
HAND
BOOK
SHINKOKAI

2022
一般財団法人 神奈川県教育福祉振興会

令和4年度
振興会ハンドブック

20222022
HANDHAND
BOOKBOOK

振
興
会
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
（
令
和
４
年
度
版
）

一
般
財
団
法
人
神
奈
川
県
教
育
福
祉
振
興
会



●ハンドブック利用方法

■利用対象

現職会員
（毎月会費を納めている方）

継続会員
（退職後に掛金を一括納入した方）

■利用方法等

★利用時は、教育福祉振興会の「会員証」をご提示ください。
★各種利用券は、「利用対象」「利用上の注意」を確認のうえご利用ください。
★利用要件の不備等が確認された場合、返金及び正規料金のお支払いが発生します。
★施設によって、利用対象及び利用方法が異なりますので各掲載頁でご確認ください。
★掲載の金額は税込表記です（税別の場合は別途付記します）。
★諸般の事情等により掲載内容等が変更となる場合があります。
★最新情報（新規契約・契約終了等）は広報紙及び振興会ホームページでお知らせします。
★ご不明点は振興会までお問い合わせください。

●会員専用ホームページのログイン方法

現職会員
　　　ID� genshoku
　　　パスワード� kaiinn

継続会員
　　　ID� keizoku
　　　パスワード� kaiinn

①振興会ホームページ（https://www.kyo-fukushi.or.jp）を開く
②トップ画面右上の『 ログイン』から上記 IDとパスワードを入力（半角小文字）
③各種申請様式等は「各種事務手続き」からダウンロードできます。

振興会HP

★会員証再交付申請書
★介護休暇等による会費免除申請書
★各種給付金請求書
★住宅貸付関係申出書
★医療互助関係書類
★契約施設各種申込書　　　など

見　本 見　本
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●振興会のあらまし

■設立目的
　一般財団法人神奈川県教育福祉振興会は、神奈川県における県民の自発的な教育活動を支援し、市
町村立の小中学校教職員等の福祉の向上を図り、教育文化の振興に寄与することを目的として昭和
59年 3月 28日に設立され、昭和 59年 4月 1日から運営している一般財団法人です。

■会員数（令和 4年 1月現在）

現職会員
　約 36,200 人

継続会員
　約 11,800 人

■事業内容
　現職会員の給付事業、厚生事業、住宅建設資金貸付事業を行うとともに県民の教育文化活動のため
サイエンスショーや音楽会、講演会などの公益事業を行っています。
　また、継続会員の医療互助事業、継続厚生事業を行っています。

■個人情報保護
　振興会では、個人情報保護法や関係法令等を遵守し、保有している個人情報の適正な管理・保護に
努めます。

●現職会員について

■概要

加入資格 県内の市町村立小・中学校等の教職員等で、市町村教職員互助団体に加入された方
※会員期間は 60歳年度末まで

会 員 証 加入時に「振興会会員証（青色）」を交付しています。
再交付希望の方は「会員証再交付申請書」を振興会に提出してください。

会員番号 振興会の現職会員番号は「職員番号」です。
会　　費 毎月の給料等から会費を納入

変 更 届
所属（学校）・住所・氏名の変更における変更届の提出は不要です。
※ただし、①横須賀市立高校・横須賀市立幼稚園　②大磯町立幼稚園　③市町村互助会・
教職員組合等の所属の方は市町村互助会宛て届出が必要です。

退　　会
退職による退会届の提出は不要です。振興会に「振興会会員証（青色）」を返却してくだ
さい。
※ただし、①海外派遣者の希望退会　②横須賀市立高校・横須賀市立幼稚園　②大磯町
立幼稚園の所属の方の退会は市町村互助会宛て届出が必要です。

問 合 せ 総務・経理班　☎ 045-681-3049（平日 8：30～ 17：15）

見　本

見　本 見　本
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●現職会員について

■年間行事予定（現職会員対象）

発 行 月 年間行事予定（実施月）
4月 振興会ハンドブック　発行（5月お届け）

6 月

振興会だより 130号　発行（6/10）
芸術鑑賞会（随時）
東京ディズニーコーポレートプログラム
キッザニア東京（通年）
横浜アンパンマンこどもミユージアム（通年）
サッカー観戦会（2022シーズン）
プロ野球観戦会（2022シーズン）
ディズニー・オン・アイス（8月）
アンケート実施（8月）
チケット利用事業（夏休み）
ゴルフ講習会（夏休み）
ダークアクアリウム（11月）
自然科学実験教室「サイエンスショー」（11月）

11月

振興会だより 131号　発行（11/10）
芸術鑑賞会（随時）
チケット利用事業（冬休み）
歴史講座（冬休み）
健康づくり教室（冬休み）
ゴルフ講習会（冬休み）
県民教養講座（未定）
はばたけ子どもたち　夢・未来コンサート（2月）

3月

振興会だより 132号　発行（3/10）
芸術鑑賞会（随時）
東京ディズニーコーポレートプログラム
キッザニア東京（通年）　
サッカー観戦会（2023シーズン）
プロ野球観戦会（2023シーズン）

問 合 せ 事業班　☎ 045-211-4483（平日 8：30～ 17：15）
＊年間行事は変更となる場合があります。

見　本
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●継続会員（医療互助会員）について

■概要

会員区分

継続会員は、退職後に加入手続きをされた方が有する会員資格です。
現職会員資格終了後（退職後）、「医療互助会員」の加入手続きが必要となります。
＜医療互助会員＞ 加入時に掛金を納入いただきます。
＜生涯福利会員＞ 新規募集は行っていません
＜福祉年金会員＞ 制度終了

会 員 証 加入時に「振興会会員証（白地に赤色）」を交付しています。
再交付希望の方は「会員証再交付申請書」を振興会に提出してください。

会員番号
＜医療互助会員＞ 7桁（6桁）の会員番号
＜生涯福利会員＞ Fから始まる 6桁の会員番号
＜福祉年金会員＞ 8桁の会員番号

変 更 届
住所・給付金受取口座を変更する場合、所定の変更届の提出が必要です。
＜医療互助会員＞ 振興会会員専用ホームページからダウンロードできます。
＜生涯福利会員＞ 振興会にご連絡ください。
＜福祉年金会員＞ 振興会にご連絡ください。

退　　会 所定の届出書を送付しますので振興会にご連絡ください。
問 合 せ 医療・貸付班　☎ 045-681-3054（平日 8：30～ 17：15）

■加入手続き（医療互助会員）

加入資格 現職会員を退職された方及びその配偶者で満 45歳以上の方
※現職会員期間が 5年以上の方

加入申込 退職日の翌日から 6ヶ月以内に「加入申込書」を提出してください。

加入掛金 加入日の満年齢で金額が決まります。
【参考】60歳 600,000 円

加入期間 退職日の翌日が加入日となります。会員期間は終身です。
問 合 せ 医療・貸付班　☎ 045-681-3054（平日 8：30～ 17：15）

■給付の種類（医療互助会員）

療養補助金 疾病や負傷等により保険内診療（調剤）を受けたとき（医療機関ごとに 2千円控除・
年間給付上限額 25万円・70歳の年度末まで・75歳年度末までの延長あり）

健康祝金 療養補助金が無給付であったとき（70歳 7万円又は 75歳 10万円）
長寿祝金 長寿年齢に達したとき（77歳 5万円・88歳 7万円・99歳 10万円）
退会一時金 止むを得ない理由で退会したとき（年齢に応じた額）
遺族一時金 死亡したとき（年齢に応じた額）
入院見舞金 療養補助金支給期間が終了後、継続して 31日以上入院したとき（1万円／年度）
人間ドック補助 医療互助会員が人間ドックを受けたとき（1万円を上限に実費相当額／年度）
問 合 せ 医療・貸付班　☎ 045-681-3054（平日 8：30～ 17：15）

見　本
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●継続会員（医療互助会員）について

■年間行事予定（継続会員対象）

発 行 月 年間行事予定（実施月）

4月

振興会ハンドブック　発行（ふれあいと同梱）
ふれあい 135号　発行（4/15）
芸術鑑賞会（随時）
ガイドと歩く（春）

7月

ふれあい 136号　発行（7/15）
芸術鑑賞会（随時）
アンケート実施（8月）
ガイドと歩く（秋）
自然科学実験教室「サイエンスショー」（11月）
県民教養講座（未定）

12月
ふれあい 137号　発行（12/1）
芸術鑑賞会（随時）
ガイドと歩く（冬）
はばたけ子どもたち　夢・未来コンサート（2月）

問 合 せ 事業班　☎ 045-211-4483（平日 8：30～ 17：15）
＊年間行事は変更となる場合があります。

見　本
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●給付事業（現職会員対象）

★各給付請求書に必要事項を記入し、添付書類を添えて振興会に提出してください。
　（各種請求様式は　振興会会員専用ホームページ「各種事務手続き」からダウンロードできます）
★請求期間は、事由発生日から 3年以内です（免許更新費用等補助除く）。
★必ず現職会員期間中に申請してください（退職後は請求できません）。

■結婚祝金 20,000 円
現職会員が結婚したとき（事実婚及び結婚のために退職し、3カ月以内に結婚するときを含む）
【提出書類】
①給付金請求書（ 振興会会員専用ホームページからダウンロードできます）
　・新姓で請求してください（配偶者氏名は旧姓を記入）。
　・給付金振込口座の口座名義は新姓に変更後、提出してください。
②結婚の事実を証する書類を添付（下記★のいずれか）
　★婚姻届受理証明書（婚姻届受理の「お知らせ」は、添付書類としてお受けしていません。）
　★戸籍全部（個人）事項証明書の写（戸籍謄本 /抄本の写）
　☞婚姻の事実確認に必要な事項（本人・配偶者の氏名、続柄、婚姻届出日等）以外の事項を抹消

のうえ添付してください。
〈事実婚の場合〉
　★住民票：本人・配偶者の氏名、夫（未届）又は妻（未届）もしくは同居人の記載があるもの
〈退職後 3ヶ月以内に結婚される場合〉
　★婚姻の事実についての申告書（ 振興会会員専用ホームページに掲載）

■弔慰金

ａ　現職会員本人　※注 165,000 円
ｂ　配偶者　※注 65,000 円
ｃ　実（養）父母、実（養）子　※注� 25,000 円
ｄ　同居の義父母　※注 25,000 円
ｅ　その他の被扶養者 20,000 円
ｆ　死産（妊娠 4ヶ月以上） 10,000 円

現職会員、配偶者、父母子等が死亡したとき
【提出書類】
①給付金請求書（ 振興会会員専用ホームページからダウンロードできます）
②死亡の事実を証する書類を添付（マイナンバー、本籍欄記載事項省略又は抹消）
　＜ａ～ｃ＞下記★のいずれか
　　★住民票（除票）の写
　　★戸籍個人（全部）事項証明書の写（戸籍謄本 /抄本の写）
　　★死体埋（火）葬許可証の写
　　★死亡診断書の写（死体検案書を含）
　＜ｄ＞同一世帯であることを確認できる、会員氏名、死亡者名、死亡日、続柄が記載された住民

票の写（住民票上で同一世帯の確認ができない場合は給付対象外）
　＜ｅ＞下記★のいずれか＋扶養親族届又は扶養の事実確認ができる保険証（コピー可）
　　★住民票（除票）の写
　　★死体埋（火）葬許可証の写
　　★死亡診断書の写（死体検案書を含）
　＜ｆ＞下記★のいずれか
　　★死産証書（死胎検案書）
　　★医師による診断書
　　★公立学校共済組合に提出する「出産費・同附加金請求書」の写し
※注　横須賀市費負担教職員と教育関係団体職員については、供与物代金を給付（実費相当分：

15,000 円上限）しますので供与物代金の領収書（宛名が会員氏名のもの）を添付

見　本
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●給付事業（現職会員対象）

■遺児育英資金
遺児 1人につき 1,000,000 円
　＜加算額＞小学校等就学前 300,000 円
　　　　　　小学校等在学中 200,000 円
　　　　　　中学校等在学中 100,000 円

（1）現職会員が死亡したとき、その現職会員又はその配偶者に被扶養者である 18歳に達する日以
後の最初の 3月 31日までの間にある実（養）子及び弟妹があるとき

（2）現職会員が死亡したとき、その現職会員又はその配偶者に被扶養者である障害の程度が 1級に
当たる障害の状態にある実（養）子及び弟妹があるとき

【提出書類】
①給付金請求書（ 振興会会員専用ホームページからダウンロードできます）
②会員本人の死亡の事実を証する書類を添付（下記★のいずれか）
　　★住民票（除票）の写
　　★戸籍個人（全部）事項証明書の写（戸籍謄本 /抄本の写）
　　★死体埋（火）葬許可証の写
　　★死亡診断書の写（死体検案書を含）
③扶養の事実確認ができる書類（公立学校共済組合員証の写し等）
※（2）のときは、障害者手帳、療育手帳の写し又は医師の診断書

■災害見舞金
全焼・全損 200,000 円
1/2 以上の損害 100,000 円
1/3 以上の損害 60,000 円又は 40,000 円

現職会員が水震火災・その他の非常災害により住居や家財に損害を受けたとき
【提出書類】
①給付金請求書（ 振興会会員専用ホームページからダウンロードできます）
②被災状況報告書（ 振興会会員専用ホームページからダウンロードできます）
③市区町村長、消防署又は警察署長の発行する「り災証明書」の写し及び現場写真等
※請求書類提出の前に振興会まで電話連絡してください。
※激甚災害においてはこの限りではありません。

■人間ドック受診費用補助 1年度に 1回 3,000 円を上限とする実費
医療機関が実施するすべての人間ドック（オプション検査を含む）、脳ドック及び PET検診の受診
費用の一部を補助
【提出書類】
①人間ドック受診費用補助請求書（ 振興会会員専用ホームページからダウンロードできます）
②人間ドックを受診したことのわかる領収書（コピー可）
※クレジットカードの控えは不可
※領収書から人間ドックを受診したことがわからない場合は、明細書、人間ドック申込書、人間ドッ
ク結果表など人間ドックを受診したことがわかる書類を追加で添付

見　本
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●給付事業（現職会員対象）

■教員免許更新費用等補助 該当年度内請求　10,000 円
（1）教員免許更新のための講習を受講したとき（事務職員・栄養教諭・栄養職員を除く）
　　＜対象者＞受講開始が令和 3年 2月 1日以降ですべての受講が終了した現職会員
（2）教員免許更新のための講習の受講を免除されたとき
　　＜対象者＞修了確認期限（有効期間の満了日）が令和 5年 3月 31日以降で、免除申請を終え

た現職会員
（3）事務職員・栄養教諭・栄養職員である会員が 35歳、45歳、55歳になるとき
　　→該当年齢時、自己研鑽のための費用を給付（該当年度内の申請）
【提出書類】
教員免許更新費用等補助請求書（ 振興会会員専用ホームページからダウンロードできます）
※免許の修了確認期限（有効期間の満了日）については、神奈川県ホームページ（URL：www.pref.
kanagawa.jp/docs/pi7/menkyo/koushin.html）でご確認ください。

■退会記念品
55 歳以上 20,000 円相当の金品
50 ～ 54歳 13,000 円相当の金品
※ 50歳以上の再加入者 7,000 円相当の金品

会員期間が通算 10年以上の方が退会したとき（退会日の属する年度の満年齢で決まります）
自動給付（退会後にご自宅へ送付）
※ 50～ 54歳で退会記念品（13,000 円）を受け取っている再加入者が 55歳以上で退会の場合、

7,000 円相当の金品を給付

給付金請求時のお願い
★提出書類の不備（添付漏れ及び続柄等の記載事項漏れ）がないよう提出前に今一
度必要書類をご確認ください。

★振込先口座の誤記入によりお振込みできない事例が発生しています。通帳を確認
のうえ、正しく記入いただきますようお願いします。

★ゆうちょ銀行を指定の場合、支店名「漢数字 3桁」、口座番号「7桁」を必ず通
帳でご確認ください。

★労働金庫の「口座番号」の誤記入にご注意ください。会員番号では振込ができま
せん。

問 合 せ 事業班　☎ 045-211-4483（平日 8：30～ 17：15）

見　本

☞ 給付請求に係る「記入例」及び「よくある質問」を 振興会会員専用
ホームページの「給付事業」からご覧いただけます。

振興会ホームページのトップ画
面右上から『 ログイン』し、
給付事業のバナーをクリック

※ログイン IDとパスワードは表紙裏参照
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●住宅建設資金貸付事業（現職会員対象）

★自己の居住する住宅を自己名義で新築、購入、建て替え、修理、リフォーム及び増・改築等の必
要資金を貸し付けます（敷地購入、オール電化工事やソーラーパネル設置等も含む）。

★金融機関、住宅金融支援機構等から借り受けている住宅貸付金の借換えも可能です。

貸付資格 現職会員期間 3年以上
貸付金額 50万円～ 2,000 万円（10万円単位）

貸付利率 年利 0.9％（令和 4年 4月 1日～）＊借受者全員対象
（参考）令和 4年 3月 31日まで年利 1.26％

貸付条件
★買換えの場合は現在の持ち家の売却が条件になります。
★敷地購入は 5年以内に購入地に自己の用に供する住宅を建築する必要があります。
★全ての借入れを含む年間返済額の合計が総年収の 35％以内が条件になります。

申込方法 ①電話、メール等で予約申込（随時募集ですが、定員になり次第締め切ります。）
②予定者に決定後「住宅建設資金貸付申込書」等の必要書類を振興会に提出

貸 付 日

毎月 25日（休日の場合は、翌銀行営業日）
→貸付スケジュールの目安として、予約は貸付日の 2ヶ月前の末日までに、また必要書
類の提出は貸付日の前月 20日までにお願いします。

※貸付日の日程を 振興会会員専用ホームページに掲載していますのでご参照くださ
い。

償還期間 5年～ 30年

償還方法
①元利均等月賦償還（毎月 16日）
②元利均等半年賦償還（6月 30日・12月 10日）
③上記①と②の併用

繰上償還
全額償還は毎月、一部繰上償還は年 2回（手数料なし）
繰上償還希望の方は「繰上償還申出書※」を提出してください
※繰上償還申出書は 振興会会員専用ホームページからダウンロードできます。

団体信用
生命保険

任意加入
→貸付額 1万円に対し本人負担月額 2.9 円（2.9 円を超える金額は振興会で負担）

振興会の住宅貸付は、銀行ローンに比べ便利です。
★抵当権の設定や連帯保証人は不要です。
★保証料や事務手数料は発生しません。
★育児・介護休業・自己啓発等の休職を取得された方は、申し出により償還の猶予
が受けられます。

★償還金は給料等から控除します。
★ボーナス時のみの償還も可能です。
★資金に余裕ができたときは、繰上償還をすることができます。
★振興会の貸付償還中の方が住宅の修理等で新たな資金を必要とされた時、償還中
の未償還元金と新たな貸付額をあわせて 2,000 万円を限度に貸し付けることも
可能です。

問 合 せ 医療・貸付班　☎ 045-681-3054（平日 8：30～ 17：15）

見　本



9

●現職厚生事業／継続厚生事業

★施設によって、利用対象及び利用方法が異なりますので各掲載頁でご確認ください。
★掲載の金額は税込表記です（税別の場合は別途付記します）。
★諸般の事情等により掲載内容等が変更となる場合があります。
★最新情報（新規契約・契約終了等）は広報紙及び振興会ホームページでお知らせします。
★ご不明点は振興会までお問い合わせください。

