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PROFILE
2000年２月28日生まれ、鹿児島県出身。
第７回「東宝シンデレラ」オーディションでグランプリ受賞。2018年テレビドラマ「義母と娘のブルース」
で注目を集め、その後も話題作出演や劇場アニメの声の出演、バラエティ番組のサブMCなど幅広く活
動。また、「adieu」名義で音楽活動もするなど、マルチな活躍を見せる若手実力派女優。

　深い洞察力と壮大なスケールの作風に定評のある演出家・栗山民也氏

が、PARCO劇場のオープニング・シリーズに満を持して参加。この作品にヒ

ロインとして選ばれたのが、若手実力派女優として注目を浴びている上白石

萌歌さん。

「栗山さんの舞台に立つのが夢だったんです。姉（上白石萌音さん）が出演

した『組曲虐殺』を観たら、ますますその気持ちが高ぶってしまって。今回の

オファーを受けた時は、これ以上の幸せはないってくらいに興奮してしまいま

した」

　学校の課題で、氏の著書をテーマに論文を書いたほどの熱狂的ファンだと

語る上白石さん。そんな彼女が楽しみにしているのが、まさかのダメ出し。

「姉から『栗山さんのダメ出しは面白いよ』って聞いたんです。１つのダメ出しに

対して、知識を添えて指導をしてくれる。しかも自発的に動きをつけることもOK

で、他の演出家の方とは全く違う経験をしたとも。新たな自分の可能性を引き

出すチャンスだと思うので、いろんなパターンのダメ出しを期待してます（笑）」

　そんな彼女が挑戦するのは、パブロ・ピカソが描いた『ゲルニカ』で有名

な、スペインで起こった人類史上初の無差別空爆をテーマにした作品。

「オファーを受けた直後に、新型コロナウイルスの影響ですべての仕事がス

トップ。ほんの数か月前までの常識が通用しなくなった現状が、平和だった

世界が崩れ落ちてしまう今回のストーリーと少なからずリンクしているような気

がしました。そんな現状を、今回の役作りに反映させたいと考えています」

　そして共演者には、演劇界を牽引する豪華メンバーが勢ぞろい。

「早霧さんとは２年ぶりの舞台共演ですが、他の方々は共演経験がなくて、し

かも大御所の俳優さんばかり！　そんな先輩方の背中を見て、舞台の演技

を学びたいですね」

ずっと憧れていた栗山演出の舞台で、
新たな自分を発掘したい

　ここ数年は話題作に多数出演し、学業も同時に並行。ノンストップでここま

で駆け抜けてきたと語る彼女がオフ日に率先して行うのが、都内の公園巡り。

「緑の多い環境で生まれ育ったので、植物の香りに包まれるとホッとします。東

京は緑が少ないと思ってましたが、都心の真ん中にもいくつかあって、上京し

た当初はそのギャップが新鮮でした。近所の公園だけでなく、ちょっと遠くまで

足を運んだりして、公園ライフを楽しんでいます」

オフ日は緑の多い公園でまったり過ごすのが理想

●撮影／伊東祐輔（PEACE MONKEY）　●スタイリスト／道端亜未　●ヘアメイク／冨永朋子（Allure）　●文／三輪順子

PARCO劇場オープニング・シリーズ

「ゲルニカ」

※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。

SPECIAL INTERVIEW

上白石萌歌
カフェテリアポイント

も使える！
&

STAGE INFORMATION

今月の
エンタメ

【日程・会場】
〈東京公演〉 ９/４（金）〜27（日） 

PARCO劇場（渋谷PARCO 8F）

769781

全席指定 9,800円 ⇒ 会員特典 8,900円
更に、5%分の プレゼント！

10月から京都、新潟、豊橋、北九州にて公演あり。

【作】 長田育恵　
【演出】 栗山民也
【出演】 上白石萌歌　中山優馬　勝地涼　早霧せいな
　　　 キムラ緑子　ほか

※地方公演は特典適用外となります。
※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。
※1回にお申込み可能な数量は1までとなります。

