
ベネフィット・ ステーション　Pickup【グルメ】

カテゴリ 店舗名 サービス内容 利用方法 URL QRコード

グルメ CHEESECAKE LAB seed 貝塚駅店ほか 1,000円以上お買い上げでオーガニック素材で焼き上げたサブレ1枚プレゼント
印刷クーポン

クーポン画面提示
https://tabetime.com/sp/scbs/shop_detail/

top/40031091

グルメ
Chinese Dining Ka-Ka
（チャイニーズ ダイニング カカ）

お会計の15%OFF（ディナーのみ）（現金のみ） クーポン利用
https://tabetime.com/sp/shop_detail/top/4

0036214

グルメ イタリアンバル バルハチゴー ディナー1組様につきピザ1枚50％OFF
印刷クーポン

クーポン画面提示
https://tabetime.com/sp/scbs/shop_detail/

top/40034855

グルメ いわし料理　いわし舟
グループ合計金額10%OFF
お会計の15%または10％OFF

会員証のSマーク提示(S
セレクション)
印刷クーポン

クーポン画面提示

https://tabetime.com/sp/scbs/shop_detail/
top/30018088

グルメ インド料理 サグン 堺店 ディナー お会計の15%OFF
印刷クーポン

クーポン画面提示
https://tabetime.com/sp/shop_detail/top/4

0038380/

グルメ うどん土佐屋 深阪本店、深井店 ちくわ天ぷらトッピング 1つサービス
印刷クーポン

クーポン画面提示

https://tabetime.com/pc/quick_search?key
words=%E5%9C%9F%E4%BD%90%E5%B1

%8B

グルメ
オールデイダイニング ザ・ブラッスリー ／ホテル日航関
西空港

お会計の10%OFF
印刷クーポン

クーポン画面提示
https://tabetime.com/sp/scbs/shop_detail/

top/40017429

グルメ
オールデイダイニング＆ラウンジ
theLOOP ／ホテル・アゴーラ リージェンシー堺

＜平日限定＞ディナービュッフェ３，３００円 ⇒ ３，０００円
印刷クーポン

クーポン画面提示
https://tabetime.com/sp/scbs/shop_detail/

top/40023079
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ベネフィット・ ステーション　Pickup【グルメ】

カテゴリ 店舗名 サービス内容 利用方法 URL QRコード

グルメ キッチン まつ本 お会計の10%off
会員証のSマーク提示

(Sセレクション)
http://benefitone.benefit-

one.co.jp/shousai.php?code=28976

グルメ きんのぶた 店内飲食の会計   10%OFF
印刷クーポン

クーポン画面提示

https://bnft.jp/smp/m/srch/rslt.faces?menu
No=681533&srch=0&planId=0011741552&c

d=20:20:681533::0011741552:::&qr=0

グルメ さち福や ご利用料金から10%OFF
印刷クーポン

クーポン画面提示

https://bnft.jp/smp/m/srch/rslt.faces?menu
No=681525&srch=0&planId=0011699813&c

d=20:20:681525::0011699813:::&qr=0

グルメ ザめしや/めしや食堂/讃岐製麺 総額300円以上ご利用の場合　一般料金より   100円OFF
印刷クーポン

クーポン画面提示

https://bnft.jp/smp/m/srch/rslt.faces?menu
No=680742&srch=0&planId=0010865361&c

d=20:20:680742::0010865361:::&qr=0

グルメ シカゴピザファクトリー 全日ピザ何枚でも定価から   50%OFF
印刷クーポン

クーポン画面提示

https://bnft.jp/smp/m/srch/rslt.faces?menu
No=681472&srch=0&planId=0011238374&c

d=20:20:681472::0011238374:::&qr=0

グルメ スペインバルトーレス （TORRES）
ディナー4,000円コースご注文のお客様500円OFF
ディナーお会計の20%OFF＋タパス1種orドリトスチップスorミックスナッツいずれか1品サービス

印刷クーポン
クーポン画面提示

https://tabetime.com/sp/scbs/shop_detail/
top/40034629

グルメ ディッパーダン イオン堺北花田店　ほか
「バナナチョコクレープ250円クーポン」 バナナチョコクレープ
（１つ400円）が250円。ただし、お一人様５個まで。

