～お得なメニューをご家族の皆様も含めてご利用ください！～

『福 利 厚 生 倶 楽 部』のご案内

ご利用範囲

ご家族のみなさまも会員と同条件でご利用可能！

☆リゾートはご家族３親等以内☆

☆グッドライフはご家族２親等以内☆

１． みなさまへの配付物
曾祖父母

1） 会 員 証 は 大 切 に 保 管 し て く だ さ い ！
皆様に会員証が配付されます。会員証は様々な
サービスを利用する時に必要になってきます。また
退職時にはこの会員証を返却していただきますので、
紛失することがないよう大切に保管してください。

◇会 員 証 の 配 布
②

①

本人・配
偶者

① 会員証は台紙に貼りついた形でみなさまに配付されます。

仮パスワード

◇ガ イ ド ブ ッ ク

本人・配
偶者
兄弟姉妹

子

孫

甥姪

兄弟姉妹

曾孫

Resort
p.50

4,000円～

岡山県

※会員専用サイトをご利用
する際、パスワードが必要に
なります。
パスワードが不明な場合は、
カスタマーセンターまで
お問い合わせください。

♪「グッドライフ編」では、宿泊以外の全
サービスが紹介されています。
♪「リゾート編」では、保養所や提携ホテ
ル、厳選の宿、などの宿泊関連サービスが
紹介されています。

◇メ ー ル 速 報
毎週発信

3,500円～

山口県
ポピースプリングスリゾート＆スパ

ホテル西長門リゾート

伝統とモダンが息づく街。
京都。その市内の中心、
四条烏丸に近く、観光、
ビジネスに最適。

天然温泉とアロマテラピー
を融合させた新しいタイプ
のリゾート。

すべての客室がオーシャン
ビューになっています。
庭園では、毎夜美しいイル
ミネーションが点灯。

1室３名以上 素泊り

Resort
p.286

◇会報誌（全国版・中四国版）

1室3名 素泊り

ホテル日航プリンセス京都
ガイドブックの閲覧や検索、申込み等ができます。

年１回４月発行

ユニバーサル・タワー

ユニバーサル・スタジオ
・ジャパンに直結する33階
建ての地上138mのランド
マーク的ホテルです。

1室3名以上 素泊り

Resort
p.52

京都府

額！！

ホテル京阪

神戸市街地への快適アクセ
スと充実した施設を誇るシ
ティーリゾート。

客室は23～27階の高層階。
お台場・新宿・東京ディズ
ニーリゾートへのアクセス
便利。

4,300円～

孫

子

大阪府
神戸ポートピアホテル（南館）

第一ホテル東京シーフォート

1室3名 素泊り

両親

休前日 も同

兵庫県

東京都

Resort
p.189

◇会員専用サイト

祖父母

叔父叔母

①各エリア人気宿泊施設

③ 台紙には初めて会員専用サイトを利用する時に必要な「仮パ
スワード」が記載されています。会員専用サイトを利用する
まで大切に保管してください。

2） メ ニ ュ ー は こ の よ う に 案 内 さ れ ま す ！

両親

活用講座 リゾート編オススメメニュー

② 会員証は台紙からはがして大切に保管してください。
③

祖父母

4,500円～

ガイドブック・会報
誌・専用サイト
から希望する宿泊
施設を選択

1室3名 朝食付

Resort
p.53

カスタマーセンター
で宿泊施設の予約申
込

Resort
p.55

4,800円～
カスタマーセンター
から予約確認書を
送付

1室3名以上 素泊り

4,500円～

現地フロントにて
予約確認書提示

チェックアウト時に
フロントにて料金精
算

年6回発信

コンサートチケットや通信販売など様々
なお得情報をFAXもしくはメールで案
内します。毎週日曜日に配信予定です。
また、ホームページより、メールマガジ
ン登録も可能です。

四季折々の企画やキャンペーン、
地域に密着したオリジナル企画
を提供。

②宿泊補助制度もご利用いただけます！
旅行会社宿泊プラン

Resort
p.403

公共のお宿

提携旅行代理店の宿泊プランをご利用する際にお
一人様1泊あたり1,000円～2,500円の補助が受
けられるサービスです。

提携の公共の宿をご利用する際にお一人様1泊
あたり2,000～2,500円の補助が受けられる
サービスです。

２． 利用方法と利用範囲

Resort
p.405

提携旅行代理店の宿泊プランをご利用の際
ガイドブック掲載の公共の宿をご利用の際

ご利用方法

会員証提示だけで、お得になるメ
ニューも多数有り。

０１２０－９８２２９１
FAX

０１２０－９８２７００
福利厚生倶楽部会員専用サイト

http://www.fukuri.net
携帯サイト

ご本人とご家族

サービスの提供

福利厚生倶楽部

http://www.fkr.jp

日本旅行：日本の宿（全国シリーズ、ホテルプラン）
農協観光：旅立ち、
西鉄旅行：お宿自慢、大人の隠れ湯

パッケージツアー
パッケージツアーもパンフレット掲載料金
から補助があります。
赤い風船は７～１０％の補助が受けられるので、
とってもお得です！ご友人の方がご同行される
場合も同率補助させて頂きます。

3～12％OFF

記載のサービス・料金等は2012年4月現在のものです。詳しいサービス内容は会員専用サイト・ガイドブック・会報誌等にてご確認下さい。サービス・料金等は予告無く追加・変更・廃止される場合があります。予めご了承下さい。

