平成29年度

福利厚生アウトソーシング事業について
とは

当組合では組合とご家族の皆さんに福利厚生の充実を図るため、福利厚生アウ
トソーシング事業を実施しています。平成29年度も事業委託業者は㈱JTBベネ
フィットとなります。㈱JTBベネフィットが提供する福利厚生サービスの通称を
「えらべる倶楽部」といいます。

生活に密着したメニューからレジャー施設や宿泊・旅行まで、様々なメニューの中から、使いたい
時に使いたいものをご自由にお選びいただける会員制の福利厚生サービスです。割引き等会員様限定
の特典にてご利用いただけます。
会員証を紛失したときや、ご不明な点は
えらべる倶楽部のサービスは、会員ご本人以外にも、 総合インフォメーションまでお問い合わせください。
会員の配偶者、および2親等以内の親族がご利用いただ
TEL：03-5646-5522
けます。
※目的別にご案内します。
音声ガイダンスに沿っておすすみください。
会員証を手元において、ご家族でご活用ください。

▶

国内旅行
対象商品

宿泊補助金額
通常期間

・えらべる倶楽部
会員専用プラン
1名1泊当たり

1名1泊 当たり

1,000 円

・エースJTB
・エースエスコート
・JTB受験生の宿
・サン＆サン

3,000 円

・JR商品「びゅう」
・るるぶトラベル
・るるぶトラベルツアー

NEW 大洗鷗松亭

お申込先

増額期間

・JTB店舗
・えらべる倶楽部会員サイト
・JTB旅の予約センター
TEL 0570-035-660
TEL 0570-036-660
・JTB店舗
・JTB旅の予約センター
TEL 0570-035-660
TEL 0570-036-660
・JTB店舗

1名1泊 当たり

1名1泊 当たり

500 円
1名1泊 当たり

1,000 円
1名1泊 当たり

500 円

3,000 円

・えらべる倶楽部会員サイト
申込先等については別紙
「大洗
鷗松亭」
折込みチラシにてご確
認ください。

●補助金適用条件●
通常期間と増額期間あわせて、1会員当たり年間
（4月〜翌3月）
10人泊まで
対象者は、会員本人および配偶者とそれぞれの2親等以内の方
複数の会員同士でのご旅行の補助金適用上限人数は19名まで
大洗鷗松亭は、共済組合の宿泊利用助成と併用可能です。
●増額期間について●
夏季
（7月14日〜9月25日）
および年末年始
（12月22日〜平成30年1月8日）
に設定します。
ただし、大洗鷗松亭の増額期間は7月1日〜9月30日です。

▶

海外旅行
対象商品

宿泊補助内容

お申込先

基本旅行代金から5％引き
（2親等以内5名様まで）
※ JTB旅カード以外のクレジットカードでお支払いの場合は3％

・ルックJTB
・JTBお買得旅

引きとなります。
※ 追加旅行代金・オプショナルツアー・追加手配料は対象外とな
ります。
※他の割引きとの併用はできません。
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・JTB店舗

3施設あわせて

テーマパーク補助
▶

年間1,000円補助／1枚×4枚ご利用いただけます。

東京ディズニーリゾートⓇ ／ ユニバーサル・スタジオ・ジャパンⓇ
お申込方法（JTB店舗）

直接入園予約券／直接入場券

1,000円 補助／1枚

Step
1

えらべる倶楽部会員証を呈示し、入園希望日をお

お申込方法（FAX）

Step
2

その場で会員認証。 同時に空き状況も確認し、

Step
3

直接入園予約券／直接入場券を受け取り、補助

Step
4

当日、入園ゲートに直接入園予約券／入場予約

東京ディズニーリゾートⓇ
専用FAX申込書をご利用ください。
申込書は、えらべる倶楽部会員サイト
からプリントアウトできます。

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンⓇ
FAX申込はできません。

伝えください。

直接入園予約券／直接入場券を発券いたします。

金額を差し引いた代金をお支払いください。

券のQRコードをかざして入園してください。

直接入園予約券／直接入場券とは、入園日と入園するパークをあらかじめ指定してご購入いただくチケットです。
入園日の2ヵ月前から予約・受取が可能です。 なお、入園にともなう宿泊を同時にお申し込みの場合は、3ヵ月前から予約を受
け付けます。ただし直接入園予約券／直接入場券の受取は2ヵ月前からとなります。

