
Coke ON／WAONポイント／
ユーキャン 資格通信教育講座／

デジタルカタログなら
エリア情報も充実！

※本誌に掲載の二次元コードは、
　スマートフォンよりご確認ください。

P02

P14

P16

P22

本誌初登場メニューが勢ぞろい
Apple Music／日本国内のスターバックスで使えるドリンク
チケット／ミキハウスランド／フレッシュネスバーガー ほか

P05

P07

詳しくは
こちら

P27

佐々木蔵之介
PARCO劇場オープニング・シリーズ 第2弾PARCO劇場オープニング・シリーズ劇場 プ グ ズ
『佐渡島他吉の生涯』

Special Interview

ポイント活用のススメの

いつもより、ひと足延ばしてお泊りで出かけよう！
大江戸温泉物語／久住高原コテージ／
アラマハイナ コンドホテル／しまてつカフェトレイン

ハーモニーランド／城島高原パーク／フレッシュネスバーガー

あのメニュ
ーが

半額！半額！半額！無料！無料！無料！
年度末大放出
キャンペーン
年度末大放出
キャンペーン
年度末大放出
キャンペーン

いまだけ

お得！ おススメ
メニューピックアップ！

コナミスポーツクラブ／小田原お堀端万葉の湯／
東京ワンピースタワー／カラオケの鉄人

新生活、新年度に向けて便利なサービスをそろえました！
Francfranc／三井アウトレットパーク／AOKI／
白洋舍クリーニングサービス

読めば得する！本誌だけの特別特典がいっぱい！

3MARCH
2020

九州・沖縄版



全国

656552

島忠Home's
全国 全国で59店舗を展開する家具とホームセンターのシマホです。お

洒落な家具や雑貨、園芸用品や日曜大工用品にペット用品、自転車
や普段使いの日用品まで、生活必需品をまるっとお得にお買い物！

家具・ホームセンターの表示価格から5%OFF
※有価証券・タバコ・工事、配送代・テナント商品等は使用できません。
　詳しくはスタッフまでお問合わせください。

〈特典期間〉2/15～3/31631653

テンミニッツTV

ネットで話題の「大人の教養講座」が
ベネフィット・ステーションに登場。
1話10分の講義でスキマ時間に大人
の教養が身につきます。

テンミニッツTV 月額有料会員 通常1か月無料

のところが2か月
※月額1,250円（税抜）のサービスとなります。

656576

Apple Music

初回登録で、Apple Musicが3か月間無料
更に、780　　　プレゼント
※Apple Musicを初回登録の方限定。
※合計5,000名様の申込みが入った時点で本プログラムは終了いたします。
※トライアル期間終了後は自動更新設定をオフにするまで毎月課金されます。

6563

本の
全国

①ゴール
　更に
②シル
　更に

6泊7日

プチデ

6,000万曲を
３か月無料で体験しよう

有料
サー

食の

リハビ
ウェ

全国

全国で
で展開
ティ。更
弁当な
など、幅

全国

東京/中

6563

スタ
全国

スター
ご購入
3％分

使 貯 使 貯

先着 5，000名様

全国

11,990円~30,000円
11,590円~29,600円

天然温泉凌雲の湯 御宿 野乃 浅草 

2名1室 お1人様／1泊朝食

東京/浅草

5/31宿泊までの期間限定162572

浅草寺・花やしき徒歩圏内。
ドーミーイン和風プレミアムホテル。 最上階超軟水大浴場完備！

東京駅行きシャトルバスで多方面へのアクセスが
可能。

10,490円~30,000円
10,090円~29,600円

ドーミーインＰＲＥＭＩＵＭ東京小伝馬町

2～3名1室 お1人様／1泊朝食

東京/日本橋

5/31宿泊までの期間限定162570

のサ ビスと

無料！無料！

貯

最新のニュー
スや

メニューをご
紹介！！

※料金は日々変動する可能性がございます。北海道から九州まで、全国に広がるホテルチェーン。02♯
0♯

0♯ホームセンター・家具が初登場！03♯ 東京大学の教授が教える
「大人の教養講座」。04♯

Appleから新メニュー登場！01♯
0♯

最
新
の
ニ
ュ
ー
ス
や
メ
ニ
ュ
ー

02 PC・スマートフォンから 検索    して、会員専用サイトで 検索      ※画像はイメージです。　※本誌面の提示では特典は受けられません。



656390

本の要約サービスflier（フライヤー）
全国

10分で良書と出会う、
新しい読書体験をあなたに。

①ゴールドプランが一般料金より20%OFF  2,200円 ⇒ 1,760円
　更に、 ご利用継続で毎月440    　　  プレゼント
②シルバープランが一般料金より20%OFF  550円 ⇒ 440円
　更に、 ご利用継続で毎月110 　　　プレゼント

〈特典期間〉3/28～6/28644124

ミキハウスランド
北海道・関東・中部・近畿・中国・九州　

入場無料
更に、会員限定ノベルティプレゼント
※北海道から福岡まで各会場で開催します。
　詳しくはミキハウスランドホームページをご確認ください。
　https://www.mikihouseland.jp/

664463

BODY ARCHI〈ボディアーキ〉
東京、大阪、愛知なりたいラインに、私が私をデザインする。

定額制セルフエステスタジオ「BODY ARCHI」

初回体験 1,100円 ⇒ 無料  初月会費 50%OFF
入会金 22,000円 ⇒ 無料 更に、施術ウェア（非売品）プレゼント

※要事前予約。

ミキハウスが割引価格に！
子どもの遊び場もご用意！

6泊7日の体験宿泊が無料（通常1泊税別約10,000円）

プチデリカ（10食セット）4,266円 ⇒ 4,104円

有料老人ホームと
サービス付き高齢者向け住宅

食のそよ風（配食サービス）

リハビリ体験プログラム税別5,000円が無料

店内飲食代金より10%OFF

介護補助金申請書の提出で
介護補助金制度利用可能

体験利用料2泊3日まで無料

ウェルビスタ ケアスタジオ

キャラバンコーヒー

681457

644139

そよ風
644142

西上尾ホスピスケアそよ風

全国 644143

全国で高齢者介護事業を「そよ風」のブランド
で展開するユニマット リタイアメント・コミュニ
ティ。更に、リハビリに特化したサービスや宅配
弁当などの配食サービス、キャラバンコーヒー
など、幅広いサービスをご利用いただけます。

全国 644140

東京/中野 644141

656360

スターバックス ドリンクチケット

日本国内のスターバックス店舗で
使えるドリンクチケット

使 貯

全国

スターバックス ドリンクチケット（1枚500円）
ご購入で、購入金額の
3％分の　　　  プレゼント

LINEで
会員登録する

メールで
会員登録する

ソックスやマタニティマークなど
おひとつプレゼント！

貯

日本国内の店舗で使える

読書体験をより豊かに！06♯ 07♯

08♯
新感覚のセルフエステスタジオ！09♯

05♯

家族で楽しめる！

ユニマットから多数新登場！

最
新
の
ニ
ュ
ー
ス
や
メ
ニ
ュ
ー

03HOTNEWSは、会員専用サイトからもCHECK　　会員専用サイトTOP⇒会員専用サイト中央部「特集一覧を見る」の「HOTNEWS」のバナーをクリック



沖縄エリアの雰囲気抜群のバーとステーキハウスが登場！

毛髪でお悩みなら福岡市天神の治療専門病院

安心のJR九州グループの不動産

JR九州ビルマネジメント

〈特典期間〉～3/31656564

売買の仲介手数料3% ⇒ 2% （成約価格1,000万円以上の場合）
賃貸の仲介手数料 賃料の1ヶ月 ⇒ 0.5ヶ月分
※お申込み方法、注意事項はお申込み時にご確認ください。

福岡/福岡

Ｄクリニック福岡（発毛治療専門クリニック）

〈特典期間〉～3/31721562

初診料（5,500円）・血液検査（5,500円）
合計11,000円 ⇒ 無料
※問診表記入時に必ず会員IDをご記載ください。
※頭髪外来以外は対象外となります。
※当日、ベネフィット・ステーション会員証をご提示ください。
　会員証をお忘れの方は診察を受ける事ができません。

不動産のお悩みに対し、弊社にご依頼で特別特典！！

全国6カ所で展開している薄毛治療を専門に行う医療機関です。
発毛専門クリニックとして、20年間で220万人の治療実績を誇ります！

※注文時にご提示ください。

北新地焼肉 尚

ファーストドリンク
1杯サービス×人数分
（アルコール含む）

熟成チルドで管理！柔らかいステーキ♪
アメリカから熟成チルドで輸送し、温度・品質管理を
徹底した柔らかいステーキ！
希少部位の上ミスジなどをお好みの量でお楽しみい
ただけます。

沖縄県糸満市西崎町3-420

ルーフトップ&ミュージックバー
ソラオト レベルスリー
（ROOF TOP & MUSIC BAR　
SORAOTO　
REBEL THREE）

ファーストドリンク１杯500円

都会のど真ん中に出来た新スポット！
洗練されたラグジュアリー空間でお酒と音楽をお楽しみ下さい。

沖縄県那覇市久茂地3-9-1

レベルワン 
～オンザビーチ～
（REBEL ONE 
～on the beach～）

美栄橋駅徒歩3分の南国リゾート感抜群のバー。
豊富なドリンクが自慢 カジュアルなパーティにもピッタリ。

58沿いでアクセス良好。豊富なメニューを用意！
使用する食材は生産者の顔が見える産地まで足を運び、
良質で安全かつ安定提供できる食材を厳選。

ファーストドリンク１杯500円

沖縄県那覇市牧志1-3-32沖縄県那覇市松山1-3-18　1F

t40033372 〈特典期間〉～4/30 t40033197 〈特典期間〉～4/30

t40033198 〈特典期間〉～4/30

コモンズ ステーキ
（COMMONS STEAK）

コモンズステーキ
コモンズチョイス
（上ミスジ100g+サーロイン100g）
通常1,500円 ⇒ 1,200円
t40033116 〈特典期間〉～4/30

大

ハ

入
3,
※

〈特
〈入

6

大

城

入
 
※
※
　
※
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20％
OFF

九
州
・
沖
縄
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おススメメニューピックアップ！いまだけ

お得！

Ⓒ ’76, ’91, ’96, ’01, ’12, ’13, ’20 SANRIO CO., LTD　S/D・G
　 APPROVAL No.T60122701

3/31

3/31

大分/速見郡

ハーモニーランド

入園＋アトラクション利用
3,000円 ⇒ 500円
※先着順のため完売し次第終了となります。

〈特典申込期間〉2/17AM12：00～4/24AM11：59
〈入場対象期間〉3/6～4/24

678954

使

大分/別府

城島高原パーク

入園料 おとな（中学生以上） 1,500円 ⇒ 500円
 こども（4歳～小学生） 600円 ⇒ 100円
※別途、のりものをご利用の際は料金が必要です。
※3歳までのこどもは、保護者同伴（有料）にて無料でご利用いただける
　アトラクションがございます。 
※チケットなどの払い戻し、再発行はいたしません。

761544

先着順
・

枚数限定

特別価格でハーモニーランドをお得に楽しもう！特別価格でハーモニーランドをお得に楽しもう！

大人も子供も楽しめる
高原リゾート

2/17～4/30までの期間限定

大観覧車スカイパレット

期間限定でベネフィット・ステーション会員限定価格に！

最大

83%OFF

B

C

A

全国63店舗のフレッシュネスバーガーで使える（※限定店舗のみ）

全品10％OFFクーポン配信スタート

FRESHNESS BURGER
全商品 一般価格より 10%OFF

全国/63店舗（限定店舗のみ）

フレッシュネス 〈特典期間〉 2/1～3/31

A

クォーターパウンドのパティ、シャ
キッとした歯ごたえの新鮮野菜、厚切
りチェダーチーズの相性抜群！

クラシック 
チーズバーガー 一般価格

600円
540円

10％
OFF 鉄板でこんがり焼いた

ソーセージは皮はパ
リッと中はジューシー
な味わい。山盛りのオ
ニオンを添えフカフカ
のドッグロールでサン
ドしました。

ホットドッグB 一般価格
360円
324円

10％
OFF

ホットドッグの上に、ゴーダ、チェダー、モッツァレ
ラの3種類のチーズとワインで仕上げた特製
チーズソースをたっぷりとトッピングしました。

チーズドッグC 一般価格
440円
396円

10％
OFF

※クーポン適用外の店舗も
ございます。詳細は会員専用
サイトにてご確認ください。

※

他店よりも1円でも高い場合はご相談くだ
さい。カメラ・家電・パソコン・おもちゃ・
スポーツ・生毛（うもう）布団・メガネ・コ
ンタクト・くすり等、何でも揃うビックカメ
ラです。毎日ビック特価で営業中です！

