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会員限定の
特典が受けられます

UAゼンセン メンバーズ
ビジネスカードのご案内
UAゼンセン メンバーズ
ビジネスカードのご案内

※特約店の詳しい情報は、
　UAゼンセンメンバーズカードHPをご覧ください。
　（https://memders.uazensen.jp/uacard-search/）

※申し込みはお勤め先の労働組合へ。

本 会 員：組合員
家族会員：本会員の配偶者
本 会 員：組合員
家族会員：本会員の配偶者入会対象

無料無料年会費

有名アミューズメントパークから乗馬まで有名アミューズメントパークから乗馬まで

楽しく、お得な特典が盛り沢山！！

・スパ＆リゾート九十九里「太陽の里」
　（九十九里有料道路・長生インターすぐそば
　JR千葉駅・JR外房線茂原駅より無料送迎バス運行【要予約】）
・スパ＆リゾート犬吠埼「太陽の里」
　（犬吠埼灯台そば。JR銚子駅より無料送迎バス運行【要予約】
　銚子電鉄犬吠埼駅より下車徒歩5分）
入館時にUAゼンセン組合員と伝えてください。
日帰り入館、宿泊ともに10％割引
予約は　スパ＆リゾート九十九里 ☎0475-32-5550

スパ＆リゾート犬吠埼　☎0479-21-6300
　日帰り入浴入館料 
　平日大人   1,500円→1,350円（税込）
　特定大人　1,700円→1,530円（税込）
※深夜割増料金（AM1:00～）大人1,300円 子ども650円
1回のご利用につき5名様まで

（提携：太陽の里）

浅草寺本殿すぐ側にある日本一古い本格遊園地です。
懐かしい縁日コーナーや乗り物が楽しめます。
入園ご招待券をプレゼント のりものご招待券つき
※申込の上限は、組合員お一人月1回2枚までとします。
組合を代表する場合は一組合月1回10枚までとします。

（花やしき労働組合）

226 券浅草「花やしき」入園ご招待券

東京ドーム約6個分の広さを誇
る大型温泉テーマパーク。
一年中南国ムード満点の各種プールのほか、7月には高低差
・長さともに日本一のボディスライダーが誕生します。
40.5mの高さから滑り降りるスリルと満足感をぜひ体験してく
ださい。
入場料割引　１枚で9名様までご利用できます
　大人　　3,240円→2,920円
　小学生　2,060円→1,860円
　3才以上 1,450円→1,300円
※2017年5月17日水曜日は全館休館日です。ご了承ください。

（提携：常磐興産株式会社）

232「スパリゾートハワイアンズ」
入場割引

この度、UAゼンセンがFUJIYAMA倶楽部に会員登録したことにより、
加盟組合員の皆様に富士急行が運営する以下の施設を“優待料金”でご利用になれます！

遊園地・スキー場をご利用の場合
施設共通 割引券をコピーしてご持参の上、直接利用
施設窓口までお越しください。特別優待料金でご利
用いただけます。

ホテル・ゴルフ場・キャンプ場などの事前予約が必要な場合
ご予約の際、「FUJIYAMA倶楽部」と電話の際に必
ずお伝えください。また、ご利用当日にコピーした施設
共通割引券をご提出ください。

富士急ハイランドをはじめとした遊園地、温浴施設、ホテル、ゴルフ場、キャンプ場、スキー場、
その他観光施設など多くの場所でご利用可能です！

224 券FUJIYAMA倶楽部優待割引券

「乗馬クラブクレイン」の体験乗馬スクールが
優待価格で利用できます。
初心者コース優待価格 2,700円
加古川　☎0794-31-9000
岡　山　☎086-297-6622
倉　敷　☎086-455-0022　

（日本毛織労働組合）

227 直乗馬スクール割引

230
直

スパ＆リゾート
「太陽の里」特別値引

法人・団体会員様専用サイトが開設。入会金、年会費無料。
A・Bコースのどちらかをご選択ください。
●Aコース「ドリンク人数分サービス」
　（ドリンクバー付料金店舗のドリンクバーは対象外）
パーティーコース専用、フリードリンクメニューより
●Bコース「ルーム料金３０％OFF」
　フリータイムまたは、フリータイム＆フリードリンクプランは
　各種パック料金５％OFF
●アニバーサリーサービス（3日前までにご予約ください）
お誕生日、結婚記念日、卒業、入学、七五三、還暦などの「お祝い月」
にご来店頂いたお客様には、バースデーケーキ（1ホール/5号）と
シャンメリーまたは、オリジナル ワイン1本プレゼント。
法人・団体会員サイト
PC版 https://sdx.co.jp/corp/pc/top/
モバイル版 https://sdx.co.jp/corp/
ログインID　114096　　パスワード　8686
お問合せ（受付時間9:00～18:00）
　 0120-772-010

（シダックス・コミュニティー労働組合）

228 直カラオケ「シダックス」法人・団体会員特典

231
直

インドアテニススクール
「TOPインドアステージ」割引

首都圏5ケ所・冷暖房完備・無料レンタルラケット・シューズ完備。
快適にテニスができ、楽しく体力もつくと好評です。
体験レッスン（通常3,000円）が無料。
入会金（通常6,480円）が無料。
亀戸校　　 ☎03-3636-3990
津田沼校　 ☎047-478-8088
多摩校　　 ☎042-670-8881
氷川台校　 ☎03-3939-0009
相模大野校 ☎042-767-5030