▶

キッザニア東京・甲子園
お申込方法

えらべる倶楽部補助券

補助券の申請

1,000円 補助／1枚
Step
1

JTBベネフィットサービスセンターにご利用の7日前ま
でにお電話または会員サイトからお申し込みください。
サービスセンター TEL 03-5646-5540
フリーコール
0120-924-033
※一部一般電話、携帯電話等からご利用できません。
〜約1週間程度で
「えらべる倶楽部補助券」
が届きます〜

入場日時の予約
届いた
「えらべる倶楽部補助券」
をお手元にご用意のうえ、会員様ご自身で各キッザニア予約センター

Step へお電話でご予約ください。予約センターの電話番号は補助券に記載されています。
※ご予約は、入場希望前日の18:00まで ※電話以外のお申し込みは補助券対象外
2
※当月を含む3ヵ月間の予約が可能

※補助券適用除外日があります。

※キッザニアオフィシャルサイトTOPページのカレンダーが
「○」
の補助券利用対象日に利用可能

Step
3

入場券の購入
ご利用当日、現地チケットカウンターに補助券を提出のうえ、入場料金をご精算ください。
FAX申込はできません。

▶

申込受付期間

東京ディスニーリゾート®
ユニバーサル・スタジオ・ジャパン®

キッザニア東京・甲子園

申込
受付期間

平成29年3月15日 〜 平成30年3月31日

申込
受付期間

平成29年3月15日 〜 平成30年3月31日

入場日

平成29年4月 1日 〜 平成30年3月31日

補助券
有効期限

平成29年4月 1日 〜 平成30年3月31日

キッザニア東京・甲子園は、補助券適用除外日がありますのでご注意ください。えらべる倶楽部会員専用サイトでご確認ください。
いばらき共済

2017.5 No.305 5

お祝い・サポートサービス
人生の大切な節目に、
素敵なサービスをお届けします
条件を満たせばだれでもご利用いただけます
サービスの一部を掲載しております。

ご婚約お祝い
贈呈対象：平成30年3月31日までに入籍もしくは挙式
される予定の会員ご本人様
例えば…

詳しくは、
えらべる倶楽部会員サイトをご参照ください。

ペアランチチケットプレゼント

ご出産お祝い

新入社員お祝い
贈呈対象：平成29年4月1日〜平成30年3月31日まで
にご就職された会員ご本人様

贈呈対象：平成29年4月1日〜平成30年3月31日までに
ご出産された会員ご本人様または配偶者様

例えば…

例えば…

AOKI・コナカの割引きクーポンプレゼント

こども商品券1,000円分プレゼント

小学校入学お祝い

永年勤続10年お祝い
贈呈対象：会員ご本人様が平成29年度に勤続10年を迎
えられる方

贈呈対象：会員ご本人様のお子様もしくはお孫様が平成
29年度および平成30年度にご入学される方

例えば…

例えば…

AOKI・はるやまの割引きクーポンプレゼント

学研の新学習サービス3ヵ月無料プレゼント

こんなお祝い・サポートサービスもご用意しています
ご結婚お祝い

ご懐妊お祝い

第三子お祝い

初めてのお誕生日お祝い

お誕生日お祝い

初節句お祝い

ご入園お祝い

中学入学お祝い

大学入学お祝い

成人式お祝い

資格取得お祝い

自己啓発応援お祝い

住宅購入お祝い

結婚15周年・20周年お祝い

還暦のお祝い

介護サポートサービス

お祝いサービス お申込方法
えらべる倶楽部会員サイトからお申し込み
会員サイトにログインして「お祝いサービス」をクリック。
各お祝い詳細ページから申請フォームにアクセスできます。
Step1 申請フォームにアクセス
Step2 必要事項を入力・送信
Step3 商品をお届け

FAXでお申し込み
該当の会員様は、各ご担当者様からFAX申込書を受領の上、JTBベネフィットサービスセンターへ直接FAXでお申し込
みください。
※FAX申込書で申し込めるサービスには限りがございます。
※茨城県市町村職員共済組合専用FAX申込書は、各所属所の共済事務担当課にご用意しています。
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茨城県内・近隣 New！サービス
▶