印刷クーポン
クーポン画面提示

https://tabetime.com/pc/quick_search?key
words=%E3%83%87%E3%82%A3%E3%83
%83%E3%83%91%E3%83%BC%E3%83%8

0%E3%83%B3

グルメ ドミノ・ピザ ピザ本体価格の30%OFF
印刷クーポン

クーポン画面提示
https://tabetime.com/sp/scbs/shop_detail/

top/40031698
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ベネフィット・ ステーション　Pickup【グルメ】

カテゴリ 店舗名 サービス内容 利用方法 URL QRコード

グルメ とりかわ権兵衛 和泉店ほか ファーストドリンク1杯サービス
印刷クーポン

クーポン画面提示

https://tabetime.com/pc/quick_search?key
words=%E3%81%A8%E3%82%8A%E3%81
%8B%E3%82%8F%E6%A8%A9%E5%85%B

5%E8%A1%9B

グルメ とり秀 お会計の5%off
会員証のSマーク提示

(Sセレクション)
https://tabetime.com/sp/scbs/shop_detail/

top/30017406

グルメ なか卯 26号堺浜寺南店ほか 「親子丼（並）」→（大盛）サイズアップ無料または「親子丼（並）」１杯５０円引き（４９０円→４４０円）
印刷クーポン

クーポン画面提示

https://tabetime.com/pc/quick_search?key
words=%E3%81%AA%E3%81%8B%E5%8D

%AF

グルメ にぎり長次郎 和泉中央店 店内ご飲食代より5％OFF（お持ち帰り商品割引不可）
印刷クーポン

クーポン画面提示

https://tabetime.com/pc/quick_search?key
words=%E3%81%AB%E3%81%8E%E3%82
%8A%E9%95%B7%E6%AC%A1%E9%83%8

E

グルメ パステルイタリアーナ イオンモールりんくう泉南店ほか お会計の10%OFF
印刷クーポン

クーポン画面提示

https://tabetime.com/pc/quick_search?key
words=%E3%83%91%E3%82%B9%E3%83
%86%E3%83%AB%E3%82%A4%E3%82%B
F%E3%83%AA%E3%82%A2%E3%83%BC%

E3%83%8A

グルメ パランセ グループ合計金額10%off
会員証のSマーク提示

(Sセレクション)
http://benefitone.benefit-

one.co.jp/shousai.php?code=85191

グルメ パン ド サンジュ ラスク1袋サービス
印刷クーポン

クーポン画面提示
https://tabetime.com/pc/shop_detail/top/4

0034963

グルメ ピザーラ 「シュリンプミックス」または「竜田ミックス」プレゼント
印刷クーポン

クーポン画面提示

https://bnft.jp/smp/m/srch/rslt.faces?menu
No=680215&srch=0&planId=0011335791&c

d=20:20:680215::0011335791:::&qr=0
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ベネフィット・ ステーション　Pickup【グルメ】

カテゴリ 店舗名 サービス内容 利用方法 URL QRコード

グルメ ピザハット堺宿院店ほか セットや割引商品にもご利用いただける総額からさらに5%OFFクーポン
印刷クーポン

クーポン画面提示

https://tabetime.com/pc/quick_search?key
words=%E3%83%94%E3%82%B6%E3%83

%8F%E3%83%83%E3%83%88

グルメ
ベーカリーレストラン BISTRO309 ららぽーと和泉店
ほか

ドリンクバー無料
印刷クーポン

クーポン画面提示
https://tabetime.com/pc/quick_search?key

words=BISTRO309

グルメ
ベーカリーレストラン バケット イオンモールりんくう泉南
店

ドリンクバー無料
印刷クーポン

クーポン画面提示
https://tabetime.com/sp/scbs/shop_detail/

top/40027918

グルメ ラーメン ニューヨークニューヨーク たまご1個サービス×人数分
印刷クーポン

クーポン画面提示
https://tabetime.com/pc/shop_detail/top/4

0034874

グルメ ワンカルビ 店内飲食の会計   10%OFF
印刷クーポン

クーポン画面提示

https://bnft.jp/smp/m/srch/rslt.faces?menu
No=681532&srch=0&planId=0011741488&c

d=20:20:681532::0011741488:::&qr=0

グルメ 羽衣びーふ亭 ソフトドリンク1杯サービス×人数分
印刷クーポン

クーポン画面提示
https://tabetime.com/pc/shop_detail/top/4

0034913

グルメ 泳ぎとらふぐ専門店ふぐ秀 ディナーお会計の20%OFF
印刷クーポン

クーポン画面提示
https://tabetime.com/pc/shop_detail/top/3

0016756

グルメ 家族亭グループ
店内飲食　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
お持ち帰り   100円OFF