（人材サービスゼネラルユニオン高木工業分会）

岐阜県郡上市高鷲町（ひるがの高原）
（東海・北陸自動車道高鷲ICより車で20分
ETC専用「ひるがの高原スマートＩＣ」より車で4分）
営業期間：4月20日～11月23日
通常入園料　大人1,130円　中高生920円　小人610円
牧歌の里温泉「牧華」は通年利用可能。（火曜休館日）

（バローグループユニオン）

229 券「牧歌の里」入園100円OFF券

レジャー

　（提携：富士急行株式会社）

右記のご優待券を
コピーしてご使用ください。

優
待
料
金
一
例

富士急ハイランド
  大人フリーパス通常5,700円 ⇒ 優待料金5,100円
さがみ湖リゾート
  大人フリーパス通常3,900円 ⇒ 優待料金3,500円

お問い合わせ先：FUJIYAMA倶楽部 事務局
0120-364-229 

受付時間 / 平日9時～18時 土曜9時～12時
【URL】 https://www.fujikyu-concierge.com/club/

スマホはこちらから

UAゼンセン

マイホームの修繕・増改築から教育講座まで
毎日の暮らしにうれしい耳寄りな情報や特典が満載。

突然の病や介護に

符号の見方

東京本社1Fの直営店「LINX」での
全商品10%割引。
上質なフォーマルウェア、ビジネススーツほか、カジュア
ルジャケット、シャツやネクタイ等の用品も各種取り揃え
ております。
特殊なオーダースーツ各種（モーニング・タキシード・演
奏服・乗馬服・社交ダンス用燕尾服）も承ります。
※一部特価品等割引除外、他割 引との併用不可の場合がございます。

（カインドウェア労働組合）

紳士服コナカ・スーツセレクト・ＯＳV・紳士服のフタタの
店内商品が10％割引
（特別セール商品など一部対象外）

（コナカユニオン）

眼鏡、コンタクト、補聴器が20％割引
（特価品は対象外）
業界最強のハイパー保証
6か月以内何度でも度数変更無料。品質に問題があった
場合は、1年以内は無料で交換・修理

（メガネスーパー労働組合）

①東天紅上野店「LUCIS（ルーキス）」　
東京都台東区池之端1-4-1
（JR上野駅しのばず口より徒歩13分）
②オペラシティ東天紅
　「LA VIE CLAIR（ラ ヴィ クレール）」
　東京都新宿区西新宿3-20-2東京オペラシティタワー54Ｆ
　（京王新線初台駅東口直結徒歩1分）
③大阪天満橋OMM店
　「Coeur et coeuR（クーレ クール）」
　大阪府大阪市中央区大手前1-7-31OMMビル20F
　（京阪電鉄本線天満橋駅徒歩1分）
　

婚礼１０％割引
（料理、飲み物、東天紅製品引出物ほか）
≪その他≫
婚礼二次会、一般宴会は上記3店舗以外でも承り
ます。（一般宴会、お食事10％割引※企画商品については
割引対象外）

（東天紅労働組合）

①ホテルサンライフガーデン 
（JR平塚駅北口より徒歩17分　無料シャトルバス運行）
②八王子ホテルニューグランド　ウエディングプラザ
　（JR八王子駅北口・京王八王子駅より
無料シャトルバス運行）
③ザ・ウィングス海老名
　（小田急線・相模鉄道海老名駅東口より徒歩5分）

　
①衣装　１５％割引
②料理・飲み物　５％割引
③宿泊　１０％割引

※ただし、特殊催物など特別料金の場合は対象外。

（サン・ライフグループソサエティ）

東京都新宿区西新宿2-2-1
（JR・京王線・小田急線・地下鉄　新宿駅西口より徒歩5分）

婚礼通年プラン（40名様以上）のご利用

①ご成約のお客様へディナー券プレゼント
②特別ブライズルーム「プラザアネシス」使用料無料
通常料金59,400円＜1日限定3室＞
③料理、飲み物１０％割引

（京王プラザホテル労働組合）

千葉県浦安市美浜1-8-2
（JR新浦安駅北口よりペディストリアンデッキで直結徒歩1分）
http://www.oriental-hotel.co.jp/wedding/index.html

挙式料100％割引（24万円相当）
※ただし、他の割引との併用は不可

　（オリエンタルホテル東京ベイユニオン）

スーツからメガネまでスーツからメガネまで
組合員にうれしい特典が満載。

※すでに商談中の場合は割引の対象となりませんのでご注意ください。

オリエンタルホテル東京ベイ

超薄型遠近両用、超薄型単焦点レンズも追加料金0円
さらにメガネ一式価格+2,160円でPC用などの「高機能
レンズ」にランクアップ出来ます。
優待券にてメガネ・コンタクト５％割引
〈眼鏡市場〉メガネ一式 16,200円～
〈ALOOK〉メガネ一式 5,400円～

（メガネトップ労働組合）

創業120周年を迎えたフォーマルウェアの老舗

新しい人生の門出を迎えられるお二人に、
最高の披露宴を演出する式場が
UAゼンセン割引価格でご利用できます。

≪ご利用方法≫
利用したい式場が決まりましたら、
まる得情報ダイヤルへ申し出ください。
（式場との打合せの前に申し出のこと）
折り返しまる得情報ダイヤルから紹介状を送付します。
紹介状を持参のうえ、
式場と商談し割引等を受けてください。
精算は利用者が直接式場と行ってください。

