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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

2  冬だからこそ思いっきり楽しめる
レジャー＆スポットへGO！

【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。

※記載金額の元値は一般価格です。※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2019年1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。

国内屈指のパウダースノーと
充実の施設が人気の複合リゾート

スキーやスノボのほか、サンセットツアー、ナイトツアーなど充実のアクティビティも人気の「グランデコスノーリゾート」。お子様も楽しめる雪遊びエリアや託児所や授乳室など家族連れも安心のスポットです。

青 森 青森県立美術館
青森市安田字近野185

有料観覧者（コレクション展及び企画展に限る）に 
オリジナルグッズプレゼント

検索763305

日本海を一望でき眺望は最高！　
3.4Km のロングコースを初心者から楽しめます！

青 森 青森スプリング・
スキーリゾート

西津軽郡鯵ヶ沢町鯵ヶ沢高原

【1日券 全日（リフト・ゴンドラ共通）】 営業開始～17時まで 
●おとな

4,800円▶4,500円

●こども（小学生以下）

3,100円▶2,900円
●シニア（60歳以上）

3,600円▶3,400円

検索620794
特典期間：2018/12/22〜2019/3/31

岩 手 歴史公園えさし藤原の郷
奥州市江刺岩谷堂字小名丸86-1

【入場料】 
●おとな

800円▶600円

●高校生

500円▶400円

●小・中学生

300円▶200円

検索760471

岩 手 夏油高原スキー場
北上市和賀町岩崎新田

【リフト券（おとな1日券）】 500円 OFF

●携帯クーポン不可
検索622046

特典期間：2018/12/15〜2019/5/6

大空間「アレコホール」、シアター、コミュニティギャラリー、ワークショップ、キッズルームなどを備え、新しい体験が
できます。

豊富な積雪、ロングシーズンが
魅力の「夏油高原スキー場」

福 島 グランデコスノーリゾート 
耶麻郡北塩原村桧原荒砂沢山 

【リフト1日券】 
●おとな（中学生以上）

4,700円▶3,700円

●こども（小学生）

3,500円▶2,800円
●マスター（50歳以上）

4,100円▶3,300円
デジタルチケット  

 
検索620827  

特典期間：2018/11/23〜2019/5/6 
●自然条件、外部環境により安全確保の観点から、スキー場の営業内容は
リフトの全面運休含め予告無く変更となる場合がございます。直前の営業
情報等をサービス提供企業等でご確認の上、ご来場ください。

初心者から楽しめるふわさら

極上パウダースノーと温泉！

首都圏（東北道川口JCT）から

約3 時間！

青 森
焼肉・寿司・デザート食べ放題
すたみな太郎 青森店

青森市荒川字柴田191-1

【ディナー限定】

●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t40017853

地元の
おトクグルメ

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
世界文化遺産に登録された

「平泉」を築いた奥州藤原氏

ゆかりの平安建築物を

再現した歴史テーマパーク
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宮 城 石ノ森
萬画館

石巻市中瀬2-7

【観覧料】 

●一般料金より 20%OFF
検索760137

秋 田 男鹿水族館ＧＡＯ 
男鹿市戸賀塩浜字壺ヶ沢93 

【11月～2月】 
●おとな（高校生以上）・小中学生

200円 OFF

●休館日：2019/1/17・31、2/7・21
●季節によって割引額が変更となります。

検索676407

全長4.3km のダイナミックコースは初心者の方でも安心！ 
上級者には無数のコブが連なる最大斜度
35度のチャレンジコースがおすすめ！ 

宮 城 みやぎ蔵王
えぼしリゾート

刈田郡蔵王町
遠刈田温泉倉石岳国有林内

【ゴンドラ共通リフト券（6時間・8時間）】 

 10%OFF

●積雪状況により営業期間・営業時
間が変動する可能性がございます。
●携帯クーポン不可

検索620050
特典期間：2018/11/30〜

2019/3/31

山 形 上山城
上山市元城内3-7

【入館料】 
●おとな

410円▶360円

●高校・大学生

360円▶310円
●小・中学生

50円▶40円

●会員証1枚につき5名様まで有効。
検索675594

福 島 あぶくま洞 
田村市滝根町菅谷字東釜山1

【入場料】 
●おとな

1,200円▶1,000円

●中学生

800円▶600円
●小学生

600円▶500円
1/31までは、さらに
オリジナルノベルティプレゼント（人数分）

●入場料の割引は5名様まで適用。
 

男鹿の海に生息する魚たちや、
国内外の生物、秋田県魚で
あるハタハタなどを展示中

サイボーグ009や

仮面ライダーなどで知られる萬画家、

石ノ森章太郎の作品を中心とした

日本最大級のマンガミュージアム！

今年で5 回目を迎える

鍾乳洞内のイルミネーション。 

8000万年の時を経た

神秘の鍾乳洞と幻想的な

風景をお楽しみください

岩 手
・

福 島

カフェ・スイーツ
フロプレステージュ  
盛岡フェザン店／
福島エスパル店

●お会計の10%OFF
ランチ  
ディナー  

検索t40030488  t40030495

秋 田
パスタ
生麺専門 鎌倉パスタ 
イオンモール秋田店

秋田市御所野地蔵田1-1-1

①お会計の10%OFF
②ソフトドリンク1杯 無料
ランチ  ディナー  検索t40030099

Smile with French　
～フランスの食文化を　
もっと身近に もっと楽しく～

和空間で味わうソースと相性抜群の
食感の生麺に厳選素材を鎌倉流に
アレンジした生パスタをご賞味あれ！

地元の
おトクグルメ

地元の
おトクグルメ

山 形 天元台高原
米沢市白布温泉天元台

【リフト1日券】
（ロープウェイ+リフト1日券+食事券） 
●おとな

5,370円▶4,900円

●小学生

4,170円▶3,800円
●シニア（55歳以上）・学生

4,570円▶4,100円

検索620862  

特典期間：2018/12/1〜2019/4/26

コメダ珈琲店がもっとも大事にしていることは、
「くつろぐ、いちばんいいところ」をご提供することです

宮 城
カフェ・喫茶
珈琲所 コメダ珈琲店  
仙台桂店

仙台市泉区桂1丁目16-7

●たっぷりサイズご注文時
通常サイズの価格でご提供
ランチ  ディナー  検索t40030227

最高級のパウダースノーで、

スキー・スノーボードを満喫！

天守の化粧直しにより、

美しい上山城に

生まれ変わりました。

展望台からは蔵王連峰と

上山市街を一望できます。

山 形
居酒屋
JAPANESE DINING 
「和民」山形駅前大通り店

山形市香澄町3-2-1 山交ビルB1F

宴会幹事様１名様無料
ディナー  検索t00011121

和と居心地が
融合した新しい

「和民」

地元の
おトクグルメ

検索670068

地元の
おトクグルメ