印刷クーポン
クーポン画面提示

https://bnft.jp/smp/m/srch/rslt.faces?menu
No=681474&srch=0&planId=0011530756&c

d=20:20:681474::0011530756:::&qr=0
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https://tabetime.com/pc/quick_search?keywords=%E3%83%94%E3%82%B6%E3%83%8F%E3%83%83%E3%83%88
https://tabetime.com/pc/quick_search?keywords=%E3%83%94%E3%82%B6%E3%83%8F%E3%83%83%E3%83%88
https://tabetime.com/pc/quick_search?keywords=%E3%83%94%E3%82%B6%E3%83%8F%E3%83%83%E3%83%88
https://tabetime.com/pc/quick_search?keywords=BISTRO309
https://tabetime.com/pc/quick_search?keywords=BISTRO309
https://tabetime.com/pc/quick_search?keywords=BISTRO309
https://tabetime.com/sp/scbs/shop_detail/top/40027918
https://tabetime.com/sp/scbs/shop_detail/top/40027918
https://tabetime.com/pc/shop_detail/top/40034874
https://tabetime.com/pc/shop_detail/top/40034874
https://bnft.jp/smp/m/srch/rslt.faces?menuNo=681532&srch=0&planId=0011741488&cd=20:20:681532::0011741488:::&qr=0
https://bnft.jp/smp/m/srch/rslt.faces?menuNo=681532&srch=0&planId=0011741488&cd=20:20:681532::0011741488:::&qr=0
https://bnft.jp/smp/m/srch/rslt.faces?menuNo=681532&srch=0&planId=0011741488&cd=20:20:681532::0011741488:::&qr=0
https://bnft.jp/smp/m/srch/rslt.faces?menuNo=681532&srch=0&planId=0011741488&cd=20:20:681532::0011741488:::&qr=0
https://bnft.jp/smp/m/srch/rslt.faces?menuNo=681532&srch=0&planId=0011741488&cd=20:20:681532::0011741488:::&qr=0
https://tabetime.com/pc/shop_detail/top/40034913
https://tabetime.com/pc/shop_detail/top/40034913
https://tabetime.com/pc/shop_detail/top/30016756
https://tabetime.com/pc/shop_detail/top/30016756
https://bnft.jp/smp/m/srch/rslt.faces?menuNo=681474&srch=0&planId=0011530756&cd=20:20:681474::0011530756:::&qr=0


ベネフィット・ ステーション　Pickup【グルメ】

カテゴリ 店舗名 サービス内容 利用方法 URL QRコード

グルメ 河童ラーメン本舗 堺店　他 煮玉子か小ライスサービス×人数分

会員証のSマーク提示
(Sセレクション)
印刷クーポン

クーポン画面提示

https://tabetime.com/pc/quick_search?key
words=%E6%B2%B3%E7%AB%A5%E3%83
%A9%E3%83%BC%E3%83%A1%E3%83%B

3

グルメ 海鮮料理・寿司 山海
ディナーお会計の20%または10％OFF
ディナー鍋コースご予約時、飲み放題90分を120分に延長

印刷クーポン
クーポン画面提示

https://tabetime.com/pc/shop_detail/top/4
0022579

グルメ 希望軒 堺泉北2号八田店　他 ラーメン1杯につき味玉か麺大盛サービス×人数分

会員証のSマーク提示
(Sセレクション)
印刷クーポン

クーポン画面提示

https://tabetime.com/sp/scbs/shop_detail/
top/40031149

グルメ 居笑屋 天国 和泉府中店ほか
10,000円以上飲食時、お会計の2,000円off
5,000円以上飲食時、お会計の1,000円off

印刷クーポン
クーポン画面提示

https://tabetime.com/pc/quick_search?key
words=%E5%B1%85%E9%85%92%E5%B1
%8B%E3%80%80%E5%A4%A9%E5%9B%B