ファッションファッション

葬儀・霊園etc

202 仲東天紅

215 券コナカ 店内商品割引券

217 眼鏡市場
ALOOK 優待券

216
直

メガネスーパー
全店対象割引

214
直カインドウェア

203 仲京王プラザホテル

204 仲株式会社サン・ライフグループ

201 仲オリエンタルホテル東京ベイ

神戸市中央区弁天町2番8号
（JR神戸駅より徒歩5分　阪神電車西元町駅より徒歩2分）

①披露宴料理と飲み物が５％割引
②婚礼衣装（列席者含む）、写真の５％割引
③記念品プレゼント

（平安グループ労働組合）

207 仲エスタシオン・デ・神戸

福岡市博多区博多駅中央街4-23
（JR博多駅筑紫口より徒歩1分、地下鉄博多駅筑紫口
東4番出口より直結）
　
通年、婚礼パックプラン料金の５％割引
人数、シーズンによりプランがあります

（セントラーザユニオン）

福岡市中央区地行浜2-2-3
（地下鉄唐人町駅もしくは西新駅より徒歩19分）
土・日・・祝日限定無料シャトルバス運行
　
【下見特典】 ご来館時にペアでランチへご招待
（事前下見直接予約必須 ☎092-844-7878（定休日：木曜日））

【成約特典】 優待割引あり 
※一部除外あり・直接予約に限る

（ホークスタウンユニオン）

212 仲ヒルトン福岡シーホーク

211 仲ホテルセントラーザ博多

205 仲布池教会　聖ヨゼフ館

大阪府泉大津市なぎさ町5-1
（南海本線泉大津駅より無料シャトルバス運行
関西国際空港より無料送迎バス運行）

オプション5 無料
１０名様以上は無料送迎、スナップアルバム無料、
生ウエディングケーキ無料、試食会２名様無料

（本家さぬきや労働組合）

206 仲ホテルきららリゾート関空

ザ・シーズンズ
ランドマーク神戸 北野

208
仲

≪葬儀関係の割引サービス≫
基本祭壇料の各種割引を設けております。
利用施設
神戸平安祭典（神戸市灘区浜田町）☎078-856-4770
西神平安祭典（神戸市西区美賀多台）☎078-992-3242
阪神平安祭典（尼崎市西長洲町）☎06-6481-3242

（平安グループ労働組合）

222 直葬儀の割引、特典サービス平安祭典

221 直葬儀の割引、特典サービス公益社

≪仏壇・神仏具・墓石を優待価格≫
①仏壇 10％引き ただし、セール品、特価品は除く。
②神仏具5％引き ただし、セール品、特価品は除く。
③墓石5％引き ただし、屋内墓苑・一部霊園、石種、永
代使用料、管理費・供養料を除く。
店舗、霊園のお問合せ
（株）はせがわ 　 ０１２０－１１－７６７６

（はせがわ労働組合）

220
直

仏壇・墓石の割引、特典サービス
はせがわ

≪葬儀関係の24時間受付、紹介・割引サービス≫
利用時に、紹介状または「UAゼンセン組合員」の確
認できるものをご提示下さい。
連絡先　サン・ライフ式典事業部
　　　　平塚　☎0463-54-0444

219
直

葬儀の割引、特典サービス
サン・ライフグループ

223
直

葬儀・霊園・墓石の割引、
特典サービス ニチリョク

≪葬儀関係の24時間受付、相談・割引サービス≫
葬儀料金の割引がございます。無料の事前相談・見積りから
葬儀後のお手伝いまで、明瞭な料金で提供。
【葬儀対応エリア】
首都圏、近畿圏（その他の地域はご相談ください）
≪「お葬式の手引書」無料プレゼント≫
葬儀に関する様 な々情報や基礎知識などをまとめた手引書
（首都圏版・関西版）をプレゼント。
葬儀に関するご相談、お葬式の手引書プレゼントは公益社ご
葬儀相談センターまでお気軽にお電話ください。
連絡先　首都圏 　 ：0120-347-556
　　　　近畿圏 　 ：0120-567-701

（公益社労働組合）

≪墓石工事・葬儀施行の割引サービス≫
霊園および葬儀情報の提供（東京・神奈川・埼玉・千葉・茨
城・愛知・京都・滋賀・鹿児島）
墓石工事の１０％割引
葬儀は「愛彩花葬」での愛彩花倶楽部会員価格適用
〈通常価格865,000円→会員価格700,000円（税別）〉
※契約時身分証明書提示
資料請求・仏事相談・霊園見学等お問合せ
　  0120-8214-26
葬儀受付24時間ダイヤル　　0120-81-9426

（提携：株式会社ニチリョク）

葬儀・霊園・墓石のご相談まで割引特典満載で対応。

申し込み手順

※お申込時に必ず｢UAゼンセンの組合員｣とお申し出ください。
本人と配偶者および一等親以内の家族適用。　なお、他の割引との併用は出来ません。

お問合せTEL 03-3288-3597
（平日9時～17時）

①労組ユニオンの名称
②氏名
③送り先郵便番号・住所・宛名

以下の必要事項をご記入の上お申し込みください。

郵便
〒102-0074  東京都千代田区九段南4-8-16 
UAゼンセンまる得情報ダイヤル
FAX
03-3288-3708

※但し希望者多数の場合は、提供枚数を調整させていただきます。

お
申
し
込
み
先

メール
marutoku@uazensen.jp

生活応援（なんでも相談・まる
得情報）では、個人情報保
護法の理念に則り個人情
報を適切に取扱います。
また、取得した個人情報
はサービスの提供に関わ
る各種の連絡等に利用す
る以外の目的には使用し
ません。