ゲルニカの元領主の娘で、何不自由なく生きてきたサラ（上白
石萌歌）。しかし世間ではスペイン戦争が本格化、婚約者も出
兵を志願して出て行ってしまう。街の食堂に出入りするように
なり、各地で激戦が繰り広げられていることを初めて知るサラ。
さらにそこで出会ったイグナシオ（中山優馬）という兵士と恋仲
に。しかしイグナシオはドイツ軍のスパイで、密かに爆撃工作を
進めていた。そんな折、サラの妊娠が発覚。そして、誰も予想し
なかった空爆がゲルニカに…。
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BENEFIT STATION

豪華賞品が
限定価格や無料で
手に入る！

新型コロナウイルスの影響を最小限に抑えるべく、
さまざまな方が奮闘されたことと思います。
そんな皆さまにwithコロナといわれる今を

少しでも楽しんでいただけるよう、企画をご用意いたしました。

　　コロナの今だから
楽しみたい7つのこと

ファクトリージャパングループ
共通施術券1,000円分

人気テーマパーク周辺ホテル
宿泊券

皆さまの「う
れしい！」のために

こんな豪華な賞品がラインアップします。

スペシャル8月１日～14日 限定開催

BALMUDA The Toaster
スチームオーブントースター ショコラ K01E-CW

3
名様

Amazon ギフト券※1  1,000円分

その1

その

月に一度の大抽選会月に一度の大抽選会月に一度の大抽選会
抽選で

5,000名
以上に！

限定価格や無料で

まるよし
松阪牛焼肉用（肩・モモ・バラ）400g

5
名様

50
名様

20
名様

ペア用2組
家族用2組

※1 ・本プロモーションは株式会社ベネフィット・ワンによる提供です。本キャンペーンについてのお問合わせはAmazonではお受けしておりません。
　 　株式会社ベネフィット・ワンカスタマーセンターまでお願いいたします。
　　・Amazon、Amazon.co.jpおよびそのロゴはAmazon.com, Inc.またはその関連会社の商標です。

象印「STAN.」IH炊飯ジャー
（5.5合炊き）NWSA10-BA ブラック

3
名様

※公開は8月1日から。

with

※ 詳細は会員専用サイトを
ご確認ください。
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　　コロナの今だから
楽しみたい7つのこと

神奈川／江ノ島
新江ノ島水族館

神奈川／江ノ島
新江ノ島水族館

神奈川／江ノ島
新江ノ島水族館

神奈川／江ノ島
新江ノ島水族館

670672

670672

670672

670672

その2

月に一度の大抽選会月に一度の大抽選会月に一度の大抽選会

2021年3月まで不定期開催！
会員専用サイトをお見逃しなく！

他にもたくさんの施設で実施します！

千葉/浦安

大江戸温泉物語 
浦安万華郷

660565

東京/江東

東京お台場
大江戸温泉物語

北海道/夕張

ユンニの湯

662964

宮城/富谷

ゆっぽ とみや大清水

664079

日帰り温泉　　　　 特集¥  0無料 ワンコインワンコインワンコインワンコイン

ワンコインワンコインワンコインワンコインワンコインワンコインワンコインワンコイン

¥  0無料 ¥  0無料

メニューNO. エリア 施設名 抽選人数 プラン 一般価格 会員価格 期間限定特典

662804 青森 さかた温泉 5 入浴料 おとな（中学生以上） 300円 250円 無料
663967 岩手 いこいの村岩手 10 立ち寄り入浴料 おとな（中学生以上） 550円 450円 無料
663106 群馬 いこいの湯 10 入浴料 2時間 おとな（中学生以上） 440円 220円 無料
665339 東京 天然温泉　平和島 20 入館料 土日祝 おとな（中学生以上） 最大2,300円 2,100円 500円
660439 東京 豊島園　庭の湯 30 入館券 平日 おとな（中学生以上） 2,070円 1,900円 500円
660642 東京 なごみの湯 10 入館料 土日祝 おとな（6歳以上） 2,180円 2,080円 500円
660401 神奈川 江の島 アイランドスパ 5 入館料（通常期） おとな（中学生以上） 3,175円 2,872円 500円
※特典期間や除外日など、詳細は会員専用サイトより各メニューページをご確認ください。 ※お申込みは、一つの会員IDにつきそれぞれ1回まで。

