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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 〈南〉
新 潟 長 野 神 奈 川 山 梨

ベネフィット

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。

国内屈指の超ワイド緩斜面の
解放感あふれるゲレンデが人気

初心者やファミリーにぴったりの緩斜面のワイドなゲレンデで有名な「岩原スキー場」。雪の遊園地とも呼ばれている、お子様用のエリアの規模も日本最大級。ご家族でのレジャーにぴったりです。

新 潟 岩原スキー場
南魚沼郡湯沢町大字土樽731-79

【リフト1日券】 
●おとな（中学生以上）  

4,000円▶2,800円

●ジュニア（小学生）  

2,500円▶2,000円

検索621840
特典期間：2018/12/15～2019/3/24 

2/3、

3/17 開催の

雪上運動会は

家族みんなで

参加できます。

スカイツリーの

高さと同じ長さ

634mの

ソリランド！

新 潟 佐渡歴史伝説館 
佐渡市真野655

【入館料】 
●おとな（中学生以上）  

800円▶640円

●小学生  

400円▶320円

検索670284

長 野 エイブル白馬五竜＆
Hakuba47
ウィンタースポーツパーク

北安曇郡白馬村神城

【リフト1日券】 
●おとな（12歳～69歳）1名  

5,000円▶3,900円

●おとな（12歳～69歳）2名  

10,000円▶7,800円
●おとな（12歳～69歳）3名  

15,000円▶11,700円

●こども 1名  

2,700円▶2,100円
●こども 2名  

5,400円▶4,200円

●こども 3名  

8,100円▶6,300円
デジタルチケット   検索621194

特典期間：2018/11/21～2019/5/6

抜群の雪質と北アルプスの

眺望が12月から

5月まで楽しめます。 

シーズン通して楽しい

イベントも盛りだくさん！

佐渡にゆかりの順徳天皇・日蓮聖人・

世阿弥の当時の様子や、

佐渡に伝わる伝説の数々を

等身大のロボットと音と光の演出で

リアルに再現！

新 潟
カフェ・スイーツ
フロプレステージュ  
新潟伊勢丹店

新潟市中央区八千代1-6-1 
　伊勢丹新潟店B１

●お会計の10%OFF
ランチ  ディナー  検索t40030483

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

地元の
おトクグルメ

長 野
海鮮丼
喜 丼丸 
長野大町店

大町市大町8326-49

●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t40030757

地元の
おトクグルメ

寿司屋が

始めた海の丼 

丼丸
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神奈川 さがみ湖リゾート プレジャーフォレスト 
相模原市緑区若柳1634

①【さがみ湖イルミリオン入園券+乗り物 5回券セットプラン】 全日 ②【さがみ湖イルミリオン入園券】全日
●おとな（中学生以上）  

3,300円▶2,050円

●こども（3歳～小学生）  

3,200円▶1,750円

●おとな（中学生以上）  

1,000円▶950円

●こども（3歳～小学生）  

700円▶650円

検索670474
●料金は変更する場合がございます。 ●16：00から入園可能です。ただし、点灯時間は17時となります。(※点灯時間は季節により変動あり。)  
●営業時間は変動がある場合がございます。

特典有効期間：①2018/12/1～2019/1/31②2018/11/3～2019/4/7

神奈川 横浜トリックアート
クルーズ

横浜市西区みなとみらい2-2-1 
横浜ランドマークプラザ4F

①【入館料】 （オリジナルグッズ付き）
●おとな（高校生以上）  

700円▶600円

●こども（4歳～中学生）  

500円▶450円
②特別配布用オリジナル作品集プレゼント
① デジタルチケット  ② 

①  ① 

検索763974  

 

山 梨 河口湖
オルゴールの森美術館 

南都留郡富士河口湖町
河口3077-20 

【入館料】 

●おとな  1,500円▶1,300円

●要事前予約 ●携帯クーポン不可
検索676402

山 梨 サンメドウズ清里　
スキー場

北杜市大泉町西井出8240-1

【1日券平日】 
●おとな  

4,200円▶3,600円

●こども  

3,200円▶2,600円
●シニア 

3,800円▶3,200円
【1日券土休日】 

●おとな  

4,500円▶3,900円

●こども  

3,500円▶2,900円
●シニア 

4,000円▶3,400円

検索620883
特典期間：2018/12/22

～2019/3/31 

関東最大級600万球の

圧倒的なスケール感！ 

見て・聴いて・触れて・包まれる 

" 最新型イルミネーション"！

長 野 信州ハム 
軽井沢工房 

北佐久郡軽井沢町軽井沢東236

【ウィンナー手作り体験料金】 （冬季のみ：11月～3月） 

 5%OFF

●要事前予約
検索674638

お子様も楽しく

簡単に体験できます！

錯覚を体感したり、不思議な

世界に迷い込んだような

面白い写真を撮ったりして

遊べる体験型の美術館

首都圏からも約120分。

 近い！絶景！快適ゲレンデ！

感動の富士山に出逢う

エンタメ美術館

神奈川
居酒屋
北海道 関内店

横浜市中区住吉町2-24 
   KYビル B1

●お会計の20%OFF
ディナー  検索t40030566

“北海道

愛食大使”

認定店

地元の
おトクグルメ

山 梨
鍋その他
赤から 
石和店

笛吹市石和町窪中島109-1

●お会計の 5%OFF
ディナー  検索t40020554

やっぱり料理はクセになるもの
がいい！名物「赤から鍋」！
辛さ、旨さてんこもり！

地元の
おトクグルメ

天然温泉&スパリゾート！至福の癒し&最上のロケーション

神奈川 江の島アイランドスパ
藤沢市江の島2-1-6 

【入館料（館内着+タオル付）】 
●おとな

3,120 円▶2,526円

検索660401   

特典期間：1/15～3/31

注 目

●2018/12/1～2019/2/28の冬季期
間中は2F屋外スパエリアはクローズと
させていただきます。●小学生のお子様
は日曜日ご入館できません。

ひろがる絶景と記憶に残る体験。
日常から解放されたゆらぎの旅へ。

神奈川 大磯プリンスホテル
THERMAL SPA
S.WAVE

中郡大磯町国府本郷546 

【入浴料】 
●おとな（中学生以上）
全日 4,500 円▶2,250円

検索664169   

特典期間：1/15～3/31

注 目

●2019/1/28～30はホテル全館が
メンテナンスクローズとなります。

有効期限：①発券日より1か月後の同日まで
②2018/11/15～2019/1/31




