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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。

※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6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。

HOTに楽しもう！
夏レジャー特集！

 関 東 〈北〉

ベネフィット

千 葉
鴨川シーワールド　
プレミアムチケット

鴨川市東町1464-18

【入園料金】
●おとな （高校生以上）

2,800円▶510円

●こども（4歳～中学生）

1,400円▶510円
●お申込みの際は、会員専用サイトの注意事
項を必ずご確認いただき、お申込みください。
●別途送料として1回のお申込みにつき250
円いただきます。

先着順・限定販売  

検索764390

びっくり
価格のメニュー！

有効期限:9/1～30　
特典期間7/17～8/15

※先着順での受付となります。定員（20,000名様）に
達し次第、受付終了とさせていただきます。

シャチやイルカの

パフォーマンスは迫力満点

群 馬 栃 木 茨 城 埼玉 千 葉 東 京

東 京 東京スカイツリー®︎®
墨田区押上1-1-2 

【入場券】
●おとな（18歳以上）

2,060円▶1,850円

●中人（12～17歳／中学生・高校生）

1,540円▶1,390円
●こども（6～11歳／小学生）

930円▶830円

●こども（4～5歳／幼児）

620円▶560円
更に、THE SKYTREE SHOP
オリジナルグッズ（600円相当）プレゼント
●天望回廊への入場には別途料金が必要となり
ます。●隅田川花火大会特別営業時は本特典は
ご利用できません。 

検索765832

栃 木 那須どうぶつ王国
那須郡那須町大字大島1042-1

【BBQ食べ放題と入国セットプラン】
●おとな（中学生以上）

3,700円▶3,500円

●こども（小学生）

2,000円▶1,800円
●幼児 （3歳～未就学児）

1,300円▶1,100円
更に、那須ハイランドパークの入園無料招待券を
お1人様1枚プレゼント
●入園無料招待券の有効期限は10/1まで。

検索676218

埼 玉 西武園ゆうえんち
所沢市山口2964

【夏の1日券】
●おとな（中学生以上）

3,500円▶1,200円

●こども（3歳～小学生）・シニア（60歳以上 要証明）

2,500円▶1,200円

先着順・限定販売  検索670309
有効期限：7/24～2019/3/31　特典期間:7/24　12：00～販売予定枚数終了まで

千 葉 成田
ゆめ牧場 

成田市名木730

【ひまわり迷路入場料】
●おとな（中学生以上）

300円▶無料
●別途、牧場入場料が必要です。

（会員特典ご利用いただけます。）

 

検索670220

栃 木 那須ハイランドパーク
那須郡那須町高久乙3375

【入園料+ファンタジーパスセット】
●おとな（中学生以上）

5,300円▶4,300円

●こども（3歳~小学生）

3,700円▶2,800円
更に、ファンタジーパス購入者全員に、
那須どうぶつ王国の入国無料招待券を
お1人様1枚プレゼント
●入園無料招待券の有効期限は10/1まで。

検索670293

常設の

メルヘンタウンに

加えて期間限定

イベントが

盛りだくさん！

登って楽しむ

体験型アスレチック

【N
ノ ボ ラ ン マ

OBORANGMA】と

【エクストリームラン】が

登場！

びっくり
価格のメニュー！

高原リゾート那須のレジャースポットに
新施設＆アトラクションが続々登場！

亜熱帯の動物たちと出会える全天候型屋内

新施設「WETLAND」が今年3月にオープン

したばかりの那須動物王国。那須ハイランド

パークには7月に恐竜の世界を堪能できる３

つのアトラクションが新登場！ どちらのス

ポットも雨の日でも楽しめるエリアも充実！

　特典期間7/17～9/30

【開業6周年記念】

東京スカイツリーの

当日券が10％OFF

（さらにグッズ付）！

2018年春にオープンした

WETLANDに

ハシビロコウが仲間入り！

この夏、ひまわりの海に飛び込もう！

　特典期間:7/7～8/31

特典期限:7/17～9/30

特典期限:7/17～9/30

©︎TOKYO-SKYTREETOWN
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特典期限:～9/2

