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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。

東 海 ・ 北 陸

ベネフィット

石川 富山 三重福井 愛知岐阜 静岡

※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。

12 冬の休日は近場の

温泉でゆったりほっこり♪

里山のオーベルジュ＆スパで天然温泉と
プールに身も心もリフレッシュする優雅な休日を。

自家源泉・加水なしの良質な源泉の三湯十八
ゆめぐりを楽しめる温泉リゾート。

歴史と伝統が今に伝わる加賀の地で、温泉を楽しみながら日本の美しさに触れることができる「ゆのくに天祥」。日帰り入浴はもちろん、宿泊、食事処、エステや整体も充実しています。「リフレッシュしたいな」というときのレジャーや小旅行にぴったり。

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 【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】

●おとな （中学生以上）   1,500円▶1,200円

●こども（小学生）           1,000円▶    800円  

●こども（4歳〜小学生未満） 540円▶    400円 

① デジタルチケット  ② 検索660002
特典期間：①〜12/21

石川 楽ちんの湯 
金沢市大桑2-115

【入浴料】
●おとな（中学生以上） 620円▶520円

検索662292

男女時間帯入替で、趣の異なる
三つの大浴場を湯めぐりで楽しめます

石川 ゆのくに天祥
加賀市山代温泉19-49-1

【入浴料】

●おとな（中学生以上）

●こども（小学生まで）

1,740円▶900円

1,030円▶450円
更に、加賀伝統工芸村ゆのくにの森 
入村券プレゼント

　　　　　　　 検索663624
特典期間：〜12/25

富 山 天然温泉
サウナ 
ＳＰＡ・Ｘ

富山市窪新町4-61

【入泉料】

●おとな（中学生以上） 1,000円▶600円

検索660442

富 山
バイキング
すたみな太郎 
富山南店

富山市安養寺518

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t40017903

福 井 九頭竜温泉 平成の湯 
大野市下山63-2-24

ご入浴された方に  
時計台のミニソフトクリームを
プレゼント 

検索663574

石川
ファミリーレストラン
ＳＨＩＲＯＫＵ
金沢フォーラス店

金沢市堀川新町3-1 金沢フォーラス6Ｆ

●ドリンクセット　通常183円▶100円
ランチ  ディナー  検索t40019425

福 井
居酒屋
魚民 
武生駅前店 

越前市府中1-11-2 
アル・プラザ武生 1F

●お会計の10%OFF 

ディナー  検索t00015253

福 井 あわらグランドホテル 
【あわらグランドホテル】 あわら市温泉4-2 
【ゆ楽】 あわら市舟津2-15 
【ぐらばあ亭】 あわら市温泉4-2田中々8-1

【入浴料（手ぬぐい付）】  

800円▶700円

地域の方に親しまれるサービスとおいしく
楽しい食事シーンを提供するレストラン

天然温泉100％のモール泉＋ナノ水で
お肌スベスベ、髪の毛サラサラ

焼肉・寿司・デザートなど
最大130 種以上の豊富なメニューを
提供するセルフバイキング

アパホテル富山併設のリラクゼーション施設！大浴場、
露天風呂、サウナなどの入浴施設に、ガウンのまま食事ができる

「呑食い処だんだん」で時間を気にせずくつろげます

大自然に囲まれた温泉！
露天風呂は、
恐竜足跡の形と
アンモナイトの
形をしており、
子供さんも大喜び

温泉水を利用したアクアオアシスプールが人気のオーベル

ジュ＆スパ「桜ヶ池クアガーデン」。体の活性化を実現する

ヨーロッパ式の温泉ジェットマッサージプールの13のアト

ラクションを満喫した後は、露天風呂でゆったりほっこり。

温泉水をご利用した

アクアオアシスプールは

ジェット噴流やジャグジーなど

13 種類のアトラクションを持ち、

誰もが気軽に

リフレッシュ&リラックス！

検索662812

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

ゆったりと個室感覚で

おくつろぎいただけるのが

『魚民』



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。 ベネフィット

※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。

露天風呂、炭酸風呂、壺湯など多彩な温泉と
サウナで心も体もリフレッシュ！

愛 知 天然温泉 コロナの湯 
中川店

名古屋市中川区江松3-110