■家事代行サービス

㈱ニチイ学館　ニチイライフ
☎ 0120-212-295　 https://www.nichiiweb.jp/kaji/

利用対象
（補助額）

現職会員本人
（1回 1,000 円）

継続会員本人
補助はありません

会員家族
補助はありません

デビュープラン 90分 3,980 円／スポットプラン料金 5％割引
「補助券」提出で補助を付与（現職会員ひとり 10枚／年度）
【法人名】（一財）神奈川県教育福祉振興会　【法人 ID】0754
①☎電話又は WEBで予約申込み
　☎：法人名・法人 ID等の必要事項を告げる。

：「お見積り・お申し込み予約」の入力フォームから予約内容「法人のお客様」を選択し法人
ID等の必要事項を入力

②利用当日「会員証」提示、「補助券※（P76）」提出で補助を付与
※補助券（5枚以上）は　振興会（☎ 045-211-4483）にご請求ください。

㈱ベアーズ
☎ 0120-552-445　 https://www.happy-bears.com

利用対象
（補助額）

現職会員本人
（1回 1,000 円）

継続会員本人
補助はありません

会員家族
補助はありません

全サービス優待価格で利用可
現職会員は補助の付与あり
【法人 ID】現職会員 1241　 継続会員 1242
①☎電話又は WEBで予約申込
　☎：自動音声にしたがい操作→オペレーターに希望内容・必要事項を告げる。

：「無料相談お問合せ」の入力フォームから予約内容「個人のお客様」を選択し法人 ID等の必
要事項を入力

②ベアーズと直接☎もしくはメールでサービス内容、日程調整
③サービス実施　支払いはクレジットカード又は請求書後払い
注）法人 ID、会員番号の申告がない場合は優待不可
注）無料駐車場がない場合は駐車場料金の支払いが必要
注）サービス実施日の前日 12時以降のキャンセル・日程変更はキャンセル料（サービス料金の

100％）が発生

家事代行サービス
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■スポーツ施設

コナミスポーツクラブ（全国）
☎ 0570-000-573　 https://www.konami.com/sportsclub/corp/

利用対象
（補助金額） 現職会員本人 継続会員本人 会員同居家族

（16歳以上）

法人会員利用料金で利用可（施設により料金が異なります）
初回登録時「振興会会員証」提示
施設利用時「コナミスポーツ会員証」持参

ダイドースポーツクラブ
☎ 0465-47-4715　 http://www.daidoh-s.com

利用対象
（補助額）

現職会員本人
（1回 720円）

継続会員本人
（1回 720円）

現職会員の
同居家族注）

1 回 1,250 円→ 530円（補助後の金額）
施設利用時「振興会会員証」を提示し「利用者名簿」に必要事項を記入
注）現職会員の同居家族（高校生以上）の利用可

ライフティック平塚・秦野
☎ 0463-24-1010（平塚）／ 0463-83-0001（秦野）

利用対象
（補助額 : 円）

現職会員本人
（平塚500・秦野700）

継続会員本人
（平塚500・秦野700）

現職会員の
同居家族注）

平塚 1回 1,100 円（税込）→会員 600円（補助後の金額）
秦野 1回 1,320 円（税込）→会員 620円（補助後の金額）
施設利用時「振興会会員証」を提示し「利用者名簿」に必要事項を記入
注）現職会員の同居家族（高校生以上）の利用可

東急スポーツシステム（フィットネス・ゴルフ・フットサル）
☎ 03-3477-6262（担当：杉本）

利用対象
（年間ポイント）

現職会員本人
（年間 10㌽）

継続会員本人
（年間 10㌽）

会員同行者
適用はありません

法人会員ポイントシェアプランに登録でポイント利用可（会員ひとり 10㌽／年度）
（利用内容や利用時間によって利用ポイントが異なります）
①初回登録時「振興会会員証」を提示し「法人会員証」発行手続きを行う
　→「法人会員登録申込書※」の提出及び会員証発行手数料 1,100 円が必要
②施設利用時「法人会員証」を提示し必要ポイントを精算
【対象施設】
＜ 1㌽＋ 550円＞アトリオドゥーエ碑文谷・たまプラーザ・青葉台・武蔵小山・二子玉川／ホット

ヨガ&コラーゲンスタジオ befre 青葉台・碑文谷（要予約・女性限定・タオル持参）／暗闇バ
イクスタジオDcycle 碑文谷・たまプラ－ザ（要予約）

＜ 1㌽～＞ストレッチ&スタジオ FunUP／東急あざみ野ゴルフガーデン／スイング碑文谷
＜ 3㌽＞東急ゴルフパークたまがわ（優待券の事前引換えが必要）
＜ 6～ 10㌽＞アディダスフットサルパーク渋谷・池袋・あざみ野・横浜金沢・たまプラーザ・聖

蹟桜ヶ丘（「フットサルコート利用申込書※」が必要）
※各種申込書類は 振興会会員専用ホームページからダウンロードできます。

スポーツ施設
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RIZAP（ボディメイク・ゴルフ・EXPAなど）
☎ 0120-600-574　 https://www.rizap.jp

利用対象 現職会員本人 継続会員本人 会員同居家族
（16歳以上）

レギュラー法人会員（入会金無料／ 2週間トライアルコース等）
☎電話又は WEBで予約申込み
　☎：振興会会員であることを告げる。

：RIZAP 法人会員専用ホームページから問い合わせ

女性だけの 30分体操教室　カーブス（全国）
☎ 0120-441-029（予約ダイヤル）　 https://www.curves.co.jp

利用対象 現職会員本人
（女性限定）

継続会員本人
（女性限定）

会員同居家族
（女性限定）

無料体験（1回）／入会金割引 66％割引（初回）
☎予約ダイヤルで振興会会員であることを告げる。
注）女性向けフィットネスチェーン

■乗馬施設

乗馬クラブクレイン神奈川
☎ 0463-87-6610（受付 10:00 ～ 18:00）

利用対象 現職会員本人 継続会員本人 会員同居家族

体験乗馬　通常 5,500 円→ 3,850 円
（装具レンタル料・保険料が別途必要）
☎電話予約時、振興会会員（会員番号等）であることを告げる。

スポーツ施設／乗馬施設
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■ゴルフ施設

葉山国際カンツリー倶楽部
☎ 046-878-8110（受付 9:00 ～ 17:00）

利用対象
（補助額）

現職会員本人
（1回 5,000 円）

継続会員本人
補助はありません

会員同行者
補助はありません

優待料金で利用可（料金は季節によって異なります）
「共通補助券」提出で補助を付与（現職会員ひとり 2枚／年度）
①☎電話で振興会会員（会員番号等）であることと「補助券」利用の旨を告げる。
②利用当日「振興会会員証」提示
③現職会員は「共通補助券（P78）」提出で補助を付与
【優待料金（通常）】＊ 1R4B、飲食別の税込料金（季節によって変動します）
　＜土日祝＞セルフ 24,500 円（30,400 円）／キャディ付 27,800 円（33,700 円）
　＜平　日＞セルフ 17,500 円（18,200 円）／キャディ付 20,800 円（21,500 円）

ラフォーレ修善寺&カントリークラブ　☎ 0558-74-5489
ラフォーレ&松尾ゴルフ倶楽部　☎ 0479-86-6400

利用対象
（補助額）

現職会員本人
（1回 5,000 円）

継続会員本人
補助はありません

会員同行者
補助はありません

ビラ利用会員料金で利用可（料金は季節・施設によって異なります）
「共通補助券」提出で補助を付与（現職会員ひとり 2枚／年度）
【法人番号】20844　【パスワード】20844cc
①☎電話で振興会会員（会員番号等）であることと「補助券」利用の旨を告げる。
②利用当日「振興会会員証」提示
③現職会員は「共通補助券（P78）」提出で補助を付与
【宿泊ホテル】P17に掲載

プリンスホテルズ＆リゾーツ（ゴルフ施設）
☎ 0120-33-8686 ※ https://www.princehotels.co.jp/keiyaku

利用対象
（補助額）

現職会員本人
（1回 5,000 円）

継続会員本人
補助はありません

会員同行者
補助はありません

法人会員優待利用可（優待内容は季節・施設によって異なります）
「共通補助券」提出で補助を付与（現職会員ひとり 2枚／年度）
【ユーザー名】prkeiyaku　【パスワード】prkeiyaku2021
①☎電話又は WEBで予約申込み
　☎：振興会会員（会員番号等）であることと「補助券」利用の旨を告げる。　
　　　※携帯　☎ 0570-02-8686 ／※ PHS・IP　☎ 03-6741-9155

：契約企業専用ホームページからユーザー名・パスワード等の必要事項を入力
②利用当日「振興会会員証」提示
③現職会員は「共通補助券（P78）」提出で補助を付与
注）練習場施設は補助券の利用不可（優待利用のみ）
【ゴルフ施設】
西武園ゴルフ場／武蔵丘ゴルフコース／新武蔵丘ゴルフコース／大原・御宿ゴルフコース／箱根園
ゴルフ場／箱根湯の花ゴルフ場／大箱根カントリークラブ／川奈ホテルゴルフコース／西熱海ゴ
ルフコース／軽井沢プリンスホテルゴルフコース／晴山ゴルフ場／軽井沢 72ゴルフ／軽井沢浅
間ゴルフコース／馬越ゴルフコース／嬬恋高原ゴルフ場／雫石ゴルフ場／岩手沼宮内カントリー
クラブ／富良野ゴルフコース／上士幌ゴルフ場／北海道カントリークラブ大沼コース／女満別ゴ
ルフコース／瀬田ゴルフコース／竜王ゴルフコース／日南串間ゴルフコース／大磯ゴルフコース
（アイアンコース）／七里ヶ浜ゴルフ場（練習場）
【ホテル・スキー場】P18に掲載

ゴルフ施設
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■がんリスクスクリーニング検査

株式会社レナテック
☎ 0463-74-6129　 https://metallo-balance.net

利用対象
（補助額）

現職会員本人
（1回 3,000 円）

継続会員本人
補助はありません

会員同行者
補助はありません

会員及び同行者 10,000 円※
現職会員は補助の付与あり→現職会員 7,000 円（補助後の金額）
【完全予約制】
※通常、3年継続検査者の特別料金を「単年度」利用に適用（アンケート有）
 ① WEBで「メタロバランス」を検索し専用フォームから予約申込み
 ②予約後送付される書類に必要事項を記入し、検査当日検査施設に提出
 ③検査当日「振興会会員証」提示し採血
 ④検査結果は、検査費用支払い後（コンビニ払い）に送付
 ⑤後日簡単なアンケート調査に回答（必須）
【検査施設】
 うどファミリークリニック（伊勢原市）
 池川クリニック（横浜市金沢区）
 村山整形外科（川崎市川崎区）
 江島整形外科クリニック（川崎市中原区）
 かやま駅前眼科（小田原市）
 川口医院（秦野市）
 注）検査施設によって検査日が異なります。検査施設への直接申込み、問合せはできません。

メタロバランス 検索

がんリスクスクリーニング検査
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■バス旅行補助

近畿日本ツーリスト株式会社　ヨドバシ横浜店
☎045-317-4301　 045-317-5031　 yokohamawest@or.knt.co.jp

利用対象
（補助額）

現職会員本人
（旅行内容による）

継続会員本人
適用はありません

会員同行者
適用はありません

バスツアーを利用するとき、旅行代金の一部を補助（現職会員のみ）
【補助額】5,000円（宿泊あり）／3,000円（日帰り7,000円超）／1,500円（日帰り7,000円以下）
①☎電話、 店舗、 FAX、 メールのいずれかの方法で次の必要事項を告げて申込み
　❶出発日
　❷クラブツーリズムor はとバス
　❸コース番号、コース名
　❹申込人数
　❺参加者名（参加者分）
　❻振興会会員番号（会員分）
　❼会員代表者の住所・電話番号
②「振興会会員証」提示で補助を付与
注）振興会会員証を FAX確認させていただく場合があります。
注）現職会員期間中（退職日まで）に出発する旅行が補助対象です。
注）対象外の補助適用が確認された場合、補助額を返金いただきます。
【対象商品】
 クラブツーリズムのバスツアー／はとバスツアー（ホームページ又はパンフレット等を参照）

バス旅行補助
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■旅行割引・レンタカー　＊割引除外商品は、各社にお問い合わせください。

近畿日本ツーリスト株式会社　ヨドバシ横浜店
☎045-317-4301　 045-317-5031　 yokohamawest@or.knt.co.jp

利用対象 現職会員本人 継続会員本人 会員家族

国内旅行商品：日本の旅（3%割引）日本の旅宿泊企画のみ・JRプラン（2％割引） ※日帰りは除く
海外旅行商品：世界の旅（3％割引）
①☎電話、 店舗、 FAX、 メールのいずれかの方法で次の必要事項を告げて申込み
　❶出発日　❷コース番号、コース名　❸申込人数　❹参加者名（参加者分）
　❺振興会会員番号（会員分）　❻会員代表者の住所・電話番号
②「振興会会員証」提示で割引適用
注）会員本人と 2親等以内の家族の適用可（本人同行は問いません）
注）支払いは、現金、ツーリスト旅行券 B’way、KNTカードのみ
【取扱支店等】
 横浜支店／県央町田支店／湘南支店／ラゾーナ川崎店／ヨドバシ横浜店／横浜髙島屋店

大和観光興業本社
☎ 045-770-5565

利用対象 現職会員本人 継続会員本人 会員同行家族

国内旅行商品：3%割引／海外旅行商品：3%割引
「振興会会員証」提示で割引適用

日本旅行神奈川法人営業部
☎ 045-641-9604

利用対象 現職会員本人 継続会員本人 会員同行家族

国内旅行商品：5%割引／海外旅行商品：5%～ 6%割引
「振興会会員証」提示で割引適用
注）クレジットカード支払いは割引対象外
【取扱支店等】
神奈川法人営業部／武蔵小杉／新百合ヶ丘OPA／たまプラーザイトーヨーカドー／港北阪急モザ
イクモール／三ツ境／港南台／金沢八景／藤沢／湘南台／ららぽーと湘南平塚／川崎アゼリア／
横浜ポルタ／上大岡京急／金沢文庫／横須賀中央／ウィング久里浜／コースカベイサイド横須賀

東武トップツアーズ横浜支店
☎ 045-326-1120

利用対象 現職会員本人 継続会員本人 会員同行家族

国内旅行商品：3%割引／海外旅行商品：3%割引
「振興会会員証」提示で割引適用

旅行割引・レンタカー
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東日観光神奈川支店
☎ 044-220-6151

利用対象 現職会員本人 継続会員本人 会員同行家族

国内旅行商品：4%～ 5%割引／海外旅行商品：3%～ 5％割引
メール（kanagawa@tonichi.co.jp）又は FAX（044-200-1405）で申込み

注）来店受付はできません

エイチ・アイ・エス　法人旅行営業本部　ベネフィットデスク
海外　☎ 050-5894-3823 ／国内　☎ 050-5894-3824

利用対象 現職会員本人 継続会員本人 会員同行家族

1 人当たり 1,000 円分のクーポン提供又は 2,000 円～ 3,000 円の割引
（旅行代金額による）　※その他の特典あり
☎利用者本人から上記コールセンターに電話申込み
注）会員本人及び 2親等以内の家族親族（旅行開始日に満 2歳以上）の適用可
注）ベネフィットデスク以外での予約は優待の対象となりません

ニッポンレンタカーサービス　ワンデイ係
☎ 03-6859-6177　 http://www.nipponrentacar.co.jp/ods/

利用対象 現職会員本人 継続会員本人 会員同行家族

全国の営業所で一般料金の 20%～最大 55%割引（24時間料金比較）
【ID】5901　【パスワード】36603

WEBでニッポンレンタカーサービス　ワンデイ係に予約申込み（利用 2時間前まで申請可）
上記WEB専用ページからレンタカー予約トクレジットカードの支払い手続きを行う
注）ローチケbiz＋ホームページ内からアクセスする場合の ID・パスワードも同様

旅行割引・レンタカー
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■宿泊・レクリエーション施設

神奈川県市町村職員共済組合保養所「湯河原温泉ちとせ」
☎ 0465-63-0121　 https://www.yugawara-chitose.jp/

利用対象
（補助額）

現職会員本人
（1回 5,000 円）

継続会員本人
（1回 500円）

会員同行者
適用はありません

宿泊利用時「補助券」提出で補助を付与（会員ひとり 2枚／年度）
①☎電話又は WEBで予約申込み
　☎：振興会会員（会員番号等）であることと必要事項を告げる。

：施設ホームページの【組合員の方】から必要事項を入力
②利用当日「振興会会員証」提示、「補助券（P80）」提出で補助を付与

ラフォーレ倶楽部
☎下記参照　 https://www.laforet.co.jp/member/k_fukushi/

利用対象
（補助額）

現職会員本人
（1回 5,000 円）

継続会員本人
補助はありません

会員同行者
補助はありません

法人会員料金（ビラ利用会員）で利用可（料金は季節・施設によって異なります）　
「補助券」提出で補助を付与（現職会員ひとり 2枚／年度）
【法人番号】20844　【パスワード】20844cc
①☎電話又は WEBで予約申込み
　☎：振興会会員（会員番号等）であることと必要事項を告げる。

：予約専用ホームページから法人番号・パスワード等の必要事項を入力
②利用当日「振興会会員証」提示
③現職会員は「補助券（P80）」提出で補助を付与
【対象施設】
 ☎ 0555-65-6711（富士マリオットホテル山中湖）
 ☎ 0267-44-4489（軽井沢マリオットホテル）
 ☎ 0558-72-2011（伊豆マリオットホテル修善寺）
 ☎ 077-585-6300（琵琶湖マリオットホテル）
 ☎ 0739-43-7000（南紀白浜マリオットホテル）
 ☎ 0261-75-5489（コートヤード・バイ・マリオット　白馬）
 ☎ 0287-76-3489（リゾートホテルラフォーレ那須）
 ☎ 0460-86-1489（ラフォーレ倶楽部　箱根強羅　湯の棲）
 ☎ 0557-32-5489（ラフォーレ倶楽部　伊東温泉　湯の庭）
 ☎ 0558-74-5489（ホテルラフォーレ修善寺）
 ※全館クローズ中（ラフォーレ蔵王リゾート＆スパ）
 ☎ 03-5488-3939（東京マリオットホテル）
 ☎ 06-6350-5703（コートヤード・バイ・マリオット新大阪ステーション）
 ☎ 03-5488-3923（コートヤード・バイ・マリオット東京ステーション）
 ☎ 022-722-116（ウェスティンホテル仙台）
【ゴルフ施設】　P12に掲載

宿泊・レクリエーション施設
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リゾートトラスト
☎ 03-5323-8221　 https://houjin.resorttrust.co.jp/reserve/

利用対象 現職会員本人 継続会員本人 会員同行者

法人会員優待利用可（優待内容は季節・施設によって異なります）
【法人 ID】：KFS00002　【パスワード】　34016871
①☎電話又は WEBで予約申込み
　☎：振興会会員（会員番号等）であることと必要事項を告げる。