ビックカメラ
全国

購入金額より 3%OFF
●減額交渉などによる特別割引時は特典対象外となります。
●一部の商品やセール品などをご購入される際は特典対象外となることがあります。
●特典適用条件に関しましては、店舗により異なるため、詳細は店舗スタッフにお
尋ねくださいませ。

（　　　　　　　　）キリトリ線

653345

※クーポン1枚につき1名様まで適用。　※クーポンはコピー不可。
※一部対象外となる場合がございます。詳細は会員専用サイトをご確認ください。

（　　　　　　　　）キリトリ線

すぐに使える！ ビックカメラの
切り取りクーポン！

まで

2020/2/15~
2021/3/31

九
州
・
沖
縄

05 Area　 
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PC・スマートフォンから 検索    して、会員専用サイトで 検索      ※画像はイメージです。　※本誌面の提示では特典は受けられません。06　Area

露天風呂からは、目の前
に広がる玄界灘を眺めな
がら温泉をお楽しみいた
だけます。 

開放的な雰囲気で楽しめる
指宿温泉「砂むし温泉」と錦
江湾を望むかけ流しの露天
風呂がご利用いただけます。

阿蘇五岳を間近に望む
圧倒的なロケーション。

肌への刺激が少ないpH7.2の雲仙山系伏流水の湯が好
評の日帰り入浴施設です。

長崎/雲仙

休暇村 雲仙

日帰り入浴【平日限定】 
大人（中学生以上）、小学生、幼児  330円 ⇒ 150円
更にフェイスタオル無料
※受付時間 14：00～21：00（最終受付20：00）

661933
〈特典期間〉2/17～3/31

日帰り温泉のおすすめはほかにも！

福岡/久山町

TKPレクトーレ博多 
久山温泉ホテル夢家（日帰り温浴）

入浴料　 大人（中学生以上） 980円 ⇒ 870円
こども（小学生） 660円 ⇒ 570円
幼児（3歳以上小学生未満） 450円 ⇒ 360円

※利用人数：2名様まで　※その他の割引併用不可

664503 〈特典期間〉～4/30

福岡/博多

博多 由布院 武雄温泉 万葉の湯
  

セット入館料＋セルフ1ドリンク付 2,629円 ⇒ 1,760円
※深夜3：00以降は深夜料金が別途1,760円かかります。
※午前10：00以降利用可　※その他サービスとの併用不可
※休館日年2回あり

660035 〈特典申込期間・チケット有効期間〉
2/15～3/31

九州が誇る2
つの名湯を、
博多で存分に
楽しめます。

博多駅から近い天
然温泉で癒しとや
すらぎのひとときを

日々の喧騒を
忘れ、今宵は
温泉でくつろ
ぎませんか

鹿児島/霧島

お宿 神水の杜（日帰り温浴）

日帰り温泉 大人1,100円 ⇒ 1,000円
更にミネラルウォーターをプレゼント
※受付支払い時にクーポンをご提示ください。

664504 〈特典期間〉～4/30

いまなら、

休暇村が
おトク！

福岡/福岡

休暇村 志賀島
入浴料【平日限定】 
大人（中学生以上） 650円 ⇒ 350円
小学生 330円 ⇒ 150円
幼児 110円 ⇒ 50円

660169
〈特典期間〉2/20～3/31

鹿児島/指宿

休暇村 指宿
指宿名物「砂むし温泉」 
大人（中学生以上） 1,100円 ⇒ 500円
小学生 660円 ⇒ 300円 
※受付時間 11：00～15：00

660075 〈特典期間〉2/15～3/19

熊本/阿蘇

休暇村 南阿蘇

ご当地ときめきランチ2,200円（税込）＋
温泉入浴無料＋フェイスタオル無料
※お食事時間 11：30～13：30（本館レストラン）
※入浴時間 13：00～15：00　※毎週水曜日定休日　※要事前予約

664034 〈特典期間〉2/15～3/31

まだまだ残る寒さに、日帰り入浴で
身体も心もぽっかぽか。ちょっとした
おでかけにぴったりのメニューをご紹介。

日々の疲れを

リフレッシュ 厳選 癒しの湯

フェイスタオル
無料

フェイスタオル
無料

最大
54%OFF

最大
54%OFF

九
州
・
沖
縄



※お1人様の料金となります。
※入湯税・宿泊税等が別途かかる場合がございます。
※最新の料金および情報は会員専用サイトにてご確認ください。

※画像はイメージです。

早
春
〜
春
の

旅

熊本/天草 

大江戸温泉物語  天草ホテル亀屋

2～7名1室／1泊2食
 10,865円～26,595円　  9,865円～25,595円 
461084 5/10

夕日に染まる天草富士を望む
天然温泉が自慢の湯宿

大分/別府 

大江戸温泉物語  
別府清風

2～4名1室／1泊2食
 10,412円～14,502円
 8,712円～13,102円

※除外日：3/20・21・28、4/25～5/5

472693 5/10

長崎/長崎 

大江戸温泉物語  
長崎ホテル清風

2～5名1室／1泊2食
 12,078円～19,028円　
 10,678円～17,828円

※除外日：4/26～5/5

452672

5/10

いつ
も
よ
り
、ひ
と
足
延
ば
し
て

お
泊
り
で
出
か
け
よ
う
！

大
江
戸
温
泉
物
語 

が
お
得
！ 

九
州

九州
世界新三大夜景100万ドルの輝きに癒やされる

絶景の露天風呂

朝日のぼる別府湾を一望する
オーシャンビューの露天風呂が自慢

沖
縄

九
州
・
沖
縄
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PC・スマートフォンから 検索    して、会員専用サイトで 検索      ※画像はイメージです。　※本誌面の提示では特典は受けられません。 ※お108　Area

国際通り徒歩0分!
ロングステイプランで
のんびり沖縄を満喫しよう♪

広大な敷地とビーチが目の前で
贅沢なロケーション♪
全天候で遊べる施設も充実♪

雄大な久住高原に佇む、
自然との共鳴がテーマの隠れ家的ホテル

玄界灘と
虹の松原を間近に望む
リゾートホテル

沖縄/恩納村 

シェラトン沖縄
サンマリーナリゾート

2～5名1室／素泊り
 4,384円～48,784円
 3,984円～48,784円
501287 4/30

大分/ 久住 

久住高原コテージ

2～6名1室／1泊2食
 7,800円～14,000円　  6,100円～14,000円

【その他特典】ソフトクリーム引換券
470001 5/10

大分/久住 

レゾネイトクラブくじゅう

2～4名1室／1泊2食
 14,040円～17,600円
 12,340円～17,600円

※除外日：5/2～5

473891 5/10

鹿児

霧島

佐賀/唐津 

ホテル＆リゾーツ 佐賀 唐津

2～4名1室／1泊2食
 11,500円～19,500円
 10,200円～19,500円

【その他特典】
館内利用券1,000円分（1予約1部屋）
440734 5/10

沖縄/那覇 

ホテルJALシティ那覇
2～3名1室／素泊り
 5,000円～15,000円　  3,300円～15,000円
500496 5/10

沖縄

ブリ

2名1
 7
501

九州
標高約820メートル。 見渡す限りの大自然と満天の
星空で心身ともにリフレッシュ♪

九
州
・
沖
縄



※お1人様の料金となります。　※入湯税・宿泊税等が別途かかる場合がございます。　※最新の料金および情報は会員専用サイトにてご確認ください。

しまてつカフェトレイン

一般料金から ⇒ 8％OFF
更に先着20組まで5000　　　 プレゼント
※割引対象に一部除外品あり。
※ランチ、デザートの内容は季節により異なります。

520433 〈特典期間〉2/15～3/29

美しく透きとおった海が楽しめる宮古島を
カジュアルプライスで叶えるホテル♪

海を望める展望大浴場と
インフィニティプールあり♪
全室55㎡ 以上で広々客室

福岡空港より地下鉄で約10分。
ビジネス・観光に至便

車窓の風景と地元おすすめの
ランチ＆デザートをたっぷり堪能！
のんびり列車の車窓から雲仙普賢岳
や有明海を眺めながら、地元おすすめ
のランチやデザートを堪能できます。

しまてつカフェトレインでまったり鉄道旅
例えばこんな観光スポット

鹿児島/霧島 

霧島国際ホテル
2名1室／1泊2食
 9,000円～11,000円
 7,500円～11,000円

【その他特典】女性限定岩盤浴半額 
※除外日：4/28～5/6

491361 5/10

福岡/博多 

博多エクセルホテル東急

2～4名1室／1泊朝食
 7,500円～13,500円　  5,800円～13,500円

【その他特典】レイトアウト12時まで（通常11時）
430008 5/10

0円

沖縄/宮古島 

ブリーズベイオーシャン

2名1室／素泊り
 7,150円～18,700円　  5,450円～18,700円 
501668 5/10

沖縄/本部 

アラマハイナ コンドホテル

2～4名1室／1泊朝食
 8,220円～42,910円　  7,820円～42,910円
501696 4/30

おすすめポイント1
有明海を眺めながらティータイム！

おすすめポイント2
黄色いハンカチガチャで
幸せ祈願！

おすすめポイント3
島原観光にお得な入場チケット付き
（島原城、湧水庭園 四明荘）
島
（

き

沖
縄

霧島連山の中腹に位置し、
眼下に桜島・錦江湾が一望できる湯けむりとにごり湯の宿

九
州
・
沖
縄
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11Area　 ※原則、他の割引やキャンペーンとの併用はできません。
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新しいお得なお店 が
宮崎・沖縄のベネフィット・ステーション初登場のお店を中心に、 通う
しかも、ベネフィット・ステーションだけのお得な特典付き。欲しかった アイ

1

3 4

5 6

2綿乃屋

あなただけのオンリーワンの1着を提案
国産のほか、イタリアやイギリ
スなどインポート合わせて約
2000種類以上の生地見本
のなかから選ぶことができる。
普段の格好や着用目的など
細かいヒアリングのもと、自
分の体にぴったりと合った1
着を誂えてくれる。

全商品10%OFF
656566

宮崎市橘通東

わたのや

rassembler

気持ちを込めて、一つひとつ丁寧に
デコパージュやピアスなどハ
ンドメイドの商品をメインに
販売。買い付けしたインポー
トの洋服も並ぶ。今後は、県
内の作家によるポップアップ
ストア、ワークショップのほか、
定期的に展示会も開催予定。

商品代金より10%OFF
656571

宮崎市南方町

ラソンブレ

sionn angel

身体を内側から健康に、美しく
全身オールハンドで行うアロマセ
ラピーサロン。一人ひとり丁寧に
カウンセリングを行い、最低でも
90分としっかり時間をかけ、医
学的根拠に基づき施術を行う。身
体が疲れた…いやされたい…な
ど、まずは気軽に問合わせを。

90分～120分のお客さま別途
オプションの足湯をサービス
664513

宮崎市吉村町

 シオンアンジュ

sunday back 9

アメカジ好き必見のお店
状態にこだわり品質の良いア
メリカ古着を取り扱う古着屋。
アメリカを代表する各ブラン
ドのほか、XL以上のオーバー
サイズの洋服も充実。リーズ
ナブルな料金設定も魅力。店
舗にない商品でも取り寄せ
可能。