【入泉料＋健美効炉（低温サウナ）】

●おとな（中学生以上） 980円

検索662618
特典期間：〜12/25

東海地方随一の広さを誇る
露天風呂は圧巻！

静 岡 八扇乃湯
（日帰り入浴）

浜松市南区松島町1960

①【入館料】 お1人様1回限り無料
②【入館料】 ●おとな（中学生以上） 100円OFF
① デジタルチケット  ② 検索664157

特典期間：①〜12/1

太平洋を一望できるかつてない
大パノラマと驚きの開放感

静 岡 赤沢日帰り温泉館
伊東市赤沢字浮山170-2

【入館料】

●通常期間 
　おとな（中学生以上）

 1,550円▶1,000円 

●繁忙期
　おとな（中学生以上） 1,900円▶1,350円
●全日
　こども（4歳〜小学生） 200円OFF

検索661354
特典期間：〜11/30

空港内にある温浴施設！ 
ご旅行の前後に空港内でお風呂をお楽しみいただけます

愛 知 展望風呂 風の湯
常滑市セントレア1 
中部国際空港セントレア

（NGO） 4Fちょうちん通り

【風の湯 入浴料金】 
●おとな（中学生以上）

平日　　 1,030円▶730円  

土日祝日 1,030円▶830円   

更に風々茶屋でご飲食の場合、
ソフトドリンクサービス  

厳選した鮮魚と無農薬野菜を
使用したお料理をお愉しみ頂ける
フレンチレストラン

愛 知
フランス料理
サンク

名古屋市東区代官町17-15

●松葉蟹・如月の食材・キングサーモン・
   フォアグラ・大分県産 鮮魚・鳥豚（アグー） 
   など極上のひとときを

8,640円▶7,940円
ディナー  検索t40028144

三 重
やきにく
東家 磯山店

鈴鹿市磯山1-8-40

●すべて単品のご注文の場合
お会計の20%OFF 

●全食べ放題コースご注文の場合
お会計の10%OFF 

ディナー  検索t40024830

岐 阜 Spa Resort 
湯の華アイランド

可児市土田大脇4800-1

【温泉スパ利用料】

●平日       800円▶　 700円

●土日祝    900円▶    800円 
【温泉&岩盤セットスパ利用料】   

●平日    1,600円▶1,400円

●土日祝 1,800円▶1,500円

検索662676

岐 阜 養老温泉 ゆせんの里
養老郡養老町押越1522-1

●おとな（中学生以上）
【本館入館料】

10%OFF 
【温熱療法館入館料】 

10%OFF

●会員証1枚につき5名様まで有効。
検索660176

三 重 アクア×イグニス
三重郡菰野町菰野4800-1

【入浴料】

●おとな（中学生以上） 600円▶500円

検索662891

三 重 さるびの温泉
伊賀市上阿波2953

【入浴料】

●おとな（13歳以上）

●こども（3歳〜12歳）

●シルバー（70歳以上）

●障がい者（13歳以上）

●障がい児 （3歳〜12歳）

800円▶640円

400円▶320円

650円▶520円

400円▶320円

200円▶160円

検索660098

お母さんの ごはん 
お母さんの おかずを
お届けしたい

岐 阜
めしや
宮本むなし 
名鉄岐阜駅前

岐阜市神田町9-23
ホテルサンルート岐阜1Ｆ

目玉焼き or 生玉子サービス 
ランチ  ディナー  検索t40027842

肉厚の、旨味が凝縮された上質お肉を、
リーズナブルかつボリュームたっぷりで
食べられる鈴鹿の銘店

天然温泉と岩盤浴が楽しめる、
岐阜県可児市のリラクゼーションスパ

「天然温泉コロナの湯 中川店」の魅力は熱した

鉱石の遠赤低温サウナ「健美効炉」。館内着のまま

で、遠赤外線でじんわりとカラダを芯から温めます。

「ゆっくり過ごしたい」「疲れを取りたい」。そんな

休日にこそお出かけしたいスポットです。

検索664105

「癒し」と「食」が

テーマの複合温泉

リゾート施設

「アクア×イグニス」

露天風呂、岩風呂、

流水浴、健美効炉など

個性豊かな温泉・

サウナを安全に

お楽しみいただけます

静かな森の中に佇み、大小の露天風呂や

伊賀の木をふんだんに使った大浴場が

リラックスさせてくれる温泉！

地元の
おトクグルメ

静 岡
イタリアン料理
浜松 
完全貸切スペース 
シャンクレール

浜松市中区板屋町　
浜松アクトタワー 3F

3大特典プレゼント！
 ①大型プロジェクター、マイク、
    音響レンタル無料！
 ② 幹事様、受付準備時間サービス！
 ③ 30分延長プレゼント★
ランチ  
ディナー  

検索t40029497

「滝口龍之介」シェフ監修の季節を感じる贅沢料理の数々

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

露天風呂は、雄大な養老山系を望む大自然！開放感が魅力の天然温泉

系列店にも特典があります！ ▶︎ 662606 豊川店／662607 大垣店／662619 安城店／662620 半田店