660068

入館料 一般価格 会員価格 期間限定

おとな（中学生以上） 650円 550円 無料

ご入館券 一般価格 会員価格 期間限定

おとな（中学生以上） 2,933円 1,050円 500円

入浴料 一般価格 会員価格 期間限定

おとな（中学生以上） 600円 500円 無料

御入場券 一般価格 会員価格 期間限定

おとな（中学生以上）最大3,098円 1,900円 500円

8月は

抽選で30名
様

8月は

抽選で10名
様 8月は

抽選で50名
様

8月は

抽選で30名
様

〈特典申込期間〉8/1～8/31
〈チケット有効期間〉9/1～11/30
※3月まで不定期で開催いたします。

8月分申込期間
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その4

その5

みんなの支援でイベントを開催！

その3 その

その

お出かけできる季節になったら・・・
仲間と、家族と楽しく遊ぶことでレジャー施設を応援しよう！
もちろんベネフィット・ステーションならではの、
今だけのお得な特典が満載なので、
ぜひ活用してください！

お出かけできるシーズンになったら・・・

夏のレジャー大特集
7/15～8/31 リリース予定

10月 リリース予定

ベネフィット・ステーション

カラダの気になる各部位に効く動画を
有名フィットネスクラブ厳選でご紹介！
まずは気軽にお家で動画を試してみては？
更に、フィットネス実施後アンケートに答えて
いただいた方にはベネポをプレゼント！

お悩み別に試してみよう！

動画で家トレ特集
7月 リリース予定

アンケート・ステーション
732507

動物園側が
クラウドファンディングで
会員様にイベントの
支援を募集！

動物へのエサ
やりイベントが

　開催できた！

　　お客さん
に楽しんでもら

えるぞ！

面
白
そ
う
な
イ
ベ
ン
ト
が

あ
る
か
ら
支
援
し
よ
う
！

上記のように、さまざまな施設様や団体様と楽しいイベントの開催などの支援をいただくプランを計画中です！
例えば、「新江ノ島水族館」「那須ハイランドパーク」「サッカーのイベント」「馬術連盟のイベント」など
情報は随時会員専用サイトでご紹介いたしますので、お見逃しなく！

家
族
で
イ
ベ
ン
ト
参
加
！

み
ん
な
で
楽
し
め
た
ぞ
！

動物へのエサやり
イベントをやりたいけど
スタッフも費用も
　　必要だなぁ・・・

動物園でのエサやりイベント開催支援募集！
支援をしていただいた方には
イベント参加券をお渡しします

開
催
が
決
定
し
た
ら
・・・

会員様の「行きたい！」と、施設の「イベントを開催したい！」をマッチング！
クラウドファンディングを通してイベントに参加できるかも！

動物園

ご案内

家トレ動画は
ここから
チェック

会員様

メッツァビレッジで使えるクーポンブックプレゼント
メッツァビレッジ

〈特典期間〉8/3～9/6

アンケート回答は
こちらから！

例えば、こんな特典が登場します！
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夏の帰省時には家族としっかりお話をする時間を作るチャンスです。
ご両親の介護のことや、自身の結婚のこと、健康のことなど、
今だからご家族で考え、使っていただきたい特典を揃えました。