個人情報保護の
取り組みについて

期間限定のお得情報も
ございます。 
まずはアクセス！！

UAゼンセンの組合員であることによりお得な特典が受けられます。
生活応援 まる得情報 詳しくはこちらから

認証画面に下記ユーザー名と
パスワードを入力ください。

※お送りする券等はすべて非売品です。転売を禁止します。
　転売などが確認された場合はまる得情報利用規定に基づき対応します。

【ユーザー名】 k a i i n
【パスワード】ua z1106

※パスワードは半角英数字です。

必要事項を記入 郵便又は
FAX・メールで申し込み 直

仲

割引券・利用券

割引券・利用券

仲 介

直 接

割引券や利用券の提示が必要な
サービスです。
「まる得情報ダイヤル」へメール･
FAX等でご請求ください。

UAゼンセンホームページより割
引券や利用券が受け取れます。

相手先へ直接連絡し「UAゼンセン
の組合員です」とお申し出ください。

「まる得情報ダイヤル」が仲介して
受けられるサービスです。
必ず「まる得情報ダイヤル」へご
連絡ください。

券

券
web

介護ベッドや車いす、介護補助器具などの各種介護用品を掲
載しだカタログ「ホームケア全科」をプレゼント

（フランスベッド労働組合）

カタログに掲載された商品が特別価格
ご希望のカタログをプレゼント
①器ひととせ　②引出物カタログ

※カタログ内容は、「株式会社たち吉」ホームページでも確認できます。

（たち吉労働組合）

008
仲

創作陶器「たち吉」割引と
カタログプレゼント

当社指定のパックツアー基本旅行代金が最大６%割引
組合の旅行や職場旅行の企画・相談も承ります。
パックツアー割引、お得な宿泊プラン情報は下記サイトまで
UAゼンセン加盟組合員様専用旅行サイト
http://www.aeon-tabi.com/group/ua_zensen/
お問合せ：イオンコンパスコールセンター
（UAゼンセンの加盟組合員と申し出下さい）
国内・海外共通     0120-82-3737
（携帯・PHS・公衆電話 ☎043-388-0103）
（イオングループ労働組合連合会イオンコンパス労働組合）

005
直

直

パックツアー基本代金割引
イオントラベルモール

様 な々学習スタイルであなたの「学びたい」を応援します！！
対象講座（一部抜粋）  医療事務・介護職員初任者研修･メディカルドクター
ズクラーク･介護事務･調剤薬局事務･ベビーシッター養成講座　など
ニチイの教育サイト「まなびネットttp://www.e-nichii.net/」より
アクセスし、ご希望の講座を選択ください。「お支払い方法の選択
」の割引制度の選択欄にてキャンペーンコード【211420 】を入力
し、備考欄に【UAゼンセン】を入力ください。
※時期によって、対象講座、学習形態、学習内容、講座受講料に変更が生じ
る場合がございます。※その他割引などの併用はできません。

（ニチイ学館労働組合）

通常特典として
入会金無料+５％OFF  （ニチイ学館労働組）

組合・福利厚生ご担当者さまへ
介護離職により優秀な人材が流出してしまう前に!介護に対する
不安を、介護サービス事業者ニチイがセミナーで解消します!
セミナー内容例:
介護の現状・介護保険とは・介護保険で利用できる
サービス・仕事と介護を両立させるための制度など
時間:90分目安　定員:実施会場のスペースにより異なります。
料金:定員・内容により応相談
詳しくは下記アドレスから専用ページをご覧下さい。
http://www.e-nichii.net/seminar/pdf/ryoritsu.pdf

013 仲二チイの「仕事と介護の両立セミナー」

①無料介護相談
②介護サービスパンフレットおよび福祉用具力タログ無料進呈
③福祉用具最大10%割引(一部対象とならない商品がございます)
④二チイの紙オムツチラシ無料進呈
⑤二チイの紙オムツサンプル贈呈(1 回限り〉

（ニチイ学館労働組合）

012
仲

ニチイ学館 「福祉用具」の割引および
各種カタログプレゼント

工場見学をされた方に、タカノフーズ納豆博物館オリジナル
ストラップを差し上げます。
※一組につき1個とさせていただきます。
※工場見学には事前予約が必要です。
茨城県小美玉市野田1542
（電車／JR常磐線石岡駅からタクシーで約30分
  お車／茨城空港北ICから約15分）
　 0120-58-7010　予約受付時間9:00-16:00
営業日　月曜日～日曜日（年末年始を除く）

（タカノフーズユニオン）

006
直

工場見学で粗品プレゼント
タカノフーズ

015
仲

フランスベッド「介護用品」
カタログプレゼント

組合・福利厚生ご担当者様へ
スポーツクラブアクトスのインストラクターが出張して行う健康
教室〈ヘルスケアプログラム〉を5%割引でオーダーいただけます。
地域や職場ごとに抱える健康課題に応じてセミナーやエクササ
イズなど、最適なヘルスケアプログラムをご提案します。(即効！お
腹引締め、エクササイズ、肩・腰・頭のコリとり体操・食生活改善
セミナー、体組成測定会など）
出張地域（基本）：東海三県(愛知・岐阜・三重）
※その他の地域につきましては担当までご相談ください。
株式会社アクトス　営業事業部ヘルスケア事業課　担当:吉岡
TEL: 0572 -21-2292　 E-mail: e-jigyo@axtos.com

（アクトスユニオン）

011 仲アクトス「出張健康教室」の割引

「引越し」の割引 転勤や転居の引越し。大切な家具や荷物を
丁寧な取り扱いなど安心できる運送業者をご紹介。
○ベスト引越サービス
○全国ハトのマークのネットワーク「ひっこし専門協同組合」

