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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

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。

まるで空中散歩！東京の街の
大パノラマに大興奮！の休日を

東 京 東京スカイツリー®

墨田区押上1-1-2

【当日券】 

天望デッキのご利用金額から
   20%OFF

検索765832   

特典期間：2018/10/1～2019/2/14

地上350ｍの展望台から

見渡す関東一円の景色は圧巻！

若い工女たちが支えた日本の近代化

群 馬 世界遺産・国宝 富岡製糸場
富岡市富岡1-1

①【世界遺産・国宝 富岡製糸場（見学料）】

●見学料 おとな 1,000円▶900円
●見学料 
大学生・高校生（要学生証） 250円▶200円
②【世界遺産・国宝 富岡製糸場】
●まちなか観光物産館

「お富ちゃん家」繭クラフト体験 300円▶150円

①●携帯クーポン不可
①②●会員ご本人1名様のみ有効

検索765606 765702

群 馬 丸沼高原スキー場
利根郡片品村東小川4658-58

【1日パック券 （リフト1日券+食事券1,200円分）】 
●おとな（18歳～54歳）  

5,600円▶5,000円

●シニア

5,100円▶4,500円

●小学生

2,900円▶2,300円
※2019年3月18日(月)～  おとな・シニアは上記料金より600円OFF

【レンタルセット】 
●おとな（18歳～54歳）  

4,500円▶3,500円

●小学生以下

3,000円▶2,500円

●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620864
特典期間：2018/12/22～2019/5/6  

世界に日本の伝統文化を
紹介する江戸ワンダーランド

栃 木 江戸
ワンダーランド　
日光江戸村 

日光市柄倉470-2

【1日手形　フリーパス券】 

●おとな
（中学生以上）  4,700円▶4,000円
●こども

（小学生） 2,400円▶2,000円
● シル バ ー

（65才以上） 4,000円▶3,290円

検索676005   

標高
2,000mから一気に滑り降りる  全長4,000mの爽快ダウンヒル

地上350m から東京はもちろん、晴れた日には関東平野を一望できる「東京スカイツリー天望デッキ」。タッチスクリーン式モニターの「東京時空ナビ」や「江戸一目図屏風」など、東京の魅力が満載です。

東 京 東京・湯河原温泉 万葉の湯
町田市鶴間7-3-1 

【セット入館料】 

2,484円▶1,836円
デジタルチケット   検索660034   

特典期間：12/15～3/31

注 目
ココロも
カラダもゆっくり癒される、万葉流湯治へ。

群 馬
カフェ・スイーツ
フロプレステージュ  
高崎スズラン店

高崎市宮元町13-1 スズラン高崎店B１

●お会計の10%OFF
ランチ  ディナー  検索t40030486

地元の
おトクグルメ

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

栃 木
飲茶・点心
宇都宮餃子館
東武駅前さくら餃子

宇都宮市江野町7-2

1グループに 揚げ一口
健太餃子一皿サービス
ランチ  
ディナー  

検索t40028136

©TOKYO-SKYTREETOWN

©TOKYO-SKYTREE 

とにかくたくさんの

種類が楽しめる！

餃子エンター
テイメント館♪

●2019/1/11 24：00～朝8：00まで、
大浴場メンテナンス工事のためご利用い
ただけません。●深夜3：00以降は別途
深夜料金がかかります。
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③よみうりランド
特別入園券（13時から入園可）500円
③会員限定 ハズレなしの
ガラポン抽選会（13時～15時）

参加チケットプレゼント
※チケット配布は14:45まで

有効期限：③2019/1/25～2/10

●2歳以下無料。●16時以降ご来園の小学生以下のお子様は、ナイト入園券を
お求めください。(小学生300円・未就学児無料) ●抽選券はチケット販売窓口に
てお渡しいたします。●のりものをご利用の際は別途のりもの券をご購入ください。
●ジュエルミネーション®開催期間　2019年2月17日（日）まで 

東 京 よみうりランド 
稲城市矢野口4015-1

①【Famiポート】 【ワンデーパス】②【Famiポート】 【ワンデーパス】 
●おとな・こども   

5,400円▶3,500円

●おとな・こども   

5,400円▶3,700円
   検索676020   

有効期限：①②発行日より1か月
（期間中休園日あり。営業日・営業時間を事前にご確認の上お出かけください。） 

特典期間：①2018/12/1～2019/1/31
②①以降はこちらの特典をご利用ください。

茨 城 筑波海軍航空隊記念館 
笠間市旭町654

【記念館入館料】 
●おとな  

500円▶450円

●こども

300円▶240円

検索762091   

千 葉 カンドゥー 
千葉市美浜区豊砂1-5 イオンモール幕張新都心 
ファミリーモール3F

【入場料金】 
おとな1名、こども1名を含む
3名が 6,300円（最大2,500円OFF）

●要事前予約
検索761993   

特典期間：～2019/3/31

光の祭典「WHITE LANTASIA（ホワイトランタジア）」を開催中。
12/15から、「スケートひろば」がオープン！

埼 玉 西武園ゆうえんち
所沢市山口2964

①※申込み期間：2018/11/26～2019/1/31
先着順・枚数限定   

【ワンデーフリーチケット】
●おとな （中学生以上） 2,800円▶1,200円
●こども（3歳～小学生）・
    シニア （60歳以上※要証明） 2,300円▶1,200円
②【ワンデーフリーチケット 通常特典】 
●おとな （中学生以上） 2,800円▶2,500円
●こども（3歳～小学生）・
    シニア （60歳以上※要証明）  2,300円▶2,000円
①  ② 

