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ご利用前の準備

STEP1 福利厚生倶楽部会員専用サイトへログイン

STEP2 組合員証記号番号（10桁）と仮パスワード(生年月日８桁)でログイン

STEP3 通知先メールアドレスと本パスワードの登録

・必要項目を入力し、「変更/Change」をタップ！

・会員IDと登録した本パスワードは大切に保管してください。

※本パスワード取得後は、ご自身の組合員証記号・番号または会員IDと

本パスワードでログインが可能です。

専用URL：

組合員証
記号(3桁)・番号(7桁)

家族みんなで
使えます

App Store または Google Playより「リロクラブ」で検索！

※AppleおよびAppleロゴは米国その他の国で登録されたApple Inc.の商標です。App StoreはApple Inc.のサービスマークです。
※Google Play、Google Play ロゴは、Google LLC の商標です。 App Store Google Play

リロクラブアプリをインストールSTEP4

仮パスワード
(生年月日8桁)

STEP3で登録した「本パスワード」 と、

「会員ID」でログイン！

アプリなら2回目以降ログイン不要です。

福利厚生倶楽部 活用講座

（例：19890123）

www.fukuri.jp/iba-kyo

通知先メールアドレスとしてご自身で登録したメールアドレス宛に「会員ID」が通知されます。

※詳しいサービス内容は会員専用サイトをご確認ください。サービス・料金等は予告無く追加・変更・廃止される場合がございます、あらかじめご了承ください。

“今”のお得を
見逃さない

キャンペーンなど
旬な情報を随時更新

“今”使える
クーポン

お気に入り登録で
より使いやすく

使いたい時に
すぐ提示

画面提示で会員
特典が受けられる

会員専用サイトで
見つける
おトクな

サービス満載

貯まる・使える
クラブギフト

会員専用サイトの
ポイント制度

見逃せない
「チェック」配信
記事を読むだけで

クラブギフトが貯まる

サービスを利用するならリロクラブアプリが便利！

Copyright(C)2022 Relo Club, Ltd. All rights reserved. 2204000921FU2204ADPSG

（例：9990001234）
記号 番号

【お問い合わせ先】福利厚生倶楽部カスタマーセンター ℡0120-982-291 平日：10時～18時 ／ 土日祝：10時～17時 ※年末年始を除く

※番号は前に0を付けて7桁で入力してください。

※西暦で入力してください。例は平成元年1月23日生の場合

※サービスメニューの一例です※サービスメニューの一例です

ご利用できる方

※会員ご本人と同条件でご利用いただけます。※一部のサービスは利用範囲が異なります。詳しくはお問い合わせください。

LINE公式アカウント

友だち追加していただくと旅行、
グルメ、レジャー、ショッピングなど
おすすめ情報を配信します。

２次元コードまたは「＠reloclub」を検索し「追加」をタップ

ふくりの情報発信ツール

ふくりの優待サーチ

福利厚生倶楽部会員さま向けの公式ブラウザ拡張機能です。日々のGoogle、
Yahoo!の”検索”で、キーワードにマッチした優待サービスが見つかります。

会員専用サイトより「ふくりの優待サーチ」を検索

会員専用サイト

ソーシャルアカウントと
福利厚生倶楽部会員IDを連携すると
2回目以降は会員IDとパスワードの
入力不要！
※本パスワード登録完了後、ご利用いただけます。

Area50は、全国50エリア
で身近に使えるサービスを
毎号厳選してご紹介します。

メールマガジンの登録はこちらから！
チケット先行販売や割引、物品販売
などお得な情報をお届けします。

最新サービス・期間限定の
特別サービスをご紹介

おすすめカテゴリから
見たいカテゴリを選択

会員ご本人・配偶者からリゾートサービス
国内外の宿泊施設、ビジネスホテルの宿泊や
パッケージツアーなどの余暇支援メニュー

3親等内までの方

までの方

会員ご本人・配偶者からグッドライフサービス
ショッピング、グルメ、育児、
レジャー施設などの生活支援メニュー 2親等内までの方

※利用範囲内の方が同行する場合に限り、ご友人の方でも会員料金でご利用いただけます。

会員専用サイトトップページ下の [会報誌] アイコンをクリック

デジタル会報誌
全エリアの会報誌が読める！アプリ経由なら
ログインしたまま閲覧できます。

気になるサービスを見つけ
たら、会員専用サイトに
ダイレクトリンク♪

全国版 地域版

＋

リロクラブの福利厚生アウトソーシング事業をご利用ください！

令和5年4月から（株）リロクラブが福利厚生アウトソーシング事業の委託業者とな
ります。㈱リロクラブが提供するサービスは、「福利厚生倶楽部」会員専用サイトや
リロクラブアプリに会員登録をすることで利用できます。
当ページには仮パスワードの案内が記載されていますので、会員登録するための利

用ガイドとしてお使いください。
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クラブギフトとは？
当クラブ会員専用サイト利用で貯まる、使えるポイントサービスの単位名です。