会員証呈示でご利用いただける新たな施設

サービス番号

施設名

住所

会員特典

シーフードレストラン メヒコ
水戸フラミンゴ館
大洗店
つくばフラミンゴ館
5D598001
北茨城店
守谷フラミンゴ館
いわきマリンタワー店
いわきフラミンゴ館

ひたちなか市枝川1244
東茨城郡大洗町磯浜町8249
ご飲食代 → 500円引き
つくば市大曽根3362
※3,000円以上のご飲食で、1グループ1回のみ特典適用
北茨城市平潟町字大原内1056-19
（分割しての支払い不可）
守谷市立沢988-1
いわき市小名浜下神白字大作93
いわき市鹿島町走熊字四反田3

6D564001

筑波山温泉

つくば市筑波64-9

6D547001

筑波山ホテル青木屋

入浴料
つくば湯

平日 1,100円 → 1,000円 土日祝 1,300円 → 1,200円
特典適用対象：9名
日帰り入浴料

つくば市筑波753-1

大人 1,100円→ 950円
特典適用対象：5名

※タオルは別料金となります

温泉入場料
（平日）
大子温泉保養センター
森林の温泉

久慈郡大子町矢田15-12

6D593001

ビアスパークしもつま

下妻市長塚乙 70-3

6D594001

あけの元気館

筑西市新井新田 48-1

6D596001

大人 700円 → 600円 こども 350円 → 250円
温泉入場料（土日祝）
大人 1,000円 → 900円 こども500円 → 400円
特典適用対象：4名 ※夜間料金は特典適用外
日帰り入浴料
大人 700円 → 600円 特典適用対象：4名
入館料
中学生以上 700円 → 600円 特典適用対象：全員

各サービスのお申込先
JTB 店舗

／

総合提携店

トラベルサロン水戸

住所

TEL
029-225-5231
029-225-5222

水戸市宮町２−３−２富士ビル 1 階

※国内旅行
※海外旅行

茨城県庁前店

水戸市笠原町９７８−２５茨城県開発公社ビル 1 階

029-301-1008

ニューポートひたちなか店

ひたちなか市新光町３５ＮＰひたちなかファッションクルーズ２階

029-265-2621

日立イトーヨーカドー店

日立市幸町１−１６−１イトーヨーカドー日立店 1 階

0294-21-7474

トラベルサロンつくば

つくば市吾妻１−６−１キュート２階

029-856-5353

イーアスつくば店

つくば市研究学園５−１９イーアスつくば 2 階

029-868-7211

イオンモールつくば店

つくば市稲岡６６−１イオンモールつくば 2 階

029-839-2202

イオンモール土浦店

土浦市上高津３６７イオンモール土浦 1 階

029-835-5051

イオンタウン守谷店

守谷市百合ヶ丘３−２４９−１イオンタウン守谷 1 階

0297-47-1820

古河イトーヨーカドー店

古河市雷電町１−１８イトーヨーカドー古河店 1 階

0280-31-3810

セントラルツーリスト

神栖市大野原４−７−１１鹿島セントラルホテル新館１階

0299-95-5533

セントラルツーリスト東海店

那珂郡東海村舟石川駅東４−１−１イオン東海店２階

029-287-2131

セントラルツーリスト茨城空港店

小美玉市与沢１６０１−５５茨城空港１階

0299-54-0500

法人営業水戸支店

水戸市城南１−１−６ サザン水戸ビル２階

029-225-5233

※団体旅行

法人営業茨城南支店

つくば市竹園２−２−４第 2・Ｉ
ＳＳＥ
Ｉビル 302

029-860-2872

※団体旅行

茨城県外のJTB店舗もご利用いただけます！

JTBベネフィットサービスセンター
旅行専用コールセンター
JTB旅の予約センター（東日本発）

TEL 0570-035-660
（国内：宿泊のみ）
TEL 0570-036-660
（国内：宿泊のみ）
TEL 0570-040-660
（海外）
営業時間：9:00〜20:30

TEL 03-5646-5540
フリーコール 0120-924-033
※一部一般電話、携帯電話等からご利用できません。
営業時間：平日 10:00〜21:00 土日 10:00〜17:00 12/30〜1/3休

えらべる倶楽部会員サイト

http://www.elavel-club.com
上記以外のWEBサイトからのお申し込みについては、補助対象外となります
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