これからのこと、家族のことを考える機会が増えた
今だから受けたいセミナーをそろえました。
ぜひお気軽にご参加ください。

夏休みの帰省時に考えてみませんか？

家族のことを考えよう
7/15～8/31 リリース予定

育児・介護をテーマに

WEBセミナー開催します

8/8開催 保活セミナー

会員限定子育てセミナー

事前に知っておきたい保活の流れやポイントを学べます。
〈申込期間〉7/1～8/3

642248
8/29開催

仕事と介護の両立セミナー

介護情報をアップデートしましょう。
いざという時のために、現在の介護の現状をわかりやすく
お伝えしていきます。　〈申込期間〉7/1～8/22

643750

9/12開催 ベビーマッサージセミナー
ベビーマッサージは親と子の絆を育む最高のコミュニケーション！
〈申込期間〉8/1～9/7

● 各施設、徹底したコロナ対策を講じ、ご来場される
　ゲストの皆さまの安全確保を徹底し運営してまいります。

● 特典をご利用の際には、あらかじめ最新の情報を
　ご確認ください。

感染拡大防止に充分のご配慮をいただきますようお願い申し上げます

643750

ご希望条件に合った老人ホームを無料で
お探しします！

資料請求で 1000 プレゼント
見学で 3000 プレゼント
更に、8/31までに介護のほんねを通じて
見学後、12月末日までの入居で
10,000円相当の商品券プレゼント

介護のご相談や忙しい皆様に代わってデイサービスなど
介護事業所をご提案します！まずはフォームのご記入を！

介護事業所探しのフォーム記入で、500 プレゼント
提携介護事業所利用の場合、10000 プレゼント

介護のほんね

みーつけあ

644257 642905

9/5開催

妊活・不妊治療に関する情報をお届けします。
〈申込期間〉７/15～８/31

妊活セミナー 644193

※妊活コンシェルジュサービス『famione（ファミワン）』のメニューからお申し込みください。

〈特典期間〉～8/31

ベネフィットご案内

BENEFIT STATION会員の皆様へ
BENEFIT STATIONをご覧いただきありがとうございます。

本誌は、新型コロナウイルス感染拡大防止に配慮した制作内容となっております。

本誌に掲載できなかった特典や企画は、状況に応じて会員専用サイトにてご案内いたしますので、

ぜひ会員専用サイトも定期的にご覧いただきますよう、お願いいたします。
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1
PIC
K UP

オススメ PICK UP

こだわりの蕎麦とダシを、
厳選素材とともに気軽に楽しめる

足からカラダを健康にする
「台湾の幸せ」を追求したサロン。

2
PIC
K UP

3
PIC
K UP

※ご注文時に利用する特典をお伝えください。

※他の値引き・割引券との併用不可。

※店内飲食に限り、1回のご利用で4名様までご利用いただけます。

※現金とはお引換えはできません。

※家族亭／うどんの詩／花旬庵／三宝庵／蕎菜／蕎旬／のきば　

　の対象店舗でお使いいただけます。

※一部対象外店舗がございます。事前に対象店舗や営業情報をご確認の

　上ご利用ください。

※濃厚お抹茶プリンは一部店舗適用外です。

※ご利用店舗にご予約ください。

※ 商業施設が付加するポイント、フットセラピー／アジアンハーブスが発行するポイントの付加・使用はご利用になれません。

特典対象店舗

お客様に「より美しく」「より健康に」を
提供するドラッグストア

那須連山を望むアウト
レットモール。ファッシ
ョンやスポーツ、アウト
ドアの世界的ブランド
はもちろん、地元生産
者が作る新鮮野菜、レ
ストラン、愛犬と楽しめ
るショップなど約140
店舗がそろいます。