貯めたギフトは1ギフト=1円相当としてオンライン決済時にご利用できます！

■チェックして貯める

■レシートで貯める

気になる記事をタップして読むだけでギフトが
貯まります。

■会員専用サイトで貯める
チケット/商品券購入で貯める

当クラブサイトで事前購入が可能なチケット購入
の際にギフトが貯まります。お支払い金額200円
に対し1ギフトが付与されます。

宿泊オンライン決済で貯める

対象プランをオンライン決済いただいた際にギフ
トが貯まります。お支払い金額200円に対し1ギフ
トが付与されます。

お買い得ソクホウで貯める

お買い得ソクホウサイトでのお買い物で

ギフトが貯まります。

対象サービス優待利用時のレシートを申請する
とギフトが貯まります。

◀リロクラブアプリ

右上アイコンをチェック！

■チケット/商品券購入で使う

事前購入可能なチケット購入画面にて

ご利用ください。

■宿泊オンライン決済で使う

オンライン決済予約画面にてご利用ください。

■お買得ソクホウで使う

お買得ソクホウサイトの決済画面にて

ご利用ください。

「現在のGift数はこちら」から確認できます！

（例）貯まったギフトの詳細

貯まったギフト 1000 ギフト

獲得予定 0 ギフト

国内宿泊予約横断検索

国内宿泊は比較・検索・予約まで会員専用サイトでできます。人気の保養所を含めた国内大手旅行サイトの横断検索が可能！一括検索・一覧

比較ができ、どこで申し込めば一番お得か一目瞭然。さらに補助・特典付きなのでどこよりも安く、大手予約サイトのポイントも貯まります。

全18サイトを横断検索国内宿泊なら約20,000施設以上

宿泊補助は1,500円（通年）10人泊まで

【室数限定】【事前決済】

シーズンによって料金の変動がない、

特別料金で泊まれるプランです。※連泊不可。

「ふくりのトラベル」アプリ

宿泊予約や検索が簡単にできます。

リロクラブアプリをダウンロードしていれば、ログイン不要！

App Store Google Play

平日・休日

2,500円 ～

休前日

3,900円 ～

Point① トク宿プランだけのおトクな特別価格！

Point② 「平日・休日」と「休前日」それぞれ年間一律料金！

Point③ さらに特別キャンペーンを毎月実施！

※詳細は会員専用サイトにてご確認ください。

※詳しいサービス内容は会員専用サイトをご確認ください。サービス・料金等は予告無く追加・変更・廃止される場合がございます、あらかじめご了承ください。 【お問い合わせ先】福利厚生倶楽部カスタマーセンター ℡0120-982-291 平日：10時～18時 ／ 土日祝：10時～17時 ※年末年始を除く

ー 宿泊補助制度 ー
国内宿泊をご利用の際、会員専用サイトなど
に掲載の通常会員料金より、さらに補助金を
差し引いてご利用いただける制度です。

大洗鷗松亭及び宿泊施設ページの マークが表示

されているプランが補助の対象となります。

●オンラインショッピングを楽しむ

●動画＆ゲームを楽しむ

【対象ショップの一例】

●勉強する

●おうちごはん

＜特典例＞出前館クーポン 1,000円 → 950円 他

※掲載サービスは一例です。

「ふくりのショッピングサーチ」は、
複数のショッピングサイトと連動。

120万点以上の商品の中から

欲しい物を探せます。

●おうちの整理整頓や、模様替えで居心地アップ

カフェ・ファーストフードなど

人気のサービス多数！
グルメ

フィットネス 全国約5,000施設で利用可能。

好みに合わせて
都度利用や

月会費会員など
通い方が選べます

オンラインフィットネスも充実！
他

ギフト券
毎日のお買い物やオンラインでも

お得にショッピングが楽しめます

レジャー 遊園地、動物園、水族館、日帰り湯など、

全国のレジャー施設がご利用いただけます。

※詳細については、会員専用サイト

「ショッピングサーチ」をご確認ください。

他

※お申し込み方法は別途案内いたします。

年度内1回のみ4コードまでのお申し込みとなります

東京ディズニーリゾート公式
サイト内、オンライン予約・
購入サイトにアクセスしてく
ださい。

申込方法

申込制限

申込対象期間中に、会員専用サ
イトから利用券(コード配信)を
申し込みます。
※お申し込みは会員専用サイトのみです

ご希望のチケットをご購入くだ
さい。
※オンライン予約・購入サイトでの購入
時には、別途、ディズニーアカウントの
ユーザー登録が必要です。

決済時、配信された「個券番号(14桁)」
と「オンライン用コード(8桁)」を入力
し、補助金額が差し引かれた金額で決済
してください。

ご利用日当日、受け取った
パークチケットを持参し、
ご利用ください。

「コーポレートプログラム利用券（コード配信形式）」

会員専用サイトの【My Page ご利用
履歴＞利用実績・クチコミ投稿】に
「個券番号(14桁)」と「オンライン用
コード(8桁)」が表示されます。
※申込完了後、20分以内に表示されます
※紙チケットの送付はありません

東京ディズニーリゾート