2,500円補助

＜補助対象のプラン＞

営業時間
平日 ／１０：００～１８：００
土日祝／１０：００～１７：００

お申込みは福利厚生倶楽部カスタマーセンターにお電話して頂くだけ！
宿泊・チケットなどのお申込みからご質問まで全て対応させて頂きます。

電話・ＦＡＸ・Ｗｅｂ･携帯

お1人様1泊あたり

お1人様1泊あたり

2,000～2,500円補助

Resort
p.410

活用講座 グッドライフ編オススメメニュー
【Goodlife P237】

（１）．スポーツクラブ

会員料金

利用方法

テルサドルフィンクラブ（松江市）

５００円

会員証

コナミスポーツ松江・米子（松江市・米子市）

５２５円

会員証

ゴールデンユートピアおおち（邑智郡）

３００円

会員証

太陽フィットネスクラブ石見（益田市）

６３０円

会員証

フィットネスクラブパジャ（米子市）

５２５円

会員証

Zeroスポーツ（鳥取市）

５００円

法人会員券

一般料金

会員料金

松江東宝５

１,８００円

１,２００円

ＭＯＶＩＸ日吉津

１,８００円

１,３００円

鳥取シネマ1,2

１,８００円

１,２００円

Ｔ・ジョイ出雲

１,８００円

１,３００円

こころが元気でない・もしモヤモ
ヤが続いていたら・・・
相談料・・・・無料

●悩み事相談ダイヤル（予約制）
職場の人間関係や夫婦、
子供についての悩みなど

相談料・・・無料

相談料・・・・無料

チェック ガイドブックを楽しく見よう！
「ホームページもいいけど、やっぱり本でゆっくりみたい」と言われる方は、職場に備え付けのガイドブックを見てみましょう！
勿論、個人購入も可能！ １冊ご両親にプレゼントされてはいかがですか？ （１冊５５０円＋送料５００円＝１,０５０円）

【Goodlife P269】
映画館名

●メンタル相談デスク

●ココロ元気チェック！！
Webで毎日の心の元気を簡単にチェック
できます！ ストレスと上手につきあうアド
バイスも満載。こまめにチェックしてセルフ
ケアにお役立てください。

山陰両県で８施設！
施設により利用方法が違いますので、ガイドブックまたはＨＰでご確認願います！

（２）．映画館

【Goodlife P67～】

（７）．メンタルヘルス

山陰の施設（一部紹介）

送料無料

■充実の制度でバックアップ！「こんなとき、あんなとき」色々使えます！
(巻頭 P１～22)
・結婚お祝い ・成人お祝い ・金婚式お祝い ・定年退職お祝い ・ご出産お祝い ・英語チャレンジ制度

映画作品で選ぶ
「シネマクラブ」
もあります！
詳しくはＨＰで！

・新入社員フリートレーニング制度など ・社員親睦旅行制度（女子旅/仲間旅）など
■福利厚生を上手に使ってお得に旅しよう！
（Ｒｅｓｏｒｔ Ｐ２３～２４）
・3世代でGo ・ベビー同伴旅行 ・永年勤続旅行 ・結婚記念日旅行 ・国内新婚旅行 ・バースデープレゼント
・社員親睦旅行制度（女子旅/仲間旅）など

（３）．日帰り温泉

山陰両県で２６施設の日帰り温泉！

【おーゆ・ランド（米子市）】
楽しさいっぱい！皆生の源泉・湯元
790円 → ５００円
【北山健康温泉（出雲市）】
浴槽施設・レストラン・多目的室など
複合した健康施設。
５００円 → ３００円

【Goodlife P332】
【松江ﾆｭｰｱｰﾊﾞﾝホテル（松江市）】
展望浴場は松江しんじ湖温泉を
源泉とした本物の温泉
1,000円 → 500円
【割烹温泉 ゆらり（出雲市）】
中国地方最大級の天然温泉で
すべすべのお肌に！
６００円 → 500円

《
会員証提示で使えるメニュー》
《会員証提示で使えるメニュー》

（４）．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
●各施設お一人様年間４枚まで1,000円補助を実施（合計8枚）
●お申込み時期等の告知は、会報誌「F.U.N.」にて全社員様に実施。

お１人につき（年間計８枚まで)

１,０００円割引

●カラオケルーム アイドル

【Goodlife P275】

松江市内 ４店舗

室料（１時間あたり） ２０％ＯＦＦ

（５）．グルメ

【Goodlife P348】
炉端 かば
炭屋定之助
旬魚食彩処 ふくわらい
洋麺屋ピエトロ 松江/米子
RCグループ（炭火串焼 夢路など）

（６）．各種スポーツ

特典：飲食代10％OFF
特典：飲食代15％OFF
特典：飲食代10％OFF
特典：飲食代（17時以降） 5％OFF
特典：飲食代5％OFF

●デパート
会員証提示
でＯＫ！

【Goodlife P230～243】
日本海ゴルフセンター
川津ゴルフ倶楽部
しんじ湖ボウル
米子ＹＳＰボウル
湖遊館

ほんの一部を紹介

会員証を提示していただければ、会員特典が受けられます。

特典：【サービスボール】20球無料
特典：【ボール使用料(50球)】 400円 、【打ち放題(3時間以内)】 1,600円
特典：【1ゲーム】 100円OFF、【3ゲームセット】 900円
特典：【1ゲーム】50円OFF
特典：【滑走料】100円OFF

●レジャー施設
●日帰り入浴
●飲食店
等・・・

【Goodlife P175】

髙島屋 （米子市）

お買い物
●紳士服

５％ＯＦＦ
【Goodlife P177】

紳士服のはるやま 山陰では１１店舗

全商品

10％OFF

記載のサービス・料金等は2012年4月現在のものです。詳しいサービス内容は会員専用サイト・ガイドブック・会報誌等にてご確認下さい。サービス・料金等は予告無く追加・変更・廃止される場合があります。予めご了承下さい。

会員証の提示で
多くのメニューが
ご利用可能です。
詳しくはＨＰ等を
ご覧ください。