那須ガーデンアウトレット
「リゾレットクーポン」をプレゼント
※「リゾレットクーポン」とは、施設内約90店舗でアウトレット価格から

　さらにお得な割引やさまざまな特典が受けられるクーポンです。

アエラホーム
株式会社
建物本体価格（税抜）

3%OFF
更に、展示場来場で

2000 プレゼント
※すでに展示場またはモデルハウス等にご来場済みの場合は特典対象外。

※ お荷物の外装は無地のダンボール、荷主は医師の個人名、商品名は雑貨になって

おりますので、中身は開けない限りお薬とはわからないようになっております。

ピル購入額の  

5%分の プレゼント

スマホがあれば
いつでも受診可能。
無料の医師相談
窓口もあるので、
生理に関する悩みも
これで解決！

スマルナ

お一人様500円以上のご利用で

100円OFF又は
抹茶プリン1つサービス

足腰健康コース（台湾式足つぼ健康法＋腰・背中施術）50分
 7,480円⇒ 5,984円ほか

家族亭グループ
関東・関西/ 75店舗

足腰健康コースの専門店　
フットセラピー／アジアンハーブス

東京・千葉・神奈川・名古屋・京都・大阪・神戸・福岡 / 全26施設

681474

664552

すべて 　　　 メニュー！

PIC
K UP

PIC
K UP

PIC
K UP

大きなお買い物だから、
割引が嬉しい。

※ 処方箋調剤・酒・たばこ・書籍・100円均一・POSAカード・DPE・

カウンセリング化粧品（資生堂、カネボウ、コーセー、P＆Gプレステージ、

ソフィーナ、FAITH 等）・ブランドメイクなど、

一部割引対象外商品がございます。

※一部対象外店舗がございます。対象外店舗をご確認の上ご利用ください。

※他のクーポン、割引等との併用不可。

※クーポンのご利用は、1日につき1回限り有効です。

※お会計時にクーポン画面をご提示ください。

1,000円（税込）以上お買い上げで

1品20％OFF
656684

全国 / 約190店舗

コクミンドラッグ

8
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ムーニーマンエアフィット女の子用L　
 7,700円⇒ 6,666円ほか

他にも新着メニ
ューが

盛りだくさん！

WebもCheck！

全国

那須連山を望むアウト
レットモール。ファッシ
ョンやスポーツ、アウト
ドアの世界的ブランド
はもちろん、地元生産
者が作る新鮮野菜、レ
ストラン、愛犬と楽しめ
るショップなど約140
店舗がそろいます。

那須ガーデンアウトレット
「リゾレットクーポン」をプレゼント

栃木

※「リゾレットクーポン」とは、施設内約90店舗でアウトレット価格から

　さらにお得な割引やさまざまな特典が受けられるクーポンです。

アエラホーム
株式会社
建物本体価格（税抜）

3%OFF
更に、展示場来場で

2000 プレゼント
※すでに展示場またはモデルハウス等にご来場済みの場合は特典対象外。

全国

〈特典期間〉7/15～9/30

長引く痛みの原因
「モヤモヤ血管」の治療、
お任せください。

痛み治療の専門クリニック　
オクノクリニック 
初診（モヤモヤ血管の検査、モヤモヤ血管を
減らす注射2本含む）5,000円

東京 /神奈川 / 兵庫

※初回のみ限定。初診予約を必ず行ってください。 

※初診結果によりご希望の方には、注射を行いますが内容によっては注射を行わない場合もございます。

〈特典期間〉～12/31

※ お荷物の外装は無地のダンボール、荷主は医師の個人名、商品名は雑貨になって

おりますので、中身は開けない限りお薬とはわからないようになっております。

ピル購入額の  

5%分の プレゼント

スマホがあれば
いつでも受診可能。
無料の医師相談
窓口もあるので、
生理に関する悩みも
これで解決！

スマルナ
全国

スマホで簡単ピル処方6
PIC
K UP

痛み治療の専門クリニック7
PIC
K UP

「2019年度省エネ大賞」を受賞した高品質な注文住宅8
PIC
K UP

那須ガーデンアウトレットで
アウトレット価格からさらにお得に!4

PIC
K UP

ユニ・チャーム製の紙オムツが
割引価格で買える！5

PIC
K UP

育児オムツショップ

毎日使うものだから、
良いものを使いたい！ 
だけど安いと嬉しい…
そんな願いを叶えます！

大きなお買い物だから、
割引が嬉しい。

656826

721572

656612

721561

644069

7月に表参道院
開院予定！
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※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。※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。 
※各公演・イベントの開催状況、お支払い方法に関しては会員専用サイトでご確認ください。

