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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

【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。

4 休日のお出かけはココ！
春の人気スポット特集

※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2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。

20周年を記念して「バンダイキャラクタースタジアム」が
関東初登場！屋内でも屋外でも家族で1日中楽しめます

群 馬 軽井沢おもちゃ王国
吾妻郡嬬恋村大前細原2277

①【入園料】 

100円 OFF
②【フリーパス】

500円OFF

検索670029   

群 馬 群馬サファリパーク
富岡市岡本1番地

【入園料】 
●おとな（高校生以上） 

2,700円▶2,400円

●こども（3歳~中学生） 

1,400円▶1,100円

検索676016   

栃 木 東武ワールドスクウェア
日光市鬼怒川温泉大原209-1

【入園料】 
●おとな（中学生以上） 

2,800円▶2,300円

●こども（4歳以上） 

1,400円▶1,200円

検索670062   

茨 城 国営ひたち海浜公園
プレジャーガーデン

ひたちなか市阿字ヶ浦町552-18

【プレジャーガーデンのりもの券 3,300円分】 

●おとな・こども（3歳以上）
 3,000円▶2,400円

検索676150   

茨 城 つくばわんわんランド
つくば市大字沼田578

【入園料】 
●おとな（中学生以上）

1,500円▶1,200円

●こども（3歳以上）

700円▶500円

検索672713   

四季を通じて楽しめる気楽なリゾート遊園地

東 京 としまえん
練馬区向山3-25-1

【のりもの1日券（入園+のりもの乗り放題）】 
●おとな（中学生以上）

4,200円▶1,800円

●こども（3歳～小学生まで）

3,200円▶1,000円
デジタルチケット   検索676006   

有効期限：発券月を含む6か月後の月末まで

茨 城
郷土料理

元祖あんこう鍋 山
サ ン ス イ

翆
水戸市泉町2-2-40

●コース料理ご注文のお客様
ドリンク1杯（ウーロン茶、グラス生ビール）
サービス
ランチ  ディナー  検索t40023386

栃 木
フレンチ

宇都宮モノリス
宇都宮市中今泉3丁目14-15

①ランチ＆ディナー　コースプラン注文時
乾杯ウェルカムドリンクサービス
②ランチ＆ディナー　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t40027769

群 馬
洋食・欧風料理その他
ラウンジ「danro」/

ホテル軽井沢 1
イレブンサーティー

130 
吾妻郡嬬恋村鎌原1453-2

●ランチメニュー + 温泉付きプラン

2,720円▶1,500円（税サ込）45%OFF

ランチ  WEB予約  検索t40027964
ユネスコ世界遺産ほか、

国内外の有名建築物を1/25サイズで

精巧に再現、屋外展示したテーマパーク

100種1,000頭・羽の動物たちの
暮らしを車から観察できる
サファリゾーンと、
楽しさいっぱいの遊園地や
レストラン・売店などの
アミューズメントゾーンがあります

世界の犬猫500頭が暮らす

テーマパーク。筑波山の麓で

わんちゃん、ねこちゃんと

触れ合って癒されてください

暖炉のある
落ち着いた空間で、
高原リゾート
ならではの
寛ぎのひと時を
お過ごしください

心地よい静寂と光・水・緑に
包まれる洗練された空間は
訪れる人を非日常的な
寛ぎへと誘います

四季折々の

いばらきの

郷土料理を

地元の
おトクグルメ

アトラクション派も「大人の湯処」派も
バーベキュー派も大満足の遊園地

地元の
おトクグルメ

地元の
おトクグルメ

お子様向けから絶叫系まで多彩なアトラクションが人気の「としまえん」。ゆっくり過ごしたい人にぴったりの天然温泉やスパが充実の「大人の湯処」のほか、グループでのバーべキューも楽しめます。

青い海・緑の草原・白い砂浜など自然の中で大観覧車や周遊ツアーも楽しめる本格派遊園地

▼見頃 4月中旬～4月下旬

有効期限・特典期間：②2019/4/19～
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埼 玉 東武動物公園
南埼玉郡宮代町須賀110