：予約専用ホームページから法人 ID・パスワード等の必要事項を入力
：右記「QRコード」を読み取るか、「ID検索」より友だち追加

　　　トーク画面の「メニュー」→「エクシブ空室＆予約」から法人 ID・パスワー
ドを入力

②利用当日「振興会会員証」提示
【エクシブ】※利用日の 1ヶ月前同日から予約可
那須白河／山中湖／軽井沢（本館・パセオ）／蓼科／箱根離宮／湯河原離宮／初島クラブ／伊豆／
浜名湖／鳥羽（本館・アネックス・別邸）／琵琶湖／京都　八瀬離宮／白浜（本館・アネックス）
／有馬離宮／淡路島／鳴門

【リゾーピア】※利用日の 1年前同日から予約可
　熱海／久美浜／別府
【サンメンバーズ】※利用日の 1年前から予約可
　ひるがの／京都嵯峨
【ホテルトラスティ】※利用日の 1年前から予約可
　東京ベイサイド／名古屋　白川／大阪　阿倍野

プリンスホテルズ＆リゾーツ（ホテル・スキー場）
☎ 0120-33-8686 ※ https://www.princehotels.co.jp/keiyaku

利用対象 現職会員本人 継続会員本人 会員同行者

法人会員優待利用可（優待内容は季節・施設によって異なります）
【ユーザー名】prkeiyaku　【パスワード】prkeiyaku2021
①☎電話又は WEBで予約申込み
　☎：振興会会員（会員番号等）であることと「補助券」利用の旨を告げる。　
　　　※携帯　☎ 0570-02-8686 ／※ PHS・IP　☎ 03-6741-9155

：契約企業専用ホームページからユーザー名・パスワード等の必要事項を入力
②利用当日「振興会会員証」提示
【ホテル】
ザ・プリンスパークタワー東京／東京プリンスホテル／ザ・プリンスさくらタワー東京／グランド
プリンスホテル高輪／グランドプリンスホテル新高輪／品川プリンスホテル／東京ベイ潮見プリ
ンスホテル／新宿プリンスホテル／サンシャインシティプリンスホテル／川越プリンスホテル／
新横浜プリンスホテル／ホテルシーパラダイスイン／鎌倉プリンスホテル／大磯プリンスホテル
／ザ・プリンス箱根芦ノ湖／龍宮殿／箱根園コテージ／箱根湯の花プリンスホテル／箱根仙石原プ
リンスホテル／下田プリンスホテル／三養荘／川奈ホテル／名古屋プリンスホテルスカイタワー
／苗場プリンスホテル／ザ・プリンス軽井沢／軽井沢プリンスホテル／軽井沢浅間プリンスホテル
／嬬恋プリンスホテル／万座プリンスホテル／万座高原ホテル／志賀高原プリンスホテル／十和
田プリンスホテル／雫石プリンスホテル／札幌プリンスホテル／新富良野プリンスホテル／富良
野プリンスホテル／函館大沼プリンスホテル／釧路プリンスホテル／屈斜路プリンスホテル／ザ・
プリンス京都宝ヶ池／グランドプリンスホテル広島／びわ湖大津プリンスホテル／日南海岸南郷
プリンスホテル／沖縄プリンスホテルオーシャンビューぎのわん

【スキー場】
富良野スキー場／雫石スキー場／苗場スキー場／かぐらスキー場／六日町八海山スキー場／万座
温泉スキー場／軽井沢プリンスホテルスキー場／志賀高原焼額山スキー場／妙高杉ノ原スキー場

【ゴルフ施設】　P12に掲載

【LINE ID】
@059slaxt

宿泊・レクリエーション施設



19

マホロバマインズ三浦
☎ 050-3647-3759　 https://www.maholova-minds.com/

利用対象 現職会員本人 継続会員本人 会員同行家族

法人会員料金で利用可（料金は季節・施設によって異なります）
①☎電話で振興会会員（会員番号等）であることを告げる。
②利用当日「振興会会員証」提示

シギラセブンマイルズリゾート
☎ 0570-550-385　 https://shigira.com

利用対象 現職会員本人 継続会員本人 会員同行者

法人会員料金で利用可（料金は季節・施設によって異なります）
【アカウント】kyo-fukushi　【パスワード】shigira02
① 予約専用ホームページからアカウント・パスワード等の必要事項を入力
②利用当日「振興会会員証」提示

鈴木商会
☎下記参照

利用対象 現職会員本人 継続会員本人 会員同行者
（スキー場適用不可）

ホ テ ル：電話予約で正規料金から 1,000 円割引（会員及び同室利用者）
スキー場：窓口で正規料金からリフト 1日券 1,000 円割引（会員本人のみ）
①☎電話で振興会会員（会員番号等）であることを告げて予約申込み（ホテル利用時）
②利用当日「振興会会員証」提示
【参考料金（通常料金）】安芸グランドホテル（洋室 2名 1室／一泊 2食付／税サ込）
 ＜平日＞ 1名 18,000 円（19,000 円）　＜土・休前日＞ 1名 21,500 円（22,500 円）
【ホテル】
 ☎ 0829-56-0111（安芸グランドホテル）
 ☎ 0993-22-3377（指宿温泉こらんの湯　錦江楼）
 ☎ 0558-94-3555（美浜レステル）
 ☎ 0266-68-2336（白樺湖ロイヤルホテル）
 ☎ 0739-42-2733（インフィニートホテル＆スパ南紀白浜）
 注）会員本人及び同室利用者に適用
 注）一部適用除外あり（予約時にお問い合わせください）
 注）キャンセルポリシーは各ホテルの宿泊約款を適用
【スキー場】
 ☎ 0255-87-2125（赤倉温泉スキー場）
 ☎ 0278-72-8101（奥利根スノーパーク）
 ☎ 0266-68-2336（白樺湖ロイヤルヒル）
 ☎ 0237-41-5555（黒伏高原スノーパークジャングル・ジャングル）
 ☎ 019-693-4000（岩手高原スノーパーク）
 ☎ 0138-67-3355（函館七飯スノーパークゴンドラ）
 注）会員本人にのみ適用（他券との併用不可）

宿泊・レクリエーション施設



� 20

万葉倶楽部・万葉の湯
☎下記参照　 https://www.manyo.co.jp

利用対象
（補助額）

現職会員本人
（1回 1,000 円）

継続会員本人
（1回 500円）

会員同行者
補助はありません

「補助券」提出で割引後の料金に補助を付与（会員ひとり 3枚／年度）
「割引券」提出で一定料金を割引（会員及び同行者の利用可）
利用当日「振興会会員証」提示、「補助券（P82）」の提出で割引後の料金に補助を付与、「割引券
（P82）」の提出で割引料金で利用可
注）各館の料金設定や利用区分によって適用できない場合があります。
【対象施設】
 ☎ 042-788-4126（東京・湯河原温泉万葉の湯）
 ☎ 0570-07-4126（横浜みなとみらい万葉倶楽部）
 ☎ 0465-23-1126（小田原お堀端万葉の湯）
 ☎ 0463-85-4126（はだの・湯河原温泉万葉の湯）
 ☎ 055-927-4126（沼津・湯河原温泉万葉の湯）
 ☎ 0133-26-2130（北海道ふとみ銘泉万葉の湯）
 ☎ 0166-62-8910（旭川高砂台万葉の湯）
 ☎ 078-371-4126（神戸ハーバーランド温泉万葉倶楽部）
 ☎ 092-452-4126（博多由布院・武雄温泉万葉の湯）

名水はだの富士見の湯
☎ 0463-82-1026　 https://www.hadanofujiminoyu.jp/

利用対象
（補助額）

現職会員本人
（1回 500円）

継続会員本人
適用はありません

会員同居家族
適用はありません

「補助券」提出で入浴料に補助を付与（現職会員ひとり 3枚／年度）
利用当日「振興会会員証」提示、「補助券（P84）」提出で補助を付与

宿泊・レクリエーション施設
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■チケット

ローチケbiz+
http://l-tike.com/bizplus/premium.html

利用対象
（補助額）

現職会員本人
（1回 1,000 円）

継続会員本人
適用はありません

現職会員同行者

チケット購入手数料無料／会員専用先行受付、割引販売あり
「補助券」の提出で補助を付与（現職会員ひとり 2枚／年度）
【ログインパスワード】Fk6EsRbz　（半角英数字）
① 会員専用サイトからログインパスワード等の必要事項を入力
②近くの店舗（ローソンミニストップ）で発券
③「補助券（P86）」提出で補助を付与
注）補助券は店頭支払い（現金支払い）のみ利用可
※詳しくは 振興会会員専用ホームページをご覧ください。

■会議室

一般財団法人神奈川県教育会館　3階会議室
☎ 045-241-3536（平日 9:00 ～ 17:00）

利用対象 現職会員本人 継続会員本人 会員同行者

使用料無料（平日 9:00 ～ 17:00）
☎電話で、振興会会員（会員番号等）であることを告げて予約申込み（先着順）
注）土日祝並びに 8月の第 2土曜日から第 3土曜日、12/29 から 1/3 は利用できません。

チケット／会議室
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■テーマパーク・水族館

キッザニア東京
https://www.kidzania.jp/fc

利用対象
（補助額）

現職会員本人
（1回 1,000 円）

継続会員本人
適用はありません

現職同行家族
（1回 1,000 円）

「補助券」提出で補助を付与（現職会員ひとりにつき 1年度 1回限り）
① 予約サイトから予約申込み（サービスコード※が必要）
②利用当日「補助券※」持参（1枚につき 5人まで入場可）
※サービスコード及び補助券等の詳細は「振興会だより 129号（3/10 発行）、130号（6/10 発
行）」をご覧ください。

横浜アンパンマンこどもミュージアム
☎ 045-227-8855　 https://www.yokohama-anpanman.jp

利用対象
（補助額）

現職会員本人
（1回 1,000 円）

継続会員本人
適用はありません

現職同行家族
（1回 1,000 円）

「補助券」提出で補助を付与（現職会員ひとりにつき 1年度 1回限り）
利用当日ミュージアム 2Fチケット売場に「振興会会員証」提示
「補助券（P88）」提出で補助を付与（1枚につき 5人まで入場可）
注）日時指定WEBチケットを購入した場合は、補助券の利用不可

新江ノ島水族館
☎ 0466-29-9960　 https://www.enosui.com/

利用対象
（補助額）

現職会員本人
（1回 1,000 円）

継続会員本人
補助はありません

現職同行家族
（大人1,000円 小人300円）

「振興会会員証」提示で割引料金適用（会員及び同行家族）
「補助券」提出で補助を付与（現職会員及び現職同行家族）
利用当日「振興会会員証」提示（高校生は生徒手帳要）
現職会員は「補助券（P90）」提出で補助を付与（1枚につき 5人まで入場可）
注）振興会から利用確認をさせていただく場合があります。

横浜・八景島シーパラダイス
☎ 045-788-8888　 http://www.separadise.co.jp

利用対象
（補助額）

現職会員本人
（1回 1,000 円）

継続会員・家族
補助はありません

現職同行家族
（大人1,000円 小人・シニア300円）

「優待券」提出で割引料金適用（会員及び同行家族）
「補助券」提出で補助を付与（現職会員及び現職同行家族）
利用当日「振興会会員証」提示、「優待券（P94）」提出で割引適用
現職会員は「補助券（P90）」提出で補助を付与（1枚につき 5人まで入場可）
注）振興会から利用確認をさせていただく場合があります。

テーマパーク・水族館
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マクセル アクアパーク品川
☎ 03-5421-1111　 http://www.aqua-park.jp

利用対象
（補助額）

現職会員本人
（1回 1,000 円）

継続会員・家族
補助はありません

現職同行家族
（大人1,000円 小人300円）

「優待券」提出で割引料金適用（会員及び同行家族）
「補助券」提出で補助を付与（現職会員及び現職同行家族）
利用当日「振興会会員証」提示、「優待券（P94）」提出で割引適用
現職会員は「補助券（P92）」提出で補助を付与（1枚につき 5人まで入場可）
注）振興会から利用確認をさせていただく場合があります。

仙台うみの杜水族館
☎ 022-355-2228　 http://www.uminomori.jp

利用対象
（補助額）

現職会員本人
（1回 1,000 円）

継続会員・家族
補助はありません

現職同行家族
（大人1,000円 小人・シニア300円）

「優待券」提出で割引料金適用（会員及び同行家族）
「補助券」提出で補助を付与（現職会員及び現職同行家族）
利用当日「振興会会員証」提示、「優待券（P94）」提出で割引適用
現職会員は「補助券（P92）」提出で補助を付与（1枚につき 5人まで入場可）
注）振興会から利用確認をさせていただく場合があります。

上越市立水族博物館うみがたり
☎ 025-543-2449　 http://www.umigatari.jp

利用対象
（補助額）

現職会員本人
（1回 1,000 円）

継続会員・家族
補助はありません

現職同行家族
（大人1,000円 小人・シニア300円）

「優待券」提出で割引料金適用（会員及び同行家族）
「補助券」提出で補助を付与（現職会員及び現職同行家族）
利用当日「振興会会員証」提示、「優待券（P94）」提出で割引適用
現職会員は「補助券（P92）」提出で補助を付与（1枚につき 5人まで入場可）
注）振興会から利用確認をさせていただく場合があります。

テーマパーク・水族館
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■芸術・演芸鑑賞

公益財団法人神奈川芸術文化財団　 https://www.kanagawa-arts.or.jp/tc/
☎ 0570-015-415（チケットかながわ 10:00 ～ 18:00　年末年始休）　

利用対象 現職会員本人 継続会員本人 会員同行者

神奈川芸術文化財団の主催公演チケットが定価の 10%割引
【ID】kyouiku　【パスワード】kyouiku8325
①☎電話又は WEBで購入申込み
　☎：振興会会員（会員番号等）であることを告げ鑑賞券の受渡方法及び手数料等を確認

：「チケットかながわ」にアクセスし ID・パスワード等の必要事項を入力
②販売窓口で「振興会会員証」提示
【販売窓口】
 神奈川県民ホール（10：00～ 18：00　年末年始休）
 KAAT神奈川芸術劇場（10：00～ 18：00　年末年始休）
 神奈川県立音楽堂（13：00～ 17：00　月曜・年末年始休）
 ※対象演目等については、チケットかながわへお問合わせください（対象外公演あり）。
 ※チケット購入後の返品・交換は一切できません。
 ※公演によっては発売初日に完売することもあります。

Ro-On チケット（平日：月・水・金 10:00 ～ 18:00）※祝日・休業日除く
☎ 047-365-9960　 http://www.ro-on.jp

利用対象 現職会員本人 継続会員本人 会員同行者

チケットが定価の 10%割引
☎電話で振興会会員（会員番号等）であることを告げて購入申込み
※対象演目等は Ro-Onチケットへお問合わせください（対象外公演あり）。

ホリプロチケットセンター　☎ 03-3490-4949（平日 11:00 ～ 18:00）
ホリプロステージ　　　　　 https://horipro-stage.jp

利用対象 現職会員本人 継続会員本人 会員同行者

チケットが定価の 5～ 20%割引
現職会員【ID】kyo-f2【パスワード】hpticket　　継続会員【ID】kyo-f【パスワード】ticket
☎電話又は WEBで購入申込み
　☎：「ホリプロチケットセンター」で振興会会員（会員番号等）であることを告げる

：「ホリプロステージ」にアクセスし ID・パスワード等の必要事項を入力
※土日祝休
※対象演目等はホリプロステージにログインしご確認ください（対象外公演あり）。

芸術・演芸鑑賞
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■カルチャー教室等

朝日カルチャーセンター　朝日 JTB・交流文化塾
https://www.asahiculture.jp

利用対象
（補助額）

現職会員本人
（1講座 3,000 円）

継続会員本人
（1講座 1,000 円）

会員家族
適用はありません

受講料の一部を補助（会員本人のみ）
入会金額全額補助／更新料全額補助（現職会員のみ）
各施設で「振興会会員証」提示して受講申込み
注）受講料（教材費を除く）10,000 円以上の講座に適用
注）朝日 JTB・交流文化塾の協力施設（ゴルフ・陶芸・パソコン等）は対象外
【対象施設】
新宿教室／立川教室／横浜教室／東京通信講座部／千葉教室／名古屋教室／中之島教室／川西教
室／京都教室／北九州教室／福岡教室／くずは教室

読売・日本テレビ文化センター
https://www.ync.ne.jp

利用対象
（補助額）

現職会員本人
（1講座 3,000 円）

継続会員本人
（1講座 1,000 円）

会員家族
適用はありません

受講料の一部を補助（会員本人のみ）
入会金額全額補助／更新料全額補助（現職会員のみ）
各施設で「振興会会員証」提示して受講申込み
注）受講料（教材費を含む）10,000 円以上の講座に適用
【よみうりカルチャー】
 恵比寿／荻窪／北千住／錦糸町／大森／八王子／川崎／横浜／柏／川口／自由が丘／川越

カルチャーセンター
https://www.culture.gr.jp

利用対象
（補助額）

現職会員本人
（1講座 3,000 円）

継続会員本人
（1講座 1,000 円）

会員家族
適用はありません

受講料の一部を補助（会員本人のみ）
入会金額全額補助／更新料全額補助（現職会員のみ）
各施設で「振興会会員証」提示して受講申込み
注）受講料（教材費を含む）10,000 円以上の講座に適用
【対象施設】
綱島カルチャーセンター／港北カルチャーセンター／カルチャーセンター本牧／ヨークカル
チャーセンター上永谷／バーズカルチャーセンター／三ツ境カルチャーセンター／青葉台カル
チャープラザ／ヨークカルチャーセンター小杉／相模原カルチャーセンター古淵／相模原カル
チャーセンター駅ビル／相模大野カルチャーセンター／南林間カルチャーセンター／厚木カル
チャーセンター／ヨークカルチャーセンター大船／湘南モールカルチャーセンター／辻堂カル
チャーセンター／ヨークカルチャーセンター茅ヶ崎／秦野カルチャーセンター／カルチャーセン
ター小田原／カルチャーセンターさいか屋横須賀／カルチャープラザ平塚

カルチャー教室等
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東京パソコンアカデミー
https://tpa1986.kohgakusha.com

利用対象
（補助額）

現職会員本人
（1講座 3,000 円）

継続会員本人
（1講座 1,000 円）

会員家族
適用はありません

受講料の一部を補助（会員本人のみ）
入会金額全額補助／更新料全額補助（現職会員のみ）
各施設で「振興会会員証」提示して受講申込み
注）完全個別学習の 8時間以上のコースに適用
【対象施設】
 府中校／柏校／古淵校／新越谷校

シアルパソコンスクール
☎ 0120-949-607　 http://www.improve-cd.co.jp/pcsial

利用対象
（補助額）

現職会員本人
（1講座 3,000 円）

継続会員本人
（1講座 1,000 円）

会員家族
適用はありません

受講料の一部を補助（会員本人のみ）
入会金額全額補助／更新料全額補助（現職会員のみ）
「振興会会員証」提示して受講申込み
注）スタンダードプラン、マンツーマンプラン及びホームページ作成レッスンに適用