申込みはお早目に！
（提携：運送会社）

007
仲

ベスト引越サービス＆
ひっこし専門協同組合

住宅・暮らし

009 ニチイ学館「教育講座」の受講料10％割引

仲010 CoCo塾

全国日本病院協会の協力により、安心して受けられる優良医
療機関を紹介します。検査料金は医療機関によって異なりま
すのでご確認ください。
人間ドック利用紹介状（兼 申込書）が必要です！

（提携：全日本病院協会）

014 仲人間ドック実施施設紹介

Web
券

UAゼンセンホームページから

お得な情報を

GET! UAゼンセン　まる得情報 検  索検  索

医療・介護

こころの
健康相談

0120-783-1860120-783-186

●組合員本人が対象
●秘密厳守（但し、緊急と思われる場合は除きます。）

お問合せ：UAゼンセン 生活応援・共済事業局　電話 03-3288-3597

全てのご相談の専用フリーダイヤル

理由もな
いのに

不安な気
持ちにな

る…

なんとなく

ゆううつな気分がつ
づく…

どんな病院に
いけばいいの？

気になる症状がある
子供の様子が
　いつもと違うような
　　　気がするけどどうしよう

ナヤミ イエル

一人で悩まず
お気軽にご相談
ください！

こころのご相談こころのご相談 臨床心理士による
高度なサービス！

電話
カウンセリング

面談
カウンセリング

メール
相談

専用Webメールアドレスから
24時間365日受け付けます。
臨床心理士が、概ね３営業日以内に返信します。

https://www.tokio-kenkou.com/soudan/
パスワード：uazensen（IDは不要）

からだのご相談
看護師や薬剤師、管理栄養士等がご相談に対応！

緊急医療相談 緊急度を判定しアドバイス！

医療機関案内 医療機関の道順もご案内！ ※看護師が対応

※薬剤師および看護師が対応

※看護師および専門スタッフが対応

お薬相談 さまざまな薬剤情報の
ご提供！

総合的な介護情報のご提供！

ご存知ですか
自殺予防
「いのちの電話」

あなたがつらいとき、近くにいます。

社会福祉法人「いのちの電話」は困難や危機にあって誰にも相談することができずひとりで悩んでいるひとのための 24 時間「眠らぬダイヤル」です。UAゼンセンはこの活動を支援しています。

044-733-4343
045-335-4343
025-288-4343
052-931-4343
075-864-4343
0742-35-1000
06-6309-1121
086-245-4343

川 崎
横 浜
新 潟
名古屋
京 都
奈 良
関 西
岡 山

0166-23-4343
011-231-4343
022-718-4343
028-643-7830
029-855-1000
048-645-4343
043-227-3900
03-3264-4343

旭 川
北海道
仙 台
栃 木
茨 城
埼 玉
千 葉
東 京

082-221-4343
087-833-7830
093-671-4343
092-741-4343
0952-34-4343
096-353-4343
097-536-4343
099-250-7000

広 島
香 川
北九州
福 岡
佐 賀
熊 本
大 分
鹿児島

011-219-3144
0742-35-0010
087-861-4343

北 海 道
奈 良
香 川

全国のいのちの電話　http://www.inochinodenwa.org/
English 03-5774-0992
Spanish 045-336-2477
Portuguese 045-336-2488
Portuguese 053-474-0333

※ファクシミリ、外国語の相談は相談日・時間が不定期ですので詳しくはいのちの電話ホームページを確認願います。

24 時間対応のセンター
外国語

ナビダイヤル　0570-783-556 下記のうち通話可能センターに順次つなぎます

聴覚・言語障害者専用
ファクシミリ相談

コ    コ    ロ

0120-783-556
毎月10日は、フリーダイヤル。
午前8:00～翌朝8:00

こころの
相談メール

年1回無料でご利用可能です。
2回目からは有料。
面接場所：全国の提携カウンセリング機関
※休日は提携機関に準ずる

※土日・祝日・年末年始休業日を除く

平 日
10：00～12：00
14：00～20：00

最長
45分

事前予約制

事前予約制

女性専用
健康相談 ※看護師が対応

気になる症状、その他
経験豊富な看護師が対応します！

一部
予約制

※育児カウンセラー・管理栄養士・看護師が対応

育児・
栄養相談

体重が増えない、グッタリしている
育児・食に関する情報をご提供！

原則
予約制

原則
予約制

原則
予約制PC専用

サイト 受付：平日9 : 0 0～1 7：0 0（土日・祝日・年末年始休業日を除く）

受付：24時間36 5日

通話料無料
携帯電話からも
ご利用可能です

北海道いのちの電話　あおもりいのちの電話　栃木いのちの電話　千葉いのちの電話長野いのちの電話　静岡いのちの電話
浜松いのちの電話　岐阜いのちの電話　名古屋いのちの電話三重いのちの電話　奈良いのちの電話　香川いのちの電話
島根いのちの電話　鹿児島いのちの電話

終 活

なんでもなんでも相談ダイヤル相談ダイヤル

会社や家庭での悩み事は、ありませんか
なんでもお気軽にお電話ください

会社や家庭での悩み事は、ありませんか
なんでもお気軽にお電話ください

貴方は、どんな方法で解決しますか
(家族の方・ＯＢの方も相談できます)

0120-717-6710120-717-6710120-717-6710120-717-671
ムダ　　ナ イケンナ　  イ　  ナフリーダイヤル

税金の問題って
誰に聞けばいいの？

家族の事

ハラスメント

離 婚

相 続

金銭問題

元気が
　でてきた！！

相談して
よかった！

（土・日・祝・ＵAゼンセンの休日は休み）相談受付
◎月曜日：13時～19時　◎火曜日～金曜日：11時～17時◎月曜日：13時～19時　◎火曜日～金曜日：11時～17時

