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今かチャンス！早めがお得！

いいものセレクション/
1ぼ9.＇置量

恋も自分磨きも、ベネ・ステで踏み出そう！

出会いは、ベネ・ステから！
I謂、＇置量

夏のレジャ ー特集
北海道•東北エリアで人気のメニュ

会員ならもっとお得！

もっトク道の厭

PICK UP 

新規提携メニュー

会員様のための

お得なサ ー ビス
今お届けしたい旬な情報が満載

今だけの期間限定特典も

お見逃しなく
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Special Interview 

溝端淳平
舞台

『ムサシ』

ミニストップ/NewDays





ユーザーマニュアル

※特別な表記がない場合を除いてスマホ・
タブレットの場合は「クリックする」は
「タップする」になります。
※ビューアに表示されない機能がある場合
がございます。

自動でページを移動します

スライドショー12

1ページ移動します

ページ移動❶

先頭ページまたは最終ページへ
移動します

選択した範囲を切り抜いてJPEG
画像として保存します

切り抜き13

片面または見開きページの印刷
をすることができます

印刷15

全画面表示できます

全画面16
ドラッグすると任意のページ
へ移動します

スライダー❷

目次を一覧表示します。表示さ
れた項目をクリックすると該当す
るページへ移動します

目次❸

ページのプレビューを表示しま
す。サムネイル画像をクリックす
ると該当ページへ移動します

サムネイル❹

検索キーワードを入れると、キー
ワードが含まれるページを一覧
表示します。項目をクリックする
と該当するページへ移動します

検索❼

ページ内の任意の場所でドラッ
グすると直線、又は曲線が書けま
す。「しおり」ボタンで一覧を表
示できます

ペン❽

⊕はクリック毎に元のサイズから
200％、400％、800％と拡大
して表示します。⊖は拡大した
ページを元のサイズに戻します

拡大・縮小（クリック）❾

リンクをクリックすると外部
URL またはブック内ページへ移
動します。リンクの色は設定に
よって変わります

リンク17

数値を指定してページを拡
大縮小します。自動調整は
ページをウインドウの大き
さに合わせて表示します

拡大・縮小（数値指定）10

「PDF」はブック1冊、「PDF
分割」はページ単位でブック
を PDF としてダウンロード
できます

PDF 分割・PDF14

ボタンをクリックすると
音声や動画が流れます

メディアボタン18

クリックすると、設定され
たサイトが開きます

お問合せ・資料請求19ページ番号を入力して確定
すると指定ページへ移動し
ます

ページ番号11

ページ内の任意の場所をクリック
してメモを貼ることができます。
貼ったメモにはコメントを入力で
きます。「しおり」ボタンで一覧
を表示できます

メモ❻

登録したしおりを一覧表示でき
ます。「左ページ」または「右ペー
ジ」ボタンをクリックすると今表
示しているページを登録できま
す。しおりの他にメモ・ペンが
登録されているページも一覧表
示できます

しおり❺

機能説明

❶❶
❷❷

❹❹❸❸ ❺❺ ❻❻ ❼❼ ❽❽
❾❾
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溝端淳平（みぞばたじゅんぺい）

PROFILE 

1989年6月14日生まれ、和歌山県出身。
2006年に 「JUNONスーパーポー イ・コンテスト」でグランプリを受賞。翌年に俳優デ
ビューし、2010年に映画『赤い糸』で日本アカデミ ー賞新人俳優賞獲得。映画、ドラマ、
舞台と幅広く活躍。中でも近年は 『ヘンリー五世』 『終わりよければすべてよし』 『十二人
の怒れる男』など、話題の舞台作品に立て続けに出演。

舞台への意気込みや共演の藤原竜也さん、

吉田鋼太郎さんとの関係性など、

気になるインタビューやチケットのお申込みはこちらから！ ► E］

舞台

ムサシ

【日程・会場】 【原作】井上ひさし（吉川英治『宮本武蔵』より）

Bunkamuraシアターコク ーン 【オリジナル演出】蠅川幸雄

彩の国さいたま芸術劇場他、地方公演あり 【演出】吉田鋼太郎
※弊社にて販売取扱いのある公演は東京公演のみとなります。 【音首€】宮川朴引良
特別協賛： Sky株式会社 【出演】藤原竜也、溝端淳平、鈴木杏、
協力：ニナガワカンパニー 塚本幸男、吉田鋼太郎、白石加代子他

謬が盛りだくさん！
a 

•I, 譴新規提携メニュー

噂和宜丘

すぐに使えるお得なクーポン

倫BNew五 1<10S1< 

SNSで労＝習哀佃□をいち旱くキャッチ！
ベネ・ステ公式SNSを活用すれば、

グルメやエンタメなどのお得なサー ビスや生活に役立つ情報が見れる)
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結婚情報とエステの多彩な提携サーピスからセレクトして誌面でこ紹介します。

1 あなたらしい出会い方、きっと見つかる。 II 
結婚相談所なら信頼と実績の いいめぐり逢抄＼いい紺執昏。
オーネット

[P 650027) 

