を眺めながら天然温泉を楽しめる「WeSPa椿山」。温泉に癒された後は、自慢の深浦牛やとれたての新鮮な魚介類、野菜をふんだんに使ったお料理も味わえます。大自然が織りなす四季折々の景色とともに、癒しと寛ぎの休日を。

雄大な
日本海を

眺めながらの

湯浴み
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【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。

※本誌に掲載されたサービスをご利用いただく際は、事前に会員専用サイトの各メニューページをご確認ください。※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10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。

秋 田 西木温泉
ふれあいプラザクリオン
（日帰り入浴）

仙北市西木町門屋字屋敷田83-2

①【入浴料】 おとな（中学生以上） お1人様1回限り無料
②【入浴料】 ●おとな（中学生以上）400円▶300円
① デジタルチケット  ② 検索663107

特典期間：①〜12/31

秋 田
居酒屋
白木屋 秋田西口駅前店

秋田市千秋久保田町3-36 2F

●お会計の 10%OFF 

●宴会コース1名様 500円OFF
ディナー  検索t00014462

満天の星空の下。天然温泉で夢気分

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

【入館料】 

●おとな（中学生以上）  

①12/1〜31の期間のみ 700円▶500円 
②〜11/30、2019/1/1〜3/31の期間 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　700円▶550円 
①  
② デジタルチケット   検索662252

有効期限：②発券日より1か月後の月末まで

宮 城 ハイルザーム栗駒
栗原市栗駒沼倉耕英東50-1

①【入浴料】 おとな（中学生以上） お1人様1回限り無料
②【温泉・プール利用料金】
●おとな（中学生以上）・こども（4歳〜小学生）100円OFF
① デジタルチケット  ② 

宮 城
パブ
HUB 
仙台名掛丁店/
仙台一番町四丁目店/
仙台マーブルロード店

ディナー  検索HUB 宮城県
特典期間：11/15〜

窓の外は、大自然とスキー場！リゾート施設併設の温泉です

山 形 ホットハウスカムロ
最上郡金山町有屋1400

①【入浴料】 おとな（中学生以上） お1人様1回限り無料
②【入浴料】 ●おとな （中学生以上）  300円▶200円
① デジタルチケット  ② 検索661570

特典期間：①〜11/30

福 島
居酒屋
魚民
二本松駅前店

二本松市本町2-46 
トキワビル 2F

●お会計の10%OFF 

●宴会コース1名様 500円OFF
ディナー  検索t40019634

山 形
ファミリーレストラン
ごはんカフェ 
四六時中 
イオン山形北店

山形市馬見ケ崎2-12-19　
イオン山形北店2F

●ドリンクセット　通常183円▶100円
ランチ  ディナー  検索t00011533

田沢湖と角館の中間点にある温泉施設で観光の拠点としても便利。

みんなが大好きなハンバーグやオムライスなどの
老舗の洋食屋さんとして味を継承しつつ和食・
中華などを地域のお客さまニーズに応えた品揃え

お刺身、お寿司、郷土料理など、
和食中心のお料理をお楽しみいただけます。

薬湯温泉、岩炭酸風呂、寝湯、打たせ湯など
７つの温泉に入り放題！仙台屈指の温泉天国。
天然温泉×趣向をこらした浴室を楽しめる「大江戸
温泉物語 仙台コロナの湯」。朝から深夜まで営業し
ているので１日中楽しむことができます。おつまみ、
軽食、和食など多彩なメニューを味わえる食事処や、
リラクゼーション施設も充実。

『白木屋』は新しい感覚を取り入れた

豊富なメニューと、リーズナブルな

価格で創業から多くのお客様に

支持される居酒屋です。

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

自家源泉かけ流しの露天風呂や貸切展望風呂など
種類豊富なお風呂で湯めぐりを

福 島 原瀧（日帰り入浴）
会津若松市東山町湯本235

【入浴料】

1,080 円▶900 円

要事前予約
検索662644

福 島 スパリゾートハワイアンズ
いわき市常磐藤原町蕨平50

【入場券】

●おとな（中学生以上）

●こども（小学生）

●幼児（3歳〜未就学児）

3,500円▶2,200円

2,200円▶ 1,500円

1,600円▶    900円
デジタルチケット   検索665406

有効期限：発券日より3か月後の同日まで

今秋、温泉へリニューアル！！

山 形 休暇村 羽黒
鶴岡市羽黒町手向8番地

①【日帰り入浴】

●11/25（日）
　おとな（中学生以上）430円▶無料ほか

②【日帰り入浴】

●おとな（中学生以上）

●小学生・幼児
430円▶300円 

220円▶150円

四季折々の

風情を眺め

名峰栗駒山の懐に

湧く名湯

やすらぎの

ひとときを

人々が自由に集まる

英国風PUB

5つの

テーマパーク。

遊びきれない

温泉大陸。

検索663014
特典期間：①〜1/31

●会員様ご本人のみ無料。同行者は無料対象外
　のため、別途掲載の特典をご活用ください。

検索661920

●乾杯スパークリングワインプレゼント＆
   種類豊富な飲み放題付 パーティープラン
   4,000円▶3,500円
    