D

グルメ 魚民 鳳東口駅前店ほか 宴会コース500円OFFまたはお会計の10%OFF
印刷クーポン

クーポン画面提示
https://tabetime.com/pc/quick_search?key

words=%E9%AD%9A%E6%B0%91

グルメ 郷土宴座～enza～ 堺東店 グループ合計金額の20%off
会員証のSマーク提示

(Sセレクション)
http://benefitone.benefit-

one.co.jp/shousai.php?code=101655

グルメ 銀シャリ屋 ゲコ亭 たまご焼き1品サービス×人数分
印刷クーポン

クーポン画面提示
https://tabetime.com/pc/shop_detail/top/4

0034901

グルメ 串家物語
【対象店舗限定】店内販売の串カツセット（1セット10本入り）
　4セット以上の購入で   10%OFF

印刷クーポン
クーポン画面提示

https://bnft.jp/smp/m/srch/rslt.faces?menu
No=681497&srch=0&planId=0011589760&c

d=20:20:681497::0011589760:::&qr=0

https://tabetime.com/pc/quick_search?keywords=%E6%B2%B3%E7%AB%A5%E3%83%A9%E3%83%BC%E3%83%A1%E3%83%B3
https://tabetime.com/pc/quick_search?keywords=%E6%B2%B3%E7%AB%A5%E3%83%A9%E3%83%BC%E3%83%A1%E3%83%B3
https://tabetime.com/pc/quick_search?keywords=%E6%B2%B3%E7%AB%A5%E3%83%A9%E3%83%BC%E3%83%A1%E3%83%B3
https://tabetime.com/pc/quick_search?keywords=%E6%B2%B3%E7%AB%A5%E3%83%A9%E3%83%BC%E3%83%A1%E3%83%B3
https://tabetime.com/pc/quick_search?keywords=%E6%B2%B3%E7%AB%A5%E3%83%A9%E3%83%BC%E3%83%A1%E3%83%B3
https://tabetime.com/pc/quick_search?keywords=%E6%B2%B3%E7%AB%A5%E3%83%A9%E3%83%BC%E3%83%A1%E3%83%B3
https://tabetime.com/pc/shop_detail/top/40022579
https://tabetime.com/pc/shop_detail/top/40022579
https://tabetime.com/sp/scbs/shop_detail/top/40031149
https://tabetime.com/sp/scbs/shop_detail/top/40031149
https://tabetime.com/pc/quick_search?keywords=%E5%B1%85%E9%85%92%E5%B1%8B%E3%80%80%E5%A4%A9%E5%9B%BD
https://tabetime.com/pc/quick_search?keywords=%E5%B1%85%E9%85%92%E5%B1%8B%E3%80%80%E5%A4%A9%E5%9B%BD
https://tabetime.com/pc/quick_search?keywords=%E5%B1%85%E9%85%92%E5%B1%8B%E3%80%80%E5%A4%A9%E5%9B%BD
https://tabetime.com/pc/quick_search?keywords=%E5%B1%85%E9%85%92%E5%B1%8B%E3%80%80%E5%A4%A9%E5%9B%BD
https://tabetime.com/pc/quick_search?keywords=%E5%B1%85%E9%85%92%E5%B1%8B%E3%80%80%E5%A4%A9%E5%9B%BD
https://tabetime.com/pc/quick_search?keywords=%E5%B1%85%E9%85%92%E5%B1%8B%E3%80%80%E5%A4%A9%E5%9B%BD
https://tabetime.com/pc/quick_search?keywords=%E9%AD%9A%E6%B0%91
https://tabetime.com/pc/quick_search?keywords=%E9%AD%9A%E6%B0%91
https://tabetime.com/pc/quick_search?keywords=%E9%AD%9A%E6%B0%91
http://benefitone.benefit-one.co.jp/shousai.php?code=101655
http://benefitone.benefit-one.co.jp/shousai.php?code=101655
https://tabetime.com/pc/shop_detail/top/40034901
https://tabetime.com/pc/shop_detail/top/40034901
https://bnft.jp/smp/m/srch/rslt.faces?menuNo=681497&srch=0&planId=0011589760&cd=20:20:681497::0011589760:::&qr=0