One1; 

結婚相手詔介サー ピスを開始して：こ入会前に
r41年」の安心と信頼。 i r結婚チャンステスト」（無料）で、＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿｛ぴったりなお相手候補の

＇プロフィー ルが閲覧できます。ヽ非弔干9油土ギ＇�一
rおうち婚活」なら、オンラインで
出会いのチャンスが増やせます。

、i'非．飢i塁k_

l 
| ＜特典期間＞7/20~8/31
l 

特典

入会金（プレミアムプラン）
33,000円

⇒ 22,000円
更に、
オー パス閲覧権利1回無料

※ 「オーパス閲覧特典」を見たことをこ申告いただいた方のみ適用

まずは気軽に アクティブに出会いたいなら
ペアーズエンゲージ区亜3 シャンクレールのパーティー

IP656267 l epoirs 啄咳e IP651loo l oCHANE`OLAiRE 
ンヤノクレ ー ル

「おうちてはじめる効率的て新しい婚活体験」 月間動員数50,000人突破！
月会費12,000円で毎月20名紹介。
オンラインで始められるから仕事との両立も◎

特典

入会金無料

入会金・月会費0円。“男女共一人参加限定 ’’

特典

男性参加費 女性参加費
(4,000円以上のバーティー） （全バーティー）
1,500円OFF 無料こ招待

く特典期間＞7/15-8/31

全国網羅の安心感
一般社団法人仲人協会連合会
IP 657364 ] 

安心•安価の仲人協会

ち'/,.と'.た山9l fと
0 5/,.と'9 9lIないを

仲人協会
社団法人が直営する地域最大級の会員数と成婚率。
登録料6,600円、月会費6,600円（入会月の月会費は無料）

特典

入会金
男女共に22,000円が無料

1 恋に自信をくれるエステも、割引価格で。 II 
エステティックミス・パリ

(P 66184l l

恋人にしたくなる女性をつくる 暦芯需7

男のエステダンデイハウス

(P 662466 l 

日本にいい男をつくろう
け芯ぶ HOUSE

• 特典

コ ース金額例）
ミス パリスペシャルフェイシャル(60分）
26,400円⇒ 13,200円 (50%0FF)

知：
金額の20％分の亨プレ

く：；；間＞～9／30

クイーンズウェイ

(P 660774 l

英国式yフVク ‘)ロジーて

健やかなココロとカラダヘQ腔紐璧[9,y

特典

【オー ルハンドエステ】バスト＆ウエスト＆
二の腕75分ティータイム付75分
13,000円⇒ 11,050円

く特典期間＞7/20-8/31

van veal 

IP 662886 l 

手から伝わる温もりを大切に

一人ひとりの 「個有美」り輝かせる

特典

【デジタルチケット】痩身エステ
全身アーュルヴェーダリンパドレナージュ(60分）
18歳以上27,500円⇒ 19,800円

リラクエステ
全身オイルマッサージ／アヴィヤンガ(60分）
18歳以上22,000円⇒ 14,300円

更に、購入金額の10％分のe至団プレゼ
く特典期間＞～9/30

一

ファンタスティックな、レンタル体験
・ 入会して、毎月もらえるご吝を使うと、

entastic! 人気のアレも、欲しいけど買えないコレも、

for Benefit Station 
レンタル料．也んぷ無料！

レンタル対象のアイテムが日々増え続ける、 月々わずか
こんなお得なサー ピスが、 298円！

入会初月＆翌月は広透円⇒ 去ば財しセt•E1R1!
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吾妻連邦を背景に福島盆地を一望
できる高原の上にある道の駅。土湯
温泉郷の入り口に位置している
ので、湯めぐりの拠点として立ち
寄ってみては。