英会話AEON
mhoshino@corp.aeonet.co.jp　 03-6670-2900（FAX）

利用対象
（補助額）

現職会員本人
（1講座10,000円）

継続会員本人
（1講座 1,000 円）

会員同居家族
（高校生以上）

受講料の一部を補助（会員本人のみ）／入会金免除／受講料 10％割引
「振興会会員証」提示して受講申込み
注）受講料（教材費を含む）50,000 円（税込）以上の講座に適用
注）契約変更時・更新時・インターネットレッスンも割引適用可
注）同居家族利用の場合、入会金・受講料割引のみ適用
【事前申込制】
①「受講申込書※」に必要事項を記入し メールか FAXで申込み
※受講申込書は 振興会会員専用ホームページからダウンロードできます。

②各スクール訪問日に「振興会会員証」提示

カルチャー教室等
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LEC 東京リーガルマインド
☎ 0570-064-464（LECコールセンター）　 https://www.lec.com

利用対象 現職会員本人 継続会員本人 会員家族

受講料からさらに 5%割引（割引併用可）
☎電話、 WEB、 各校で申込み
　☎：LECコールセンターで振興会会員（会員番号等）であることと「法人提携割引」適用の旨を

告げる。
：LECオンラインショップにアクセスしマイページ登録

　　　支払方法選択画面で「eクーポン番号」を入力
　　　【eクーポン番号】（通常講座）　XP60631Y08837

（司法試験・司法書士・弁理士講座）　XP60631Y18788
：LEC各校窓口で「振興会会員証」提示、「法人提携割引」適用の旨を告げる。

注）一部割引対象外の講座あり（LECコールセンターに問合せ）
注）30%を超える割引との併用不可（最大 33.5%割引）
注）司法試験、司法書士、弁理士講座は「初学者向けコース」のみ 5%割引
注）代理店書店での申込みは割引対象外
注）道場講座、ゴールドWeb講座、LECが代理店として販売する他社制作の講座は対象外

通信教育ユーキャン
order@u-can.co.jp　 03-5371-6601（FAX）

利用対象 現職会員本人 継続会員本人 会員家族

受講料に応じてQUOカード進呈
（参考）受講料 10,000 円～ 30,000 円未満で 2,000 円のQUOカード
【事前申込制】
「専用申込書※」に必要事項を記入し メール、 FAX、 郵送で申込み
※専用申込書は 振興会会員専用ホームページからダウンロードできます。
　ホームページログイン後、「kyouiku-f」を入力しダウンロードしてください。

■無料法律相談

ブラントン法律事務所
（横浜市中区日本大通 15　横浜朝日会館 8階）

利用対象 現職会員本人 継続会員本人 会員家族
（配偶者・子・親）

振興会の顧問弁護士による法律相談（30分無料）
毎月第 2火曜日（変則あり）① 9:30 ～ 10:00　② 10:30 ～ 11:00　③ 11:30 ～ 12:00
【予約申込制】
☎電話で振興会に予約申込み（各時間枠 1組 : 先着順）
❶希望日時　❷会員氏名　❸会員番号　❹相談内容（簡単に）「相続」「債権債務」「土地の賃借
料」等　❺人数　を告げる。

注）他の会員、当振興会を相手方とする案件の相談不可
注）継続して依頼する場合は有料（改めて依頼が必要です）
申 込 先 事業班　☎ 045-211-4483（平日 8:30 ～ 17:15）

カルチャー教室等／無料法律相談
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■金融サービスの仲介

三菱UFJ 信託銀行
（提携金融機関への仲介）

利用対象 現職会員本人 継続会員本人 会員同居家族

「遺産整理業務」及び「遺言信託業務」が正規手数料の最大 10％引き
【予約申込制】
①☎電話で振興会に予約申込み
　❶会員氏名　❷会員番号　❸日中連絡先　❹依頼内容「遺産整理業務」「遺言信託業務」
　❺信託銀行からの連絡希望日時　を告げる。
②振興会受付後、信託銀行担当者から申込者に連絡
※業務内容の詳細については信託銀行担当者にお尋ねください。
申 込 先 事業班　☎ 045-211-4483（平日 8:30 ～ 17:15）

■会員証割引

全国教職員互助団体協議会（全教互）
https://www.zenkyogo-kaiinsyo-login.com/

利用対象 現職会員本人 継続会員本人 会員同行者
（一部施設適用不可）

全国の教職員互助会が契約している施設等が割引価格で利用可
【団体 ID】271　【パスワード】kanagawa
① 会員証割引専用ホームページから団体 ID・パスワード等の必要事項を入力し利用施設を検索し
施設に直接問い合わせ

②利用当日「全国教職員互助団体協議会会員証※」提示
※全国教職員互助団体協議会会員証は下記に掲載

金融サービスの仲介／会員証割引

✂キリトリ✂

✂

キ
リ
ト
リ✂ 見　本
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団 体 名：神奈川県教育福祉振興会 ☎045-211-4483

会員番号： 会員氏名：

全国の教職員互助会が契約している業者や提携施設で
割引優待を受けることができる「全国共通会員証」です。
利用施設については、専用WEBページをご覧ください。

http://www.zenkyogo-kaiinsyo-login.com/

※団体ＩＤ、パスワードは、お問い合わせください。

〈パソコン、スマートフォンどちらからでも閲覧できます。〉

✂キリトリ✂

✂

キ
リ
ト
リ✂見　本
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【事業者情報】
株式会社ユーキャン 法人営業部
〒151-0053 東京都渋谷区代々木1-11-1
Tel：03-5302-8833 E-mail：houjininfo@u-can.co.jp
代表者 代表取締役社長 品川 泰一

ユーキャン
通 信 講 座

受講料の金額に応じて、お申込みから２か月以内にQUOカード
を送付します。

10,000円以上30,000円未満 2,000円相当QUOカード
30,000円以上50,000円未満 3,000円相当QUOカード
50,000円以上100,000円未満 5,000円相当QUOカード

100,000円以上 10,000円相当QUOカード

【お申込時の注意事項】
●教材送料について：送料はユーキャンが負担します。●キャンセル・返品について：申込受付後の途中解約、返品はお受付できませんので、予
めご了承のほどよろしくお願いいたします。お受け取り時の教材に汚損や落丁などがあった場合には、送料・返送料ユーキャン負担でお取替えい
たします。●学費以外にご受講中にかかる費用について：お振込手数料、添削課題や質問の郵送代などはお客様のご負担となります。

【お申込方法】
振興会ホームページより、「申込書兼入金確認書」をダウンロードし、必要事項記入の上、申込書記載の送付先にメールまたは郵送でお申込ください。

0円相当Q
通 信 講

おすすめ講座

子ども発達障害支援アドバイザー
正しい理解と適切なサポートで子どもの毎日がのびのびと！

ファイナンシャルプランナー
自分のためにも、人のためにもなる「お金」の知識

心理カウンセリング
基礎知識&スキルをやさしく学んで、毎日を前向きに！

講座内容の詳細は ユーキャン
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●指定店名簿

★契約店舗で割引優待が受けられます。
★利用時は、教育福祉振興会の「会員証」をご提示ください。
★割引対象（除外）やサービス等の詳細は、各指定店にお問い合わせください。
★諸般の事情等により掲載内容等が変更となる場合があります。
★最新情報（新規契約・契約終了等）は広報紙及び振興会ホームページでお知らせします。
★ご不明点は振興会までお問い合わせください。

1．人間ドック健診機関

2．百貨店

3．洋服・洋品類　

4．時計・眼鏡・貴金属

5．呉服

6．住宅販売・建築

7．住宅設備機器

8．総合建築営繕工事

9．スポーツ用品類

10．贈答用品

11．神仏具

12．自動車用品類

13．結婚式場

14．引っ越し

15．畳の張り替え

16．襖の張り替え

17．レンタル衣装

18．葬儀

19．斎場

20．墓地・墓石工事

21．結婚情報サービス

22．不動産鑑定・司法書士

23．楽器

24．不動産仲介

25．消火器

26．クレジットカード

27．中古車卸売業
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1．人間ドック健診機関

神奈川県結核予防会かながわクリニック（横浜市中区）
☎ 045-201-8521 http://www.kanagawa-ata.or.jp
人間ドック	42,000 円→ 35,000 円（税別）
婦人健診	11,000 円→ 9,000 円（税別）

上大岡総合健診センター（横浜市港南区）
☎ 045-845-5543
人間ドック（一般）42,000 円→ 37,000 円（税抜）
人間ドック（シニア）42,000 円→ 30,000 円（税抜）
※シニアは、60歳以上　※現金のみ割引対象

相模原総合健診センター（相模原市中央区）
☎ 042-753-3301 https://www.sowa.or.jp
日帰り人間ドック 46,000 円→ 40,000 円（税別）
※継続会員とその家族のみ対象（現職会員とその家族は対象外）

横浜総合健診センター（横浜市神奈川区）
☎ 045-461-1230 https://www.sowa.or.jp
日帰り人間ドック 46,000 円→ 40,000 円（税別）
※継続会員とその家族のみ対象（現職会員とその家族は対象外）

みなとみらいメディカルスクエア（横浜市西区）
☎ 045-228-2000 https://www.sowa.or.jp　
日帰り人間ドック 46,000 円→ 40,000 円（税別）
※継続会員とその家族のみ対象（現職会員とその家族は対象外）

高津中央クリニック（川崎市高津区）
☎ 044-822-1278 https://www.takatsuhosp.or.jp/clinic/
日帰りドック 45,000 円→ 40,000 円（税抜）
※現金のみ割引対象

藤沢総合健診センター（藤沢市）
☎ 0466-23-3211 http://www.fujisawa-junten.or.jp　
人間ドック（期間限定 1.2.3.4.5 月）42,000 円→ 38,000 円（税別）
※腫瘍マーカー・栄養健康相談・体力測定・食事含

藤沢市保健医療センター（藤沢市）
☎ 0466-88-7305 http://iryo.city.fujisawa.kanagawa.jp
総合健診（人間ドック）45,000 円→ 40,000 円（税別）
※現金のみ

新百合ヶ丘総合病院（川崎市麻生区）
☎ 044-322-0633 https://www.shinyuri-hospital.com
人間ドック 50,000 円→ 38,000 円（税抜）
脳ドック 35,000 円→ 30,000 円（税抜）
PET健診 100,000 円→ 80,000 円（税抜）

人間ドック健診機関
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関東中央病院（東京都）
☎ 03-3429-1171 https://www.kanto-ctr-hsp.com
2 日（泊）ドック 62,500 円→ 60,000 円（税抜）
1日（日帰り）ドック 43,900 円→ 41,600 円（税抜）
脳ドック 45,000 円→ 44,000 円（税抜）

東名厚木メディカルサテライトクリニック（厚木市）
☎ 046-229-1937 https://www.tomei.or.jp/tams/
日帰 45,000 円（税別）→ 7,000 円割引
脳ドック 42,000 円（税別）→ 2,000 円割引
婦人科（内診、頸部細胞診）4,000 円（税別）→ 500円割引
MMG・乳腺エコー各 5,000 円（税別）→ 500円割引
PSA3,000 円（税別）→ 500円割引
脳（頭部）MRI 単独 30,000 円（税別）→ 3,000 円割引
※上記以外は割引対象外

新横浜メディカルサテライト（横浜市港北区）
☎ 045-471-3855 https://www.tomei.or.jp/tams/
日帰 45,000 円（税別）→ 7,000 円割引
婦人科（内診、頸部細胞診）4,000 円（税別）→ 500円割引
MMG・乳腺エコー各 5,000 円（税別）→ 500円割引
PSA3,000 円（税別）→ 500円割引
※土曜日は胃カメラ不可　※上記以外は割引対象外

京浜健診クリニック（横浜市金沢区）
☎ 045-782-3222 http://www.keihin-kc.jp/
日帰りドック 44,000 円→ 39,000 円（税抜）
脳ドック（基本コース）24,000 円→ 23,000 円（税抜）
脳ドック（充実コース）35,000 円→ 34,000 円（税抜）
子宮細胞診検査（オプション）7,000 円→ 5,000 円（税抜）
※上記以外は割引対象外

コンフォート横浜健診センター（横浜市西区）
☎ 045-313-8080 https://www.comfort.or.jp
日帰り人間ドック 48,000 円→ 34,260 円（税抜）
（オプション）婦人科（子宮がん検査・乳がん検査）11,000 円→ 9,000 円（税抜）
※オプションは人間ドックと同時の受診に限る

ふれあい横浜ホスピタル（横浜市中区）
☎ 045-662-2489 https://www.fureai-or.jp/fyh-kenshin/
日帰りドック 46,000 円→ 37,000 円（税抜）
宿泊ドック 63,500 円→ 55,000 円（税抜）
脳ドック 48,000 円→ 43,000 円（税抜）
（オプション）頭部MRI・MRA40,000 円→ 30,000 円（税抜）
（オプション）胃部内視鏡へ変更 4,000 円→ 0円
（オプション）子宮頸部細胞診 5,000 円→ 3,000 円（税抜）
（オプション）マンモグラフィー 5,000 円→ 4,000 円（税抜）
※他の割引や補助など重複利用不可　※上記以外のオプション検査は定価

人間ドック健診機関
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横須賀市立市民病院（横須賀市）
☎ 046-858-1746
一日ドック 47,147 円→ 40,000 円（税抜）
二日ドック 78,578 円→ 65,000 円（税抜）
脳ドック併診 36,666 円→ 30,000 円（税抜）
脳ドック単独 52,382 円→ 45,000 円（税抜）
※胃部内視鏡への変更別途 5,000 円（税抜）

アルファメディック・クリニック（川崎市幸区）
☎ 044-511-6116 http://www.alpha-medic.gr.jp　
日帰り人間ドック 45,000 円→ 39,000 円（税別）
※胃部内視鏡選択時 48,000 円→ 42,000 円（税抜）
宿泊人間ドック 62,000 円→ 57,000 円（税抜）
脳ドック（フルコース）70,000 円→ 62,000 円（税抜）
脳検査 37,000 円→ 32,000 円（税抜）

横浜リーフみなとみらい健診クリニック（横浜市西区）
☎ 045-651-1572 https://www.sempos.or.jp/kk/yokohama/
人間ドック 42,000 円→ 40,000 円（税抜）

東海大学医学部付属八王子病院（東京都）
☎ 042-639-1177 http://www.ningen-dock-tokai.jp/
Aプラン 62,000 円→ 57,000 円（税抜）
Bプラン 41,000 円→ 36,000 円（税抜）
※胃部内視鏡への変更別途 5,000 円（税抜）

けいゆう病院（横浜市西区）
☎ 045-221-8291 http://www.keiyu-hospital.com
人間ドック（5～ 11月）45,000 円→ 38,000 円（税抜）
人間ドック（12～ 4月）45,000 円→ 34,000 円（税抜）

アムスランドマーククリニック（横浜市西区）
☎ 045-222-5588 http://www.ams-dock.jp/landmark/
一日コース（1,2,4,5 月）45,000 円→ 38,000 円（税別）
一日コース（上記以外の月）45,000 円→ 41,000 円（税別）
1泊コース（1,2,4,5 月）70,000 円→ 61,000 円（税別）
1泊コース（上記以外の月）70,000 円→ 65,000 円（税別）
※継続会員とその家族のみ対象（現職会員とその家族は対象外）
※受診回数に応じた優待料金コースあり
※詳細は広告・ホームページ参照か直接問合せ

横浜栄共済病院（横浜市栄区）
☎ 045-891-2171 https://www.yokohamasakae.jp
A日帰り人間ドック（胃透視コース）43,000 円→ 38,000 円（税抜）
B日帰り人間ドック（内視鏡コース）50,000 円→ 45,000 円（税抜）

人間ドック健診機関
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カラダテラス海老名（海老名市）
☎ 046-292-1311
人間ドック（面談付）41,820 円→ 39,729 円（税別）

JA 健康管理センターあつぎ（厚木市）
☎ 046-229-3731 http://www.kouseiren.net/kenkou/content/atsugi/
・日帰り人間ドック（1～ 5月限定）
　男性 46,200 円（税込）→ 40,700 円（1～ 3月）35,200 円（4～ 5月）
　女性 51,700 円（税込）→ 46,200 円（1～ 3月）40,700 円（4～ 5月）
　※女性は子宮がん+乳がん（乳房超音波）含
・人間ドック特別コース（1～ 5月限定）：66,000 円（税込）→ 51,700 円
・セレクトコース（1～ 5月はオプション 1項目サービス）※一部除外項目あり

JA 健康管理センターさがみはら（相模原市緑区）
☎ 046-229-3731 http://www.kouseiren.net/kenkou/content/sagamihara/
・日帰り人間ドック（1～ 5月限定）
　男性 46,200 円（税込）→ 40,700 円（1～ 3月）35,200 円（4～ 5月）
　女性 51,700 円（税込）→ 46,200 円（1～ 3月）40,700 円（4～ 5月）
　※女性は子宮がん+乳がん（乳房超音波）含
・人間ドック特別コース（1～ 5月限定）：66,000 円（税込）→ 51,700 円
・セレクトコース（1～ 5月はオプション 1項目サービス）※一部除外項目あり

古川病院健診センター（横浜市神奈川区）
☎ 045-441-3598 http://furukawa-hospital.com/index.html
日帰り人間ドック 38,000 円→ 36,100 円（税別）
※胃部内視鏡（火・木のみ）への変更別途 3,000 円（税別）
※上記以外は割引対象外　※現金のみ（カード不可）

2. 百貨店

高島屋 横浜店（横浜市西区）
☎ 045-311-5111 https://www.takashimaya.co.jp/yokohama/
5%割引	※ 1口 3,000 円（税別）以上で割引適用　※一部除外品あり　※現金のみ
購入場所：7階商品券売場

高島屋 玉川店（東京都）
☎ 03-3709-3111 https://www.takashimaya.co.jp/yokohama/
5%割引	※ 1口 3,000 円（税別）以上で割引適用　※一部除外品あり　※現金のみ
購入場所：6階総合サービスセンター