ベネフィット・ ステーション　Pickup【グルメ】

カテゴリ 店舗名 サービス内容 利用方法 URL QRコード

グルメ 堺 塩元帥 トッピング1品、または麺大盛サービス×人数分
印刷クーポン

クーポン画面提示
https://tabetime.com/pc/shop_detail/top/4

0036232

グルメ 三茶ヤ 堺東店ほか Mサイズ料金でLサイズへ変更orトッピング100円サービス×人数分
印刷クーポン

クーポン画面提示

https://tabetime.com/pc/quick_search?key
words=%E4%B8%89%E8%8C%B6%E3%83

%A4

グルメ 山内農場 岸和田駅前通商店街店ほか 宴会コース500円OFFまたはお会計の10%OFF
印刷クーポン

クーポン画面提示

https://tabetime.com/pc/quick_search?key
words=%E5%B1%B1%E5%86%85%E8%BE

%B2%E5%A0%B4

グルメ 秀吉 (ひできち) お会計の10%off
会員証のSマーク提示

(Sセレクション)

http://benefitone.benefit-
one.co.jp/shousai.php?code=87439&gcode

=

グルメ 焼肉きんぐ 石津店 お会計の10%OFF クーポン利用
https://tabetime.com/sp/shop_detail/top/4

0022345

グルメ 焼肉きんぐ 石津店 お会計の10%OFF
印刷クーポン

クーポン画面提示

https://tabetime.com/pc/quick_search?key
words=%E7%84%BC%E8%82%89%E3%81

%8D%E3%82%93%E3%81%90

グルメ 焼肉家 すみび

・お会計5,000円以上で500円OFF、10,000円以上で5％OFF
・ファーストドリンク半額（エビス生ジョッキ・酎ハイ・ハイボール）
・コースメニュー（2名～）・宴会メニュー（10名～）ご利用時、おすすめの一品サービス

クーポン利用
https://tabetime.com/sp/shop_detail/top/4

0022345

グルメ 笑笑 和泉府中駅前店 宴会コース500円OFFまたはお会計の10%OFF
印刷クーポン

クーポン画面提示
https://tabetime.com/pc/quick_search?key

words=%E7%AC%91%E7%AC%91

https://tabetime.com/pc/shop_detail/top/40036232
https://tabetime.com/pc/shop_detail/top/40036232
https://tabetime.com/pc/quick_search?keywords=%E4%B8%89%E8%8C%B6%E3%83%A4
https://tabetime.com/pc/quick_search?keywords=%E4%B8%89%E8%8C%B6%E3%83%A4
https://tabetime.com/pc/quick_search?keywords=%E4%B8%89%E8%8C%B6%E3%83%A4
https://tabetime.com/pc/quick_search?keywords=%E4%B8%89%E8%8C%B6%E3%83%A4
https://tabetime.com/pc/quick_search?keywords=%E4%B8%89%E8%8C%B6%E3%83%A4
https://tabetime.com/pc/quick_search?keywords=%E5%B1%B1%E5%86%85%E8%BE%B2%E5%A0%B4
https://tabetime.com/pc/quick_search?keywords=%E5%B1%B1%E5%86%85%E8%BE%B2%E5%A0%B4
https://tabetime.com/pc/quick_search?keywords=%E5%B1%B1%E5%86%85%E8%BE%B2%E5%A0%B4
https://tabetime.com/pc/quick_search?keywords=%E5%B1%B1%E5%86%85%E8%BE%B2%E5%A0%B4
https://tabetime.com/pc/quick_search?keywords=%E5%B1%B1%E5%86%85%E8%BE%B2%E5%A0%B4
http://benefitone.benefit-one.co.jp/shousai.php?code=87439&gcode=
http://benefitone.benefit-one.co.jp/shousai.php?code=87439&gcode=
http://benefitone.benefit-one.co.jp/shousai.php?code=87439&gcode=
https://tabetime.com/sp/shop_detail/top/40022345
https://tabetime.com/sp/shop_detail/top/40022345
https://tabetime.com/pc/quick_search?keywords=%E7%84%BC%E8%82%89%E3%81%8D%E3%82%93%E3%81%90
https://tabetime.com/pc/quick_search?keywords=%E7%84%BC%E8%82%89%E3%81%8D%E3%82%93%E3%81%90
https://tabetime.com/pc/quick_search?keywords=%E7%84%BC%E8%82%89%E3%81%8D%E3%82%93%E3%81%90
https://tabetime.com/pc/quick_search?keywords=%E7%84%BC%E8%82%89%E3%81%8D%E3%82%93%E3%81%90
https://tabetime.com/pc/quick_search?keywords=%E7%84%BC%E8%82%89%E3%81%8D%E3%82%93%E3%81%90
https://tabetime.com/sp/shop_detail/top/40022345
https://tabetime.com/sp/shop_detail/top/40022345
https://tabetime.com/pc/quick_search?keywords=%E7%AC%91%E7%AC%91