全商品10%OFF
656570

宮崎市下北方町

サンデーバックナイン

Photo Studio NOZAKI

フォトスタジオで華やかしい姿を１枚に
七五三や入園入学卒業など華や
かしい姿を撮影できる。公園での
ロケ撮影から、自然光あふれるオ
シャレなスタジオでの撮影まで可
能。自然な表情や仕草を撮影でき
ると人気。レンタル衣装もあるの
で気軽に撮影できる。

撮影料2,500円OFF＆フォト
キーホルダー１個プレゼント
656567

宮崎市瀬頭

 フォトスタジオ　ノザキ

trunk optique

日々の生活のアクセントになるセレクト眼鏡がそろう
身に付けることが楽しみとなるよ
うなアイウェアをセレクトした眼鏡
店。取り扱いブランドは「ANNE 
ET VALENTIN」「YUICHI 
TOYAMA.」「EYEVAN」な ど。
県外からの来店も多い。こだわり
の眼鏡で一つ上のお洒落を楽し
んでみては。

レンズコーティングの
アップグレード無料
656568

宮崎市船塚

 トランク　オプティーク

12 PC・スマートフォンから 検索    して、会員専用サイトで 検索      ※画像はイメージです。　※本誌面の提示では特典は受けられません。　Area
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店 が増えています！
に、 通う価値必至のお店各６店舗をセレクトしてみました。
た アイテムがきっと見つかる！

1

3 4

5 6

2

あしどり 泉崎店
産地厳選！

地鶏の旨さを堪能したい方必見
店内は約100種類の焼酎や泡盛がズ
ラリと並び、カウンターやテーブル席は
木のぬくもりがとても心地よい。
毎日手打ちしている日本そばや、自家
製ざる豆腐も大人気！手間暇かけた創
作料理が、訪れるお客様を虜にします。

500円分までの
ドリンクサービス
×人数分
t40034041

自然食ブッフェ だいこんの花
「健康はおいしい」をコンセプトに

身体に優しい無添加調理のお料理をご提供
県産食材の魅力を発信する「おきなわ
食材の店」として県に認定。素材そのも
のの味を活かしたビュッフェスタイル
で、毎月テーマが変わるお料理フェアも
大人気！店内は広々としており、完全禁
煙なのでお子様連れでも安心。

お会計の10％OFF

美里店 t40034076

小禄店 t40034075

安謝店 t40034074

GARDEN
人気＆有名ブランドを幅広く取り扱う
メガネ・サングラスのセレクトショップ

メガネやサングラスだけでなく、カバ
ン・雑貨・古着などを取り扱う全国でも
珍しいファッションに特化したメガネ
店。サブカルチャー・ストリート系を中
心にファッションとしてのアイウェアを
ご提案。

レンズ全品 2,000円OFF
656578

PORTA AND GATE
他では出会えないブランドや
1点物がアナタをお出迎え

沖縄の観光地国際通りより徒歩約3分
のこちらは若者を中心に人気を誇る
ショップ。オーナー自らチョイスしたアメ
カジ、ミリカジをはじめとしたウェア、
グッズからアメリカン雑貨まで数多く取
り扱っています。
オンラインショップもあるのでHPも要
チェック！

全商品 20％OFF
656573

最高峰の肉を扱う専門店、
肉のエンターテインメントプロ集団

世界三大和牛の「近江牛」
や日本一の「宮崎牛」など
最高峰を取り扱う専門店。
有名人や著名人にも多くの
ファンがおり、提供する料理
は最新調理法など交えワン
ランク上。
和の雰囲気漂う久茂地店と、
洗練された落ち着き空間の
前島店を展開。

お一人様 炙り寿司2貫サービス

那覇市

那覇市

那覇市

浦添市

浦添市

那覇市・沖縄市

炭火焼とり ながた  
専門店ならではの厳選された素材や

希少部位を楽しめる
厳選された素材は旬の物から希少部位
まで幅広く、焼鳥通も大満足のライン
ナップ。焼鳥と相性抜群の日本酒や焼
酎も豊富に取りそろえています。
木目調で落ち着いた雰囲気の店内で、
今宵の宴を楽しんでみては？

オールタイムハイボール
半額×人数分

疾風ホルモン  

〈特典期間〉1/1~12/31 〈特典期間〉1/1~12/31

久茂地本店 t40034037 前島店 t40034038 宜野湾店 t40034072

本店 t40034071

13Area　 ※原則、他の割引やキャンペーンとの併用はできません。
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全国

〈特典期間〉 2/17～3/20656379

EJOICAセレクトギフト

EJOICAセレクトギフト5,000円券を購入し、
アンケートにご回答いただいた方の中から
抽選で100名様にEJOICAセレクトギフト
500円分プレゼント

人気の電子マネーが2％OFF！

※1つの会員IDにつきお申込みは1回まで。

「EJOICAセレクトギフト」は株式会社NTTカードソリューションが
発行する電子マネーギフトです。

抽選

〈特典期間〉 2/1～29の平日限定
670779

ひらかたパーク
大阪/枚方

【入園料】〈平日限定〉
おとな 1,400円 ⇒ 700円
小学生・2歳～未就学児 800円 ⇒ 400円

〈特典期間〉 3/1～31
637146

 ABCクッキングスタジオ 

参加費500円 ⇒ 無料
※ご予約時にクーポンコードの入力で参加費が
　無料となります。
※その他条件等は会員専用サイトをご確認ください。

他期間限定プランは会員専用サイトをご確認ください。

他期

〈特典期間〉2/15～3/31
630996

産経オンライン英会話 

マンスリー10回プラン×3か月 13,200円
⇒8,800円 初月費無料！
個人会員様は1日1コマの予約制限 
⇒ ベネフィット・ステーション会員様は
　1日4コマまで予約可能
更に、ご負担いただく月額費に対し

5％分の　　　プレゼント

643

エ
全国

サン
※3月

630

30

最
英語
一般

初級
一般
※50名
　返品

東京/江東

677

マ
東京

神奈川/小田原

抽選

10
※こど
※1つ

〈特典期間〉 2/17～3/31625152

コナミスポーツクラブ

コナミスポーツクラブ新規入会者限定
入会当日利用時にレンタルタオル無料

全国約500か所のスポーツクラブでご利用になれます！
あなたに合ったペースでフィットネスライフを楽しみませんか？

※コナミスポーツクラブ新規入会者限定となります。
※入会当日のご利用に限ります。
※一部レンタルタオルが無い施設がございます。事前にお問合わせ下さい。

〈特典申込期間〉 2/13～3/31
〈チケット有効期間〉2/15～3/31

660013

小田原お堀端万葉の湯

【入館料】
おとな（中学生以上） 2,530円 ⇒ 1,265円
こども（小学生） 1,320円 ⇒ 660円
幼児 990円 ⇒ 495円

浴衣・タオル付で手軽に行ける温泉。今すぐ心もカラダもリフレッシュ。

※深夜3：00以降は別途深夜料金。

使

〈特典期間〉 2/10～3/31
625148

スタジオ・ヨギー
全国

ドロップイン3,300円 ⇒ 1,650円

健康に自分らしく生きたいと願うあなたのため
のヨガ、ピラティススタジオです。

子どもから大人まで楽しめる遊園地！

全国約28万人が通う
料理・パン・ケーキが学べる料理教室。

Helloから練習できるマンツーマン英会話

妊活
マル

英会
なく
ら英
話題
91％
がわ

全国

全国

全国

全国

使 貯

会員証提示

〈特典申込期間〉2/15～3/31
〈チケット有効期間〉4/1～30

660068

東京お台場 
大江戸温泉物語

抽選で100名様に入場券 
最大3,098円 ⇒ 1,549円

江戸情緒の中でゆったりと温泉を楽しんでいただくテーマパーク。

※午前2時～5時に滞在した場合に深夜割増料金
　2,200円が別途必要となります。

使抽選

産後0～2か月のママさん必見!!
ママ＆ベビーのサンプルや内祝いカタログなど
『うれしい』がいっぱい詰まったBOXです。

70体
写真

※無くなり次第終了。

全国

〈特典期間〉 ～2/29644074

すくすくスマイルBOX

すくすくスマイルBOXプレゼント 

年度末大  放年度末大  放あのメニュ
ーが

半額！半額！半額！無料！無料！無料！ 年度末大  放

全
国

14 PC・スマートフォンから 検索    して、会員専用サイトで 検索      ※画像はイメージです。　※本誌面の提示では特典は受けられません。
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他期間限定プランは会員専用サイトをご確認ください。

話 

0円

様は

ント

〈申込期間〉～3/15643830

エレビット（Elevit）
全国

サンプル100名様にプレゼント
※3月下旬より順次発送。

〈特典期間〉～3/31640499

サプライズギフト
アニバーサリーブック

全国

東京・神奈川・千葉

56％OFF  送料無料
1.「絵本（写真印刷付）」各種、
「5作品選択 お仕立てギフト券（写真印刷付）」
一般価格：4,620円 ⇒ 2,032円
2.「絵本（写真印刷なし）」各種、
「5作品選択 お仕立てギフト券（写真印刷なし）」
一般価格：4,070円 ⇒ 1,790円

〈申込期間〉～3/15644071

ギフテ！（Gifte！）
関東

一般の体験価格の半額クーポンを

抽選で10名様にプレゼント
〈特典期間〉2/4～3/31642526

エリエールオンラインショップ
（育児用品）

50％OFF!!
・ラクらクックキッチンペーパーデザイン品30個入り 
 4,440円 ⇒ 2,220円（1個当たり148円 ⇒ 74円）
・贅沢保湿鼻爽快メントール12個入り 
 3,500円 ⇒ 1,750円（1個当たり292円 ⇒ 146円）
※送料はお客様負担（5,000円以上購入時は無料）。
※数量限定（在庫がなくなり次第終了）。
※お申込み後から3～5日程度で発送いたします。
※在庫状況により変更となる場合がございます。

〈特典期間〉2/15～3/31630927

30日間英語脳育成プログラム

最大66％OFF！
英語克服完全セットCD版  
一般価格：72,600円 ⇒ 25,300円
初級編単品CD版  
一般価格：21,450円 ⇒ 7,150円
※50名様先着順となります。お申込み後のキャンセル・
　返品は承っていません。転売は禁止しております。

〈特典期間〉2/15～3/31630931

６週間チャレンジ！
スラスラ話せるオフィス英会話

最大50％OFF！
上下巻セット＋付録付き  
一般価格：64,900円 ⇒ 32,450円
上巻［初級編］単品  
一般価格：32,450円 ⇒ 16,255円
※お申込み後のキャンセル・返品は承っていません。
※転売は禁止しております。