茨 城 筑波山ケーブルカー＆ロープウェイ
つくば市筑波1

【筑波山ケーブルカー往復乗車料金】
●おとな （中学生以上）

1,050円▶ 950円

●こども（6歳以上）

530円▶490円
【筑波山ロープウェイ往復乗車料金】
●おとな （中学生以上）

1,100円▶1,000円

●こども（6歳以上）

550円▶510円
更に、「金運をまねく福ガマ」のお守りを１個プレゼント

検索760400
特典期間:7/17～8/31

紫色の絨毯に癒される…
5万株のラベンダーが咲き誇る
楽園がここに

群 馬 たんばら
ラベンダー
パーク

沼田市玉原高原

100円OFF
+ ポプリプレゼント

千 葉
大江戸温泉物語 
浦安万華郷

浦安市日の出7-3-12

【入場料＋館内着】全日
●おとな（中学生以上）

最大2,558円▶1,532円

●こども（4歳～小学生）

最大1,328円▶518円

検索660565
特典期間:7/15～9/30 ※除外日：8/11～16

東 京 天然温泉
ヌーランド
さがみゆ

大田区仲六郷2-7-5

【入浴料】
●平日おとな

1,250円▶600円

●土・日・祝日 おとな

1,550円▶600円

検索661653
特典期間：～7/31 ※除外日：火曜日

東 京 浅草ROXまつり湯
台東区浅草1-25-15 

  ＲＯＸ７F

【利用料】
●おとな
2,700円▶1,350円
●休日割増料金:土・日・祝日および特定日の
ご利用は、プラス324円

デジタルチケット
  

栃 木
餃子
宇都宮餃子館 
健太餃子店

宇都宮市駅前通り3-3-3 

1グループに
揚げ一口健太餃子1皿サービス
ランチ  ディナー  検索t40028134

東 京
オールデイダイニング
クロスダイン
ホテルメトロポリタン

豊島区西池袋1-6-1　
　ホテルメトロポリタン1F

●ランチブッフェ・ディナーブッフェ 
おとな 15%OFF
ランチ  ディナー 検索t40011590

千 葉
フレンチ
アマンダンセイル

千葉市中央区中央港1-28-2

ブッフェプラン注文時、
乾杯ウェルカムドリンクサービス
ランチ  ディナー 検索t40027780

群 馬
ベーカリーレストラン
バケット
スマーク伊勢崎店

伊勢崎市西小保方町368

●360円のドリンクバー 

無料
ランチ  
ディナー

検索t40027619

地元の
おトクグルメ

夏にぴったり！水着露天風呂など
38のお風呂が楽しめる千葉県最大級の

温泉テーマパーク

品川、川崎からも手軽に
立ち寄れる隠れ家的スパリゾート

10種類以上揃う

焼きたてパンが

食べ放題！

ソース自慢の

料理にもぴったり

埼 玉
ステーキ・ハンバーグ

ふらんす亭
新所沢パルコ店

所沢市緑町1-2-1　
　新所沢パルコ1F

●お会計 

100円OFF×人数分

ディナー 検索t40028090

ステーキ＆

ハンバーグ＆

カレーの専門店！

上質のステーキを

お手軽な

価格で！！

眼下に霞ヶ浦や

鹿島灘を望む、

関東平野の展望台！

検索672711

茨 城
食べ放題
すたみな太郎
水戸店／ひたちなか店／
守谷店など 計8店舗

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 検索すたみな太郎 茨城県

特典期間:～7/31

検索660099

7/31までの利用料
半額！

7/31までの利用料
半額！

11種類のお風呂と3種類のサウナを完備。
ひすい露天風呂からは
東京スカイツリーも見れる！

ライブ
キッチンで

出来たて

熱々を堪能！

海岸に停泊する
豪華客船のように
水平線と雄大な空を臨み、
輝く太陽と煌めく水面を
一望することができます。

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

こだわりが

一杯詰まった

宇都宮餃子館

地元の
おトクグルメ

会員様限定の特別イベント！
夜の動物たちや獣舎の見学、餌やり体験ができます。

埼 玉 東武動物公園
南埼玉郡宮代町須賀110

【入園料＋裏側見学イベント参加費】
●おとな

4,700円▶　　 3,700円

●小人

3,700円▶　　 3,000円
・ライオンの寝部屋見学と餌やり（1人1個）
・ゾウの寝部屋見学と餌やり（1人2個） 
・カバの寝部屋見学
●【募集人員】20名～40名 ※最低開催人員20名

 ※セブンイレブンのみ
検索670097

特典期間:8/18のみ 申込期間：2018/7/24～8/14

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

地元の
おトクグルメ

特別
料金

特別
料金

さらにイベント終了後、

19時30分から

「花火イリュージョン」も

開催されます。
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