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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 海 ・ 北 陸

ベネフィット

石川 富山 三重福井 愛知岐阜 静岡

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。

初心者も上級者も家族連れもOK！
レストランや浴場など施設も充実

お気に入りの曲をリクエストすればゲレンデに届けてくれるロッキースタジオが話題の「鷲ヶ岳スキー場」。高鷲 ICからわずか３kmとアクセスも至便。レンタル利用なら、手ぶらで気軽に冬レジャーを満喫できます！

岐 阜 鷲ヶ岳スキー場
郡上市高鷲町大鷲3250

【平日特典】（1月7日～3月29日）
●おとな（中学生以上）
鷲ヶ岳単独リフト1日券（平日）  4,300円▶3,200円
●こども　
鷲ヶ岳単独リフト1日券（平日）  2,000円▶1,500円
※リフト券購入時、鷲の湯割引券をお渡しします。
　鷲の湯（おとな850円⇒500円　こども550円⇒300円）    

【土日祝日特典】（12月22日～3月31日）
●おとな（中学生以上）　
鷲ヶ岳単独5時間券

（土日祝・12月31日～1月3日） 3,600円

●おとな（中学生以上）　
鷲ヶ岳単独リフト1日券

（土日祝・12月31日～1月3日） 4,300円
※上記2ついずれかのリフト券購入時にレストランやレンタルで使える
1,000円分フリーチケットをプレゼント。※こども料金は対象となりません。

●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。

検索620026  

特典期間：2018/12/17～
2019/3/31 

滑りやすさ

バツグンの

全13コース！

富 山 ほたるいかミュージアム
滑川市中川原410

【入館料】 （6月1日～3月19日）
●おとな 

600円▶550円

●こども（3歳～中学生）  

300円▶250円

検索671729  

石川 加賀 
伝統工芸村　
ゆのくにの森

小松市粟津温泉ナ-3-3

【入村料】 
●おとな（18歳以上）  

540円▶440円

●こども（4歳～小学生）  

330円▶270円

検索676093  

石川 のとじま水族館
七尾市能登島曲町15部40

【入場料】 
●おとな（高校生以上）  

1,850円▶1,650円

●中学生以下（3歳以上）  

510円▶460円

検索678811  
3,000m 級の立山連峰を背後に
富山湾、遠くは能登半島まで
見渡せるロケーションは抜群

富 山 立山山麓
スキー場

富山市原55

【1日券】 （平日※年末年始除く）
●おとな（高校生以上）  

3,500円▶3,200円

●小・中学生  

2,500円▶2,200円
【1日券】 （休日）

●おとな（高校生以上）  

4,100円▶3,800円

●小・中学生  

2,500円▶2,200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。

検索620571
特典期間：2018/12/15～

2019/3/3 

イルカ・

アシカショーをはじめ、

ペンギンのお散歩、

マダイの音と光の

ファンタジアなどの

イベント満載！

見て、ふれて、創って！
伝統工芸の創作体験に
チャレンジしよう！

目の前で光る様子を

見学できる

発光ショー開催！

石川
パスタ
生麺専門 鎌倉パスタ 
金沢直江店

金沢市直江町37街区19

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t40030125

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

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

富 山
・

愛 知

喫茶店
珈琲所 コメダ珈琲店  
イータウンとなみ店／天白土原店

●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t40030604  t40030237

地元の
おトクグルメ

●印刷クーポンご利用の場合は、
会員証も合わせてご提示下さい。
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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！

ベネフィット

【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。

愛 知 博物館 明治村 
犬山市内山1

【入村料】 

●おとな 

1,700円▶1,600円

●大学生・シニア 

1,300円▶1,200円
●高校生 

1,000円▶900円

●こども（小・中学生）  

600円▶500円
さらに、3/8（金）〜3/10（日）入村料半額デー！！

検索676034  

●2019/1/14までの特典は会員専用サイトをご確認ください。●会員証1枚につき
5名様まで有効。●※1 半額デーは「クーポン提示」となりますのでご注意ください。