人間ドック健診機関／百貨店
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3. 洋服・洋品類　

紳士服コナカ　各店
☎下記参照 https://www.konaka.co.jp
10%割引	※現金クレジットによる販売（商品券、ネーム入れ費用、補修費は除外）
【対象店舗】
☎ 046-834-8339（紳士服コナカ	久里浜店）
☎ 045-881-6466（紳士服コナカ	戸塚東口店）
☎ 045-825-5711（紳士服コナカ	東戸塚総本店）
☎ 045-471-4740（紳士服コナカ	新横浜岸根店）
☎ 045-474-1059（紳士服コナカ	新横浜店）
☎ 045-224-8403（紳士服コナカ	関内尾上町店）
☎ 0467-46-6440（紳士服コナカ	大船店）
☎ 0467-53-2911（紳士服コナカ	茅ヶ崎小和田店）
☎ 046-297-1408（紳士服コナカ	厚木林店）
☎ 0465-45-1522（紳士服コナカ	フレスポ小田原シティーモール店）
☎ 0463-83-0806（紳士服コナカ	秦野店）
☎ 044-979-1035（紳士服コナカ	宮前菅生店）
☎ 044-245-9901（紳士服コナカ	京急川崎駅前店）
☎ 044-210-0311（紳士服コナカ	川崎本店）
☎ 044-931-1105（紳士服コナカ	登戸店）
☎ 044-433-6129（紳士服コナカ	元住吉店）
☎ 044-959-4140（紳士服コナカ	新百合ヶ丘店）
☎ 042-763-4521（紳士服コナカ	相模原田名店）
☎ 0465-60-0650（紳士服コナカ	湯河原店）
☎ 0465-83-1171（紳士服コナカ	大井松田店）
☎ 0466-42-4967（紳士服コナカ	湘南台店）
☎ 0466-28-4050（紳士服コナカ	藤沢鵠沼店）
☎ 045-860-5188（SUIT	SELECT	東急プラザ戸塚）
☎ 045-533-3173（SUIT	SELECT	トレッサ横浜）
☎ 045-440-5257（SUIT	SELECT	横浜東）
☎ 045-317-5021（SUIT	SELECT	横浜西）
☎ 045-651-3790（SUIT	SELECT	関内）
☎ 045-501-8821（SUIT	SELECT	シャル鶴見）
☎ 045-914-7721（SUIT	SELECT	港北ノースポート・モール）
☎ 046-292-0681（SUIT	SELECT	海老名ビナウォーク）
☎ 046-220-1380（SUIT	SELECT	本厚木ミロード）
☎ 044-820-0221（SUIT	SELECT	マルイファミリー溝口）
☎ 044-221-0320（SUIT	SELECT	川崎）
☎ 044-210-2105（SUIT	SELECT	川崎ルフロン）
☎ 044-431-8321（SUIT	SELECT	元住吉）
☎ 046-200-2821（SUIT	SELECT	大和プロス）
☎ 0466-55-5321（SUIT	SELECT	湘南藤沢オーパ）
☎ 0465-21-3221（SUIT	SELECT	ラスカ小田原）
☎ 046-278-2821（SUIT	SELECT	中央林間東急スクエア）
☎ 0463-25-1077（SUIT	SELECT	ラスカ平塚）

洋服・洋品類
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AOKI　各店
☎ P38～ 39参照 https://www.aoki-style.com
総額 10%割引
※全てのAOKI 店舗で割引適用（補正代・宅配代、商品券は割引対象外）
※他の総額割引及び他の提携団体割引との併用不可
【対象店舗】
☎ 046-221-7688（AOKI	厚木店）
☎ 046-224-6388（AOKI	厚木林店）
☎ 0463-91-5188（AOKI	伊勢原店）
☎ 044-328-6588（AOKI	イトーヨーカドー川崎店）
☎ 044-949-3888（AOKI	稲田堤店）
☎ 046-233-1888（AOKI	海老名店）
☎ 0465-85-0188（AOKI	大井松田店）
☎ 0465-35-7388（AOKI	小田原店）
☎ 0465-46-0188（AOKI	小田原鴨宮店）
☎ 044-542-2188（AOKI	鹿島田店）
☎ 0467-32-0788（AOKI	鎌倉店）
☎ 044-741-3888（AOKI	川崎子母口店）
☎ 044-221-2888（AOKI	川崎東口店）
☎ 042-755-7088（AOKI	古淵店）
☎ 042-759-1888（AOKI	相模原淵野辺店）
☎ 046-251-0888（AOKI	座間店）
☎ 045-317-2788（AOKI	サミット横浜岡野店）
☎ 044-978-0588（AOKI	たまプラーザ店）
☎ 0467-83-8288（AOKI	茅ヶ崎店）
☎ 042-783-6288（AOKI	津久井城山店）
☎ 042-730-6388（AOKI	ニトリモール相模原店）
☎ 042-770-0788（AOKI	橋本店）
☎ 0463-85-5988（AOKI	秦野店）
☎ 0463-33-3888（AOKI	平塚店）
☎ 0463-51-2888（AOKI	平塚田村店）
☎ 0466-83-2488（AOKI	藤沢六会店）
☎ 046-297-7488（AOKI	本厚木北口店）
☎ 044-850-3188（AOKI	溝の口店）
☎ 044-870-5088（AOKI	向ヶ丘店）
☎ 044-738-0388（AOKI	武蔵小杉店）
☎ 046-264-0688（AOKI	大和南店）
☎ 046-833-4388（AOKI	横須賀久里浜店）
☎ 045-989-0188（AOKI	横浜青葉台店）
☎ 045-806-3688（AOKI	横浜いずみ中央店）
☎ 045-544-6888（AOKI	横浜大倉山店）
☎ 045-481-7888（AOKI	横浜片倉町店）
☎ 045-785-6888（AOKI	横浜金沢文庫店）
☎ 045-730-1288（AOKI	横浜弘明寺店）
☎ 045-833-5588（AOKI	横浜港南台店）
☎ 045-941-9888（AOKI	横浜港北総本店）
☎ 045-913-0588（AOKI	横浜すみれが丘店）
☎ 045-547-9888（AOKI	横浜綱島東店）
☎ 045-959-6188（AOKI	横浜鶴ヶ峰店）
☎ 045-580-0888（AOKI	横浜鶴見西口店）
☎ 045-848-2888（AOKI	横浜日野店）

洋服・洋品類
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AOKI　各店
☎ P38～ 39参照 https://www.aoki-style.com
総額 10%割引
※全てのAOKI 店舗で割引適用（補正代・宅配代、商品券は割引対象外）
※他の総額割引及び他の提携団体割引との併用不可
【対象店舗】
☎ 045-362-4888（AOKI	横浜三ツ境店）
☎ 045-680-6888（AOKI	横浜みなとみらい店）
☎ 045-812-1888（AOKI	横浜山手台店）
☎ 045-811-9888（AOKI	横浜緑園都市店）
☎ 045-590-0988（AOKI	ルララこうほく店）

4. 時計・眼鏡・貴金属

金明堂　元町本店／ジョイナス店／ラスカ茅ヶ崎店
☎下記参照 http://kinmeido.co.jp
フレーム・レンズ・サングラス・補聴器 10%割引（特価品一部除外品あり）
※ 3,000 円以上で適用
※現金のみ、他割引サービスとの併用不可
【対象店舗】
☎ 045-662-6255（金明堂	元町本店）
☎ 045-311-3955（金明堂	ジョイナス店）
☎ 0467-87-3828（金明堂	ラスカ茅ヶ崎店）

横浜本店東京コンタクトスカイビルメガネ／MICHIKO・EYE
☎下記参照 https://tokyo-contact.co.jp
通常販売価格の 30%割引	
※割引適用最低金額なし	※付属品、部品、特殊商品、特別価格品（セール品）除く
【対象店舗】
☎ 045-441-3636（東京コンタクト	スカイビルメガネ）
☎ 0466-25-4400 https://michiko-eye.com（MICHIKO・EYE）
☎ 0466-44-2199 https://michiko-eye.com（MICHIKO・EYE	湘南台店）

山下メガネ（横浜市中区）
☎ 045-681-0198 http://www.otaota.jp
メガネ、コンタクトレンス 2゙0%割引　補聴器 15%割引（当店表示価格より割引）	
※最低金額 1000円以上で割引適用
※セール品、コンタクトの付属品、ケア用品、使い捨てコンタクト等割引除外

和真メガネ 各店
☎ P39～ 40参照
通常販売価格の 5%割引（付属品、部品、特殊商品、特別価格品（セール品）を除く）
※割引適用最低金額なし　※修理・パーツ取り寄せ・使い捨てコンタクト割引除外
【対象店舗】
☎ 03-3572-3693（和真メガネ	銀座本店）
☎ 03-3354-5588（和真メガネ	新宿本館）
☎ 03-5269-1751（和真メガネ	新宿レディース店）

洋服・洋品類／時計・眼鏡・貴金属
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和真メガネ 各店
☎ P39～ 40参照
通常販売価格の 5%割引（付属品、部品、特殊商品、特別価格品（セール品）を除く）
※割引適用最低金額なし　※修理・パーツ取り寄せ・使い捨てコンタクト割引除外
【対象店舗】
☎ 03-3354-6767（和真メガネ	新宿 ANNEX）
☎ 045-743-3421（和真メガネ	横浜別所店）
☎ 03-5637-7145（和真メガネ	アルカキット錦糸町店）
☎ 045-363-7550（和真メガネ	二俣川店）
☎ 045-871-5445（和真メガネ	戸塚店）
☎ 03-6807-2297（和真メガネ	アリオ西新井店）
☎ 0466-26-2553（和真メガネ	藤沢店）
☎ 0466-86-8501（和真メガネ	湘南台店）
☎ 046-824-2121（和真メガネ	横須賀店）
☎ 042-726-8701（和真メガネ	町田店）
☎ 0463-23-3866（和真メガネ	平塚店）
☎ 0465-46-1707（和真メガネ	小田原DC店）
☎ 042-730-3571（和真メガネ	古淵店）
☎ 045-533-5130（柊や眼鏡		トレッサ横浜店）
☎ 0463-73-2007（和真メガネ	二宮店）
☎ 0465-24-1755（和真メガネ	小田原東口駅前）
☎ 03-3392-9673（和真メガネ	荻窪店）
☎ 045-349-7678（和真メガネ	アピタ金沢文庫）
☎ 042-673-5744（和真メガネ	イーアス高尾店）
☎ 042-644-5481（和真メガネ	八王子店）
☎ 03-3925-3260（和真メガネ	大泉店）
☎ 03-3976-9233（和真メガネ	光が丘店）
☎ 03-5675-6831（和真メガネ	アリオ葛西店）
☎ 042-471-2581（和真メガネ	東久留米店）
☎ 042-452-5720（和真メガネ	イオンモール東久留米店）
☎ 042-422-7333（和真メガネ	ひばりヶ丘店）
☎ 03-3902-4545（和真メガネ	赤羽すずらん通り店）
☎ 03-3900-2368（和真メガネ	赤羽イトーヨーカドー店）
☎ 044-589-8365（和真メガネ	川崎ルフロン店）
☎ 0422-21-6146（和真メガネ	吉祥寺店）
☎ 03-6666-6111（和真メガネ	木場店）
☎ 042-325-4509（和真メガネ	国分寺店）

オグラ 各店
☎ P40～ 41参照
眼鏡	通常販売価格の 10%割引　　眼鏡関連商品（ルーペ等）	通常販売価格 10%割引
※割引適用最低金額なし	※現金のみ　※セール品を除く
※大丸東京店、松坂屋上野店は割引対象外　
【対象店舗】
☎ 03-3264-5178（オグラ	市ヶ谷店）
☎ 03-3352-6531（オグラ	新宿ルミネエスト店）
☎ 03-5325-2507（オグラ	こどもメガネアンファン小田急新宿店）
☎ 03-3499-2156（オグラ	渋谷本店）
☎ 03-3477-3604（オグラ	こどもメガネアンファン+ファミリー渋谷・東急本店）
☎ 03-5717-6681（オグラ	こどもメガネアンファン玉川高島屋店）

時計・眼鏡・貴金属
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オグラ 各店
☎ P40～ 41参照
眼鏡	通常販売価格の 10%割引　　眼鏡関連商品（ルーペ等）	通常販売価格 10%割引
※割引適用最低金額なし	※現金のみ　※セール品を除く
※大丸東京店、松坂屋上野店は割引対象外　
【対象店舗】
☎ 03-5680-5701（オグラ	イトーヨーカドー亀有駅前店）
☎ 03-5957-7680（オグラ	こどもメガネアンファン池袋東武店）
☎ 0422-23-6750（オグラ	コピス吉祥寺店）
☎ 042-646-5515（オグラ	八王子店）
☎ 042-540-7611（オグラ	こどもメガネアンファン伊勢丹立川店）
☎ 045-290-7211（オグラ	こどもメガネアンファン横浜高島屋店）
☎ 045-321-6871（オグラ	横浜西口ジョイナス店）
☎ 045-453-6501（オグラ	横浜東口ポルタ店）
☎ 045-848-7278（オグラ	京急百貨店メガネサロン）
☎ 045-985-8020（オグラ	青葉台東急スクエア店）
☎ 044-200-6654（オグラ	アトレ川崎店）
☎ 044-965-3020（オグラ	新百合ヶ丘エルミロード店）
☎ 0466-26-2877（オグラ	藤沢オーパ店）
☎ 042-767-1696（オグラ	相模大野ステーションスクエア店）
☎ 03-6380-5249（オグラ	新宿三丁目店）
☎ 042-686-3387（オグラ	セレオ八王子店）

時計宝石メガネ　イトウ時計店（藤沢市）
☎ 0466-88-4420
10%～ 30%割引

きく屋宝石店（東京都）
☎ 03-3409-0451 https://kikuyta.ne.jp
5%～ 20%割引
※割引適用最低金額なし　※特価品（赤札商品）等は割引対象外

TANZO 東京店／横浜店
☎下記参照 https://www.tanzo.jp
・宝飾品全般：卸値価格で提供　　※ TANZO（婚約指輪・結婚指輪）は除く。　
・婚約指輪・結婚指輪をお探しの方に、特別限定商品券「10,000 円」プレゼント（初回来店時／他の特典と
の併用不可）

・新刊本『後悔しない婚約指輪・結婚指輪選び』プレゼント（希望の方は、HP、メールで請求）
【対象店舗】
☎ 0120-354-296（TANZO	東京店）
☎ 0120-315-296（TANZO	横浜店）

ヒライ宝石（東京都）
☎ 03-3366-2112 http://www.hirai-mirai.com/hirai
・プラチナダイヤモンドエンゲージリング 0.3ct：	295,000 円（税抜）から 60%割引
・世界三大希少石＜アレキサンドライト、パライバトルマリン、パパラチアサファイア＞
50%割引

・プレミアムハードプラチナマリッジリンク 2゙ 本分：170,000 円（税抜）から 40%割引
※ブライダルリングはオーダーメイド方式	鑑定書付き

時計・眼鏡・貴金属
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銀座ダイヤモンドシライシ／エクセルコ ダイヤモンド　各店
☎下記参照
エンゲージリング（センターダイヤモンド対象）　15%割引　
マリッジリング	15%割引
ファッションジュエリー	10%割引
※一部割引除外あり
【対象店舗】
☎ 045-410-3555（銀座ダイヤモンドシライシ	横浜モアーズ店）
☎ 045-227-7430（銀座ダイヤモンドシライシ	横浜元町店）
☎ 0463-59-9185（銀座ダイヤモンドシライシ	ららぽーと湘南平塚店）
☎ 045-228-0858（エクセルコ	ダイヤモンド横浜店）
☎ 045-640-0057（エクセルコ	ダイヤモンドみなとみらい店）

時計・眼鏡・貴金属
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5. 呉服　

呉服卸 山一織物（東京都）
☎ 0120-829-296 http://www.kimono-tonya.com
50%割引（呉服全般）　※取扱品は下記参照（特価品・呉服加工代は割引対象外）
・茶席のきもの：江戸小紋、附下、訪問着、色無地
・結婚式や披露宴、叙勲、慶びの日：黒留袖、色留袖、訪問着
・帯地全般：袋帯、九寸名古屋帯、博多八寸帯
・成人式のきもの：振袖、袋帯、長襦袢、小物一式
・男のきもの：黒紋付、色無地、御召、紬、角帯、長襦袢、小物　

6. 住宅販売・建築

大和ハウス工業㈱　横浜支社／東京本社
☎下記参照 http://dhms.jp/kyo/?co=hMEO93hMEO9
住宅商品（請負）：建物本体価格の 3%割引　分譲マンション：分譲価格の 1%割引
分譲住宅：建物価格の 3%割引
※キャンペーン商品・提携販売分譲住宅（公団あっせん等）は割引対象外
※会員証を提示（初回来場時）
【対象店舗】
☎ 045-650-5200（横浜支社	住宅事業部）
☎ 03-5214-2253（東京本社	マンション事業本部）

スウェーデンハウス 各展示場
☎下記参照 https://www.swedenhouse.co.jp
建物本体見積価格の 3%割引（キャンペーン商品除外）
【対象展示場】
☎ 045-911-1881（スウェーデンハウス	たまプラーザ展示場）
☎ 045-320-2575（スウェーデンハウス	横浜東展示場）
☎ 045-312-5850（スウェーデンハウス	横浜西展示場）
☎ 0466-33-0707（スウェーデンハウス	藤沢展示場）
☎ 042-750-7410（スウェーデンハウス	相模原展示場）

呉服／住宅販売・建築
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小田急不動産（東京都）
☎03-3370-1119 https://www.odakyu-leafia.jp/alliance/index.html
物件価格（税抜）の 0.5%割引
売買仲介手数料（税抜）の 10%（購入時）もしくは 20%（売却時）割引　
※物件によって割引対象外や割引率が異なる場合あり　　※賃貸仲介は対象外
※他の割引特典との併用不可
※会員証を提示（分譲物件は購入申込まで、仲介物件は購入申込または媒介契約締結まで）

笠原工務店（横浜市港南区）
☎ 045-842-6603 https://www.kasahara-koumuten.co.jp
工事価格の 5%割引	　※割引適用最低金額なし

横浜テクノ建設（横浜市旭区）
☎ 045-362-5698 http://www.y-tekuno.com
建築工事等請負金額の 3%割引
※割引適用最低金額なし	　※キャンペーン商品、分譲住宅は割引対象外

積水ハウス神奈川東支店（横浜市西区）
☎ 045-227-6451
建物本体工事価格の 3%割引	　※土地、建売住宅対象外

住宅販売・建築
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明和地所（東京都）　　☎ 0120-227-997
https://www.meiwajisyo.co.jp/teikei/?d=1&item=1&wand=3P2g2Hut

販売価格（税抜）の 0.5%割引
※割引適用最低金額なし
※共同事業物件で優待除外となる物件、キャンペーン等のほかの割引との併用は不可

住友林業株式会社（神奈川県）
☎ 03-5956-2160 https://sfc.jp/agent/?37958
建物本体工事価格の 3%割引	　※企画型商品、キャンペーン商品等は除外

一条工務店 各展示場
☎ P45～ 46参照 https://www.ichijo.co.jp/intora/kanagawa-kyoiku.html
建物本体工事価格（税抜）の 2%割引
※洋風セゾンAタイプ、i-smile、建売（分譲）住宅は対象外
※会員証を提示（請負契約申込まで）
【対象展示場】
☎ 044-959-5261（一条工務店	新百合ヶ丘展示場 川崎市麻生区万福寺 4-3-1）
☎ 044-969-3511（一条工務店	新百合ヶ丘駅前展示場 川崎市麻生区万福寺 2-2-1）
☎ 044-739-0701（一条工務店	武蔵小杉展示場 川崎市中原区今井上町 11-17）
☎ 044-430-6211（一条工務店	川崎平間展示場 川崎市中原区市ノ坪 710）
☎ 044-221-4311（一条工務店	川崎展示場 川崎市川崎区日進町 22-7）
☎ 045-914-7911（一条工務店	ハウスクエア横浜展示場 横浜市都筑区中川 1-4-1）