ベネフィット・ ステーション　Pickup【グルメ】

カテゴリ 店舗名 サービス内容 利用方法 URL QRコード

グルメ 生麺専門 鎌倉パスタ イオンモール堺鉄砲町店ほか お会計の10%OFFまたはソフトドリンク1杯無料
印刷クーポン

クーポン画面提示
https://tabetime.com/pc/scbs/shop_detail/

top/40030095

グルメ 千亀利屋(ちきりや) グループ合計金額10%off
会員証のSマーク提示

(Sセレクション)
http://benefitone.benefit-

one.co.jp/shousai.php?code=85183

グルメ 創作イタリアン 丹治 (tanji)
お1人様3,000円以上のご飲食でドリンク1杯サービス ×人数分
1,500円以上のランチご注文でパスタ増量orプチドルチェサービス ×人数分

印刷クーポン
クーポン画面提示

https://tabetime.com/pc/scbs/shop_detail/
top/40034848

グルメ 大津屋 高石店 お会計の20%OFF クーポン利用
https://tabetime.com/sp/shop_detail/top/7

69

グルメ 大津屋 高石店
お会計の20%off
最高割引額　7,000円

会員証のSマーク提示
(Sセレクション)

http://benefitone.benefit-
one.co.jp/shousai.php?code=101081

グルメ 大津屋 泉大津店
グループ合計金額の20%off
最高割引額　5,000円

会員証のSマーク提示
(Sセレクション)

http://benefitone.benefit-
one.co.jp/shousai.php?code=308217

グルメ 大翔 グループ合計金額の10%off
会員証のSマーク提示

(Sセレクション)
http://benefitone.benefit-

one.co.jp/shousai.php?code=89242

グルメ 中華そば ムタヒロ 堺東店 ラーメンご注文の方100円のトッピングサービス×人数分
印刷クーポン

クーポン画面提示
https://tabetime.com/pc/scbs/shop_detail/

top/40034841

https://tabetime.com/pc/scbs/shop_detail/top/40030095
https://tabetime.com/pc/scbs/shop_detail/top/40030095
http://benefitone.benefit-one.co.jp/shousai.php?code=85183
http://benefitone.benefit-one.co.jp/shousai.php?code=85183
https://tabetime.com/pc/scbs/shop_detail/top/40034848
https://tabetime.com/pc/scbs/shop_detail/top/40034848
https://tabetime.com/sp/shop_detail/top/769
https://tabetime.com/sp/shop_detail/top/769
http://benefitone.benefit-one.co.jp/shousai.php?code=101081
http://benefitone.benefit-one.co.jp/shousai.php?code=101081
http://benefitone.benefit-one.co.jp/shousai.php?code=308217
http://benefitone.benefit-one.co.jp/shousai.php?code=308217
http://benefitone.benefit-one.co.jp/shousai.php?code=89242
http://benefitone.benefit-one.co.jp/shousai.php?code=89242
https://tabetime.com/pc/scbs/shop_detail/top/40034841


ベネフィット・ ステーション　Pickup【グルメ】

カテゴリ 店舗名 サービス内容 利用方法 URL QRコード

グルメ 中華料理とり秀 お会計の5%OFF
印刷クーポン

クーポン画面提示

https://tabetime.com/pc/scbs/quick_searc
h?keywords=%E4%B8%AD%E8%8F%AF%E
6%96%99%E7%90%86%E3%81%A8%E3%8

