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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 北

ベネフィット

青 森 岩 手 秋 田 宮 城 山 形 福 島

【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。

青 森
ラーメン
一心亭 
八戸分店

八戸市大字六日町33-1 
ライオンビル八戸館１F

●ギョーザ一皿 無料
ランチ  ディナー  検索t40030863

いのちを“うみだす”海の素晴らしさを伝える
エンターテインメントも充実の水族館

青 森 ねぶたの家 
ワ・ラッセ

青森市安方1-1-1 

【ねぶたミュージアム 入場料】

●おとな 600円▶540円

検索760296  

宮 城 仙台うみの杜水族館
仙台市宮城野区中野4-6

【入館料】
●おとな（18歳以上）

2,100円▶1,900円

●中学・高校生（12～18歳）

1,600円▶1,400円
●小学生

1,100円▶900円

●幼児（4歳以上）

600円▶500円
●シニア（65歳以上） 

1,600円▶1,400円

●携帯クーポン不可
検索761833  

青 森 青函連絡船
メモリアルシップ八甲田丸

青森市柳川1-112-15地先

【入館料】
●おとな

500円▶450円

●中高生

300円▶270円

●小学生

100円▶90円

検索670075  

岩 手 岩手サファリパーク
一関市藤沢町黄海字山谷121-2

【入園料】
●おとな（中学生以上） 

2,700円▶2,430円

●こども （3歳～小学生）

1,500円▶1,350円
デジタルチケット  検索760294  

有効期限：発券月を含む1か月後の同日まで

岩 手 日本百景 名勝
猊鼻渓舟下り

一関市東山町長坂字町467 

【乗船料】

●おとな 1,600円▶1,500円

検索760880  

秋田県立近代美術館やアミューズメント施設、
手づくり体験施設などさまざまな施設があります

秋 田 秋田ふるさと村
横手市赤坂字富ケ沢62-46

【ワンダーキャッスルor星空探険館スペーシア】
●一般 

520円▶470円

●学生 

410円▶370円
●小中学生

300円▶270円
【ワンダーキャッスル+星空探険館スペーシア+マックストレイン セット券】
●一般 

1,200円▶1,080円

●学生 

1,000円▶900円
●小中学生

700円▶630円
 

岩 手
居酒屋
楽蔵
盛岡大通店

盛岡市大通1-10-15 モリタビル1F

●お会計10%OFF
ディナー  検索t40031360

働く人に愛されて育てられてきた
長浜屋台は、人懐っこく、
威勢がよくて、真正直。
博多長浜の粋を店構えに込め、
あったかい人情を味に表したのが、
あぁ博多人情。

秋 田
ラーメン
あぁ博多人情 
秋田店

秋田市大町4-1-13

●ギョーザ一皿 無料
ランチ  ディナー  検索t40030865

イルカ・アシカたちによる東北最大級の

パフォーマンスや、ペンギンやアシカ等との

ふれあいなど、豊かな東北の海の魅力を、

見て・さわって・感じることができます

イルカとアシカに加え、新たにバードが追加された新パフォーマンスが開始！東北最大級のスタジアムで行われる躍動感あふれる演出は生きものたちとゲストが一緒になって楽しめる新感覚エンターテイメントです！

青森ねぶた祭の

魅力を120％体感！ 

大型ねぶた4台を

常設展示

地元の
おトクグルメ

地元の
おトクグルメ

広大な草原に世界の動物たちが
暮らす岩手サファリパークは
動物たちの生態や行動、群れを
サファリバスの中から見学し、
次 と々寄ってくる動物たちに
エサをあげることのできる
体験型パークです

猊鼻渓舟下りは

三好ヶ丘で折り返す。

往復90分の

船旅です

豚骨･ 豚皮･背脂以外を一切使わないスープがうまい、長浜の典型的な大衆食堂です。

地元の
おトクグルメ

青森港に浮かぶ

日本初の鉄道連絡船

ミュージアム

検索670457

山の幸を
贅沢に使った
本格炙りダイニング
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山 形
居酒屋
備長扇屋　
山形春日町店

