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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

【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。

三 重 志摩スペイン村
パルケエスパーニャ

志摩市磯部町坂崎 

①【パスポート（～3/31まで）】 ②【パスポート（4/1～）】 
●おとな（18～59歳） 

5,300円▶4,550円

●中人（12～17歳）

4,300円▶3,700円

●おとな（18～59歳） 

5,300円▶4,800円

●中人（12～17歳）

4,300円▶3,900円

●こども（3～11歳）  

3,500円▶3,000円

●シニア（60歳以上） 

3,500円▶3,000円

●こども（3～11歳）  

3,500円▶3,150円

●シニア（60歳以上） 

3,500円▶3,150円

●携帯クーポン不可

 

富 山
中華料理
肉あんかけ
チャーハン
炒王 
イオンモール高岡店

高岡市下伏間江383番地

①ランチ＆ディナー
生ビール（小） 280円▶100円
②ランチ＆ディナー
お好きなソフトドリンク 1 杯サービス
ランチ  ディナー  検索t40022171

親子三世代で！アトラクションが充実のテーマパーク

石川 日本
自動車博物館

小松市二ツ梨町一貫山40 

【入館料】 

10%OFF

●会員証・クーポン1枚につき5名様まで有効
検索761367  

「木曽三川・長良川の源流から河口までと世界の淡水魚」を
テーマに約220種類・20,000もの水辺の生き物たちを展示。
特に世界最大級の淡水魚メコンオオナマズは必見

岐 阜 世界淡水魚園水族館 
アクア・トト ぎふ

各務原市川島笠田町1453
河川環境楽園内

【入館料】 
●おとな 

1,500円▶1,350円

●中・高校生 

1,100円▶990円
●小学生  

750円▶670円

●幼児（3歳以上）  

370円▶330円

検索670843  

石川 加賀ゆめのゆ
加賀市箱宮町ル1

【入館4時間コース】 
●おとな（中学生以上）  

620円▶500円

●こども（4歳～小学生）  

310円▶100円

検索663272  

富 山 辻わくわくランド
魚津市青島63-1

【入浴料】 
●おとな（中学生以上）  

490円▶300円

●小学生  

250円▶200円

検索662273  

福 井 越前松島水族館
坂井市三国町崎74-2-3 

【入館料】 
●おとな（高校生以上）  

2,000円▶1,800円

●小・中学生  

1,000円▶900円
●3歳～6歳  

500円▶450円

検索672425  

福 井 テアトル 
サンク

福井市中央1-8-17 

【映画鑑賞券】 
●一般  

1,700円▶1,300円

●ジュニア（高校生以下）

1,000円▶800円
 検索674981  

有効期限：発券月を含む6ヶ月後の月末 

石川
鉄板焼き・ステーキ

たけ多
金沢市増泉2-22-5 パオス15

①お会計

10%OFF
②お会計

20%OFF
ディナー  検索t40012344

福 井
アジア・エスニックその他

香花
福井市二の宮2-29-10 
パストラルイン二宮１F

①お会計の15%OFF
ディナー  検索t40012343

黒毛和牛、オースト牛、骨付き子羊、
豚リブロース、チキン、黒毛和牛ハンバーグや
旬の魚介類も焼いてよし。
サイドメニューも豊富、えびミニグラタン、
バイ貝のガーリックバター焼きや
パスタもございます

富 山 桜ヶ池
クアガーデン
（温泉ジェットマッサージプール +天然温泉）

南砺市立野原東1514 

【利用料】 
●おとな（中学生以上）  

1,500円▶1,200円

●こども（小学生）  

1,000円▶800円
●こども（4歳～小学生未満）  

540円▶400円

検索660002  

温泉水を利用したアクアオアシス
プールはジェット噴流やジャグジーな
ど13種類のアトラクションを持ち、
誰もが気軽にリフレッシュ&
リラックスできます

世界のあの名車、
希少車に出会える。

日本最大級の
展示空間に500台

「ぺんぎんらんど」のハート型の水槽や
「ぺんぎん館」の水中トンネル、
海洋館の「海洋大水槽」、
ガラス張りの水面を歩ける

「さんごの海」水槽などが人気です

いつも清潔で
キレイな温泉施設。
加賀ゆめのゆは、

心と身体の健康を
大切にします

情熱の国「スペイン」をパークテーマに、

ますますパワーアップした

スパニッシュリゾートをご堪能ください

アジア料理から
メキシコ料理まで

多国籍なエスニック
料理をどうぞ！

名峰立山連峰に由来する

雪どけ水をくみ上げた、

とってもきれいな清水を
使用しています。

大風呂・水風呂・サウナなど、

8種類のおふろを

ごゆっくりお楽しみください

大きめのスクリーンと劇場空間により、
最新のデジタルシネマがその真価を発揮します

鹿児島黒豚を
使用した

こだわりのあんかけ
チャーハンをぜひ

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

検索676039
©SHIMA SPAIN VILLAGE CO.，LTD.