展示場の検索・
ご来場予約は
こちらから　≫

住宅販売・建築
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一条工務店 各展示場
☎ P45～ 46参照 https://www.ichijo.co.jp/intora/kanagawa-kyoiku.html
建物本体工事価格（税抜）の 2%割引
※洋風セゾンAタイプ、i-smile、建売（分譲）住宅は対象外
※会員証を提示（請負契約申込まで）
【対象展示場】
☎ 045-910-3171（一条工務店	ハウスクエア横浜東展示場 横浜市都筑区中川 1-4-1）
☎ 045-470-4371（一条工務店	横浜港北展示場 横浜市都筑区川向町 989-1）
☎ 045-472-4631（一条工務店	横浜港北東展示場 横浜市都筑区川向町 989-1）
☎ 045-910-5781（一条工務店	たまプラーザ展示場 横浜市青葉区新石川 3-15）
☎ 045-324-2711（一条工務店	横浜平沼展示場 横浜市西区西平沼町 6-1（8区画））
☎ 045-326-4311（一条工務店	横浜平沼東展示場 横浜市西区西平沼町 6-1（38区画））
☎ 045-317-3031（一条工務店	横浜平沼南展示場 横浜市西区西平沼町 6-1（68区画））
☎ 045-864-3911（一条工務店	戸塚展示場 横浜市戸塚区戸塚町 5030）
☎ 045-830-5061（一条工務店	港南台展示場 横浜市港南区港南台 3-16-3）
☎ 045-361-1271（一条工務店	二俣川展示場 横浜市旭区さちが丘 47-1）
☎ 042-730-6021（一条工務店	相模原展示場 相模原市中央区向陽町 1-17）
☎ 042-704-6631（一条工務店	相模原東展示場 相模原市中央区向陽町 1-17）
☎ 042-701-4321（一条工務店	相模原古淵展示場 相模原市南区古淵 6-3-9）
☎ 046-296-4931（一条工務店	厚木展示場 厚木市妻田西 1-9-28）
☎ 046-297-3411（一条工務店	厚木東展示場 厚木市妻田西 1-9-28）
☎ 046-235-6791（一条工務店	海老名展示場 海老名市中央 1-9-10）
☎ 046-821-0331（一条工務店	横須賀展示場 横須賀市平成町 3-11-1）
☎ 0466-36-1891（一条工務店	藤沢展示場 藤沢市辻堂新町 4-2）
☎ 0466-30-3561（一条工務店	藤沢東展示場 藤沢市辻堂新町 4-2）
☎ 0466-33-3331（一条工務店	藤沢南展示場 藤沢市辻堂新町 4-2）
☎ 0463-51-1711（一条工務店	平塚展示場 平塚市田村 5-19-3）
☎ 0463-38-5241（一条工務店	平塚東展示場 平塚市田村 5-19-3）
☎ 0463-85-6101（一条工務店	秦野展示場 秦野市平沢 1381-1）
☎ 0465-46-0731（一条工務店	小田原国府津展示場 小田原市国府津 1-4-65）

㈱細田工務店（東京都）
☎ 03-5397-7734
注文住宅は建物本体価格の 3%割引	　※割引適用最低金額なし	　※分譲住宅は対象外

三井ホーム㈱ 法人営業本部 法人営業推進部（東京都）
☎ 0120-731-631 https://www.mitsuihome-tokyo.com/intra/kyo-fukushi
建物本体価格の 3%割引
※特別限定品・キャンペーン特別価格商品及び土地付分譲住宅、定期借地権付分譲住宅は除く

ナイス㈱ 本社（横浜市鶴見区）
☎ 045-501-3344 https://www.house.jp/
・新築マンション、新築一戸建住宅の税抜き本体価格の 1%割引	　※ JV物件等一部対象外
・不動産売買の斡旋、仲介手数料の 20%割引
・建物請負契約の税抜本体価格の 3%割引

展示場の検索・
ご来場予約は
こちらから　≫

住宅販売・建築
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㈱大京（東京都）
☎ 03-3475-3808 https://lions-mansion.jp/hojin/
㈱大京穴吹不動産発行の 20万円相当のインテリアチケット進呈（契約後）
※適用特典の変更及び除外となる物件あり（売主が複数、販売代理の場合等）

㈱長谷工コーポレーション（東京都）
☎ 03-3456-0421 http://haseko-teikei.jp/hcxxx/
販売価格（税込）から 1%割引	　※割引適用最低金額なし
※会員証を提示（初回モデルルーム来場時）　※物件により特典が異なる場合があります

住宅情報館㈱ 各店
☎ P47～ 49参照 https://www.jutakujohokan.co.jp
建築工事請負契約は建物本体価格の 3%割引（消費税等除く）
分譲住宅等は、土地価格から 1%及び建物本体価格の 1%（消費税等除く）	
※会員証を請負及び売買契約締結前までに提示
【対象店舗】
☎ 0078-60014-1965（住宅情報館株式会社	横浜店）
☎ 0078-60014-1870（住宅情報館株式会社	都筑店）
☎ 0078-60014-1293（住宅情報館株式会社	生田店）
☎ 0078-60014-2440（住宅情報館株式会社	平塚店）
☎ 0078-60014-5551（住宅情報館株式会社	厚木店）
☎ 0078-60014-4696（住宅情報館株式会社	秦野店）
☎ 0078-60014-7597（住宅情報館株式会社	佐原店）

住宅販売・建築
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住宅情報館㈱ 各店
☎ P47～ 49参照 https://www.jutakujohokan.co.jp
建築工事請負契約は建物本体価格の 3%割引（消費税等除く）
分譲住宅等は、土地価格から 1%及び建物本体価格の 1%（消費税等除く）	
※会員証を請負及び売買契約締結前までに提示
【対象店舗】
☎ 0078-60014-9555（住宅情報館株式会社	横須賀店）
☎ 0078-60014-0759（住宅情報館株式会社	相模原中央店）
☎ 0078-60014-9379（住宅情報館株式会社	小田急相模原店）
☎ 0078-60014-5315（住宅情報館株式会社	海老名店）
☎ 0078-60014-7109（住宅情報館株式会社	大和店）
☎ 0078-60014-7170（住宅情報館株式会社	二俣川店）
☎ 0078-60014-9150（住宅情報館株式会社	湘南台店）
☎ 0078-60014-9244（住宅情報館株式会社	鎌倉大船店）
☎ 0078-60014-5767（住宅情報館株式会社	港南台店）
☎ 0078-60014-5305（住宅情報館株式会社	小田原店）
☎ 0078-60014-6715（住宅情報館株式会社	町田店）
☎ 0078-60014-4161（住宅情報館株式会社	武蔵村山店）
☎ 0078-60014-4540（住宅情報館株式会社	立川店）
☎ 0078-60014-0689（住宅情報館株式会社	八王子店）
☎ 0078-60014-0564（住宅情報館株式会社	昭島店）
☎ 0078-60014-8124（住宅情報館株式会社	福生店）
☎ 0078-60014-9905（住宅情報館株式会社	府中店）
☎ 0078-60014-5489（住宅情報館株式会社	花小金井店）
☎ 0078-60014-8870（住宅情報館株式会社	川口店）
☎ 0078-60014-6905（住宅情報館株式会社	草加店）
☎ 0078-60014-8444（住宅情報館株式会社	川越店）
☎ 0078-60014-3672（住宅情報館株式会社	上尾店）
☎ 0078-60014-5332（住宅情報館株式会社	大宮日進店）
☎ 0078-60014-1470（住宅情報館株式会社	大宮店）
☎ 0078-60014-9726（住宅情報館株式会社	春日部店）
☎ 0078-60014-7503（住宅情報館株式会社	越谷店）
☎ 0078-60014-2166（住宅情報館株式会社	新座店）
☎ 0078-60014-7149（住宅情報館株式会社	久喜店）
☎ 0078-60014-0105（住宅情報館株式会社	東千葉店）
☎ 0078-60014-6051（住宅情報館株式会社	松戸店）
☎ 0078-60014-0043（住宅情報館株式会社	柏店）
☎ 0078-60014-0418（住宅情報館株式会社	船橋店）
☎ 0078-60014-5754（住宅情報館株式会社	市原店）
☎ 0078-60014-5904（住宅情報館株式会社	佐倉店）
☎ 0078-60014-7330（住宅情報館株式会社	仙台太白店）
☎ 0078-60014-5785（住宅情報館株式会社	南仙台店）
☎ 0078-60014-6252（住宅情報館株式会社	一宮店）
☎ 0078-60014-5907（住宅情報館株式会社	尾張旭店）
☎ 0078-60014-8025（住宅情報館株式会社	岐阜店）
☎ 0078-60014-0629（住宅情報館株式会社	水戸店）
☎ 0078-60014-7532（住宅情報館株式会社	土浦店）
☎ 0078-60014-7787（住宅情報館株式会社	高崎店）
☎ 0078-60014-1636（住宅情報館株式会社	伊勢崎店）
☎ 0078-60014-8835（住宅情報館株式会社	宇都宮店）
☎ 0078-60014-4063（住宅情報館株式会社	豊橋店）

住宅販売・建築
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住宅情報館㈱ 各店
☎ P47～ 49参照 https://www.jutakujohokan.co.jp
建築工事請負契約は建物本体価格の 3%割引（消費税等除く）
分譲住宅等は、土地価格から 1%及び建物本体価格の 1%（消費税等除く）	
※会員証を請負及び売買契約締結前までに提示
【対象店舗】
☎ 0078-60014-3503（住宅情報館株式会社	浜松店）
☎ 0078-60014-7917（住宅情報館株式会社	郡山店）
☎ 0078-60014-2840（住宅情報館株式会社	静岡店）
☎ 0078-60014-7313（住宅情報館株式会社	小山店）
☎ 0078-60014-1634（住宅情報館株式会社	堺店）
☎ 0078-60014-3819（住宅情報館株式会社	福島店）

東京建物㈱（東京都）
☎ 03-3274-0524 https://teikei.tatemono.com/078kan/
税抜販売価格の 0.5%割引
※割引適用最低金額なし　	※当社が推薦する以外の物件は割引対象外
※割引対象は主たる名義人（共有名義含む）に限る　※他の紹介制度との併用は不可
※会員証を提示（物件申込時まで／契約後は対象外）

㈱日本エスコン　東京本社（東京都）
☎ 03-6230-9303 https://sumai.es-conjapan.co.jp/partnership/
販売価格の 1%割引（消費税除く）

相鉄不動産（横浜市西区）
☎ 045-319-2138 https://www.sotetsufudosan.co.jp
パンフレット表示価格の 0.5%割引	※割引適用最低金額なし	※共同事業等、一部除外物件あり

㈱タカラレーベン（東京都）
☎ 03-6551-2162 https://www.leben-style.jp/teikei/
物件販売価格（税込）の 1%割引
購入申込時までに会員証を提示

住宅販売・建築
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7. 住宅設備機器

東京ガスライフバル 各店
☎下記参照 https://www.tg-ecomo.com
一般ガス機器・住宅設備機器　定価の 15%～ 25%割引
※地域・物件の制約あり　　※ガス配管工事費・設備工事費・取付工事費等は割引対象外
【対象店舗】
☎ 0570-666-759（東京ガスライフバル	横浜南）
☎ 0570-666-854（東京ガスライフバル	横浜戸塚）
☎ 0570-666-191（東京ガスライフバル	保土ヶ谷）
☎ 0570-666-692（東京ガスライフバル	横浜関内）

ガス器具センター（横浜市瀬谷区）
☎ 045-303-5831
定価の 20%～ 40%割引
※最低金額 35,000 円以上で割引適用
※部品、ノ―リツ・リンナイ追い炊き付き給湯器壁掛けタイプは工事費別途

朝倉風呂（小田原市）
☎ 0465-22-2103 http://www.asakuraburo.co.jp
メーカー定価の 15%～ 55%割引
※割引適用最低 1,000 円以上（税別）	　※工事代金・修理代金等は割引対象外
※現金一括払いのみ（工事後 1ヵ月以内）

8. 総合建築営繕工事

エールハウス 各店
☎下記参照 https://yellhouse.jp/
5%～ 50%割引　　※ 5万円以上で割引適用　※特別奉仕品は割引対象外
【対象店舗】
☎ 045-845-1400（エールハウス	横浜店）
☎ 045-782-4341（エールハウス	湘南店）
☎ 045-391-5545（エールハウス	旭店）
☎ 0466-22-6183（エールハウス	藤沢店）

住宅設備機器／総合建築営繕工事
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㈱高千穂（横浜市西区）
☎ 0120-450-541 https://www.takachiho-corp.co.jp　
・外壁塗装工事 25%割引・屋根葺き替え工事 15%割引・その他の工事 5%割引
※ 30万円（税抜）未満の工事、キャンペーン商品は、割引対象外
※詳しくは問合せ　

港南塗装工業㈱（横浜市港南区）
☎ 045-843-8939
工事金額の 10%割引

㈲ホームサービス神奈川（横浜市港南区）
☎ 045-833-0357
増改築・内装工事の商品	15 ～ 50%割引／厨房・風呂釡・ユニットバス・トイレ・他	15 ～ 50%割引
門と塀・車庫工事の商品	20 ～ 50%割引／照明・エアコン	30 ～ 60%割引
塗装・営繕工事（材工）10～ 20%割引／物置	20 ～ 30%割引
※ 2500円以上で割引適用		※現金のみ取扱い
※メーカー依頼の修理費、特注品、運搬消耗経費、残材処分費、消費税は割引対象外　

港建興㈱（横浜市旭区）
☎ 045-352-5144 https://www.minatokenko.co.jp
新築・増改築 7%割引／改修・リフォーム 8%割引
※特注品は割引対象外　
※現金・銀行振込のみ

総合建築営繕工事
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東京ガスリノベーション㈱ リヴィングモア神奈川（横浜市港北区）
☎ 045-548-9633 https://rm.tgrv.co.jp/houjin/C202
増改築工事費の 5%割引（リフォーム工事の機器費を除く）
住設機器の 20%～ 40%割引

㈱フレッシュサービス（横浜市港南区）
☎ 045-840-4405 https://www.fresh-service.com
5%～ 10%割引	※割引適用最低金額なし

朝日住宅 法人営業部／横浜店
☎下記参照 https://www.asahi-jutakureform.co.jp
見積価格の 3%割引
【対象店舗】
☎ 03-5322-1591（朝日住宅	法人営業部）
☎ 045-313-5111（朝日住宅	横浜店）

㈱ペンタくん 多摩センター店／横浜店／湘南店
☎ 0120-616-132 https://www.pentakun.co.jp
工事見積価格の 10%
※商品ごとの割引キャンペーン実施中は適用割引率と併用不可
※受付時に必ず会員であることを告げる

総合建築営繕工事
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㈲海藤住建（横浜市緑区）
☎ 045-933-1428
工事本体価格の 5%割引　　※ 50,000 円以上で割引適用　　※現金のみ

朝日リビング㈱ リフォーム総合受付センター（東京都）
☎ 0120-561-463 https://www.asahi-lv.co.jp
工事見積額の 5%割引（リフォーム工事・耐震工事）／住宅耐震診断及び報告書無料
住宅設備機器（キッチン・システムバス・洗面化粧台・トイレ等）25%～ 40%割引

東急 Re・デザイン（東京都）
☎ 03-6670-6007 https://teikei.tokyu-re-design.co.jp
リフォーム工事：見積額の 3%割引（税抜）
非木造住宅（改装・修繕）工事見積金額の 1%割引（税抜）
※ 50万円以上で割引適用

アサンテ　各営業所
☎ 0120-557-419 https://www.asante.co.jp
シロアリ防除関連・湿気対策関連：10%割引／その他商品：5%割引
※会員証を提示
【対象営業所】
アサンテ　横浜営業所／アサンテ　湘南営業所／アサンテ　横須賀営業所
アサンテ　大和営業所／アサンテ　厚木営業所／アサンテ　小田原営業所

総合建築営繕工事
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サニックス　世田谷出張所（川崎市中原区）
☎ 0120-39-3290 https://sanix.jp/
シロアリ防除：サニックス公式ホームページ掲載の通常価格より 10%割引
リフォーム工事：通常価格より 3%割引
※シロアリ再消毒、耐震改修システムは割引対象外　　　※初回利用に限る
※利用対象は会員及び一親等の家族　　　※他の割引との併用不可

9. スポーツ用品類

安藤スポーツ星川店（横浜市保土ヶ谷区）
☎ 045-331-2461 https://ando-sports.co.jp
一般料金の 15%割引
※最低金額 1000円（税別）以上で割引適用　　※現金のみ
※セール商品、赤値引（特価品）商品、一部商品は割引対象除外　

10. 贈答用品　　

㈱マルサン商会 港北センター南店（横浜市都筑区）
☎ 0120-886-840 https://marusan.com/zoto
既存割引+5%割引

11. 神仏具

三善堂 田原町店（東京都）
☎ 0120-3010-46 https://www.3010.co.jp
20%～ 30%割引	　※割引適用最低金額なし
※線香・ローソク・寺院用具・その他別誂品は割引対象除外
※現金、クレジットカードのみ

はせがわ 各店
☎ P54～ 55参照 https://www.hasegawa.jp
仏壇 10%割引（一部商品・特価品・特注品を除く）
神仏具 5%割引（一部商品・特価品・特注品を除く）
※初回来店時に振興会の会員であることを告げる。　　※他の割引サービスとの併用不可
【対象店舗】
☎ 0120-587-676（はせがわ	銀座本店）
☎ 0120-767-577（はせがわ	川崎店）
☎ 0120-594-345（はせがわ	向ヶ丘遊園店）
☎ 0120-176-761（はせがわ	鶴見駒岡店）
☎ 0120-639-010（はせがわ	日吉店）
☎ 0120-876-768（はせがわ	鷺沼店）
☎ 0120-760-576（はせがわ	港北NT店）
☎ 0120-767-658（はせがわ	今宿店）
☎ 0120-744-194（はせがわ	長津田店）
☎ 0120-767-683（はせがわ	海老名店）
☎ 0120-768-114（はせがわ	横須賀店）
☎ 0120-484-883（はせがわ	新杉田店）
☎ 0120-767-698（はせがわ	金沢文庫店）
☎ 0120-767-627（はせがわ	戸塚店）

総合建築営繕工事／スポーツ用品類／贈答用品／神仏具
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はせがわ 各店
☎ P54～ 55参照 https://www.hasegawa.jp
仏壇 10%割引（一部商品・特価品・特注品を除く）
神仏具 5%割引（一部商品・特価品・特注品を除く）
※初回来店時に振興会の会員であることを告げる。　　※他の割引サービスとの併用不可
【対象店舗】
☎ 0120-767-628（はせがわ	上大岡店）
☎ 0120-276-764（はせがわ	厚木妻田店）
☎ 0120-464-235（はせがわ	大船店）
☎ 0120-767-712（はせがわ	茅ヶ崎店）
☎ 0120-496-230（はせがわ	小田原店）
☎ 0120-877-982（はせがわ	秦野店）
☎ 0120-767-635（はせがわ	相模原店）
☎ 0120-763-776（はせがわ	相模大野店）
☎ 0120-636-295（はせがわ	大和店）
☎ 0120-762-438（はせがわ	藤沢店）
☎ 0120-176-768（はせがわ	平塚店）
☎ 046-256-5311（はせがわ	イオンモール座間店）
☎ 0466-52-7977（はせがわ	小田急湘南ゲート店）
☎ 045-534-1185（はせがわ	トレッサ横浜店）