経験豊かなOBがアドバイス！アドバイザー紹介アドバイザー紹介
諸事情によりアドバイザーが交替することがあります。

秋元 かおる
〈千葉県出身〉

あきもと

大出 日出生
〈福島県出身〉

おおで ひでお

池 田 晴 夫
〈秋田県出身〉

いけだ はるお

石 山 浩 一
〈山形県出身〉〈特定社会保険労務士〉

いしやま こういち

島 岡 由 雄
〈愛知県出身〉

しまおか よしお

金曜日は
ライフプラン全般、
保険、税金を中心に
相談を受けています。

金
曜
日

水
曜
日

火
曜
日

月
曜
日

木
曜
日

結婚・式場

ご結婚おめでとうございます

④昼間連絡のつく電話番号
⑤希望の特典
⑥枚数

介護相談

家族が認知症に
成人後見人って？

《利用施設》平塚斎揚
サン・ライフサカエヤ・ホール
湘南大磯ホール
ファミリーホール二宮
ファミリーホール湘南海岸
伊勢原総合ホール
真鶴西湘ホール
小田原式典総合ホール
しぶさわホール
相模斎場
大和総合ホール
橋本総合ホール
座間ホール
町田総合ホール
相模原会館
海老名セレモニーホール
ファミリーホール綾瀬
八王子総合ホール
南多摩総合ホール
日野会館高倉総合ホール
八王子南口総合ホール
八王子北口ファミリーホール
八王子滝山ファミリーホール

基本プランからの割引５％割引
組合福利厚生担当者様へ
　事前相談により団体契約割引制度あり。
　団体割引 基本プラン15％ＯＦＦ

式場使用料50％ＯＦＦ（直営式場）
事前相談 TEL 06-6632-0983
ご利用いただける葬儀式場
　  0120-04-1313
 

（ライフユニオン労働組合）

218 直大阪祭典

《利用施設》
北大阪祭典
吹田大阪祭典
鶴見大阪祭典
東大阪祭典
港大阪祭典
南大阪祭典
生野大阪祭典

玉出大阪祭典
大正大阪祭典
住之江大阪祭典ファミリーホール
我孫子大阪祭典ファミリーホール
平野大阪祭典ファミリーホール
瓜破大阪祭典
堺大阪祭典

（サン・ライフグループソサエティ）

万が一の備えに

特典内容

　　

フェア参加の方に1DAYパスポートと駐車場無料券
を差し上げます。
但し、事前にブライダルフェア来館下見の予約
が必要となります。
ハウステンボス株式会社
ブライダルサロン
TEL: 0956-27-0508　担当:東（あずま）

(ハウステンボス労働組合）

213 仲ハウステンボス ウエディング
特典内容

特典内容

特典内容

特典内容

特典内容

特典内容

特典内容

特典内容

特典内容

特典内容

兵庫県神戸市中央区北野町3-1-33
●JR「三ノ宮」、阪神・阪急「三宮」駅より 
「北野坂」を北へ直進、徒歩8分
●新幹線・地下鉄「新神戸」駅より徒歩10分

①総額より10万円を値引き
②会場費無料
③三宮駅・新神戸駅の巡回送迎バス無料

※20名以上かつ１００万円以上披露宴
※他の斡旋業者及び割引との重複利用不可

（ライフユニオン労働組合）

広島市南区大須賀町14-9
（JR広島駅南口より徒歩3分）
　　　　　各プラン５万円引き

（ホテルニューヒロデン労働組合）

210 仲ホテルニューヒロデン

ホテルリガーレ春日野209 仲

特典内容

特典内容

奈良市法蓮町757-2
（JR・近鉄　奈良駅より奈良交通バス「佐保小学校」下車すぐ）
　　　　①婚礼料理５％割引

②新郎･新婦様ご宿泊サービス（前日又は当日）
（ホテルリガーレ春日野労働組合）

愛知県名古屋市東区葵一丁目12-23
（地下鉄東山線新栄駅より徒歩6分、桜通線車道駅徒歩5分）
カトリック布池教会でご成約いただいた方へ
聖ヨゼフ館での結婚披露宴

①ウエディングオリジナル生ケーキプレゼント
②席料（お一人540円）サービス
≪資料請求≫
リゾートトラスト名古屋営業部
☎052-310-2220　担当：アズマ・ハカマタ

（リゾートトラストユニオン）

入場料およびホテルの宿泊料金が特別料金で利用できます。
ハウステンボスクラブは組合や福祉会での入会をお勧めします。
詳しくはお問合せください。

（ハウステンボス労働組合）

233 仲「ハウステンボスクラブ」入会

必
要
事
項

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

（ニチイ学館労働組合）

8月より料金変更あり。
新料金は通常料金より
10%OFF

ＵＡゼンセンの組合員だから利用できるメリット（共済や生活サポート）を最大限活用して行きましょう！

生活応援は 共済だけ
じゃ
ないので

す!

UA7隊長のワタシがご案内いたします!　

