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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！

 関 東 〈北〉

ベネフィット

群 馬 栃 木 茨 城 埼 玉 千 葉 東 京

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。

散策、ハイキングにぴったりの豊かな自然に
囲まれた湯ノ湖の湖畔にたたずむ宿。

奈良時代に開湯したという歴史を持つ、名湯の源泉かけ流しを満喫できる「休暇村 日光湯元」。温泉のほかにも日光名物「湯波」など伝統的な健康食や旬の味覚たっぷりの会席料理のほか、星空観測会などの体験・アクティビティも魅力的です。

栃 木 休暇村 日光湯元
日光市湯元温泉

①【入浴料】
●11/25（日）
　おとな（中学生以上） 900円▶ 無料ほか

②【日帰り入浴】

●おとな（中学生以上） 900円▶600円

●幼児（4歳〜）・小学生 500円▶350円

①●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。

奥日光・

湯ノ湖の湖畔に

たたずむ宿

群 馬 伊香保温泉 
ホテル天坊

渋川市伊香保町
伊香保396-20

【入浴料】

●おとな（中学生以上）

●こども （3歳〜小学生）

1,200円▶500円

600円▶200円

検索662623

群 馬
バー
Scotch House APPLE 

前橋市本町2-4-7 清野第一ビル

●お会計の10%OFF
ディナー  検索t40029308

栃 木
炭火焼肉
あぶり屋

佐野市田沼町817-8

①店指定のソフトドリンク
　1杯サービス×人数分 
②名物あぶり鶏１人前サービス
① ランチ  ② ディナー  検索t40025947

湯遊び処｢ 天
あっぱれ

晴｣は、｢こがねの湯｣
｢しろがねの湯｣の二つの源泉を持ち、
趣向を凝らしたそれぞれのお風呂を
お楽しみいただけます

栃 木 南平台温泉
ホテル 
観音湯

那須郡那珂川町小口1342

①【入浴料】 おとな（中学生以上） お1人様1回限り無料
②お食事処で1,000円以上ご利用の方、  

お会計より100円OFF
① デジタルチケット  ② 検索664007

特典期間：①〜12/21

自家源泉「元祖美人の湯」
肌を滑らかにし、
身も心も綺麗になる温泉

地元の
おトクグルメ

地元の
おトクグルメ

赤 と々燃える

炭火で肉を焼き、

美酒と共に

贅沢を味わおう

群 馬 奥平温泉 遊神館
利根郡みなかみ町
入須川378 

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  （3歳〜小学生）

570円▶450円

310円▶200円
① デジタルチケット  ② 検索662371

特典期限：①〜11/30

三国路の山の麓にいだかれて、
せせらぎのほとりに湧きあふれる天然の湯

茨 城
スイーツ
FLO 
PRESTIGE PARIS 
つくばイーアス店/水戸エクセル店　
など計8店舗

●お会計の10%OFF
ランチ  ディナー  検索フロプレステージュ 茨城県

特典期間：11/15〜

地元の
おトクグルメ

できたて・手作り商品の
ひと味ちがう
本場のおいしさを

オーセンテックバー

レンガ造りの佇まいで、

昔ながらのバーの為落ちついて

お酒を楽しめる空間です。

検索660070
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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！
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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。

広い露天風呂と首都圏最大級の岩盤浴が
自慢のスーパー銭湯

東 京 おふろの王様 大井町店
品川区大井1-50-5 阪急大井町ガーデン内

【入館料＋岩盤浴セット】 

●平日    　　 1,950円▶1,550円　 

●土・日・祝日 2,250円▶1,550円

デジタルチケット   検索661816
特典期間：〜12/28

千 葉 大江戸温泉物語 
浦安万華郷

浦安市日の出7-3-12

【入館券】 

最大  2,882円▶1,100円
デジタルチケット   検索660565

千 葉 湯の郷ほのか 千葉蘇我店
千葉市中央区川崎町51-1

バスタオル・フェイスタオル・岩盤タオル 
各1枚 無料

●2名様同時入館
検索663276

特典期間：〜1/31※除外日：年末年始

東 京 東京お台場 
大江戸温泉物語

江東区青海2-6-3

【入館券】  

最大 3,044円▶1,770円

検索660068
特典期間：11/15〜12/21

東 京
パブ
HUB 
六本木店/渋谷店　
など 計67店舗

●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
ディナー  検索HUB 東京都

特典期間：11/15〜

千 葉
ダイニングバー
今宵、成田で
世界の肉料理と
ごほうびワインを
 成田市花崎町845-1

●本日の厳選肉3種盛り300g

3,218円▶無料
ディナー  検索t40029402

首都圏最大級の岩盤浴と広い露天風呂のほか、
お食事や漢方よもぎ蒸しなども楽しめる！

茨 城
八千代グリーンビレッジ
憩遊館

茨城県結城郡
八千代町
松本592

【入館料】 
●おとな （中学生以上）

　 700円▶600円
●こども（3歳〜小学生） 

平日 300円▶200円  土日祝 400円▶300円

検索662353

大自然の中で際立つ癒しのパノラマ

埼 玉 休暇村 
奥武蔵

飯能市吾野72

①【入浴料】　

●12/8（土）おとな （中学生以上） 800円▶ 無料ほか
②【日帰り入浴】

①●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。

●おとな  （中学生以上） 

800円▶700円

●4歳以上  

 400円▶300円

天然温泉や
水着露天風呂など
38 のお風呂が楽しめる
千葉県最大級の
温泉テーマパーク

東京ベイエリアお台場の
温泉テーマパーク

大井町駅前にあるアクセス至便のスーパー

銭湯「おふろの王様 大井町店」。首都圏

にありながら広々、充実の施設が人気です。

季節の味覚が味わえるメニュー豊富なお

食事処や、あかすりや漢方よもぎ蒸しなど

ボディケアのラインナップも充実。

茨 城 ゆっくら健康館
東茨城郡大洗町港中央26-1

①【入浴料】 おとな（中学生以上） お1人様1回限り無料
②【利用料金】 
●おとな （中学生以上）

平日      700円▶500円

休日   1,000円▶800円
●こども （3歳〜小学生） 

　　　　　300円▶200円
① デジタルチケット  ② 検索662164

特典期間：①〜11/30

温泉・プールジムや

レストラン・

ラドン浴のできる

温浴室もある

癒しの場所

多彩なお風呂、

充実設備の

リラックス空間
「コヨニク」の厳選されたお肉をお酒とともに！

地元の
おトクグルメ

埼 玉 美楽温泉SPA-HERBS
さいたま市北区植竹町1-816-8

【入館料＋岩盤浴セット】 

●土・日・祝日 2,052円▶1,296円 ほか

デジタルチケット   検索664145
特典期間：〜12/28

埼 玉
カフェ
T.K Burgers 
Cafe

戸田市上戸田2-23-6 
   小川ビル1F

●お会計の 20%OFF
ランチ  ディナー  検索t40028510

心も身体も
温まる豊富な種類の
お風呂と岩盤浴で
心ゆくまで
お楽しみください！

都心・池袋から約70分の抜群のアクセスです

地元の
おトクグルメ

人々が自由に集まる

英国風PUB

ふっくらとしたバンズにオリジナルの
トッピングでつくる美味しい
ハンバーガーをお召し上がりください

地元の
おトクグルメ

検索662711