〈特典期間〉2/15～3/31643919

wellnote（ウェルノート）
フォトカレンダー
【初回限定】
ウェルノートフォトカレンダー1か月分

2冊無料（送料も無料！）

〈特典期間〉2/20～4/26762569

東京ワンピースタワー
東京/港

【特典】おとな（19歳以上）1名様につき
こども（4～12歳）3名までPARK PASS無料
※こどものみではご利用できません。

〈特典申込期間〉 2/15～3/1 
〈チケット有効期間〉 3/4～4/19677721

マダム・タッソー東京
東京/台場

抽選でこども（3歳～小学生）

100名様にご招待券プレゼント
※こどものみではご利用できません。
※1つの会員IDにつきお申込みは1回・1枚までです。

〈特典期間〉2/15～4/30670673

カラオケの鉄人

一般料金から室料 50％OFF

カラオケの鉄人全店使用可！カラオケ室料半額！！

※他の割引券・クーポンとの併用不可 ※1回のご提示で1グループまで有効
です。 ※割引対象は【税抜料金】となります。 ※詳細はメニューページをご確
認ください。

妊活・妊娠時に必要な葉酸を含む
マルチサプリメント。

【小学生・幼児】一流のプロに学ぶワクワク
の1日教室が30種類以上！期間限定半額クー
ポン

お子様が主人公の手作り絵本。
愛情あふれる記念の絵本となります。

英会話、もうあきらめ
なくていい！「これな
ら英語が話せる」と
話題の英会話教材。
91％が2週間で英語
がわかったと回答！

「今すぐ仕事で英語が必要！
でも英語は苦手…」そんなあ
なたもビジネス英語が聴けて
話せるように変わります！言語
学博士開発！

お子様の写真を選ぶだけで簡単におしゃれな
フォトカレンダーが作成できます！

全国

全国

全国

全国

使使

抽選

抽選

抽選

花粉の季節にうれしいティッシュやキッチン
ペーパーが50％オフ！おむつも限定価格
でお得！

人気作品『ワンピース』の
屋内テーマパーク！！

70体以上の世界のセレブリティが勢揃い！
写真を撮ったり、フィギュアに触れたり、体験型アトラクション

大  放出キャンペーン大  放出キャンペーン大  放出キャンペーン

全
国
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732507

〈特典期間〉2/10～4/30654911

Coke ON

先着1万名様限定
ドリンクチケット
1枚申込み（150円）毎に
1枚無料プレゼント

全国

コカ・コーラの自動販売機が
お得に楽しくなるアプリ
「Coke ON」（コークオン）！

〈特典期間〉～3/31644086

〈特典期間〉2/1～3/31653587

WAONポイント

ベネポがWAONポイントに交換できる！

〈特典期間〉～3/31654726 〈特典期間〉～3/31650955

住友林業の家

森林の育成も手がける
住宅メーカーならではの
良品質な「木の住まい」
で、常にお客様の満足を
第一に考えた家づくりを
目指します。

①対象期間中に紹介カードを発行の上で住宅展示場へご来場、
もしくは、営業担当と面談をされた方に

 2000　　　プレゼント
②対象期間中に紹介カードを発行の上、ご成約いただいた
場合には、本体工事価格（付帯工事除く）の

0.5％相当の　　　プレゼント
【ご成約期限：3/31】

〈特典期間〉～3/31658522

三井ホームの住まいづくり

暮らすほど愛着
が湧き、その愛着
が世代を超えて
受け継がれる
家を、あなたへ。
それが三井ホーム
の願いです。

幼児教育の最高峰こぐま会教材に
よる幼児通信教育。SAPIXの通信
教育とも提携、小学校受験はもちろ
ん、中学受験の早期準備のために最
適な教育です。

対象期間中にお申込みの上、
更にモデルハウスへご来場をいただいた方に

2000　　　と三井ホームオリジナル
ディズニーキャラクターグッズをプレゼント
※既に展示場またはモデルルーム等にご来場済みの場合は特典対象外。

※既に展示場またはモデルルーム等にご来場済みの場合は特典対象外。

※
サ
カ
リ

6
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アンケート・ステーション

アンケートにご回答いただくと　　　プレゼント

全国

すきま時間を有効活用して
1か月で1000ベネポ以上の獲得も可能です！

貯

こぐま会教材、提携SAPIXピグマの
幼児通信教育ハローキティ･ゼミ／のりものゼミ 

新規入会で初月無料（初月で退会可）＋
2か月目継続で2000　　　　プレゼント

全国

貯

全国

貯
全国

貯

使

使

全国

ハウスドゥ！
全国

ハウスドゥ！は「不動産業界を変える」を理念とし、不動産
や住宅購入など住まいに関するあらゆるサービスをワン
ストップで提供する不動産売買仲介専門のフランチャイズ
チェーンです。

貯

仲介手数料の15%分の　    　  プレゼント

【
n
1

全

を貯める

を使う・交換する

アンケートに
回答するだけ！

マイホームも　　　　もGET!

自分
　　

継続で
プレゼント！

よく使う
ポイントに交換！

ブレイクタイムに
　　　　を使って

【通常特典】
100　　　が100WAONポイントへ交換できます。
【期間限定特典】
100　　　以上900　　　の交換で
交換額の3％分のWAONポイントプレゼント
1000　　　以上の交換で
交換額の5％分のWAONポイントプレゼント
更に、初めて交換された方には、
500　　　以上の交換で50WAONポイントプレゼント

　　　　  とは、
ベネフィット・ステーション会員限定の
ポイントのことです！

※1つの会員IDにつき、1回（最大10枚）までの
　お申込みとなります。

ポイントを賢くお役立て！
魅力的なサービスがたくさん！ポイント活用のススメの

ポイントを賢くお役立て！

全
国

16 PC・スマートフォンから 検索    して、会員専用サイトで 検索      ※画像はイメージです。　※本誌面の提示では特典は受けられません。



〈特典期間〉～4/30
661841エステティック

ミス・パリ

全国

世界品質の「美」を
創り出す5つ星
エステティックサロン。

〈特典期間〉～4/30
662466

理想があるから、
ダンディハウス。

※「nanaco(ナナコ)」と「nanacoギフト」は株式会社セブン・カード
サービスの登録商標です。 ※「nanacoギフト」は、株式会社セブン・
カードサービスとの発行許諾契約により、株式会社NTTカードソ
リューションが発行する電子マネーギフトサービスです。

〈特典期間〉～3/31630648

ユーキャン 資格通信教育講座

全国

忙しいあなたも大丈夫！
資格をとるならユーキャン！

【期間限定】
すべての通信講座で20%分の　　　プレゼント

〈特典期間〉～3/31650820

nanacoギフト
全国

電子マネー「nanaco」に
チャージできるギフトサービス。

VJAギフトカード1,000円 ⇒ 995円
VJAギフトカード5,000円 ⇒ 4,975円
送料1,210円 ⇒ 980円

〈特典期間〉～3/31656076

三井住友カード
VJAギフトカード

日本全国50万店以上の
VISAギフトカード（VJAギフトカード）
取扱店でご利用いただけます！

〈特典期間〉～3/31656075

図書カードNEXT

小さなお子様からお年寄りまで、どなたでもご利用
いただけ、全国約12,000の図書カード取扱書店
でご利用いただけます。

図書カードNEXT 1,000円券 1,000円 ⇒ 995円
図書カードNEXT 3,000円券 3,000円 ⇒ 2,985円
図書カードNEXT 5,000円券 5,000円 ⇒ 4,975円
送料1,210円 ⇒ 980円

〈特典期間〉～3/31656073

バニラVisaギフトカード

店舗・ネットショップ・オンラインゲームなど国内・海外の
Visa加盟店で使えるプリペイド式ギフトカードです！

バニラVisaギフトカード 5,000円券 5,000円 ⇒ 4,975円
バニラVisaギフトカード 10,000円券 10,000円 ⇒ 9,950円
バニラVisaギフトカード 50,000円券 50,000円 ⇒ 49,750円
バニラVisaギフトカード 100,000円券 100,000円 ⇒ 99,500円
送料1,210円 ⇒ 980円

〈特典期間〉～3/31631374

プレジデント
全国

印刷販売部数No.1のビジネス誌※

自分と社会に価値をもたらす“働き方のヒント”が満載です。

定期購読 32,600円 ⇒ 29,340円
ご利用金額の1％分の　　　プレゼント 
更に、2000　　　プレゼント

※2019年日本ABC協会認証部数

〈特典期間〉～3/31631507

日経ビジネス
（電子版有料会員＋雑誌セット）

【28年連続、読者数No.1※ビジネス誌】
日経ビジネス 電子版＋雑誌のセット。

定期購読のお申込みで
【2/17～29】
3000　　　＋書籍「疲れない脳をつくる生活習慣」プレゼント
更に、購入金額の1％分の　　　プレゼント
【3/1～31】
3500　　　プレゼント
更に、購入金額の1％分の　　　プレゼント

※2018年日本ABC協会認証部数（ビシネス分野）

チケット購入でコース金額の
20%分の　　　プレゼント

チケット購入でコース金額の
20%分の　　　プレゼント

ミ 

使 貯

使 貯

使 貯

全国

使 貯

男のエステ
ダンディハウス

全国

使 貯

【期間限定】【後日配信】
nanacoギフト1,000円分 
1,000円 ⇒ 980円

全国

全国
全国

を貯める＆使う

自分磨きに
　　　　を活用！

　　　　を
有効活用して
知識をたくわえる！

換！

※2/29まではお得なプランがあります。詳細は会員専用サイトにてご確認ください。

ベネフィット・ステーションではギフトカードのお取り扱いも！

全
国
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イオニシモ搭載 衣類乾燥機能付
サーキュレーター「ヒート&クール」
ホワイト　HC-T1907WH
希望小売価格：

14,080円 ⇒ 9,200円

象印 IH炊飯ジャー
「極め炊き」NWVA10-TA
希望小売価格：オープン価格

会員価格： 14,330円
BONiQ 
低温調理器具

MENU No. 227300209（ホワイト）
MENU No. 227300210（ブラック）

希望小売価格：21,780円

⇒ ベネ通販でチェック！

MEN

銀座
選ん
（ミ

富士
コス
★プ
ロー

MEN

希望小

16,2

GA
Bla
01

MEN

Dy
Vo

MEN

希望小

⇒ ベ

PR
ラク
レシ

MEN

空気清浄機 
BALMUDA The Pure 

MENU No. 78401165（ホワイト A01A-WH）
MENU No. 78401166（ダークグレー A01A-GR）

希望小売価格：57,200円 

⇒ ベネ通販でチェック！

BOSE HOME SPEAKER 300　
トリプルブラック
ラックスシルバー

MENU No. 110100592（トリプルブラック）
MENU No. 110100593（ラックスシルバー）

希望小売価格：33,000円 

⇒ ベネ通販でチェック！
ツインバードミラーガラスフラット
電子レンジ　DR-D278B

MENU No. 255200212

希望小売価格：

27,280円 ⇒ 9,849円
63％
OFF

ROOMMATE音声翻訳機 
UNITE RM-73SK

MENU No. 119400290

希望小売価格：12,100円 

⇒ ベネ通販でチェック！

ランドリーワゴン＋バスケット 
トスカ ホワイト

MENU No. 144000128

バスタオルハンガー タワー ＷＨ
MENU No. 144000129

自立式ポータブルハンモック 
ホワイト SFF-01-WH

MENU No. 92800690

ハーゲンダッツ＆苺アイス
A-HDR

MENU No. 233000222

金賞受賞ボルドー赤ワイン
6本セット

MENU No. 174700253

希望小売価格：

8,998円 ⇒ 5,270円
41％
OFF

𠮷野家 牛丼の具 135g
●10食セット

MENU No. 246400003（10食セット）
MENU No. 246400004（20食セット）

希望小売価格：

4,480円 ⇒ 3,580円
20％
OFF

●20食セット
希望小売価格：

7,980円 ⇒ 5,800円
27％
OFF

ベ
●
は
と
品

インテリア・雑貨

グルメ・ドリンク

家電

ビ

そ

ブラックホワイト

34％
OFF

26％
OFF

を使う

MENU No. 19211395MENU No. 154100166
ボニーク

希望小

7,48

希望小

⇒ ベ

希望小

38,2

コートハンガー タワー 
KD ホワイト

MENU No. 144000127

希望小売価格：オープン価格 

⇒ ベネ通販でチェック！
希望小売価格：3,800円 

⇒ ベネ通販でチェック！ 希望小売価格：9,800円 

⇒ ベネ通販でチェック！

希望小売価格：

5,400円 ⇒ 3,980円

Dyson Pure Cool
TP00IB

MENU No. 110100591

希望小売価格：オープン価格

会員価格： ベネ通販でチェック！
希望小売価格：オープン価格

会員価格： 10,890円

松阪牛すき焼き肉うすぎり
プレミアム（A4等級以上）900g

MENU No. 223800332

希望小売価格：

17,496円 ⇒ 9,910円

43％
OFF

※リニ
※お一

※離島不可
※二重包装不可

人気商品もお得に！人気商品もお得に！
ポイント活用のススメの

9
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コイズミ ダブルファンドライヤー 

MENU No. 78601860（KHDW740/K）
MENU No. 78601861（KHDW740/N）
MENU No. 78601862（KHDW740/R）

希望小売価格：オープン価格

会員価格： 6,950円

ace．ビジネスリュック
（55543-01）ブラック
希望小売価格：22,000円 

⇒ ベネ通販でチェック！

MENU No. 61911442

銀座・丸の内のOL100人®が
選んだワイシャツ５枚セット　
（ミックス）

【ギフト対応】CROSS
センチュリーⅡ メダリスト
ボールペン 3302WG
希望小売価格：

11,000円 ⇒ 5,800円

富士フイルム アスタリフトジェリー
コスモパック60P×2
★プレゼント★アスタリフトホワイト
ローションミニ＆クリームミニ

MENU No. 216204752

希望小売価格：

16,280円 ⇒ 9,500円

GARMIN ForeAthlete 245　
Black Slate 腕時計 
0100212042

MENU No. 243700175

Dyson Airwrap™スタイラー
Volume+Shape

MENU No. 110100594

希望小売価格：オープン価格 

⇒ ベネ通販でチェック！

PRISMATE 
ラクレットモア楽しく使える
レシピブック付 PR-SK010-NV

MENU No. 92800691

美ルル リバース 2019年モデル

MENU No. 78401162（グロスゴールド KRD1033N-GD）
MENU No. 78401163（メルティーピンク KRD1033N-PK）
MENU No. 78401164（イノセントホワイト KRD1033N-WT）