①  ① 

検索670309   

①●2018/11/26～2019/1/31の期間に、会員IDひとつにつき1回までのお申込み。
1回にお申込み可能な数量は5まで。●別途利用券の送料（230円）がかかります。 
●先着順・枚数限定となります。定員に達し次第、受付を終了とさせていただきます。  
②●料金や施設の内容は、予告なく変更になる場合があります。
特典期間：①2018/11/26～2019/1/31（先着順・枚数限定） 

②2018/4/10～2019/3/31

茨 城 予科練平和
記念館 

稲敷郡阿見町廻戸5-1

【入館料】 
●一般おとな  

500円▶400円

●小中高生

300円▶240円

検索761860   
●大型バスご利用の団体様で館内案内

（無料）が必要な場合要予約。

予科練に志願した昭和の少年たちの

青春群像を通して、戦時の記憶を

後世に伝え、命の尊さと

平和への認識を深める記念館

特攻隊を中心に、戦争の記憶を
後世へ伝える記念館。
敷地内には昭和13年頃に
建てられた司令部庁舎のほか、
当時の建造物跡が現存しています

地下1,700mから湧き出る天然温泉の
露天風呂をはじめ、23種類の温浴設備があります

千 葉 ＳＰＡ＆ＨＯＴＥＬ 
舞浜ユーラシア

浦安市千鳥13-20 

【全日券（土日祝）】 
●入館料+
岩盤浴付き 3,600 円▶1,800円

【平日券（平日）】 
●入館料+
岩盤浴付き 3,090 円▶1,400円

検索660608   

特典期間：1/15～3/31

注 目

親子三世代で
楽しめる
仕事体験

テーマパーク！

茨 城
カフェ・スイーツ
銀座コージーコーナー
古河／カスミつくばスタイル／
水戸エクセルみなみ／ボックスヒル取手

●500円（税込）以上お買い上げの方、
ジャンボシュークリーム（カスタード）
1個プレゼント 
ランチ  
ディナー  

検索茨城 銀座コージーコーナー

埼 玉 狭山スキー場
所沢市上山口2167

【リフト1日券】 

●おとな（18歳以上）  4,100円▶3,800円
●中・高校生／
　シニア（55歳以上）  3,300円▶3,000円

【リフト6時間券】 
●おとな（18歳以上）  3,700円▶3,400円
●中・高校生／
　シニア（55歳以上）  3,100円▶2,800円

検索622016
  特典期間：2018/12/1～

2019/3/17 

人気のジャンボシュークリームを
はじめ、200 種類以上の
商品が、店頭を彩る

地元の
おトクグルメ

池袋駅から電車で約40分！「滑れるようになりたい人」
「上手くなりたい人」へのレッスンプログラムも充実！ 

●積雪状況、貸切営業等の理由により営
業時間の変更または営業を中止する場合
がございます。

東 京
洋食ブッフェ・バイキング
ハーモニー
ザ ロイヤルパークホテル 
東京汐留

港区東新橋1-6-3　
　ザ ロイヤルパークホテル 東京汐留24F

●平日ランチブッフェ
（第２部） おとな 3,210円▶2,244円
ランチ  検索t00011854

地元の
おトクグルメロケーション抜群、

高層階からの景色と食事を
同時に楽しめるホテルレストラン

千 葉
ハンバーガー
ヴィレッジヴァンガード
ダイナー ペリエ千葉店

千葉市中央区新千葉1-1-1 ペリエ千葉B1

ポテト＆ドリンクセット（200円）
サービス
ランチ  ディナー  検索t40030144

ハンバーガーが食べたい日は、
ヴィレッジヴァンガードダイナーへ

地元の
おトクグルメ

●翌2：00以降滞在された場合、別途
深夜料金が必要となります。●小学生
以上の混浴はご遠慮いただいておりま
す。●深夜2：00～5：00の間、メンテナ
ンスのため大浴場の利用不可。

埼 玉
海鮮丼
おはな丼丸 
川口元郷店

川口市元郷1-3-4

●丼１個につき
お吸い物１袋プレゼント
ランチ  ディナー  検索t40030752

寿司屋が始めた海の丼 丼丸！

地元の
おトクグルメ 絶叫マシンや大観覧車、

アシカショーなどヤング層から

ファミリーまで楽しめる

総合レジャーランド