※ P32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。
※P32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！
&今月の

パソナグル－プ「夢オ－ケストラ」

キエフ・クラシック・バレエ
「チャイコフスキー夢の3大バレエ名場面集」
「白鳥の湖 全2幕」

A I  20周年記念TOUR

MYSTERY NIGHT TOUR 2020
稲川淳二の怪談ナイト

ダニール・トリフォノフ 
ピアノ・リサイタル

パソナグループ「夢オーケストラ」 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！
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。

AI デビュー20周年を記念して
全国ツアー開催決定！

今年もあいつがやってくる・・・。
怒涛の28年連続公演！！！

ショパン、チャイコフスキー
両コンクール突破はもはや過去。
現代屈指の若き天才スターによるめくるめく世界。

Entertainment

【日程・会場】  
11/22（日）19:15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】  
ベートーヴェン： 歌劇「フィデリオ」序曲

交響曲第九番「歓喜の歌」  ほか

【日程・会場】 
10/ 9（金）18:30開演　志木市民会館パルシティ【3大】/埼玉
10/11（日）14:00開演　新宿文化センター【3大】/東京
10/21（水）18:30開演　加古川市民会館【白鳥】/兵庫
10/23（金）18:30開演　三原市芸術文化センターポポロ【3大】/広島　ほか
【出演】
キエフ・クラシック・バレエ

【日程・会場】 
11/3（火・祝）18:00開演　
東京国際フォーラムホールA/東京
12/5（土）18:00開演　
狭山市市民会館/埼玉

【日程・会場】 
10/18（日）16:30開演

（16:00開場）
なら100年会館 大ホール
【出演】
稲川淳二

【日程・会場】 
10/10（土）14:00開演　ザ・シンフォニーホール／大阪
10/12（月）19:00開演　東京オペラシティコンサートホール／東京
10/14（水）19:00開演　サントリーホール／東京
【出演】 ピアノ：ダニール・トリフォノフ

MENU No.769727
全席指定　一般価格 7,900円　8%分の プレゼント！
※4歳以上有料、4歳未満座席が必要な場合は有料。

MENU No.769672
〈11/7・14公演〉 S席 一般価格 7,000円 ⇒ 5,850円
〈11/12・13公演〉 全席指定 一般価格 5,500円 ⇒ 4,500円
※未就学児入場不可。

MENU No.769749
全席指定　一般価格 5,600円 ⇒ 5,320円
 更に、100 プレゼント
※未就学児入場不可。

エンタメ

東京
CONCERT

東京・大阪
CONCERT

全国
STAGE

吉川健一芹澤佳通

高野百合絵高橋維

パリ、ロンドン、ローマを席巻したバレエ団がお届けする、
最高のクラシックバレエ！　若きダンサーが魅せる輝きと進化。
ウクライナが誇る至宝、ここに集結。

MENU No.769731
一般価格 8,000円 ⇒ 7,200円
更に、良席保証　10/10：1階席 L列目以内

10/12：1階席12列目以内
10/14：1階席14列目以内

※未就学児入場不可。
※ 曲目変更による払戻しはいたしま
せんのでご了承ください。

©DG DARIO ACOSTA

MENU No.769670
10/11,21 一般価格 4,500円 ⇒ 3,780円
10/9,23 一般価格 3,800円 ⇒ 3,240円

※4歳以上入場可。
※演奏は特別録音音源を使用します。
※ 演目は「夢の3大バレエ」・・・【3大】
「白鳥の湖」・・・【白鳥】としています。

曽我大介

MENU No.769314
全席指定　A席　一般価格 2,500円　良席保証！全席指定　B席　一般価格 2,000円
A席（1階18列まで・2階バルコニー1列目）／B席（3階バルコニー1列目）
※ソーシャルディスタンスを考慮し、お連れ様とお席が離れる場合もございますので、あらかじめご了承くださいませ。