希望小売価格：

19,800円 ⇒ 11,640円 41％
OFF

フェラガモ インカントチャーム 
ET/SP/100ml

MENU No. 182900058

希望小売価格：

16,720円 ⇒ 2,510円

TEXCY LUXE
ビジネスシューズ 天然皮革（牛革）
TU-7774 ブラック

テクシーリュクス
MENU No. 225800066

希望小売価格：

6,600円 ⇒ 4,980円

combi 
メチャカルハンディエッグショックMG
トリコロールネイビー（NB）

MENU No. 79000805

ドクターシーラボ
スピードアイリフト

MENU No. 41300172

希望小売価格：

6,930円 ⇒ 4,850円 30％
OFF

Body Make Seat Style
MENU No. 216202195

希望小売価格：8,580円 

⇒ ベネ通販でチェック！

プラチナダイヤモンドピアス
合計0.8ct

MENU No. 243700183％
F

％
F

％
F

MENU No. 228500080

MENU No. 69110734

超軽量敷ふとん らくかる 
シングル （6C638）
希望小売価格：

22,000円 ⇒ 9,500円

MENU No. 61911440

ベネ通販（P18～19）のお申込み・詳細・お問合わせは「ベネ通販サイト」で
●「ベネ通販」掲載商品は本誌掲載商品も含めて、すべてWeb限定の企画です。会員専用サイトよりお申込みください。●会員価格はすべて税込送料込。（沖縄・北海道・離島や特別商品など別途送料が必要な場合
は、ご注文後発送までにご連絡いたします。）●お申込み後のキャンセル・返品・交換はお受けいたしかねます。お届け時に欠損・故障があった場合はWebにてお問合わせください。●掲載商品は、すべて限定数販売
となります。状況により予告なく販売終了・仕様変更などをする場合がございます。●お届けやお支払いについての詳細はベネ通販サイトへ。●商品により、お申込み・ご入金期日の設定がある場合がございます。商
品詳細をご確認ください。●営利目的での商品転売はいかなる場合も固くお断りいたします。

ビューティー・ファッション

その他

KHDW740/N

KHDW740/K KHDW740/R

10％
OFF

47％
OFF

エース

クロス

コンビ

希望小売価格：

50,600円 ⇒ 31,940円

希望小売価格：

7,480円 ⇒ 5,150円

希望小売価格：8,800円 

⇒ ベネ通販でチェック！

希望小売価格：

38,280円 ⇒ 34,452円

SABON
ボディケアギフトセット

MENU No. 225100296
サボン

希望小売価格：9,472円 

⇒ ベネ通販でチェック！

36％
OFF24％

OFF

31％
OFF

65％
OFF

半額以下

大1個 2.2カラット 
スワロフスキー ジルコニア

MENU No. 227300211

希望小売価格：

9,680円 ⇒ 5,210円

46％
OFF

84％
OFF

半額以下

56％
OFF

半額以下

メルティーピンク

イノセントホワイト グロスゴールド

ダイヤモンド
ct合計合計0.8

希望小売価格：

132,000円 ⇒ 46,130円
Olivia Barton
OB16VM31
希望小売価格：

14,300円 ⇒ 8,970円

MENU No. 216204739

37％
OFF

回る鍋トンドリオーブン
MENU No. 227300212

希望小売価格：21,780円

⇒ ベネ通販でチェック！

41％
OFF

※リニューアル前商品となります。（プレゼント2商品を除く）
※お一人様1個まで　※他商品もベネ通販にて特別価格で販売中

全
国
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2020年6月30日まで

特 典

全国
約1,260 店舗

クーポン提示で
使える特典を配信！

詳しくは「ベネフィット・ステーション」をご確認ください！

チーズカレー

カレーのトッピング
といえばロースカツ！
定番中の定番です。

ロースカツカレー

カレーの風味をマイル
ドにしながら、濃厚さ
を増す「とろとろチー
ズ」をトッピング

ココイチならメニューも楽しみ方もイロイロ！
世界最大級のカレー専門店チェーン！

店内でカレーをご注文の方限定！
選べるドリンク1杯サービス 
店内でカレーをご注文の方限定！
選べるドリンク1杯サービス 

アイスカフェ・オ・レ、アイスコーヒー、オレンジジュース、 ウーロン茶、アイスミルク、ホットコーヒーから選べます。 
※ホットコーヒーは取り扱っていない店舗もございます。ドリンクは店舗の取り扱いメニューに準じます。
※特典ドリンクのテイクアウトはできません。
※一部、特典対象外店舗がございます。会員専用サイトをご確認ください。

※1クーポンにつき、お1人様・1杯限り有効。

あなただけの
おいしさをセレクト！
選べるソース 選べるトッピング

Myカレーをお好みで！

ポークソース、ビーフソース、コ
コイチベジソース、ハッシュド
ビーフソース（一部店舗を除く）
から選べます！

30種類以上のトッピングを
自由自在に！

選べるライス量 選べる辛さ・甘さ

食べたい量に合わせて200g
から100g単位で増やせます！ 
ソースの量はライス量によって
増減します。

甘口、普通、1辛～10辛、1甘
～5甘まで！（ビーフソース、
ココイチベジソースの場合は、
甘口はできません）

BEEFPORK HASHED
BEEF
HASHED
BEEF

VEGE

豊富なトッピングから自分好みにカスタマイズができます。
あなた好みのMyカレーを見つけてください。

ロースカツ＋やさいカレー

カレーの風味をマイル
ドにしながら、濃厚さ
を増す「とろとろチー
ズ」をトッピング。

カレーのトッピング
といえばロースカツ！
定番中の定番です。

ココイチ

全
国
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〈特典期間〉 ～3/31

全国 約190店舗

※クーポンをご提示いただいたご本人様に限る。
※万一、景品が品切れの際は、代替品とさせていただきます。
※喫茶、レストランでのご飲食は除きます。
※特設店舗ではご利用いただけません。

ケーキ（テイクアウト）

500円（税込）以上お買い上げの方、
ジャンボシュークリーム（カスタード）
1個プレゼント

銀座 コージーコーナー

※一部対象外店舗あり。
　対象店舗は、会員専用サイトでご確認ください。

全国 約157店舗

ステーキのどん／フォルクス
しゃぶしゃぶどん亭

おいしくて、お手軽、
おいしいお肉を
しゃぶしゃぶ、すき焼きという

ステーキにハンバーグ、
「どなたにもお気軽にお楽しみ
いただけるごちそう」

圧倒的なボリュームとオリジナリティーのある
メニュー作りで、地域で一番愛される
ステーキレストランでありたい。

昔ながらの調理法で
心ゆくまでお楽しみいただけます。
より幅広い層に愛される「和の空間」です。

をお客様に真心こめてご提供してまいります。
おかわり自由のサラダとスープに食べ放題の
焼きたてパンも人気です。

コージーコーナー

〈特典期間〉 ～3/31※他の割引との併用不可。
※お会計時にクーポンをご提示ください。

お会計の 10%OFF

共通特典

しゃぶしゃぶどん亭
フォルクス
ステーキのどん

500円（税込）以上お買い上げの方に500円（税込）以上お買い上げの方に
銀座 コージーコーナー
ジャンボシュークリーム
1個プレゼント！

カスタード味もらえる！

カスタード味もらえる！

お得なクーポンをプレゼント！お得なクーポンをプレゼント！

全
国
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〈特典期間〉～3/31655027

らくらく引越し窓口
 by 引越しラクっとNAVI

「らくらく引越し窓口」経由のお見積もりで、
引越し料金 最大50％OFF
更に、引越し代金（税抜）の
 1％分の　　　プレゼント！

全国

引越しする人が集中する3～4月。
昨年は引越し業者を手配できなかった
人も…。早めのお申込みで手軽に手配
しちゃいましょう！

※引越しの集中する繁忙期間3月中旬～4月中旬は、
　割引特典対象外となる場合がございます。

〈特典期間〉2/1～4/30 〈特典期間〉2/1～4/30656038

5,000円（税込）以上のご購入で10％OFF
①実店舗

何気ない毎日を「楽しい生活」
に。Francfrancは、心地よ
いライフスタイルを提案する
インテリアショップです。

大塚家具は豊富な品数、価値あるもの
を魅力的な価格で提供しております。
インテリアのスペシャリストが家具選
びから日頃のお手入れ方法までサポー
トいたします。お気に入りの家具を長
くご愛用いただけるよう、修理・リフォ
ームにも対応。お近くの大塚家具へお
気軽にお立寄りください。

カリモク家具新生活応援フェア！
自分らしい素敵なコーディネート
を楽しみませんか？ 新しい生活
をより快適にするカリモクの家具
が勢ぞろい。「ゆっくり見られて、
触れて、体感できる」この機会を
お見逃しなく。

【春の新作入荷】新生活を応援！ファ
ッション、インテリア、ベビー＆キッ
ズ、ここでしか買えないDisneyオリ
ジナル商品まで幅広く取り揃え！お
トクなSALE＆アウトレットも★

高
利
て
ご

※一部割引対象外商品・店舗あり。
※他優待企画との併用不可。
※その他の注意事項は会員専用サイトをご確認ください。

〈特典期間〉2/15～3/15652176

ベルメゾンネット

新規ご入会で3,000円（税別）以上ご購入の方には
300　　　プレゼント

全国

〈特典期間〉1/18～3/15650768

大塚家具

ご購入金額から
5％分の　　　プレゼント

全国

※他特典との併用不可。

〈特典期間〉2/13～3/29650691

カリモク家具
全国

全

三
北

白
ク

ド

全

※
　

6

6

貯

貯

Francfranc
全国

①

6

一
※

面倒な引越しの見積もり取得を、
サポートデスクがお手伝い！

フォームに入力
簡単お申込み

条件に合う
見積もりがとれる！

煩わしい相見積もり
の手間なし！

対応引越会社（一部ご紹介）

貯会員証提示

①本体価格の
　2％分の 　　　をプレゼント　　
②20万円以上（税別）ご成約で
　カリモク革ペンケースプレゼント
※ショールーム来場時に、必ずベネフィット・ステーション会員
　である旨を伝えてください。後からでは対象になりません。
※特約店エーアイディーがご案内します。現地で会員証の
　ご提示をお願いします。

貯会員証提示

【エアトランク】
荷物の集荷・配送無料の
宅配型トランクルーム

すべてのプラン 4か月間 月額保管料料 無料！無料！

関東

これで用
意も

バッチリ
！

652432

②オンラインショップ
5,000円（税込）以上の
ご購入で10％OFF

対
1
更
人
は

6
1

②

※

656359 〈特典期間〉2/1～4/30

この春から新生活を始める方はもちろん、
新しい年度に向けて準備したい方にもおすすめの特典をそろえました。

全
国
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ビジネスシャツ専門店ならではの
業界トップ水準を誇るノーアイロン
の形態安定加工は、自宅で洗濯可
能でお手入れ簡単！