神仏具
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㈱セレモア 各店
☎下記参照
和調仏壇　通常価格の 20%割引／神棚・仏具　通常価格の 10%割引
現代デザイン仏壇　通常価格の 10%割引／八木研商品　定価の 5%割引
※特価商品については対象除外
【対象店舗】
☎ 042-538-1111（セレモア	立川総本店）
☎ 042-752-1121（セレモア	相模原本社）
☎ 045-937-1121（セレモア	仏壇ギャラリー香咲ららぽーと横浜店）
☎ 03-3349-1121（セレモア	新宿本店）
☎ 042-624-1121（セレモア	八王子本店）
☎ 042-562-3000（セレモア	東大和本店）
☎ 049-283-2000（セレモア	坂戸本店）
☎ 04-2924-1121（セレモア	所沢本店）
☎ 03-3353-1121（セレモア	伊勢丹新宿店）
☎ 03-3361-1211（セレモア	京王百貨店新宿店）
☎ 0422-22-1121（セレモア	東急百貨店吉祥寺店）
☎ 042-389-1711（セレモア	京王百貨店聖蹟桜ヶ丘店）
☎ 042-574-1121（セレモア	国立南口駅前ブランコ通り店）
☎ 042-322-1121（セレモア	セレオ国分寺店）
☎ 042-628-1110（セレモア	セレオ八王子店）
☎ 042-522-1121（セレモア	仏壇ギャラリーセレモアららぽーと立川立飛店）

㈱マルサン商会 港北センター南店（横浜市都筑区）
☎ 0120-886-840 https://marusan.com/butsudan
既存割引+5%　　※現金のみ

12. 自動車用品類　

ホンダカーズ横浜北中山店（横浜市緑区）
☎ 045-931-1885
部品・用品 10%～ 20%割引　　※割引適用最低金額なし

神奈川日産自動車（県下サービス工場）
☎ 045-242-2511 http://www.kanagawa-nissan.co.jp
工賃及び部品代の 10%割引
※割引適用最低金額なし
※事故修理（保険扱い含む）・特殊な修理及び日産純正以外の部品・用品は割引対象外
※特価セール品及び他の割引との併用不可
※現金販売のみ

㈲サンケイ自動車（横浜市都筑区）
☎ 045-932-9339 http://www.sankei-car.jp
10%割引（工賃のみ）

神仏具／自動車用品類
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㈱アダチオート（横浜市都筑区）
☎ 045-933-1541 http://www.adachi-auto.co.jp
10%割引（整備、鈑金共工賃のみ）

㈱永城自動車興業（横浜市中区）
☎ 045-621-2177 http://www.nagashiro.jp
20%割引（整備・鈑金塗装工賃のみ）　※他の割引等の併用不可

㈱盛工自動車整備工場（横浜市港南区）
☎ 045-842-1083 http://www.seikoh-m.jp
10%割引（工賃のみ）

ダイハツ朝比奈インター（横浜市金沢区）
☎ 045-785-6600 https://d-asahina.com
10%割引（整備工賃のみ）

平田自動車工業㈱ カーメディカルセンターHIT 横浜店（横浜市瀬谷区）
☎ 045-924-3511 http://hit-hirata.co.jp
10%割引（整備、鈑金）

㈲根本自動車工業（横浜市栄区）
☎ 045-892-2098 https://nemotocar.com
15%割引（整備のみ）

安全モーター㈱　（横浜市戸塚区）
☎ 045-881-5221 https://anzenmotor.com
10%割引（工賃のみ）

自動車用品類
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㈱アイピーエム　（横浜市戸塚区）
☎ 045-822-9009 https://ipm-inc.jp
15%割引（整備、鈑金塗装工賃のみ）　

㈲日進モータース　（横須賀市）
☎ 046-865-7310
10%割引（工賃のみ）

中西自動車㈱　（鎌倉市）
☎ 0467-31-2201 http://nakanishi-car.com
10%割引（工賃のみ）

㈲綾部モータース（秦野市）
☎ 0463-81-2020
10%割引（整備のみ）

㈲石井自動車整備工場（足柄上郡松田町）
☎ 0465-89-2006
10%割引（工賃のみ）

㈱セイロモータース（厚木市）
☎ 046-229-0216 https://saeilo-motors.co.jp
15%割引（工賃のみ）

13. 結婚式場

ロイヤルホールヨコハマ（横浜市中区）
☎ 045-641-1122
各婚礼プランよりさらに料理・飲物 5%割引／宴会料理・飲物 10%割引
七五三・お宮参り・成人式振袖衣裳と記念写真代 20%割引　
※結婚式場紹介所等を通じての申し込みは対象外（一部WEBサイトも含む）
※宴会割引については特別企画による催物は除く
※カード使用不可

モンテファーレ（横浜市保土ヶ谷区）
☎ 045-335-2626
各婚礼プランよりさらに料理・飲物 5%割引／宴会料理・飲物 10%割引
七五三・お宮参り・成人式振袖衣裳と記念写真代 20%割引　
※結婚式場紹介所等を通じての申し込みは対象外（一部WEBサイトも含む）
※宴会割引については特別企画による催物は除く
※カード使用不可

自動車用品類／結婚式場
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ホテル横浜キャメロットジャパン（横浜市西区）
☎ 045-312-3774
料理 5%割引／飲物 5%割引／宿泊 20%割引（列席者のみ）　
※他プランとの併用不可
※契約手続きまでに会員証を提示

横浜ベイシェラトン　ホテル&タワーズ（横浜市西区）
☎ 045-411-1111 https://yokohamabay-sheraton-wedding.jp/
料理 5%割引／飲物 5%割引
※他の割引・優待との併用、結婚式場紹介所を経由した場合は除外
※列席者宿泊特別優待価格
※契約手続きまでに会員証を提示

平安レイサービス コルティーレ茅ヶ崎／ロイヤルマナーフォートベルジュール
☎下記参照 https://heian-group.co.jp
料理：総額の 5%割引または 10%分オプションサービス（新郎が契約先の場合）
婚礼用衣裳：当社一般価格の 15%割引
礼服（ダブル、留袖等）：当社一般価格の 10%割引
成人式・七五三用衣裳（ダブル、留袖等）：当社一般価格の 10%割引
料理（季節セットプラン等を除く）：総額の 5%割引または 10%分オプションサービス（宴会等のご利用時）
※契約手続きまでに会員証を提示
【対象店舗】
☎ 0467-87-0002（コルティーレ茅ヶ崎）
☎ 0465-34-2241（ロイヤルマナーフォート　ベルジュール）

横浜ロイヤルパークホテル（横浜市西区）
☎ 045-221-1122 https://landmarkwedding.jp/
婚礼料理 5%割引／婚礼飲物 5%割引
※他の優待、他の紹介媒体との併用不可
※既にご成約済の方は割引対象外
※契約手続きまでに会員証を提示（事後の申し出は割引対象外）

14. 引っ越し

サカイ引越センター（東京都）
☎ 0120-72-0041
基本料金の 20%割引（3／ 15～ 4／ 15は 10%割引）
・訪問見積でもれなく岩手県産美味しいお米 1kg プレゼント　
・荷造り用段ボール 50箱、ガムテープ 2本、布団袋を 1つプレゼント　
・ハンガーケース最大 5箱、シューズボックス最大 2箱を無料レンタル

梅沢企業（横浜市神奈川区）
☎ 045-373-6551
基本料金の 10%割引／土日特典あり

結婚式場／引っ越し
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アート引越センター（東京都）
☎ 0120-0123-33
基本料金の 25%割引（車輌費+人件費）	
引越作業日初日（搬出日）が 3／ 15～ 4／ 10の場合は 10%割引のみ	
ダンボール最大 50枚	ガムテープ 3つ、フトン袋 2枚、ハンガーボックス 3つサービス
家具移動サービス、家具クリーンサービス、エコ楽ボックスシリーズ無料

15. 畳の張り替え

大矢製畳（座間市）
☎ 046-251-0032 http://www.ooyaseijyou.co.jp
10%割引　※割引適用最低金額 30,000 円以上　※国産ブランド表、縁なし畳は割引対象外

相川商店（横須賀市）
☎ 046-822-0429
通常価格の 10%割引
※ 30,000 円以上で割引適用　※畳裏返し、新畳入替既存畳処分費は割引対象外　※現金のみ

菅野内装店（川崎市）
☎ 044-288-2954 https://sugano-tatami.com
畳・襖・障子・クロス・他内装工事 10%割引　※割引適用最低金額あり　応相談

廣瀬畳店（小田原市）
☎ 0465-22-7247
10%割引　※割引適用最低金額なし　※特殊畳（紋縁畳など）は割引対象外　※現金のみ

マルコ住総（厚木市）
☎ 046-221-1022 http://marukojuso.co.jp
畳・襖・障子・クロス・網戸他内装工事・住宅改修	10%～ 25%割引

16. 襖の張り替え

相川商店（横須賀市）
☎ 046-822-0429
通常価格の 10%割引
※ 30,000 円以上で割引適用　※現金のみ

17. レンタル衣装　

モード・マリエ本店（大成祭典）
☎ 03-3779-4781 http://www.taisei-saitenco.jp
貸衣装全般 30%割引

引っ越し／畳の張り替え／襖の張り替え／レンタル衣装
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18. 葬儀

横浜祭典本社（横浜市旭区）
☎ 045-391-7511
葬儀基本価格の 30%割引

㈱和田 和田湘南斎場／セレモニーホール湘南／家族葬ホール湘南
☎ 0466-34-5444 http://www.heartclub.jp
20%割引　※外注品は割引対象外　※現金のみ

清水康益社サバスホール（横浜市港南区）
☎ 045-842-1140 http://shimizukouekisha.jp
白木祭壇 20%、生花祭壇 10%を祭壇金額より割引
※祭壇のない葬儀、当社の割引プランは割引対象外

友善社 本社／保土ヶ谷支店
☎ 0120-544-594 https://www.yuzensha.co.jp
葬儀基本料の 10%～ 30%割引　　※WEB限定の奉仕セットは割引対象外

大成祭典　各センター
☎下記参照 http://www.taisei-saiten.co.jp
10%～ 30%割引
【対象センター】
☎ 0120-414-104（大成祭典希望が丘葬祭センター）
☎ 0120-115-542（大成祭典横浜葬祭センター）
☎ 0120-351-167（大成祭典東京葬祭センター）

創業 100年葬儀社　永田屋（相模原市）
☎ 0120-177-166 https://www.e-nagataya.com/
葬儀基本コース 20%割引　当社式場使用料 20%割引　※一部除外品あり

メモリアルアートの大野屋　横浜営業所（フューネラルリビング横浜）
☎ 0120-40-0785 https://www.ohnoya.co.jp
祭壇価格（生花祭壇を含む）の 20%割引／「新花で送る家族葬」は当社会員価格でご提供
※割引適用最低金額 100,000 円以上　※現金のみ

セレモマイホール　永田（あんざいセレモマイホール）／センター南
☎下記参照 https://myhall.co.jp
10%割引	※車両関係、お料理、返礼品、供花、供物、室外設営、斎場使用料は割引対象外
【対象店舗】
☎ 045-711-5318（セレモマイホール永田	あんざいセレモマイホール）
☎ 045-949-5755（セレモマイホールセンター南）

葬儀
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ニチリョクのお葬式（ラステル久保山／ラステル新横浜）
☎ 0120-00-4400 https://www.nichiryoku.co.jp
葬儀費用 10%割引
※生花葬儀一式（式場使用料、火葬費、返礼品、料理、お布施は対象外）
【対象店舗】
ラステル久保山（横浜市西区境之谷 4-2）
ラステル新横浜（横浜市港北区新横浜 2-15-19）

ときわ祭典（横浜市緑区）
☎ 045-983-1103
祭壇価格　20%割引　※霊柩車、公営斎場使用料、マイクロバス、ハイヤー等は割引対象外

fami 友葬　セレモニーホール奉誠殿（横浜市南区）
☎ 0120-53-0853
白木・生花祭壇より 20%割引／セレモニーホール奉誠殿使用料 10%割引
※一部除外品あり　※他の割引と併用不可　※ 500,000 円（税抜）以上適用

㈲勝又　勝又会館（南足柄市）
☎ 0465-74-2306 http://katsumatacermony.com
葬儀祭壇セット 10%割引　　※現金のみ
※割引適用最低金額あり（家族葬、祭壇なしの場合は割引なし）
※外注品（生花、盛篭ほか）は割引対象外　

さがみライフサービス　小田原セレモニーホール／成田セレモニーホール
☎下記参照
・リース祭壇（白木祭壇・追悼祭壇・遺影壇・遺影壇やすらぎ）：祭壇リース料及びサポート費用（祭壇設営
料を含む）の 25%割引

・生花祭壇、追悼生花祭壇：祭壇価格およびサポート費用の 5%割引　※追悼生花祭壇は総額、祭壇　檀上
花：檀上花価格の 5%割引

・生花：契約団体（法人名）の場合一般価格の 10%割引、個人名の場合一般価格の 5%割引
※施行エリア外は対象外（施行エリアについてはお問い合わせください）
【対象ホール】
☎ 0465-45-4400（小田原セレモニーホール）
☎ 0465-39-1100（成田セレモニーホール）

くらしの友　横浜センター　各斎場
☎ P63～ 64参照 http://www.kurashinotomo.jp/
葬儀基本セット（みたまⅠ～Ⅴ）：25%割引／花祭壇コース（みたまⅢA）：17%割引　除外品あり
【対象斎場】
☎ 045-472-5550（くらしの友	横浜センター	新横浜総合斎場）
☎ 045-826-1115（くらしの友	横浜センター	東戸塚総合斎場）
☎ 045-664-6070（くらしの友	横浜センター	みなと総合斎場）
☎ 045-410-1240（くらしの友	横浜センター	反町式場）
☎ 045-500-4420（くらしの友	横浜センター	鶴見総合斎場）
☎ 0466-55-3050（くらしの友	横浜センター	藤沢橋総合斎場）
☎ 042-725-0621（くらしの友	横浜センター	町田総合斎場）
☎ 046-251-4241（くらしの友	横浜センター	相武台総合斎場）
☎ 042-769-7360（くらしの友	横浜センター	淵野辺総合斎場）
☎ 044-820-0041（くらしの友	横浜センター	津田山総合斎場）

葬儀
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くらしの友　横浜センター　各斎場
☎ P63～ 64参照 http://www.kurashinotomo.jp/
葬儀基本セット（みたまⅠ～Ⅴ）：25%割引／花祭壇コース（みたまⅢA）：17%割引　除外品あり
【対象斎場】
☎ 045-800-3630（くらしの友	横浜センター	いずみ総合斎場）
☎ 045-372-3050（くらしの友	横浜センター	西谷総合斎場）
☎ 045-836-3430（くらしの友	横浜センター	港南台総合斎場）
☎ 045-730-5530（くらしの友	横浜センター	蒔田総合斎場）
☎ 044-871-8813（くらしの友	横浜センター	鷺沼総合斎場）

平安レイサービス 湘和会堂／カルチャー BONDS
☎ 0120-24-8130 https://heian-group.co.jp
リース祭壇：祭壇リース料及び人的サービス費用（祭壇設営料を含む）の 25%割引
生花祭壇・追悼生花祭壇：祭壇価格及び人的サービス費用の 5%割引　※追悼生花祭壇は総額
祭壇壇上花：壇上花価格の 5%割引
生花（供花）：契約団体（法人）名の場合　当社一般価格の 10%割引　個人名の場合　当社一般価格の 5%
割引
仏壇・仏具：当社一般価格の 10～ 15%割引
※施行エリア外は割引対象外（当社施行エリアについてはお問合せください）

菊名葬儀社（横浜市港北区）
☎ 045-401-9567
祭壇等 20%～ 50%割引　	※割引適用最低金額 30万円（税抜）以上
※写真代、ドライアイス代、ハイヤータクシー代、霊柩車、食事代、斎場費用、返礼品は割引対象外

㈱モアライフ　横浜支社（横浜市神奈川区）
☎ 045-450-4044
通常価格基本セットの 10%引き　　※供花、法要（寺院への謝礼）は割引対象外

㈱セレモア　各社
☎下記参照
葬儀基本価格「白木祭壇」については 30%割引／「生花飾り祭壇」については 10%割引
生花については定価の 10%割引	
【対象支社】
☎ 042-752-1111（株式会社セレモア	相模原本社）
☎ 042-534-1111（株式会社セレモア	立川総本社（白峯殿））
☎ 03-5379-0111（株式会社セレモア	新宿本社）
☎ 03-3556-1111（株式会社セレモア	東京紀尾井町本社）
☎ 042-667-1111（株式会社セレモア	八王子本社）
☎ 04-2928-1121（株式会社セレモア	所沢本社）
☎ 049-283-0111（株式会社セレモア	埼玉本社（坂戸駅前会館）

㈲柏崎葬具店
☎ 045-261-3527 http://www.kindhall.co.jp
祭壇一式	一般料金の 30%割引（祭壇施工した場合）	※現金のみ
※霊柩車、寝台車、搬送料、棺、ドライアイス、立看板、遺影写真、白木看板、会葬礼状は割引対象外（祭
壇施行のない場合は割引適用外）　

葬儀
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㈱星陵葬儀社 ハーレ横濱（横浜市保土ヶ谷区）
☎ 0120-21-2733 https://www.seiryosougisha.jp
白木祭壇（生花祭壇除く）・お棺・骨壷 20%割引	自社斎場、ドライアイス 1回分等無料
※車両関係、料理関係、香典返し、生花代、写真、お布施代、他斎場使用料、上記割引以外の全ての商品は
割引対象外	

㈱板橋 ほうさい殿 各斎場
☎下記参照 https://www.sougi-itabashi.co.jp
祭壇一式・斎場使用料	一般料金の 30%割引／供花一般料金の 10%割引
仏壇・仏具一般料金の 10%～ 30%割引
※すべて現金のみ	※貸衣装、法要室使用料は割引対象外
【対象斎場】
☎ 045-331-7676（株式会社板橋	保土ヶ谷ほうさい殿）
☎ 045-373-7676（株式会社板橋	西谷ほうさい殿）
☎ 045-363-7676（株式会社板橋	三ツ境ほうさい殿）
☎ 045-300-0076（株式会社板橋	瀬谷ほうさい殿）
☎ 045-958-0076（株式会社板橋	今宿ほうさい殿）
☎ 045-365-7676（株式会社板橋	四季美台ほうさい殿）
☎ 045-351-7887（株式会社板橋	南本宿ほうさい殿）
☎ 045-369-7676（株式会社板橋	南まきが原ほうさい殿）
☎ 045-861-7676（株式会社板橋	戸塚ほうさい殿）
☎ 045-278-7676（株式会社板橋	泉ほうさい殿）
☎ 045-849-7676（株式会社板橋	上大岡ほうさい殿）
☎ 045-710-7676（株式会社板橋	井土ヶ谷ほうさい殿）
☎ 045-758-7676（株式会社板橋	磯子ほうさい殿）
☎ 045-439-7676（株式会社板橋	大口ほうさい殿）
☎ 045-508-7676（株式会社板橋	鶴見ほうさい殿）
☎ 045-541-6677（株式会社板橋	新横浜ほうさい殿）
☎ 045-985-7676（株式会社板橋	十日市場ほうさい殿）
☎ 045-943-7676（株式会社板橋	都筑ほうさい殿）
☎ 046-272-1133（株式会社板橋	鶴間ほうさい殿）
☎ 044-900-7676（株式会社板橋	中野島ほうさい殿）
☎ 045-651-7676（株式会社板橋	関内ほうさい殿）
☎ 0467-45-7676（株式会社板橋	大船ほうさい殿）
☎ 045-988-7676（株式会社板橋	青葉台ほうさい殿）
☎ 046-273-7676（株式会社板橋	大和ほうさい殿）
☎ 046-253-7676（株式会社板橋	相武台ほうさい殿）
☎ 045-894-7676（株式会社板橋	本郷台ほうさい殿）