【ワンデーパス】
●大人（中学生以上）

 4,800円▶2,500円

●小人（3歳以上）

3,700円▶2,500円
 

●セブンマルチコピー機のみ対応。
検索670097   

有効期限：発券日より1ヶ月間 

埼 玉 美楽温泉SPA-HERBS
さいたま市北区植竹町1-816-8

①【期間限定／入館料+岩盤浴セット おとな（中学生以上）】 
●平日

1,620円▶1,404円

●土日祝日
2,268円▶1,944円

②【通年特典／入館料 おとな（中学生以上）※9時～24時まで】 
●平日

1,026円▶918円

●土日祝日

1,242円▶1,134円
①【期間限定】デジタルチケット   

②【通年特典】

千 葉 鴨川シーワールド
鴨川市東町1464-18 

①【入館料（～3/31まで）】 
●おとな（高校生以上）

2,800円▶2,450円

●こども（4歳～中学生） 

1,400円▶1,230円
②【入館料（4/1～）】 
●おとな（高校生以上）

3,000円▶2,700円

●小中学生

1,800円▶1,620円
●幼児（4歳以上）

1,200円▶1,080円

東 京 マクセル アクアパーク品川
港区高輪4-10-30 品川プリンスホテル内

【入場料】 
●おとな（高校生以上）

2,200円▶2,100円

●小・中学生 

1,200円▶1,100円
●幼児（4才以上）  

700円▶600円

検索670669   

千 葉 大江戸温泉物語 
浦安万華郷

浦安市日の出7-3-12

①【入館料（～3/31まで）】 

+駐車料金が
　24時間無料最大 2,882円▶1,100円

②【入館料（4/1～）】

最大 2,882円▶1,050円
デジタルチケット   検索660565   

①有効期間・特典期間：～3/31
②有効期間：発券日より6か月後の同日の前日 特典期間：～2020/3/31

埼 玉
その他
ラグナヴェール
スカイテラス

さいたま市中央区新都心11-1　
JRさいたま新都心ビル19階

●団体向け お料理10品＆2時間飲み放題

8,024円▶6,000円
乾杯スパークリング付
★通常のハウスワインからグレードアップいたします！★

ランチ  ディナー  WEB予約  検索t40030893

東 京
フレンチ
フランス料理 
セルポワブル

練馬区練馬1-36-6 第三芹沢ビル1F

グラスワイン一杯サービス
ランチ  ディナー 検索t40031060

千 葉
ラーメン

四川担々麺 いぶし銀
松戸市本町18-3

●温泉卵 or ライス or 大盛り or 替え玉 
人数分プレゼント
ランチ  ディナー 検索t40027733

遊園地、動物園、

花と植物の

広場が融合した、

埼玉県の

ハイブリッド・

レジャーランド

2018年11月コラーゲンスタジオNEW OPEN!!
コラーゲントリートメントランプによる照射が、内部からお肌を
活性化させ、コラーゲンの生成を促します。「お風呂+岩盤浴」セット
で入館したお客様がご利用頂けます （※レッスン中を除く） 

シャチの豪快なジャンプやイルカのスピード感あふれる
パフォーマンス、トロピカルな魚たちとの出会い。
動物との楽しい触れ合いも体験できる、
海洋アミューズメントです

約350種、20,000点にも及ぶ

世界の海の生きものに会える、

都市型エンターテインメント施設です。

季節や昼夜で異なる

イルカパフォーマスも見どころです

天然温泉や

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

地元の
おトクグルメ

たっぷりの

光と緑に

包まれた空間で、

おふたりの

おもてなし

コクと旨味を融合させた
担々麺は、汁あり・汁なしの
2パターンで楽しめる。

地元の
おトクグルメ

地元の
おトクグルメ

練馬駅近くに
カジュアル・
フレンチのお店

検索664145
有効期限・特典期間：①【期間限定】～2019/3/31

有効期限・特典期間：①～2019/3/31

検索670037

栃 木 那須ハイランドパーク
那須郡那須町高久乙3375

会員特別価格 ※会員専用サイトをご確認ください。

  

おかげさまで40周年。今年は新アトラクション
 7種以上導入！年間30以上のイベント開催！

絶叫コースター「F2」をはじめとする

大型アトラクションや

那須の大自然を一望できる大観覧車など、

40種類以上のアトラクションが充実

検索670293

家族連れ、カップル、愛犬とも一緒に楽しめる「那須ハイランドパーク」。雨の日もOKなアトラクションもあるので、お天気を気にせずにレジャーを決行できるのも魅力。おもいっきり楽しみたい休日にピッタリ！