玄関ドアの交換から新築・増改築まで。
北海道から沖縄まで、さまざまなご相談に応じます。
※展示場等ですでに相談した場合は、割引の対象にはなりません。

展示場等へ訪問（接触・商談）する前にご連絡ください！

 
キャンペーン情報などはまる得情報ホームページを確認ください。
0120-398-330（受付：10時～18時）

（提携：ミサワホーム株式会社）

002 直マイホームを建てる増改築するなら「ミサワホーム」
火災・自然災害などで

急な補修が必要な場合にも、
ぜひご相談ください。

003
直

修繕･増改築･マンション 戸建ての
購入は「ベルスの住まい」

ベルスの住まいでは、持ち家の被災による修繕から、増改築、
自宅の売却、中古物件の購入、新築分譲マンション･戸建て
の購入他、注文住宅建築など持家に関する多数の提携会
社を紹介します。
ベルス福利厚生サービスサイト（http://toku.mn/3737）
より『ベルスの住まい』へアクセスして特典を受けてください。

修繕･増改築

分譲マンション
･戸建て

ハウスメーカー

株式会社ベルス　9：00～17：30（土・日・祝定休）
お問合せ　　0120-923-681
E-mail info@bels.co.jp

（提携：株式会社ベルス）

ベルス福利厚生サービスサイト

http://toku.mn/3737

004 賃貸住宅なら「ベルスの賃貸」直
上記の住まいと合わせてご参照ください。
ベルス福利厚生サービスサイト（http://toku.mn/3737）より
『ベルスの賃貸』へアクセスして特典を受けてください。
主な提携不動産会社：長谷工ライブネット、UR都市機構、
大東建託、ニッショー、ミニミニなど。
※展示場等ですでに相談した場合は、割引の対象にはなりません。

大成建設ハウジング（5%OFF）、
ヤマダ･エスバイエルホーム（3%OFF）
長谷工コーポレーション（0.5%OFF）、
大和ハウス工業（1～3%OFF）
住友林業（3%OFF）、
スウェーデンハウス（3%OFF）

特典が受けられる提携会社例
まずはホームページから
アクセスしてベルスにご相談下さい。

※展示場等ですでに相談した場合は、割引の対象にはなりません。

『ベルスの賃貸』へアクセスして特典を受けてください。

直001 NEWリフォーム、注文住宅なら「住友不動産」

携帯電話・スマホは、
左記のQRコードから
アクセスしてください

（提携:住友不動産株式会社）

新築そっくりさんでおなじみの、住友不動産。
住まいのご購入・工事ご依頼の際にどうぞご利用ください。

①リフォーム〈新築そっくりさん〉
請負工事金額(税込)の3%引き
②注文住宅建物本体価格(税込)の3%引き
詳細は、提携法人専用ホームページでご確認ください。
【URL】http://www.sumitomo-rd.co.jp/teikei2/

生活応援特集号
2017年 保存版

①建築工事、建物本体価格の３％引き
②増改築工事・リフォーム工事の３％引き

c Disney/
Pixar

組合・福利厚生ご担当者様へ
「東京ディズニーリゾートⓇ・コーポレートプログラム」入会案内
各組合（団体）の福利厚生にご活用いただけるコーポレートプログラム。
ご契約企業・組合（団体）様にご利用代金を一部補助していただき、従
業員や組合員の皆様が、東京ディズニーリゾートの対象施設などを特
別価格でご利用いただける福利厚生プログラムです。
お問合せ先：東京ディズニーリゾート・コーポレートプログラム事務局
9：30-12：00/13：00-17：00（土日、祝日除く）
☎047-305-5043
※マジックキングダムクラブは終了しております。

（オリエンタルランド・フレンドシップ・ソサエティー）

225
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東京ディズニーリゾートⓇ ・
コーポレートプログラム

マジックキングダムクラブは2016年3月末日で終了
しました。これにより、まる得情報が組合員さんへ
直接提供できる割引券はなくなりました。今後は、
契約団体（企業・組合等）が利用代金の一部を補助
する福利厚生プログラムに変更されております。
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親子で
運転される方は

出費をおさえたい
あなたは…

子供特約で
子どもの

補償もカバー！

ハイブリッド車割引

7％
新車割引

9％

複数契約割引

3％ セカンドカー割引で

7等級から

年払掛金では　74,260円

年払掛金では　83,520円

6016A004

対物超過修理費用補償

最高50万円

ご自身の補償

四輪自動車

相手方への賠償

基本の
補償

お車の
補償

シンプル
タイプ

人身傷害補償

自損事故傷害特約

対物超過修理費用補償

最高5,000万円

1,500万円

　　　   をプラスしてさらに広がる安心！
　　 　制度で掛金がおトクに！

入院：日額6,000円
通院：日額4,000円

被共済者1名
につき

ここに記載されている内容は、共済商品の概要を説明したものです。ご契約の際は「リーフレット」「ご契約のてびき（契約概要・注意喚起情報）」 をかならずご覧ください。

※ここに記載されている内容は、契約始期日が2017年2月1日～2018年1月31日の契約が対象となります。

は
二輪自動車

月払掛金

月払掛金

ハイブリッド車
購入しました！ セカンドカー

購入しました！

子どもが
免許をとりました！

（自己負担額 10万円）
一般補償
車両損害補償

（被共済者1名につき）

お車の事故により発生する
さまざまな費用を補償

自動車事故傷害見舞金

付随諸費用補償

無共済車傷害

左記と別枠で
所定の額をお支払い

無制限

対人賠償

無制限
（被害者1名につき）

対人賠償

無制限
（被害者1名につき）

対物賠償

無制限
（1事故につき）

対物賠償

無制限
（1事故につき）

最高50万円
特約

割引

お
す
す
め
プ
ラ
ン

6,500円

二輪自動車も

年払掛金では　23,060円

月払掛金

2,010円
原付自転車も

年払掛金では　7,280円

月払掛金

630円

7,300円

年払掛金では　40,900円

月払掛金

3,570円

UAゼンセン組合員の皆さまへ

ホテル

☎024-922-1111
福島県郡山市駅前２丁目５-16
（JR郡山駅西口より徒歩1分）
　平日シングル１泊　6,500円～
　平日ツイン１泊　 13,000円～
※料金は、日時・曜日によって異なりますので
お電話にてご確認ください。
JRや高速バス利用に最適。朝食無料。