高品質ドライクリーニングをお得に
利用できます！ 衣替えの時期にとっ
ても便利です。ぜひお近くの店舗で
ご利用ください！

新生活のスタイリングはお任せください！
ビジネスの服装自由化に最適な「新ビジュアル＆
カジュアルスタイル」を提案します。

「リアクア」は、各都道府県で認定され
たクリーニングプロフェッショナル集
団が提供する安心・丁寧・手軽な宅配
クリーニングサービスです。

海外WiFiレンタル 
イモトのWiFi

通信料金 全プラン 20%OFF
補償制度 無料
受渡手数料550円/件件 無料！無料！

全国

654600

宅配クリーニング&
無料保管 リアクア

セーター・カーディガン 
30%OFF

全国

※お申込み時に“クーポンを表示”ボタンを
　押下後、表示されるクーポンコードを
　ご入力ください。

〈特典期間〉2/15～3/31658209

①スーツ 半額+10％OFF
②コート 半額+10％OFF
③レディース商品 20%OFF+10%OFF
※補正代、宅配代は対象外。
※他総額割引、他提携団体割引、
　下取りセールおよび学生応援カードとの併用不可。
※スーツ49,000円以上、コート39,000円以上、
　レディース商品2,900円以上の商品に限ります。

BRICK HOUSE by 東京シャツ全国

三井アウトレットパーク
北海道、東北、関東、中部、関西、中国、四国

白洋舍
クリーニングサービス

ドライクリーニング 5%OFF

全国

※特殊品除く。集配は他特典併用不可。
　店舗はうららか券のみ併用可。

〈特典期間〉3/19～4/16

ビジョングローバルWiFi

Web申込みでグローバルWiFi利用料
通常料金から 20％OFF
ポケトーク　　　 　 受渡手数料

20％O
　　　無料！無料！ 無料！無料！

全国

654886

651883

652899

はるやま

メンズスーツ・メンズコート・メンズジャケット 
半額＋10％OFF
レディース商品  
20%OFF＋10％OFF

「P.S.FA（パーフェクトスーツファクトリー）」の特典も
会員専用サイトにございます（メニューNo.650926）。

全国

※1着（税別）のみ優待対象です。メンズスーツ1着39,000円
以上、コート1着19,000円以上、ジャケット1着15,000円
以上、レディース商品1点2,900円以上の商品に限ります。
※値下げ前価格からの割引となります。

650925

652731

①実店舗

〈特典期間〉2/1～12/31656540

一般価格より10％OFF
※他割引との併用不可。 AOKI

全国

貯

！

2/17～3/31の期間中

対象店舗でクーポンをご提示いただくと
10％OFFなどアウトレット価格より
更にお得になるフェアを開催！
人気のセレクトブランドからスポーツブランドまで対象店舗
はさまざま。ぜひ、この機会にご利用ください。

札幌北広島および仙台港では有名ブランドで 10％OFFなど
アウトレット価格より更にお得になるご優待 お得なスペシャルクーポンプレゼント
※一部対象外商品あり　※一部店舗は他割引と併用不可　※施設によって出店・対象店舗が異なります。

〈特典期間〉2/1～12/31656534
10％OFF

②公式通販

※対象店舗は会員専用サイトをご確認ください。

NEW

〈特典期間〉2/1～4/30 〈特典期間〉2/1～4/30

〈特典期間〉～3/31

〈特典期間〉2/1～4/30
〈特典期間〉2/1～4/30

全
国
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今なら、クラフトハートトーカイ、クラフトパーク、クラフトワールド、クラフトループを
お得に利用できるクラフトメンバーズへの年会費がベネフィット・ステーションの期間限定特典で無料に！

入会時、その場のお買い物が20％OFF
2回目以降は会員価格（10％OFF）で
お買い物ができる

お買い物でポイントが貯まる、使える
会員様特別セールあり

1

2

3

4 ※一部割引除外商品があります。

クラフトメンバーズに入会すると

お得な特典がいっぱい！

とにかく生地や
付属品が豊富！
思わず笑みが
こぼれます。

フルオーダーメイドは

ミシンのプロが
ていねいにこころを
込めて仕上げます。手づくり挑戦派

も安心！
経験豊富なスタッフが
親切ていねいに
アドバイスします。

ラクチン、
かんたん！

フルオーダーメイドは
生地などを選んで
申し込むだけ。

クラフトハートトーカイ、クラフトパーク、
クラフトワールド、クラフトループ

全国/433店舗

〈特典期間〉11/15～2020/3/31656393

多くのママにトーカイグループが選ばれる理由

クラフトメンバーズカード年会費 550円 ⇒ 

その1

その2 その4

その3

特典のご利用はこちら

◀ クラフトハートトーカイの
手作り入園・入学準備情報はこちら

FFF

手作り入園・入学準備情報はこちら
◀クラフトハートトーカイの

お裁縫が初心者のママも忙しいママも安心。
入園・入学の準備はおまかせ！！

全
国

24 PC・スマートフォンから 検索    して、会員専用サイトで 検索      ※画像はイメージです。　※本誌面の提示では特典は受けられません。



プレゼント!!1000円分
731500キャンペーン詳細

新規登録

Amazonギフト券
毎月抽選50名様に

3

211

ゼクシィ縁結びは、独身者の出会いの応援だけでなく、新たな趣味や友だちのきっかけ作りまで、人と人を結ぶ応
援をしております。“部活” を運営する“部長役” を運営母体であるリクルートマーケティングパートナーズとベネ
フィット・ワンが任命することで、安心で安定した“部活” 運営・イベント開催を実現しております。

くわしくは、https://zexy-enmusubi.net/

●マッチングのプロへのご相談は、ゼクシィ縁結びカウンターへ ●オンラインマッチングサービスなら、ゼクシィ縁結びへ
入会金
一般価格 33,000円 ⇒ 16,500円

1か月プラン（初月のみ）
一般価格 4,378円 ⇒ 2,189円 50％

OFF

ゼクシィ縁結び

654632
50％
OFF

運営会社

とは

654384
ゼクシィ縁結び

ゼクシィ縁結び

部長：エイプリルナイツ菅原さん

ベネフィット・ステーション部ドローン部

部長：IGARASSYさん 副部長：れおさん

ベネフィット・ワンが運営する公式部活です！
ベネフィット・ステーション会員の皆さまに“お得”で
“楽しい”情報をお届けします！

国土交通省管理団体主催！初めての方もベテランさんも
みんな楽しめるコンテンツがたくさん！

ゲーム企業交流イベントを開催しています！
更にゲーム初心者講習会なども実施したいです！

エイプリルナイツよもやまゲーム交流部全国

東京

全国

部長：よっしーさん

ボウリング部食べ飲み探検部

部長：うたてのさん 部長：OHANAさん

初めての参加大歓迎！お酒を飲みながらみんなでワイワイ
ボウリングを楽しむ部活です。レベル問わず参加できる
ので、まずは一度ご参加ください♪

美味しく食べたい！楽しく飲みたい！あなたの究極の一皿、
一杯を求めて、料理店を探検してみませんか？

「野菜を通じて、人生を素晴らしいモノに！」を理念に、野菜の収穫体験や
食の楽しいイベントを開催しています。「オイシーズ（Oiseeds）」の由来は、
「Oi＝美味しい」と「seeds＝種」。みんなで美味しい種を蒔こう！

農活クラブ オイシーズ 千葉東京

東京

※ベネポ付与は、ACTIVITIESサイト内に登録いただいている会員IDに付与します。
入部、イベント参加する前に、ACTIVITIESサイト【メニュー】→【設定】にて登録が完了しているか、ご確認ください。

プレゼント!!100
部活に入部

※１部活のみ

プレゼント!!300
イベントに参加

※１イベントにつき

～3/31まで

部活に参加して、プライベートをもっと充実させよう！

全
国
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兵庫県立淡路島公園アニメパーク 
ニジゲンノモリ

クレヨンしんちゃん
アドベンチャーパーク入場券 10％OFF
ナイトウォーク火の鳥入場券 10％OFF

■営業時間：10：00～22：00

〈特典期間〉～5/31764667

67,518円~113,691円
66,518円~112,691円

GRAND CHARIOT -北斗七星135°-

2～4名1室／1泊2食

© 1976, 2019 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. G603550

4/30宿泊までの期間限定331634

【その他特典】
ハーバリウム体験（1グループ1個）
ナイトウォーク火の鳥（宿泊者全員）体験付

HELLO KITTY SHOW BOX

事前予約料金から10％OFF
※要事前予約。

〈特典期間〉～5/31768722

※ランチ・カフェ・ディナーの料金・営業時間の詳細につきましては、
店舗HPをご確認ください。 使

“驚きにあふれる”をコンセプトにした、

HELLO KITTY SHOW BOX

作品の世界観を体感しながら修行

に励んだ後は、「火影岩」に投影される

大迫力のプロジェクションマッピン

グを楽しめます。その他にも、映画を

モチーフにしたアスレチックなど

で大人も子どもも大はしゃぎできる

2019年アニメパーク「ニジゲンノモリ」にオープンした

「NARUTO＆BORUTO忍里」
「クレヨンしんちゃんアドベンチャー

パーク」や、手塚治虫氏の「火の鳥」の

世界観を追いながら約1.2㎞、暗い

森の中でプロジェクションマッピン

グを楽しむ「ナイトウォーク火の鳥」

など、盛りだくさん。

畑の中に出現したハローキティの中

では、メディアアートによって演出さ

れたギャラリーやショーが楽しめる

ほか、見た目もよし 身体にもよしの

ヴィーガン料理など健康にこだわっ

た料理が提供されます。ショーの内

容は期間限定、その時々のお楽しみ

に。12月より、ピアニストになる夢を

かなえたハローキティがついに登

場。更なる驚きと感動をあなたへ。

アニメパーク「ニジゲンノモリ」の中にある宿泊施設

「GRAND CHARIOT 北斗七星135°」
コクーン（客室）の中、天窓から眺める

星空は天然のプラネタリウム。淡路島

の食材をふんだんに使ったお料理、

香りのよいヒノキ風呂など非日常

空間に癒やされること間違いなし。

ハローキティやクレヨンしんちゃん

をモチーフにしたお部屋もあり、

アニメパークの雰囲気を夜まで楽し

める、注目の宿泊施設。

※一室料金

淡路島西海岸非日常の世界へ

ベネフィット・ステーションからのお知らせ

全
国

PC・スマートフォンから 検索    して、会員専用サイトで 検索      ※画像はイメージです。　※本誌面の提示では特典は受けられません。
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　数多くの名作を世に放つも、43年の歴史にいったん幕を閉じたPARCO劇場。