小さなお子様はもちろん大人も、
雨の日でも楽しめるアトラクショ
ンが魅力のスパニッシュリゾート

「志摩スペイン村バルケエスパー
ニャ」。スリル満点な絶叫系を楽し
みたい人にもおススメです！

有効期限・特典期間：①～2019/3/31
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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。

静 岡
ラーメン・
つけ麺その他

歌
か じ け ん

志軒 浜松幸店
浜松市中区幸1-1-46

●油そば1杯につき
「丼物」1品 OR 
トッピング2品サービス
ランチ  ディナー  検索t40027484

戦国時代に織田信長が攻略し、
天下統一の足掛かりとした
歴史ロマンあふれる金華山・岐阜城。  
天守からは濃尾平野の大パノラマを
360度眺望できます

岐 阜 ぎふ金華山ロープウェー
岐阜市千畳敷下257番地 

【通常料金より】 
●おとな（12歳・中学生以上）

100円OFF
●小人（4歳～11歳）

50円OFF

●携帯クーポン不可
検索761303  

愛 知 コロナワールド
中川コロナワールド：名古屋市中川区江松三丁目110番地 
半田コロナワールド：半田市旭町3-11-1 
豊川コロナワールド：豊川市下長山町上アライ14-1
安城コロナワールド：安城市浜富町6-8 
小牧コロナワールド：小牧市村中新町33　           ほか 

【映画観賞券】 

●おとな1,800円▶1,300円
 検索676065  

三 重 ナガシマスパーランド
桑名市長島町浦安333 

【パスポート券】 
●おとな（中学生以上） 

5,200円▶4,420円

●小学生

4,000円▶3,400円
●幼児（2歳～） 

2,400円▶2,040円

検索676010  

快適なシート席でゆったり鑑賞！

静 岡 静活系劇場　
映画鑑賞券

シネシティ ザート
静岡市葵区鷹匠1-1-1 新静岡セノバ9階  
シネプラザ サントムーン
駿東郡清水町玉川61-2 サントムーン柿田川内 

【映画鑑賞券＋ドリンク券】 

2,100円▶1,450円
 検索677204  

静 岡 富士
サファリパーク

裾野市須山字藤原2255-27 

【入場料】 
●おとな（高校生以上） 

2,700円▶2,400円

●こども（4歳～中学生）

1,500円▶1,200円

検索672615  

3/28 オープン！「海辺の別荘ライフ」をテーマに、
相模灘を一望しながら心と身体をリセットできる
熱海の新名所！

静 岡 オーシャンスパ Fuua
熱海市和田浜南町10-1

【入館券（平日）】 
●おとな

（中学生以上） 2,700 円▶2,484円

検索664327
●現地にて入湯税150円が必要です。●土・日・祝・特定日のご利用は
割増料金324円（税込）が別途必要となります。

NEW

ふんわりモチモチのパンケーキを
はじめ、栄養豊富なアサイーボウル
などロコに人気のスイーツが満載

愛 知
ダイニングバー

アロハテーブル 名鉄
名古屋市中村区名駅1-2-1 
名鉄百貨店本店メンズ館B1

●熟成肉のステーキがメインの「プレミアムコース」
《9品》＋乾杯プリモビール＋時間無制限飲み放題

6,344円▶4,000円 36%OFF

ディナー  検索t40030827

三 重
ダイニングバー
ＩＺＡＫＡＹＡ 
ＷＥＳＴ

四日市市西浦1-1-4 ミサヤビル2Ｆ

①お会計

10%OFF
②お会計

20%OFF
ディナー  検索t40025648

岐 阜
ピッツェリア

スパーダ
岐阜市河渡4丁目87-1

①コース

15%OFF
②お会計

20%OFF
ディナー  検索t40026626

雄大な富士山を背景に動物たちとの出会い
やふれあいを楽しめる人気サファリパーク

ライオンなどの野生動物を間近に感じる「スーパージャングルバス」や「エサあげ体験」「ポニーの馬ソリ」などが楽しめる「富士サファリパーク」。かわいい動物たちとの「ふれあいゾーン」も人気です。

富士山の麓に広がる動物園。雄大な富士山を
背に7つのゾーンを車や園内バスで巡ります。
かわいい動物と直接触れ合いのできる
ふれあいゾーンもあり、ご家族やカップルに大人気です

愛 知 ラグーナテンボス
ラグナシア

蒲郡市海陽町2-3 

【パスポート（入園+対象アトラクション利用）】 
●おとな（中学生以上） 

4,350円▶4,130円
●こども（小学生）

3,250円▶3,090円

●幼児（3歳以上）

2,500円▶2,380円

●携帯クーポン不可
検索670611  

「ラグナシア」は伝説の港町をイメージしたテーマパーク。夏はウォー
ターパーク、冬はイルミネーションの幻想的な世界に大変身！！

座席が動く！
風・水・香りが出る！ 

3Dを超えた、
体験型シアター
「4DX ®️」が
日本初上陸！ 

2012年 世界ピッツァ職人選手権 

世界10位（日本人2位）を受賞した

KEN SHIRAKIが

オーナーシェフを務める

イタリア料理店です

スープに頼らず、

麺を究めに極めた

「麺を食べる」ための

ラーメンです。

世界最高峰の極上のスリル！

スイングやスピンの連続アクションで

無重力を体験！  

ゾクゾク＆ハラハラのスリル満点の

圧倒的な開放感です

アットホームな雰囲気の中で、
ほっとするひと時を

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

地元の
おトクグルメ

ベネフィットサイト
よりコピー流用

●3Ｄ作品のご鑑賞は、別途300円が必要です。

ベネフィットサイト
より流用