山形市春日町9-37

●お会計15%OFF
ディナー  検索t40015491

秋 田 横手駅前温泉
ゆうゆうプラザ

横手市駅前町7-7

【1日入館ご利用券（9:00～22:00）】
●おとな（中学生以上） 

1,000円▶500円

検索663132  

宮 城 大江戸温泉物語　
仙台コロナの湯

仙台市宮城野区福室字田中前1-53-1

【入浴料】
●おとな（中学生以上）

700円▶550円
●こども（小学生）

350円▶250円
デジタルチケット   検索662252  

有効期限：発券日より1か月後の月末まで

山 形 リナワールド
上山市金瓶字水上108-1

【入浴料】
●入園料

100円OFF
●フリーパス

300円OFF

検索761484  

福 島 ふくしま海洋科学館
（アクアマリンふくしま）

いわき市小名浜字辰巳町50

【入館料】
●一般

100円OFF
●小学生～高校生 

50円OFF

●会員証・クーポン1枚につき5名様まで有効
検索678155  

福 島 スパリゾートハワイアンズ
いわき市常磐藤原町蕨平50

①【期間限定特典／入場料】
●おとな（中学生以上）

3,500円▶1,080円

●こども（小学生）

2,200円▶1,080円
②【通年特典／入場券】
●おとな（中学生以上）

3,500円▶2,200円

●こども（小学生）

2,200円▶1,500円
●幼児（3歳～未就学児）

1,600円▶900円
デジタルチケット   検索665406  

①【期間限定特典】 有効期間：1/7～3/31 申込期間：1/7～3/24
②【通年特典】 有効期間：発券日より3か月後の同日まで

宮 城
ホテル
桂花苑 
仙台ロイヤルパークホテル

仙台市泉区寺岡6-2-1 
仙台ロイヤルパークホテル7F

①ディナー 【グラスワイン1杯付】 飲茶ディナーコース

5,500円▶4,750円
②ランチ 【ソフトドリンク1杯付】 平日限定 蘭華ランチコース

3,200円▶2,570円
ランチ  ディナー  検索t40014071

一杯のラーメンを通じて、
味や想いのつながりを
じわっと感じていただける店、
それが麺家くさびです

福 島
ラーメン
麺家くさび 
郡山本店

郡山市駅前2-1-12

半チャーハン無料
ランチ  ディナー  検索t40030856

 “遊びきれない温泉大陸”で夏を先取り！
５つのテーマパークでリフレッシュ

満天の
星空の下。

天然温泉で
夢気分

光・
自然・水が
あふれる
遊園地

リナワールド

裏側見学のバックヤードツアー、

魚を釣って食べることができる釣り体験など

様々な体験ができる水族館

常夏気分を満喫できる「プール」や「ウォータースライダー」をはじめ、温泉、ショーが人気の「スパリゾートハワイアンズ」。1日では遊びきれないスケールを味わいながら一足早く、夏レジャーを先取り！

広東料理を中心に
中国各地の名菜を
取り揃えております

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

5つの

テーマパーク。

遊びきれない

温泉大陸

湯巡りできる天然温泉や岩盤浴。 
ゆったりと畳のかおりで
くつろげる温泉宿です

●こども料金・夜入館ご利用券料金は通常
料金でのご案内となります。

じっくり炭火で焼いた
やきとりだけじゃない！ 
やきとりと、バリテバ！が
おすすめ。

山 形 天然温泉こまぎの湯
鶴岡市日枝字小真木原88-1

【入浴料】
●おとな（中学生以上）

500円▶400円

●こども（小学生） 

250円▶100円

検索661957  
●毎月第２水曜日休館日

地下1,500mから湧き出した

天然温泉で湯ったりおくつろぎください