あれから約3年半の歳月を経て、グレードアップして再オープン。オープニング・シ

リーズ14作品のうち、「佐渡島他吉の生涯」で主演を務めるのが佐々木蔵之

介さん。

「PARCO劇場といえば洒脱な作品を取り扱うイメージが強いので、この作品の上演と

聞かされたときは衝撃でした。でも逆に、明治・大正・昭和の大阪路地が舞台のお話を、

今まさに新しく変容している渋谷で上演する面白さを感じています。上京以来、ずっと

育ててもらったPARCO劇場のオープニング・シリーズに参加させていただくことは感慨

深いです。そして、また一緒に歩んで行けることを、とてもうれしく思います」

　さまざまな困難が立ちはだかるも、明るく前向きに生きる男の一生を描く人生ドラマ。

ストーリーの舞台が大阪ということもあり、ユーモアたっぷりの喜劇が繰り広げ

られることは間違いない。

「映像の世界では冷静沈着な人物のイメージが強いのか、『なぜこの演目を？』

と思われた方が多いと耳にしました。でも、この役をイチオシしたのは、演出の

森 新太郎さん。いつか僕と、ど直球のこれぞ喜劇という作品をやりたかったと

おっしゃってくれて。どうやら、貪欲にお客さんを笑わせようとしていた、関西の劇団

時代の印象が強いみたいで（笑）。期待にお応えできるよう頑張ります」

　そしてこの舞台といえば、昭和の名優・森繁久彌氏の代表作。肩の荷が重い

と感じているかと聞くと、答えはNO。

「この作品は潤色 森繁久彌とクレジットされています。森繁さんが何度も再演

を重ね、とことん台本が練られているのです。その台詞を口にできるだけで、

ありがたい！しかありません。主人公は多くの人を魅了する、男気あふれる人物。

そんな他吉という魅力的な男性を、今の自分自身を総動員して体当たりで立ち

向かおうと思います」

　今もなお数多くの作品に出演し、多忙な日 を々過ごす佐々木さん。限られた

休日の過ごし方を聞くと、その使い方はまちまち。

「1日何も考えずボーッとしてみたり、ちょっと違う空気を吸ってみたいと感じた

ら旅行に出かけたり。休日の過ごし方はその時の気分に任せるタイプ。前

もって計画を立てて過ごすようなことはほとんどないかも。今後もこんな感じ

で、マイペースに余暇を楽しむと思います」

休日の過ごし方に一定の法則は―ないかな？（笑）

●撮影／伊東祐輔（PEACE MONKEY）　●スタイリスト／勝見宣人　●ヘアメイク／河村陽子　●文／三輪順子

織田作之助の小説「わが町」を原作として、1959年に初

演された庶民の大河ドラマの傑作。大阪の人力俥夫・

他ぁやん一家が、時代の波に翻弄されつつもたくましく

生き抜く物語。名優・森繁久彌のあたり役としても知られた

他吉を、PARCO劇場でさまざまな作品にトライしてきた

佐々木蔵之介が挑む。

【原作】 織田作之助「わが町」より
【脚本】 椎名龍治　【潤色】 森繁久彌
【演出】 森 新太郎
【出演】 佐々木蔵之介　石田 明（NON STYLE）　壮 一帆　
　　　　谷村美月　松永玲子　藤野涼子　大地洋輔（ダイノジ）　
　　　　弘中麻紀　福本伸一　上川周作　どんぐり　陰山 泰　ほか

【日程・会場】
〈東京公演〉5/15（金）～6/6（土）PARCO劇場
※日程により、開演時間が異なります。
※特典対象日程等詳細については会員専用サイトをご覧ください。

【チケット料金】
一般価格 10,000円

→ 平 日 公 演：8,000円
　 土・日・祝日公演： 9,000円
※全席指定・税込

PARCO劇場オープニング・シリーズ 第2弾

『佐渡島他吉の生涯』

STAGE INFORMATION

人情味あふれる男の生き様を、
今の自分と重ねて表現したい

カフェテリ
アポイント

＆
も使える！

※営利目的でのチケット転売は、

いかなる場合にも固くお断りいたします。

※各公演、販売予定枚数に達し次第、

受付終了とさせていただきます。

1968年２月４日生まれ、京都府出身。
大学在学中に、劇団「惑星ピスタチオ」の旗揚げに参加。一時期は社会人と劇団の二足の草鞋で活躍。劇団退
団後は上京して、舞台だけでなくテレビドラマや映画の世界にも進出。2015年には主演映画「超高速！参勤
交代」で第38回日本アカデミー賞 優秀主演男優賞を獲得。

PROFILE

S P E C I A L  I N T E R V I E W

佐々木蔵之介

769325

全
国
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【声の出演】  ドラえもん：水田わさび　のび太：大原めぐみ
しずか：かかず ゆみ　ジャイアン：木村 昴
スネ夫：関 智一

【原作】藤子・F・不二雄 【監督】今井一暁 【脚本】川村元気

【出演】  広瀬すず　吉沢亮　堤真一
リリー・フランキー　小澤征悦　嶋田久作　
木村多江　松田翔太

【監督】  浜崎慎治
【音楽】  ヒャダイン

【出演者】 佐藤浩市　渡辺 謙　【監督】 若松節朗
【脚本】 前川洋一　【音楽】岩代太郎　
【原作】  「死の淵を見た男　吉田昌郎と福島第一原発」

門田隆将（角川文庫刊）　【配給】 松竹 KADOKAWA

【脚本・監督】 遊川和彦
【出演】  波留　成田 凌

杉咲 花　岡田健史　小澤征悦 ／ 黒木 瞳

【原作】  臼井儀人（らくだ社）／「月刊まんがタウン」
（双葉社）連載中／テレビ朝日系列で放送中

【監督】 京極尚彦
【脚本】 高田 亮　京極尚彦
【声の出演】  小林由美子　ならはしみき　森川智之　　

こおろぎさとみ　神谷浩史

【日程・会場】 8/22（土）17:30開演

【日程・会場】
〈東京公演〉
4/22（水）～29（水・祝）
渋谷区文化総合センター大和田 さくらホール
〈兵庫公演〉
5/20（水）～24（日）
兵庫県立芸術文化センター 阪急中ホール

【日程・会場】2020年7月、8月
【脚本・歌詞】リー・ホール
【演出】スティーヴン・ダルドリー

【音楽】エルトン・ジョン
【出演】 川口 調　利田太一

中村海琉　渡部出日寿
益岡 徹／橋本さとし（※）
柚希礼音／安蘭けい（※）ほか
※Ｗキャスト

ドラえもん50周年記念作品！
完全オリジナルストーリーで贈る、新しい恐竜と、新しいのび太の物語。

オールスターキャストで贈る、笑いと感動の
ハートフルS

死んだ

・F
ふり

コメディ！
日本人誰もが経験し、全世界が震撼した3.11
その最前線で戦い続けた50人の物語。

この春、二人の30年に涙するー。 世界を救え、クレヨンで。

デ
プ
ス
会

2015年5月の開幕以来、高まり続ける熱狂。ロマンス、冒険、コメディ、
感動のすべてが詰まったミュージカル超大作！

暗転なしのノンストップで送る
ジェットコースターコメディ、第3弾！

2017年夏、東京＆大阪で16万人を動員し、待望の再演！！
日本中が涙したビリー・エリオットが帰ってくる！

映画ドラえもん のび太の新恐竜
CINEMA
全国

3月6日（金）全国ロードショー!

一度死んでみた
CINEMA
全国

3月20日（金・祝）全国ロードショー!

Fukushima50 フクシマフィフティ
CINEMA
全国

3月6日（金）全国ロードショー!

弥生、三月 -君を愛した３０年-
CINEMA
全国

3月20日（金・祝）全国ロードショー!
映画クレヨンしんちゃん
激突！ラクガキングダムとほぼ四人の勇者

CINEMA
全国

4月24日（金）全国ロードショー!

STAGE
東京

Daiwa House Presents 
ミュージカル『ビリー・エリオット
～リトル・ダンサー～』

タクフェス 春のコメディ祭！
『仏の顔も笑うまで』

STAGE
東京・兵庫 ミュージカル『モダン・ミリー』

STAGE
大阪

劇団四季「アラジン」　
STAGE
東京

ムビチケ（おとな）　一般価格 1,400円 ⇒ 1,350円
ムビチケ（こども）　一般価格   800円 ⇒   770円

〈コードタイプ〉共通チケット 1,900円 ⇒ 1,400円

ムビチケ（一般）
一般価格 1,400円 ⇒ 1,330円ムビチケ（一般）　一般価格 1,400円 ⇒ 1,330円

ムビチケ（一般）　一般価格 1,500円 ⇒ 1,440円 ムビチケ（おとな） 一般価格 1,400円 ⇒ 1,350円　ムビチケ（こども） 一般価格 800円 ⇒ 770円

S席　一般価格 11,500円  ⇒ 10,925円

S

Ｓ

全席指定

〈東京公演〉
全席指定 平日：一般価格 8,000円 ⇒ 6,800円
 土・日・祝：一般価格 8,000円 ⇒ 7,200円
〈兵庫公演〉
全席指定 全日：一般価格 8,000円  ⇒ 7,200円

Menu No. 769206Menu No. 670620

Menu No. 769215Menu No. 769210

Menu No. 769214 Menu No. 769216

Menu No. 769273

Menu No. 769269

Menu No. 769301

Menu No. 769259

© 藤子プロ・小学館・テレビ朝日・シンエイ・ADK 2020

© 2020　松竹　フジテレビジョン

© 2020『Fukushima 50』製作委員会

© 2020「弥生、三月」製作委員会

© 臼井儀人／双葉社・シンエイ・テレビ朝日・ADK 2020

©Disney

※各会場開場は開演の45分前。※未就学児入場不可。 ※未就学児の入場不可。

※

※
※
※

※2020年3月31日をもってコンビニチケット発券サービスは終了となります。

Entertainme
nt

Entertainme
nt ※ P28‐29に掲載されているチケットは、お申込み方法・

チケットの受取方法が異なります。必ず会員専用サイト
をご確認の上、お申込みください。
※P28‐29に掲載されているメニューはコンビニ発券は
できません。

カフェテリ
アポイント

&
も使える

!

【日程・会場】 5/5（火・祝）12：00開演、17：00開演
新歌舞伎座

【出演】 朝夏まなと　中河内雅貴　実咲凜音　廣瀬友祐
保坂知寿　一路真輝　他

【
5
5
愛

【
5
日

トニー賞作品賞・主演女優賞受賞の大ヒット
ブロードウェイミュージカル、上演決定！！ 

そ
そ

「
リ

ベネ・ステ

貸切
公演

7％分の プレゼント

おとな  S1席・S席 12,100円
 A席 8,800円
 B席 6,600円
 C席 3,300円

こども S席 6,050円
 A席 4,400円

2月3日より、

コードタイプ式チケットの
メールでのコード受け取り時間が

短縮されました！

24時間後

9時間後へ
⬇

109シネマズ＆ムービル
 使  貯

更

更

特典情報は会員専用サイトでチェック！
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29 ※一部、ポイントをご利用いただけないメニューがございます。※企業および団体様によって、ポイント対象メニューは異なります。ご契約によってご利用いただけない場合がございますので、必ずカフェテリアポイントマニュアルをご確認の上ご利用ください。
※座席の指定はできません。※お申込み後のキャンセルはお受けできません。※公演により送料が別途かかります。
※営利目的でのチケット転売は、いかなる場合にも固くお断りいたします。※各公演、販売予定枚数に達し次第、受付終了とさせていただきます。※特典対象公演など、詳しくは会員専用サイトでご確認ください。

ディズニー・オン・アイス日本公演35周年を記念した特別なショーがやってくる！
プロジェクションマッピングを駆使した新次元の異空間体験、想像を超える数々のアクロバット演出、ワールドクラスの
スケート技術。あなたをこれまでに無い感動と興奮へ導きます！
会場の至る所が魔法に掛かったかのような、35周年の特別なショーを是非お楽しみください！

新 陽だまりの樹
STAGE
愛知

バレエ・フォー・ライフ
STAGE
愛知

円

S席　一般価格 11,000円 ⇒ 10,500円

Ｓ席　一般価格 18,000円 ⇒ 16,000円 全席指定　 A席  2,500円 1階18列まで
B席  2,000円 2階バルコニー1列目

Menu No. 769274

Menu No. 769275
Menu No. 769314

0

0

※未就学児の入場不可。

※おとな（中学生以上）、こども（3歳～小学生）
※2歳以下のお子様は大人1名につき1名まで膝上無料。但しお席の必要な方は有料。
※公演スケジュール、価格は変更になる場合があります。

良席保証！

パソナグループ「夢オーケストラ」
CONCERT
東京

【日程・会場】
5/16（土）14：00開演
5/17（日）13：00開演
愛知県芸術劇場大ホール

【日程・会場】
5/21（木）18：30開演
日本特殊陶業市民会館フォレストホール

【日程・会場】  6/6（土）13：00開場/13：30開演
東京オペラシティ コンサートホール

【指揮】 曽我大介
【ソリスト】  ソプラノ 高橋維 アルト 高野百合絵

テノール 芹澤佳通 バリトン 吉川健一
【管弦楽】 パソナグループ「夢オーケストラ」
【合唱】 パソナグループ「第九合唱団」
【曲目】  曽我大介：「ひとつしかない わたしのからだ」