2%8A%E7%A7%80

グルメ 東明飯店 グループ合計金額10%off

会員証のSマーク提示
(Sセレクション)
印刷クーポン

クーポン画面提示

https://tabetime.com/pc/scbs/quick_searc
h?keywords=%E6%9D%B1%E6%98%8E%E

9%A3%AF%E5%BA%97

グルメ 湯葉と豆腐の店 梅の花 さかい利晶の杜店

・懐石コース（3,400円以上）注文時、デザートを「季節のぱふぇ」にグレードアップ（450円相当）サービス×人数分
・お子様ランチ　1,650円　⇒　830円（税込）　ディナーのみ
・梅の花　極（引き上げ湯葉コース）」飲み放題付　ディナーのみ7,860円　⇒　6,200円（税込）
・4名様以上のご利用でワインボトル1本（白・赤いずれか）サービス

印刷クーポン
クーポン画面提示

https://tabetime.com/pc/shop_detail/top/4
0021151

グルメ 日本料理 咲蔵 （さくら） お昼の定食ご注文のお客様 ホットコーヒー1杯無料×人数分
印刷クーポン

クーポン画面提示
https://tabetime.com/pc/scbs/shop_detail/

top/40034852

グルメ 白木屋 鳳東口駅前店ほか 宴会コース500円OFFまたはお会計の10%OFF
印刷クーポン

クーポン画面提示
https://tabetime.com/pc/scbs/shop_detail/

top/40019502

グルメ 民芸 藤よし 堺駅前店 グループ合計金額10%off
会員証のSマーク提示

(Sセレクション)
http://benefitone.benefit-

one.co.jp/shousai.php?code=85221

グルメ 目利きの銀次 鳳東口駅前店ほか 宴会コース500円OFFまたはお会計の10%OFF
印刷クーポン

クーポン画面提示
https://tabetime.com/pc/scbs/shop_detail/

top/40020098

グルメ 遊菜単(ユウサイタン) お会計の10%off
会員証のSマーク提示

(Sセレクション)
http://benefitone.benefit-

one.co.jp/shousai.php?code=87438

https://tabetime.com/pc/scbs/quick_search?keywords=%E4%B8%AD%E8%8F%AF%E6%96%99%E7%90%86%E3%81%A8%E3%82%8A%E7%A7%80
https://tabetime.com/pc/scbs/quick_search?keywords=%E4%B8%AD%E8%8F%AF%E6%96%99%E7%90%86%E3%81%A8%E3%82%8A%E7%A7%80
https://tabetime.com/pc/scbs/quick_search?keywords=%E4%B8%AD%E8%8F%AF%E6%96%99%E7%90%86%E3%81%A8%E3%82%8A%E7%A7%80
https://tabetime.com/pc/scbs/quick_search?keywords=%E4%B8%AD%E8%8F%AF%E6%96%99%E7%90%86%E3%81%A8%E3%82%8A%E7%A7%80
https://tabetime.com/pc/scbs/quick_search?keywords=%E4%B8%AD%E8%8F%AF%E6%96%99%E7%90%86%E3%81%A8%E3%82%8A%E7%A7%80
https://tabetime.com/pc/scbs/quick_search?keywords=%E4%B8%AD%E8%8F%AF%E6%96%99%E7%90%86%E3%81%A8%E3%82%8A%E7%A7%80
https://tabetime.com/pc/scbs/quick_search?keywords=%E4%B8%AD%E8%8F%AF%E6%96%99%E7%90%86%E3%81%A8%E3%82%8A%E7%A7%80
https://tabetime.com/pc/scbs/quick_search?keywords=%E6%9D%B1%E6%98%8E%E9%A3%AF%E5%BA%97
https://tabetime.com/pc/scbs/quick_search?keywords=%E6%9D%B1%E6%98%8E%E9%A3%AF%E5%BA%97
https://tabetime.com/pc/scbs/quick_search?keywords=%E6%9D%B1%E6%98%8E%E9%A3%AF%E5%BA%97
https://tabetime.com/pc/scbs/quick_search?keywords=%E6%9D%B1%E6%98%8E%E9%A3%AF%E5%BA%97
https://tabetime.com/pc/scbs/quick_search?keywords=%E6%9D%B1%E6%98%8E%E9%A3%AF%E5%BA%97
https://tabetime.com/pc/shop_detail/top/40021151
https://tabetime.com/pc/shop_detail/top/40021151
https://tabetime.com/pc/scbs/shop_detail/top/40034852
https://tabetime.com/pc/scbs/shop_detail/top/40034852
https://tabetime.com/pc/scbs/shop_detail/top/40019502
https://tabetime.com/pc/scbs/shop_detail/top/40019502
http://benefitone.benefit-one.co.jp/shousai.php?code=85221
http://benefitone.benefit-one.co.jp/shousai.php?code=85221
https://tabetime.com/pc/scbs/shop_detail/top/40020098
https://tabetime.com/pc/scbs/shop_detail/top/40020098
http://benefitone.benefit-one.co.jp/shousai.php?code=87438