葬儀
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小さなお葬式（大阪府）
☎ 0120-968-297 https://www.osohshiki.jp/
・小さな火葬式：207,900 円→ 169,400 円（税込）
・小さな一日葬：361,900 円→ 317,900 円（税込）　
・小さな家族葬：471,900 円→ 416,900 円（税込）　
・小さな一般葬：691,900 円→ 631,400 円（税込）
※電話時に必ず振興会の会員である旨を伝えてください。　※火葬料金が別途かかります。	

㈱西村企業 プラザヨコスカ各斎場／家族の想い結　北久里浜
☎下記参照
プラザヨコスカ各斎場：白木祭壇セット 20%割引／生花祭壇セット 10%割引
家族の想い結　北久里浜：斎場使用料 50%割引
※返礼品、供花物、料理、特注品は割引対象外　※他の割引との併用不可
【対象斎場】
☎ 046-823-1084（株式会社西村企業	プラザヨコスカ中央本社斎場）
☎ 046-835-1187（株式会社西村企業	プラザヨコスカ久里浜斎場）
☎ 046-850-1187（株式会社西村企業	プラザヨコスカ衣笠斎場）
☎ 046-833-1187（株式会社西村企業	家族の想い結　北久里浜）

葬儀



67

19. 斎場

横浜祭典 各店
☎下記参照
通常斎場使用料の 20%割引	
【対象店舗】
☎ 045-453-7700（横浜祭典	セレモニーホール神奈川）
☎ 045-949-3330（横浜祭典	ハートステージ都筑）
☎ 042-791-0481（横浜祭典	ハートステージ町田）

友善社セレモニーホールおくりあ（横浜市西区）
☎ 0120-544-594 https://www.okuria.jp
通常式場使用料の 10%割引　　※現金のみ

大成祭典 各ホール
☎下記参照 http://www.taisei-saiten.co.jp
各ホール 10～ 40%割引
【対象ホール】
☎ 045-364-3090（大成祭典	セレモニーホール希望が丘）　25%割引
☎ 045-364-3090（大成祭典	大成ホール二俣川）　40%割引
☎ 0120-414-104（大成祭典	セレモニーホール大成三ツ境）　20%割引
☎ 045-984-1155（大成祭典	セレモニーホール大成Ⅰ）　25%割引
☎ 045-985-1771（大成祭典	セレモニーホール大成Ⅱ）　12%～ 20%割引
☎ 0120-115-542（大成祭典	セレモニーホール大成仲町台店）　25%割引
☎ 0120-115-542（大成祭典	セレモニーホール大成新百合ヶ丘店）　25%割引
☎ 03-3490-3511（大成祭典	セレモニーホール大成五反田）　10%割引
☎ 03-3786-3511（大成祭典	大成会館）　20%割引

創業 100年葬儀社　永田屋 各斎場
☎ 0120-177-166 https://www.e-nagataya.com/
葬儀基本コース 20%割引／当社式場使用料 20%割引　※ 350,000 円以上で適用
【対象斎場】
セレモニーホール永田屋	橋本
永田屋メモリアルハウス西橋本
永田屋	富士見斎場
永田屋メモリアルハウス小田急相模原
永田屋メモリアルハウス城山

セレモニーカインドホール
☎ 045-241-7402 http://www.kindhall.co.jp/
通常斎場使用料の 20%割引		※現金のみ

20. 墓地・墓石工事

日本工芸工業 埼玉営業所（埼玉県）
☎ 048-766-0829
通常価格の 30～ 40%割引
※割引適用最低金額 20万円以上　　※私設霊園は割引対象外

斎場／墓地・墓石工事
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ニチリョクのお墓
☎ 0120-300-100 https://www.nichiryoku.co.jp
～首都圏に広がる霊園と室内納骨堂～
墓石工事代金 10%割引
室内納骨堂は 30,000 円割引

（公財）相模メモリアルパーク 各店
☎ 下記参照
墓地 5%・墓石 10%　　※埋蔵管理委託型墓地は除く
【（公財）相模メモリアルパーク】　※QRコード上段
☎ 046-281-0419 https://www.smp.or.jp/

【（公財）相模メモリアルパーク　湘南森林霊園】　※QRコード下段
☎ 0463-74-5451 https://smp-shinrin.jp/

本家澤田石材店（横浜市港南区）
☎ 045-847-1483
販売価格の 12%割引　
100万円以上で割引適用
※除外品あり　※現金のみ

横須賀石材工業 逸見店（横須賀市）
☎ 046-826-3653
墓石工事一式 10%割引

メモリアルアートの大野屋 南関東支店（川崎市）
☎ 044-870-4111
10 万円以上の墓所工事 10%割引（展示特価品を除く、現金のみカード不可）
【大野屋テレホンセンター】
☎ 0120-02-8888（お墓・葬儀・仏壇などのご相談窓口）

小島石材店（横浜市神奈川区）
☎ 045-322-0065 https://kojima-sekizai.co.jp
墓石工事一式 10%割引　※現金のみ

㈱マルサン商会 港北センター南店（横浜市都筑区）
☎ 0120-556-410 https://marusan.com
墓石工事代金 10%割引
	（永代使用料・年間管理料・手桶代を除く／一部霊園については、規定により除く）

墓地・墓石工事
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はせがわ
☎ P69～ 71参照
墓石（工事一式含む）10%割引
（永代使用料、供養料、年間管理費、一部霊園、一部石種、屋内墓苑を除く）
※初回来店時に振興会の会員であることを告げる。※他の割引サービスとの併用は不可
【対象店舗】
☎ 0120-767-628（上大岡店）
☎ 0120-484-883（新杉田店）
☎ 0120-176-761（鶴見駒岡店）
☎ 0120-767-627（戸塚店）
☎ 0120-767-658（今宿店）
☎ 0120-639-010（日吉店）
☎ 0120-767-698（金沢文庫店）
☎ 045-534-1185（こころのアトリエ店トレッサ横浜店）
☎ 0120-760-576（港北NT店）
☎ 0120-744-194（長津田店）
☎ 0120-767-577（川崎店）
☎ 0120-876-768（鷺沼店）
☎ 0120-594-345（向ヶ丘遊園店）
☎ 0120-636-295（大和店）
☎ 0120-767-635（相模原店）
☎ 0120-763-776（相模大野店）
☎ 0120-767-683（海老名店）
☎ 0120-464-235（大船店）
☎ 0120-276-764（厚木妻田店）
☎ 0120-768-114（横須賀店）
☎ 0120-762-438（藤沢店）
☎ 0466-52-7977（小田急湘南ゲート店）
☎ 0120-767-712（茅ヶ崎店）
☎ 0120-176-768（平塚店）
☎ 046-256-5311（イオンモール座間店）
☎ 0120-877-982（秦野店）
☎ 0120-496-230（小田原店）
☎ 0120-587-676（銀座本店）
☎ 0120-996-544（ヴィナシス金町店）
☎ 0120-984-889（調布店）
☎ 0120-574-194（大森山王店）
☎ 0120-734-194（世田谷店）
☎ 0120-303-313（上高井戸店）
☎ 0120-386-101（阿佐ヶ谷店）
☎ 0120-767-648（高円寺店）
☎ 0120-364-150（大泉学園店）
☎ 0120-660-867（南長崎店）
☎ 0120-414-794（板橋店）
☎ 0120-604-194（赤塚店）
☎ 0120-594-789（雪ヶ谷大塚店）
☎ 0120-764-807（竹ノ塚店）
☎ 0120-508-031（日暮里店）
☎ 0120-654-761（一之江店）
☎ 0120-284-194（西葛西店）
☎ 0120-013-871（三鷹店）

墓地・墓石工事
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はせがわ
☎ P69～ 71参照
墓石（工事一式含む）10%割引
（永代使用料、供養料、年間管理費、一部霊園、一部石種、屋内墓苑を除く）
※初回来店時に振興会の会員であることを告げる。※他の割引サービスとの併用は不可
【対象店舗】
☎ 0120-694-194（小平店）
☎ 0120-488-476（立川店）
☎ 0120-396-871（聖蹟桜ヶ丘店）
☎ 0120-768-201（町田森野店）
☎ 0120-768-004（八王子店）
☎ 0120-210-631（青梅店）
☎ 0120-335-134（武蔵浦和店）
☎ 0120-594-039（新大宮バイパス店）
☎ 0120-084-035（大和田店）
☎ 0120-761-976（川口芝店）
☎ 0120-762-376（新座店）
☎ 0120-767-697（越谷店）
☎ 0120-757-781（上尾店）
☎ 0120-385-506（草加店）
☎ 0120-874-194（川越店）
☎ 0120-765-561（春日部店）
☎ 0120-767-638（所沢店）
☎ 0120-764-887（狭山店）
☎ 0120-401-194（久喜店）
☎ 0480-87-3017（モラージュ菖浦店）
☎ 0120-049-121（鴻巣店）
☎ 048-501-1150（ニットーモール熊谷店）
☎ 0120-764-776（千葉店）
☎ 043-300-1891（イオンタウンおゆみ野店）
☎ 0120-766-276（穴川店）
☎ 0120-767-664（市原五井店）
☎ 0120-576-765（船橋薬円台店）
☎ 0120-764-882（船橋市場店）
☎ 047-475-1713（モリシア津田沼店）
☎ 0120-488-776（勝田台店）
☎ 0120-466-722（市川店）
☎ 0120-767-684（柏店）
☎ 047-193-0250（セブンパークアリオ柏店）
☎ 0120-767-657（松戸馬橋店）
☎ 0120-229-523（成田店）
☎ 0120-762-576（木更津店）
☎ 0120-419-485（野田店）
☎ 0120-408-711（茂原店）
☎ 0120-810-937（銚子店）
☎ 0120-238-176（勝田店）
☎ 0120-767-669（荒川沖店）
☎ 0120-767-695（守谷店）
☎ 0120-724-150（水戸バイパス店）
☎ 0120-524-919（竹林店）
☎ 0120-886-147（小山店）

墓地・墓石工事
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はせがわ
☎ P69～ 71参照
墓石（工事一式含む）10%割引
（永代使用料、供養料、年間管理費、一部霊園、一部石種、屋内墓苑を除く）
※初回来店時に振興会の会員であることを告げる。※他の割引サービスとの併用は不可
【対象店舗】
☎ 0120-591-431（前橋店）
☎ 0120-761-276（甲府店）

21. 結婚情報サービス

芙蓉ファミリークラブ　（東京都）
☎ 03-6231-7322 https://fuyou-fc.jp
会員限定入会金 100,000 円（税別）／成約時、記念品および紅白ワイン進呈

官公庁マリッジ本店（東京都）
☎ 0120-737-150 https://www.marriage-club.co.jp
【会員限定入会金	55,000 円（税込）／月会費 12,980 円（税込）　※ご家族も割引あり】
【お見合いルール&マナー集プレゼント】【模擬お見合い 1回無料】
【オンライン店プランあり】
※お見合い料無料
※他の割引サービスとの併用は不可

墓地・墓石工事／結婚情報サービス
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22. 不動産鑑定・司法書士

司法書士 鈴木昇事務所（横浜市西区）
☎ 045-453-1676 http://www.sn-office.com
相続　家族信託　成年後見

23. 楽器

山響楽器店 中山店（横浜市緑区）
☎ 045-933-6211 https://www.sankyo-gakki.co.jp
販売価格の 5%～ 15%割引

24. 不動産仲介

東京建物不動産販売㈱　営業企画部（東京都）
☎ 0120-956-005
https://sumikae.ttfuhan.co.jp/t/kanagawakyouiku-v6q88hxm

仲介手数料の 20%割引　※成約までに会員証を提示してください

不動産鑑定・司法書士／楽器／不動産仲介
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相鉄不動産販売（横浜市西区）
☎ 045-319-2525 https://www.sotetsu-re.co.jp
不動産売買の斡旋、仲介手数料の 20%割引　　※割引適用最低金額なし

みずほ不動産販売㈱ グループ連携推進部 法人連携推進室
☎ 0120-036-595
https://www.mizuho-re.co.jp/teikei/kanagawa-kyoiku/

不動産仲介手数料 20%割引　※売買契約までに会員証の提示をお願いします。

マインズクリエイト 本社（横浜市西区）
☎ 045-410-0580
仲介手数料の 25%割引

朝日リビング 各営業所
☎下記参照 https://www.asahi_lv.co.jp
不動産売買	仲介手数料の 30%割引（売買のみ）
【対象営業所】
☎ 0120-220-154（朝日リビング	横浜営業所）
☎ 0120-952-143（朝日リビング	金沢営業所）
☎ 0120-552-441（朝日リビング	湘南辻堂営業所）
☎ 0120-611-169（朝日リビング	十日市場営業所）
☎ 0120-25-8282（朝日リビング	町田本社営業部）

不動産仲介
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三井住友トラスト不動産（株）首都圏情報営業部
☎ 0120-963-301 https://smtrc.jp
仲介手数料の 20%割引

朝日住宅 法人営業部／横浜店
☎下記参照 http://www.asahi-jutaku.co.jp
不動産売買	仲介手数料の 30%割引
【対象店舗】
☎ 03-5322-1591（朝日住宅	法人営業部）
☎ 045-313-5111（朝日住宅	横浜店）

明和地所（東京都）
☎ 0120-227-997

https://www.meiwajisyo.co.jp/teikei/?d=1&item=1&wand=3P2g2Hut
中古不動産売買の仲介：仲介手数料（税抜）25%割引
②中古不動産の買取り：商品券 10万円分
③賃貸不動産の仲介：仲介手数料（税抜）25%割引
④賃貸不動産の管理：月額管理手数料（税抜）2%割引
⑤リフォーム工事の取次：見積金額（税抜）3%割引
※⑤は契約金額 50万円（税抜）以上の首都圏エリアで適用
※初回来場時に会員証を提示。詳細はお問合せの上ご確認ください。
※支店・住まいるラウンジ（渋谷・上野・西国分寺・川崎・横浜・海老名・札幌）にて対
応可能なエリアを範囲とする。

25. 消火器　

三洋装備㈱（横浜市中区）
☎ 045-681-8821
販売価格の 35%～ 37%割引

不動産仲介／消火器
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26. クレジットカード　

㈱クレディセゾン 東日本営業部（東京都）
☎ 03-5319-1107 下記参照
①年会費永久無料のゴールドカード　UCカード＜プライズ＞
②セゾンゴールド・アメリカン・エキスプレスカード通常年会費 10,000 円（税別）のと
ころ、初年度年会費無料、2年目以降は前年 1回以上の利用で年会費無料。

※現職会員のみ（継続会員は対象外）
【 UCカード＜プライズ＞】　※QRコード上段
http://www2.uccard.co.jp/card/lineup/prize.html?prize=8NNQSG

【 セゾンゴールド・アメリカン・エキスプレス・カード】　※QRコード下段
https://www.saisoncard.co.jp/amextop/gold-next0-new/?sd=68M&mi=
2100034&ta=

27. 中古車卸売業

㈱ JCM（東京都）
☎ 0120-322-755 https://www.jcmnet.co.jp
中古車買取成約の場合 10,000 円の商品券を車両代とは別に進呈
（買取金 10,000 円未満を除く）

クレジットカード／中古車卸売業



●こんなときはどこに聞く？ 令和4年 3月 1日現在

公立学校共済神奈川支部　☎ 045-210-1111（代表）☎ 045-641-6997（直通）
公立学校共済組合の貸付について ☎ 045-210-8176（共済経理G）
公立学校共済組合のレクレーションガイドについて	 ☎ 045-210-8170（健康福利G）
公立学校共済組合の健康保険証について ☎ 045-210-8179（給付G）
公的年金（共済年金）について ☎ 045-210-8183（年金G）

全国健康保険協会（協会けんぽ）
協会けんぽの健康保険証について ☎ 045-270-8431（神奈川支部）

教職員共済生活協同組合
教職員共済生協の総合共済、自動車保険等について	 ☎ 045-242-6660（神奈川事業所）

市町村互助団体　　　　　　　　★：互助会を学校で持ち回る団体です。
横浜市立学校教職員互助会 ☎ 045-305-6800
（一財）川崎市立学校教職員互助会	 ☎ 044-733-3335
横須賀市立学校教職員福祉会 ☎ 046-822-8473
逗子市立小・中学校教職員福祉会 ☎ 0467-25-1206
三浦市立学校教職員福祉会　　　★ ☎ 046-886-1042（剣崎小）
葉山町立小中学校教職員福祉会　★ ☎ 046-875-9494（南郷中）
湘南教職員福利厚生会（鎌倉・藤沢・茅ヶ崎・寒川）	 ☎ 0466-81-1595
相模原市立学校教職員互助会 ☎ 042-851-3152
大和市立学校教職員互助会 ☎ 046-260-5208
海老名市立学校教職員互助会　　★ ☎ 046-233-0917（柏ケ谷中）
座間市立学校教職員互助会 ☎ 046-252-8728
綾瀬市立学校教職員互助会 ☎ 0467-77-5621
平塚市立学校教職員互助会 ☎ 0463-34-1167
秦野市立学校教職員互助会 ☎ 0463-86-6352
伊勢原市立学校教職員互助会　　★ ☎ 0463-95-1064（大田小）
大磯町立学校教職員互助会　　　★ ☎ 0463-61-0073（大磯中）
二宮町立学校教職員互助会　　　★ ☎ 0463-71-3116（二宮西中）
西湘地区教職員互助会（小田原・南足柄・足柄上郡・足柄下郡）	☎ 0465-33-1688
厚木・愛甲教職員厚生会（厚木市、愛川町、清川村）	 ☎ 046-225-2649

教職員組合
かながわ教職員組合連合 ☎ 045-241-3531
神奈川県教職員組合 ☎ 045-241-3531
横浜市教職員組合 ☎ 045-231-6231
川崎市教職員組合 ☎ 044-433-9101
三浦半島地区教職員組合 ☎ 046-824-2442
湘南教職員組合 ☎ 0466-82-8811
湘北地区教職員組合協議会 ☎ 042-753-3092
中地区教職員組合 ☎ 0463-31-2777
西湘地区教職員組合 ☎ 0465-35-1771
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https://www.kyo-fukushi.or.jp
045-201-9778（FAX）
窓口業務（平日 8：30～ 17：15）

総務・経理班（加入・資格・組織に関すること）            
　☎ 045-681-3049　　 somu@kyo-fukushi.or.jp
事業班（厚生事業・現職給付に関すること）              
　☎ 045-211-4483　　 jigyo@kyo-fukushi.or.jp
医療・貸付班（医療互助・現職貸付に関すること）         
　☎ 045-681-3054　　 jigyo@kyo-fukushi.or.jp 
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