埼玉・東京
CONCERT

奈良
EVENT

千年の時を超えてやってくる、アイリッシュ・トラッド＆ダンスの至宝。
ケルトの音に、人と大地の原点を聴く！

【出演】
ラグース
ファーガル・マーフィー
（ディレクター/アコーディオン/ヴォーカル）
【日程・会場】 
11/ 7（土）14:30開演　
横浜関内ホール/神奈川
11/12（木）18:30開演　
ルネこだいら/東京
11/13（金）18:30開演　
調布市グリーンホール/東京
11/14（土）14:00開演　
昭和女子大学人見記念講堂/東京

ラグース ―アイリッシュダンス―東京・神奈川
STAGE
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ベネフィット・ワン　　
会報誌２０２０年８月号【全国版】
HN02折13　P0033

3207 山岸
責了

20年06月25日08時58分04秒
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主な3つの競技をご紹介

※新型コロナウイルスの影響で無観客試合に変更、または中止になる可能性もございます。ご了承くださいませ。

家族と！ 友達と！
馬術を観戦して
みませんか？

馬の動きの美しさと正確さを競う
もので、音楽に合わせて演技をす
る種目もあり、馬のフィギュアスケ
ートとも呼ばれています。優雅な雰
囲気がただよう競技です。

馬場馬術競技
13～15個の障害物が設置された
コースを、決められた順番通りにミ
スなく飛越し、より早くゴールするこ
とを競います。ルールがわかりやす
く、初めて観戦する方も楽しめます。

障害馬術競技

大会会場はこちら

同じ人馬のコンビで、3日間をかけ
て馬場馬術・クロスカントリー・障害
馬術の3種目を行います。障害物を
飛越しながら数キロのコースを走る
クロスカントリーは迫力満点です。

総合馬術競技

特典
各大会先着10名様限定！
参加費1,000円で

❶お弁当付きでの馬術観戦（馬術ガイド付き）
❷日本馬術連盟のお土産をプレゼント

大会スケジュールなどの詳細は、会員専用サイトから 622624 ！

三木ホースランドパーク
（兵庫県）

神戸電鉄「三木駅」から
車で約10分。
山陽自動車道三木小野ICから
車で約10分。

馬とのふれあい広場があるため、大
会観戦だけでなく馬とのコミュニケー
ションを一日中楽しむことができます。
淡路島の観光と併せての大会観戦
はいかがでしょうか。

山梨県馬術競技場

JR中央本線「小淵沢駅」から
車で約5分。
中央自動車道小淵沢ICから
車で約5分。

八ヶ岳南麓の標高1,000mに位置し、
年間平均気温10℃、夏期平均気温
20℃と夏も快適な競技場。
ベネフィット・ステーション蓼科の森
からも車で約30分！

山梨県馬術競技場での
観戦前後におすすめの
宿泊施設

530044

チェックイン時に、MENU No.
622624で購入いただいた馬術観
戦参加費のデジチケ画面をフロ
ントでご提示ください。

ベネフィット・ステーション 
蓼科の森
おとな お1人様1泊につき

1,000円OFF

人と馬とのコンビで行うスポーツ。
男女の別がないという特徴がある。
複数の種目があり内容はバラエティに富むが、
いずれも人馬一体のパフォーマンスが魅力。

馬術とは？

御殿場市馬術·
スポーツセンター（静岡県）

JR御殿場線「御殿場駅」から
バスで約16分。
東名高速道路御殿場ICから
車で約20分。

ナショナルトレーニングセンター競
技別強化拠点（馬術）に指定されて
います。
近くには御殿場プレミアム・アウトレ
ットも！
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仮14（0034）