道の駅 つちゆ　つちゆロードパーク福島県

会員特典
ホットコーヒー

OFF
100円

678855

名水百選に選ばれた「羊蹄のふき
だし湧水」を汲むことができます。
温泉やゴルフ場、キャンプ場も隣接
しており、1日中楽しめる施設です。

道の駅 名水の郷きょうごく名水プラザ北海道

768399

田んぼアートが評判の道の駅。
遊具施設や産直施設、レストラン
などが並び、毎週土日祝はフリー
マーケットも開催され賑わいを
見せています。

道の駅 いなかだて  弥生の里青森県

会員特典
350円の

ソフトクリーム

OFF
50円

678760

地産のこだわり季節野菜を使った
レストランメニューや、会津のB級
グルメ、こだわりのジェラート
があり、お腹でも会津の魅力を満喫
することができます。

道の駅 あいづ 湯川・会津坂下福島県

768192

会員特典
レストランで

お料理ご注文の方
おひとりさま
100円OFF

会員特典
お食事をされた方
コーヒーまたは
ソフトドリンク
1杯サービス

さくら豚やしじみなど、大空町の
名産を使った食事を楽しめます。
周辺は地平線を身近に感じさせる
丘が広がり、夕陽はフォトスポット
として有名です。

道の駅 メルヘンの丘めまんべつ北海道

769881

水揚げされたばかりの海の幸や
新鮮な山の幸が豊富に揃っています。
お土産だけでなく、三陸産わかめを
使ったラーメンやソフトクリームも
人気です。

道の駅 やまだ岩手県

679114

会員特典
わかめソフトクリーム

わかめ＆バニラミックスソフトクリーム
280円 180円

280円 180円

会員特典
各種ソフトクリーム

OFF
50円

※お出かけの際は感染拡大防止に充分なご配慮をいただきますようお願いいたします。

もっトク ! 道の駅
M o t t o k u  M i c h i - n o - e k i

旬の特産品や名物料理などが買える、食べられる、楽しいもの、美味しいものいっぱいの道の駅に行ってみよう！
うれしい会員特典を使って、もっとお得に利用しよう！

会員なら

もっとお得
！

780770

山形県

780768

日本海と鳥海山の恵みを受けた味覚を満喫
名峰鳥海山や日本海など、豊かな自然に恵まれた山形県遊佐町。
道の駅鳥海ふらっとでは、お米やお魚等地産の食材をたっぷり使った
メニューがずらり。鮮魚直売所「元気な浜店」で買ったお魚を
合わせて、定食をいただくこともできます。

道の駅 鳥海ふらっと
秋田県

絶景の展望カフェで秋田市を一望
地上100ｍにある無料の展望台では、360度の大パノラマが広がる
秋田市随一の絶景が楽しめます。昭和レトロな雰囲気が漂う
「うどんそば自動販売機」は、長年愛され続けていて根強いファン
が多く、週末には行列ができるほどの人気です。

道の駅 あきた港

会員特典
1階レストラン

アイスクリーム
サービス

「セリオンキッチン」にて

会員特典
ソフトクリーム

50円引き

人気人気
メニュー

※ファーストフード
コーナーのみ
使用可能
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一
PC ・ スマートフォン ・ タブレット等でご自

宅・通勤中・屋外でも自由な場所からご

参加いただけます。

会員制オンラインスナック＊ベネ

,... ヽ

ベネフィット・ステーションが開催する

オンラインセミナ
ー

＆イベント情報を

毎月お届け！

受講料

無料
‘ 

--LIVEセミナーは質疑応答でその場でお 見逃し配信は一定期間視聴可能！自由

悩み解決、会員様同士で会話できるイベ な時間と場所でご視聴いただけます。

ント企画も！

U~• 注目セミナー

島田秀平と手相を楽しもう！
第1弾のママは「りんごちゃん」 [P 780839 

(P 733450 
会員制オンラインスナック＊ベネ
お悩みを抱えた会員様へ素敵なママ
が相談にのります。
第1弾ママは「りんこちゃん」
様々な年代の会員様の悩みに明る＜
寄り添いつつト ークを展開予定l

【開催日時】
9月3日（金） 19:00~20:00
【申込期限】
8月26日（木）

L
I �

定

着？。0名

「うんたん先生のおうちで美容灸」
オンラインセミナー

[P 732977 l 

今注目の東洋医学で
体の根本からきれいに。
お灸、アロマ、かっさを使って
全身の代謝アップ。おうちに
ある道具などを活用してケア
していただけます。薄着の夏
に 向けて、ダイエッ ト ！耳ッポ
やスカルプをケアすることで
リフトアップも。

講師：薄井理恵

だれでも簡単

前回大好評だった島田秀平によ る手
相セミナー、9月にも実施決定！
参加者の中に珍しい手相の人はい
る？手相を使ったコミュニケーション
術とは？
双方向で楽しむオンラインセミナー

ですl

【開催日時】
9月26日（日） 14:00~14: 50
【申込期限】
9月22日（水）

【定員】
先着500名

「日本酒の夏の楽しみ方！
ペンとスマホでつくるLINEスタンプ
オンラインデザイン講座

マインドフルテイスティング」
オンラインセミナー

） 
オリジナルのLINEスタンプをつくって、
友達やパー トナー、
家族とのLINEをもっと楽しみましょう！

使うのは、紙とペンと
スマホのみ。LINE公式
スタンプ作成アプリ
「LINE CREATORS 
STUDIO」を使って、だ
れで も簡単につくれ る
方法をご紹介します。

講師：森屋律子

IP 732977 ] 
マインドフルにテイスティングを
楽しみましょう！
日本酒には、実は色んな楽し
み方があり、またお酒によって
もアレンジの仕方に相性があ

一

ります。発酵についてのお話を1 ‘'、
伺い、自然製法にこだわった
『にいだしぜんしゅ』を使った
オシャレな楽しみ方をいくつ
か紹介していただきます。

講師：ハタヤマナッコ ・ 山下あきこ

12 PC•スマー トフォンから I ベネフィット E口！して、会員専用サイトで I MenUNo.E口！ ※画像はイメージです。 ※サー ビスご利用前に、会員専用サイトの各メニュ ー ペー ジをご確認ください。
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