 （覚 和歌子作詞）
 （夢オーケストラ委嘱作品・初演）
ベートーヴェン：交響曲第九番「歓喜の歌」

それぞれの時代に生きる者は、それぞれに役割を持ち、
その役割を全うする為に、精一杯生きていく-。

「ボヘミアン・ラプソディ」をはじめクイーンの名曲がダンスで炸裂。フレディ・マーキュ
リーに捧げるバレエ！モーリス・ベジャール・バレエ団待望の名作がついに上演！

パソナグループ「夢オーケストラ」で歓喜の歌！！
東京オペラシティにてベートーヴェンの第九を演奏！
2020年オリンピック直前の6月。ベートーヴェン生誕250年にちなみ、
交響曲第九番「歓喜の歌」を大合唱とともに演奏いたします。

©photo: BBL - Ilia Chkolnik 曽我大介

メニューNo. エリア 日程・会場 特典　　　　　

769247 宮城/
仙台

7/9（木）～12（日）
ゼビオアリーナ仙台

SS席（平日）おとな 一般価格 6,000円 ⇒ 5,000円　こども 一般価格 5,000円 ⇒ 4,000円
SS席（土日）おとな 一般価格 6,800円 ⇒ 6,000円　こども 一般価格 5,800円 ⇒ 5,000円　ほか

769308 愛知/
名古屋

7/23（木）～8/2（日）
日本ガイシホール

SS席（平日）おとな 一般価格 6,400円　 ⇒ 5,000～6,000円　こども 一般価格 5,400円 ⇒ 4,000～5,000円
SS席（土日祝）おとな 一般価格 6,900円 ⇒ 5,000～6,000円　こども 一般価格 5,900円 ⇒ 4,000～5,000円 ほか

769309 大阪/
大阪

8/7（金）～16（日）
大阪城ホール

S席おとな 一般価格 6,000～6,500円 ⇒ 5,000～6,000円　
　　こども 一般価格 5,000～5,500円 ⇒ 4,000～5,000円

769315 神奈川/
横浜

8/20（木）～24（月）
横浜アリーナ

SS席（平日）おとな 一般価格 6,900円 ⇒ 5,000円  こども 一般価格 5,900円 ⇒ 4,000円
SS席（土日）おとな 一般価格 6,900円 ⇒ 5,000～6,000円　こども 一般価格 5,900円 ⇒ 4,000～5,000円 ほか

769248 福岡/
博多

8/28（金）～30（日）
マリンメッセ福岡

S席（平日）おとな 一般価格 6,300円　 ⇒ 5,000円  こども 一般価格 5,300円 ⇒ 4,000円
S席（土日）おとな 一般価格 6,800円　 ⇒ 5,000～6,000円 こども 一般価格 5,800円 ⇒ 4,000～5,000円

769310 埼玉/
さいたま

9/11（金）～13（日）
さいたまスーパーアリーナ

SS席（平日）おとな 一般価格 6,900円 ⇒ 5,000円　こども 一般価格 5,900円 ⇒ 4,000円
SS席（土日）おとな 一般価格 6,900円 ⇒ 6,000円　こども 一般価格 5,900円 ⇒ 5,000円　ほか

769311 広島/
広島

9/25（金）～27（日）
広島グリーンアリーナ

SS席（平日）おとな 一般価格 6,500円 ⇒ 5,000円 こども 一般価格 5,500円 ⇒ 4,000円
SS席（土日）おとな 一般価格 6,500円 ⇒ 5,000～6,000円 こども 一般価格 5,500円 ⇒ 4,000～5,000円 ほか

ディズニー・オン・アイス
JAPAN TOUR 35th ANNIVERSARY

STAGE
全国

チケット
販売スタート！

青森公演、新潟公演、三重公演の特典情報は会員専用サイトをチェック！

更に、5％分の プレゼント

更に、5％分の プレゼント

高橋維 高野百合絵 芹澤佳通 吉川健一

ⒸDisney, ⒸDisney/Pixar
公演によっては、

さらにベネポプレゼントも！



W

大人2～３名様ごとに１台

塔ノ沢  一の湯本館（日帰り入浴）

創業1630年の老舗旅館。歴史を感じる
大浴場で心と体を癒やしましょう

【入浴料（フェイスタオル付）】
1,100円 ⇒ 500円
※営業時間：13：00～20：00

〈特典期間〉2/15～3/31661562

絶景日帰り温泉
龍宮殿本館（日帰り入浴）

歴史的建築の美しさと趣を残す
箱根芦ノ湖畔の絶景が望める日帰り温泉

【入浴料】
おとな（中学生以上） 2,030円 ⇒ 1,700円
小学生 1,100円 ⇒ 770円
幼児（3歳以上） 550円 ⇒ 330円

〈特典期間〉3/1～664499

箱根湯本温泉 天成園

天成園の屋上には、開放感あふれる
「屋上天空大露天風呂」がございます

【入館料 】
おとな（中学生以上）2,530円 ⇒ 1,265円
こども（小学生）1,320円 ⇒ 1,220円
幼児（3歳～未就学児）990円 ⇒ 880円 
※別途入湯税50円必要（12歳以上）。
※24：00以降のご利用は深夜料金別途。
   （おとな：1,650円／小学生：990円／幼児：990円）税込。

〈特典期間〉～3/31661843

【パスポート（ユネッサン＋森の湯）】
おとな（中学生以上） 3,500円 ⇒ 1,800円
こども（3歳～小学生） 1,800円 ⇒ 1,200円

※土・日・祝日：【ユネッサン（水着入浴）】9：00～19：00
 【森の湯（裸入浴）】11：00～20：00
※平日:【ユネッサン（水着入浴）】10：00～18：00
 【森の湯（裸入浴）】11：00～19：00

〒250-0407 神奈川県足柄下郡箱根町ニノ平1297
〈アクセス〉箱根湯本駅から箱根登山バス・伊豆箱根バスで約20分「小涌園」下車
 駐車場：有り（1日/1,300円） 〈特典申込期間・チケット有効期間〉2/15～3/31

666079

箱根湯寮

箱根湯本の里山風趣とともに
格別の時間をお過ごしいただけます

【大浴場入浴料】
おとな（中学生以上）1,500円 ⇒ 1,300円
こども（小学生）750円 ⇒ 650円
※タオルのレンタルはございません。
　受付にてご購入いただけます。
　（バスタオル：450円、フェイスタオル：250円）
※小学生未満のお子様のご利用はお断りしております。

〈特典期間〉2/15～3/31662985

使

使 貯

9,430円~11,630円
8,430円~10,630円

ベネフィット・ステーション
箱根宮城野
2～8名1室 お1人様／1泊2食

※除外日：休前日

豪華舟盛り付！
プラスワンディッシュプラン

3/31宿泊までの期間限定530004

四季折々の花が楽しめる、
大正3年に開園した
フランス式整型庭園

「エヴァンゲリオン」が
全館をジャック。
人気のロデオマウンテンと
洞窟風呂が「セカンドインパ
クトの湯」に大変身。その他
にもグルメもお土産も箱根
小涌園ユネッサン限定商品
が盛り沢山！！
※セカンドインパクトの湯は3月
31日まで

【入園料】
おとな（中学生以上）
550円 ⇒ 500円

〈特典期間〉～3/31
672600

箱根強羅公園

「箱根小涌園ユネッサン」×「エヴァンゲリオン」スパ開催期間：2020年1月10日（金）～6月30日（火）「シン・エヴァンゲリオン劇場版」6月27日公開！

芦ノ湖をはじめとする美しい自然が望めるスポットはもちろん、美術館やレジャースポットなども満載の箱根エリア。
そしてやっぱり箱根といえば温泉！観光と温泉を楽しみに箱根へ出かけてみませんか？
芦ノ湖をはじめとする美しい自然が望めるスポットはもちろん、美術館やレジャースポットなども満載の箱根エリア。
そしてやっぱり箱根といえば温泉！観光と温泉を楽しみに箱根へ出かけてみませんか？

©カラー

全
国

30 PC・スマートフォンから 検索    して、会員専用サイトで 検索      ※画像はイメージです。　※本誌面の提示では特典は受けられません。　※別途入湯税が必要な施設もございます。



Neo Workerとは…

スキマ時間を活用して、ベネフィット・ワンの

お仕事をお手伝いいただく制度です。

仕事内容

勤務時間

報酬（一例）

①新規開拓業務
　新たな掲載店舗への電話・訪問営業
②既存掲載店舗フォロー業務
　店舗情報のメンテナンス、フォロー先への訪問

①新規掲載店舗開拓：11,000円（税込）
②既存掲載店舗から追加特典仕入れ： 1,100円（税込）

 原則自由

対応エリア

雇用形態

応募資格

下記エリアで活動いただける方を募集いたします。
北海道・東北・中部・中国・四国・九州（福岡を除く）

〈業界未経験の方、歓迎！〉
・営業または販売経験のない方でも安心。

・PCをお持ちの方。

 業務委託

※①②どちらも1件あたりの料金となります。

※業務上メールでのやりとりが多いため。

※2件目以降は通常の報酬となります。
※2020/4/30までにご応募いただいた方が対象です。

ベネフィット・ステーション3月号共通注意事項
コース別特典（料金）表示について

ベネフィット・カフェ自動決済システムを導入のみなさまへ

A B

ベネポが使える・貯まるメニューです。
※一部メニューで、自己負担額の税抜額をもとにベネポが付与される場合がございますので、詳しくは会員専用サイトの各メニューの詳細情報をご確認ください。
※ご加入のコース、もしくは企業によって、ベネポをご利用いただけない場合がございます。

使 貯 会員専用サイト内で「100　 　　＝100円」としてご利用いただけます。

ご契約内容により、それぞれのコースの会員特典（料金）を示しています。

ベネフィット・カフェ自動決済システム対象
メニューです。（申請可否は企業によって異なります。）

カフェテリアポイントでクーポン
をご精算いただくメニューです。

※ご利用方法にて、デジタルチケット・デジタルクーポンコードとコンビニ発券の両方があるメニューについては、
コンビニ発券プランをご利用いただいた場合、発券手数料（100円/1枚）を頂戴いたします。

〈3月号特典期間〉2020年2月17日（月）～4月30日（木）〈3月号特典期間〉2020年2月17日（月）～4月30日（木）
※本誌掲載のメニューの特典期間は、特に記載がない場合、会員専用サイトをご確認ください。　※ご加入のコースによっては、一部ご利用いただけないサービスもございます。

※誌面に記載の価格は、原則総額表示です。メニューにより、軽減税率の対象のもの、経過措置が適用されるものがございますので、詳細は会員専用サイトをご確認ください。
※掲載情報は予告なく変更となる場合がございます。最新の情報は、会員専用サイトをご確認ください。
※サービス料が別途必要となる店舗・施設に関しては、各メニューに記載の情報をご確認ください。　※宿泊施設に関しては、入湯税・宿泊税・冷暖房費などが別途かかる場合がございます。

BENEFIT STATION 3月号
◎発　行 2020年2月25日発行
◎発行者 株式会社ベネフィット・ワン　観光庁長官登録旅行業第1628号　一般社団法人 日本旅行業協会正会員　〒100-0004 東京都千代田区大手町二丁目6番2号
◎本誌は、2020年1月現在の情報をもとに制作・発行しております。情報内容はやむを得ず変更される可能性がございますので、ご了承ください。◎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。◎同じ提携メニューで特典プランによって利用方法が異なる場合がございます。◎提携メニューや特典プランによって利用人数、PC対応/スマホ対応
などの利用方法に制限がある場合がございます。

※所属企業・団体様の就業規則をご確認の上、ご応募ください。

※学歴不問・ブランクOK。

PCやスマホで簡単応募！

5,000ベネフィット・ワン担当者と面接！
採用のご連絡後、研修を経て
お仕事を依頼いたします

活動スタート！

詳細はこちらから

ベネフィット・ステーションからのお知らせ

NeoWorks

全
国
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