ベネフィット・ワン　　
会報誌２０２０年８月号【全国版】
HN02折14　P0034

3207 山岸
責了

20年06月24日17時39分42秒

会
員
様
向
け

企
業
様
向
け

趣味も学びも仲間がいれば、もっと楽しい。ベネフィット・ステーション会員の方同士で「企業」を超えてあなたの街の仲間と
一緒に“遊べる”“学べる”、地域・企業の“部活”支援サービスACTIVITIES。

スポーツやグルメ、映画鑑賞や写真など、様々なジャンルの部活が揃っています。

新たな趣味を探しているあなたに

福利厚生担当者様必見、働き方改革！
ACTIVITIESを活用して、社内の

「人としてのつながり」「心の寄り添い」の
きっかけを生み出しませんか？

ACTIVITIESの生み出すきっかけ

の3つの魅力

スポーツ系
バスケ部、ボルダリング部、バドミン
トン部、ダイビング部、ボウリング部、
ウォーキング部、野球部、皇居ラン部、
合気道部、社交ダンス部、フットサル部

文化系
ボードゲーム部、茶道部、写真部、映画
部、ダイエット部、ハーバリウム部、和
太鼓部、英会話部、読書部、瞑想部、山
梨LOOPS、人狼ゲーム部

飲食系
飲み部、グルメイベント部、ワイン部、
BBQ部、はしご酒部、食べ飲み探検部、
ご当地応援部、スイーツ部

ベネ・ステ会員限定
ベネフィット・ステーション部、おもて
なしの宿部、農業の会、ベネ・ステ ママ
部、ベネ・ステ会員の会

ACTIVITIESでは
全国150以上の部活が活動中

在宅コミュニティ支援

①安心感・信頼感
オンラインなんでも相談

話し手が受け入れられていると
感じて安心感・信頼感をもつ。

②心の解放
オンライン飲み会

職場の人だから安心し信頼して
話せるので、心が解放される。

③新たな一面の発見
オンラインゲーム会

仕事以外の協力を通して自分の
問題点に気づき、改善点の発見
に役立つ。

ベネフィット・ステーションを
お使いの企業様なら

お問い合わせは、お気軽に！　ベネフィット・ワン福利厚生担当者もしくはACTIVITIES事務局（Eメール：activities-info@benefi t-one.co.jp）まで

ACTIVITIESの導入・利用は０円！

キャンペーン その1
抽選で50名様へAmazonギフト券1,000円分プレゼント
※新規登録必須。

 抽選50名  <特典期間>8/1～8/31

キャンペーン その2
ACTIVITIESへの新規入会で200 プレゼント

731500
キャンペーン実施中

732343

and mor
e!

※2020年6月時点の情報となります。
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ベネフィット・ワン　　
会報誌２０２０年８月号【全国版】
HN02折15　P0035

3207 山岸
責了

20年06月24日17時39分42秒
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自宅で満喫 !淡路島の魅力
、

　　　　   お家で楽しく！　無料配信！

淡路島の大自然の中で英語を学べる
Awaji Kids Garden
オリジナル英語コンテンツを公式サイトにて期間限定無料配信中！
お家でお子様と楽しめる英語遊びや生活に役立つ
English Songなどを音声付きで紹介しています。
淡路島の自然と英語をお家で楽しく体験できます！（対象2~6歳）

旧小学校校舎を改築して生まれた淡路島の名産品を取り扱う

のじまスコーラの淡路島市場！

淡路島の玉ねぎ・淡路牛など人気食材や淡路島限定のお土産を取り扱うオンラインショップ！

人気商品のお得な販売企画も！

※画像は2020年5月時点のものとなります

653523 〈特典期間〉8/15～10/31

のじまスコーラ
淡路島市場にてご購入いただいた方に

おすすめ商品プレゼント（500円相当）

Awaji Kids Garden
会員登録は
こちらから
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ベネフィット・ワン　　
会報誌２０２０年８月号【全国版】
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責了

20年06月24日17時40分30秒

〈企業広告〉
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〈企業広告〉
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