福 井 スキージャム勝山
勝山市170-70

【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）  

3,000円▶2,500円

●営業期間は天候や降雪状況により変更
となる場合がありますのであらかじめご了
承ください。●ICカード保証金別途500円

（ICカード返却時に返金いたします）

検索620811  

特典期間：2018/12/15
～2019/4/7

建物内部は博物館になっており、
諸大名の武具や
武家の女性の着物、
合戦図屏風などを展示

福 井 勝山城
博物館 

勝山市平泉寺町
平泉寺85-26-1

【入館料金】

 20%OFF
検索760468  

岐 阜 高鷲スノーパーク 
郡上市高鷲町西洞3086-1

【リフト1日券】 （平日）

●おとな（16歳以上）
  4,900円▶3,500円

【リフト1日券】 （土・日・祝日）+お食事券1,000円

●おとな（16歳以上）
  5,900円▶4,900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。

検索620042
特典期間：2018/12/22～

2019/3/24 

安土桃山、江戸時代の日本へタイムスリップ！

三 重 伊勢安土
桃山城下街

伊勢市二見町三津1201-1

【入国手形】 （体験館・温泉施設セット）
●おとな（18歳以上）  

3,600円▶2,800円
●中・高校生 

2,300円▶1,800円

●こども （小学生）  

2,000円▶1,600円

検索676040  

静 岡 東海大学自然史博物館 
静岡市清水区三保2389

【自然史博物館】 
●おとな（高校生以上） 

1,000円▶900円

●こども（4歳～中学生）  

500円▶450円
【海洋科学博物館】 
●おとな（高校生以上） 

1,500円▶1,350円

●こども（4歳～中学生）  

750円▶675円
【海洋科学博物館／自然史博物館 共通券】 
●おとな（高校生以上） 

1,800円▶1,620円

●こども（4歳～中学生）  

900円▶810円

●会員証1枚につき5名様まで有効。
検索672945  

イルカ・ベルーガ・ペンギンなど、
大人も子供も楽しめる都市型水族館

愛 知 名古屋港水族館
名古屋市港区港町1-3

【入館券】 ※サービス提供企業より発送
●おとな 

2,000円▶1,600円

●高校生 

2,000円▶1,400円
●小・中学生  

1,000円▶700円

●幼児（4歳以上）  

500円▶350円
   検索672817

●お届けは入金確認後7日程度(土・日・祝日は除く)かかります。 
●送料として、チケット料金とは別に1申込みにつき200円頂戴いたします。 

アジア最強の

肉食恐竜

タルボザウルスの

骨格標本など展示する

自然史博物館

人魚伝説のモデル
「ジュゴン」に会える水族館！

三 重 鳥羽水族館 
鳥羽市鳥羽3-3-6

【入館料】 
●おとな（高校生以上）  

2,500円▶2,300円
●小・中学生 

1,250円▶ 1,150円

●幼児 （3歳以上）  

630円▶580円

●携帯クーポン不可
検索760128  

特典期間：2018/4/1～2019/3/31

最長滑走

距離5,800m、

西日本最大級の

スノーリゾート！

明治期を中心に

60以上の建造物を

移築・保存する
野外博物館

岐 阜 パスタ

パステル 
イオンモール各務原店

各務原市那加萱場町3-8　
　イオン各務原
　ショッピングセンター1F

●お会計の10%OFF
ランチ  ディナー  検索t40029369

地元の
おトクグルメ

毎日を前向きに愉しむ

チャーミングな女性が

元気になれるおいしさを

静 岡
スイーツ
フロプレステージュ  
浜松遠鉄百貨店

浜松市中区砂山町320-2
　遠鉄百貨店本館B１

●お食事の10%OFF
ランチ  ディナー  検索t40030480

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

静 岡
スイーツ
フロプレステージュ  
浜松遠鉄百貨店

浜松市中区砂山町320-2
　遠鉄百貨店本館B１

●お会計の10%OFF
ランチ  ディナー  検索t40030480

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

三 重
パスタ
生麺専門 鎌倉パスタ 
イオンモール鈴鹿店

鈴鹿市庄野羽山4-1-2

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t40029980

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

※1

北陸有数の
甲冑の

常設展示数

初心者から
楽しめる

幅広緩斜面から

上級者向けの

コブ斜面までが

レイアウトされている

ダイナミック

ゲレンデが魅力！

地元の
おトクグルメ

福 井
湯葉と豆腐の店

梅の花
福井店

福井市門前1-225

●「極」+飲み放題付　

7,660円▶6,000円

ディナー  検索t40021154

湯葉と豆腐という

日本の

伝統食材を使った

四季折々の

創作懐石料理