ベネフィット・ ステーション　Pickup【グルメ】

カテゴリ 店舗名 サービス内容 利用方法 URL QRコード

グルメ 雄ちゃん グループ合計金額10%off
会員証のSマーク提示

(Sセレクション)
http://benefitone.benefit-

one.co.jp/shousai.php?code=85166

グルメ 羊の家 堺東店 お会計の10%OFF

会員証のSマーク提示
(Sセレクション)
印刷クーポン

クーポン画面提示

https://tabetime.com/pc/scbs/shop_detail/
top/30017090

グルメ 利休抹茶本舗 堺本店 お会計の20%OFF　（1000円以上、クレジット不可）
印刷クーポン

クーポン画面提示
https://tabetime.com/sp/shop_detail/top/4

0038177

グルメ 和食さと 上野芝店ほか お会計の5%OFF
印刷クーポン

クーポン画面提示
https://tabetime.com/pc/scbs/shop_detail/

top/40023193

グルメ 和食しゃぶしゃぶ　かごの屋 店内でのご飲食代金合計(税込)より   10％OFF（上限2,000円）
印刷クーポン

クーポン画面提示

https://bnft.jp/smp/m/srch/rslt.faces?menu
No=681496&srch=0&planId=0011586845&c

d=20:20:681496::0011586845:::&qr=0

グルメ 焙煎工房 mikiya coffee(ミキヤコーヒー) グループ合計金額10%off
会員証のSマーク提示

(Sセレクション)
http://benefitone.benefit-

one.co.jp/shousai.php?code=94562

グルメ 珈琲所 コメダ珈琲店 堺東店ほか たっぷりサイズご注文時　通常サイズの価格でご提供
印刷クーポン

クーポン画面提示
https://tabetime.com/pc/scbs/shop_detail/

top/40030597

http://benefitone.benefit-one.co.jp/shousai.php?code=85166
http://benefitone.benefit-one.co.jp/shousai.php?code=85166
https://tabetime.com/pc/scbs/shop_detail/top/30017090
https://tabetime.com/pc/scbs/shop_detail/top/30017090
https://tabetime.com/sp/shop_detail/top/40038177
https://tabetime.com/sp/shop_detail/top/40038177
https://tabetime.com/pc/scbs/shop_detail/top/40023193
https://tabetime.com/pc/scbs/shop_detail/top/40023193
https://bnft.jp/smp/m/srch/rslt.faces?menuNo=681496&srch=0&planId=0011586845&cd=20:20:681496::0011586845:::&qr=0
https://bnft.jp/smp/m/srch/rslt.faces?menuNo=681496&srch=0&planId=0011586845&cd=20:20:681496::0011586845:::&qr=0
https://bnft.jp/smp/m/srch/rslt.faces?menuNo=681496&srch=0&planId=0011586845&cd=20:20:681496::0011586845:::&qr=0
https://bnft.jp/smp/m/srch/rslt.faces?menuNo=681496&srch=0&planId=0011586845&cd=20:20:681496::0011586845:::&qr=0
https://bnft.jp/smp/m/srch/rslt.faces?menuNo=681496&srch=0&planId=0011586845&cd=20:20:681496::0011586845:::&qr=0
http://benefitone.benefit-one.co.jp/shousai.php?code=94562
http://benefitone.benefit-one.co.jp/shousai.php?code=94562
https://tabetime.com/pc/scbs/shop_detail/top/40030597
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