（ニラクユニオン）

☎03-5805-2222（予約時間10時～17時）
東京都文京区後楽1-3-61（JR水道橋駅東口より徒歩2分）
　【ご宿泊優待料金】
　1名様1泊料金、サービス料、諸税込
　平日 1名様利用 　　15,068円～

2～3名様利用　 15,444円～
　休前日 一律 　　20,158円～
※他の宿泊プラン、優待券、サービス券等との併用不可
※除外日 2017年5月3日、5月4日

（後楽園労働組合）

※UAゼンセンの組合員としての割引より、インターネットでの申込みが
　安い場合があります。ただし、割引の重複はいたしません。

予約の際に「UAゼンセンの組合員」と伝え直接予約してください

501 直郡山シティホテル

575 直東京ドームホテル

☎0742-22-6021
奈良市法蓮町757-2
（JR・近鉄 奈良駅より奈良交通バス「佐保小学校」下車すぐ）

【お得なステイプラン】　通常価格9,028円→6,000円
　（１泊朝食付き　奉仕料・消費税が含まれています）
※ただし、金曜、土曜、祝前日は１，０００円アップになります。
※除外日：11月全日、年末年始（12/31～1/2）
※夕朝食は、１階のレストラン「ソレイユ」でご用意いたします。

申込み・問合せアドレス  info@ligare-kasugano.jp
（ホテルリガーレ春日野労働組合）

591 直ホテルリガーレ春日野
☎075-441-4411
京都市上京区新町通中立売（御所西）
地下鉄烏丸線「今出川駅」徒歩8分、地下鉄「烏丸御池駅」より
無料シャトルバス20分間隔で運行（始発8:20・最終21:40）
　正規客室料金より１０％割引
　ツイン55,836円～ ※ただし、除外日があります。ご確認ください。

（ブライトンホテルズユニオン）

595 直京都ブライトンホテル

☎0725-20-1121
大阪府泉大津市旭町18-5（南海電鉄「泉大津駅」徒歩2分）
南大阪憩いと寛ぎの空間。ビジネスと観光の拠点に。
シングル  8,925円→  7,500円～
　ダブル　14,700円→12,000円～
ツイン　16,800円→12,000円～
問合せアドレス：alzar@alster.co.jp

（本家さぬきや労働組合）

596 直

直

ホテルレイクアルスター アルザ泉大津

（地下鉄御堂筋線心斎橋駅A階段より北改札2番出口、
地下街クリスタ長堀北7番出口経由徒歩3分）
基本料金の10%割引～

592 心斎橋
ホテルトラスティ

（神戸市営地下鉄海岸線旧居留地大丸前駅
1番出口より徒歩1分）
基本料金の10%割引～

≪申し込み及び総合受付≫
リゾートトラスト名古屋営業部
☎052-310-2220　担当：アズマ・ハカマタ

（リゾートトラストユニオン）

594 神戸旧居留地

（地下鉄・JR天王寺駅、近鉄大阪阿部野橋駅
地下連絡通路12番出口より徒歩1分）
基本料金の10%割引～

593 大阪阿倍野

☎0598-52-0800
三重県松阪市中央町36-18 （松阪駅北口より徒歩5分）
　税込・１泊お一人様
スタンダードシングルRのみ　5,000円（朝食付きは6,000円）
ツイン２名様利用のみ 　11,000円（朝食付きは13,000円）

（フレックスユニオン）

599 直フレックスホテル

☎0725-20-1111
大阪府泉大津市なぎさ町5-1
南海電鉄「泉大津駅」無料シャトルバス約5分　徒歩20分
南欧ムード漂うリゾート感覚のアーバンホテル
シングル  12,960円→　7,500円
ダブル　  18,360円→ 12,000円
ツイン　  20,520円→ 14,000円
問合せアドレス：reserve@kirara-resort.com

（本家さぬきや労働組合）

597 直ホテルきららリゾート関空

（JR金沢駅東口バスターミナルよりバス10分、大和デパート前下車徒歩1分）
　基本料金の10%割引～
≪申し込み及び総合受付≫
　リゾートトラスト名古屋営業部
☎052-310-2220　担当：アズマ・ハカマタ

　（リゾートトラストユニオン）

590 直ホテルトラスティ金沢香林坊

（ケーブルカー中強羅駅より徒歩1分）
●１室２名様利用の場合（除外日あり）
１泊２食（洋室）　　13,284円～
●１室４名様利用の場合（除外日あり）
１泊２食（和洋室）　12,204円～

夕食時、ビール、日本酒、ソフトドリンクのうち１本をサービス
≪申し込み≫
リゾートトラスト東京営業部　☎03-6731-8880

（リゾートトラストユニオン）

580 直ホテルリゾーピア箱根
（JR熱海駅より徒歩10分）
●１室２名様利用の場合（除外日あり）
１泊２食　14，58０円～

●１室４名様利用の場合（除外日あり）
　 １泊２食　11，880円～
夕食時、ビール、日本酒、ソフトドリンクのうち１本をサービス
≪申し込み≫
リゾートトラスト東京営業部　☎03-6731-8880

（リゾートトラストユニオン）

586 直ホテルリゾーピア熱海

☎047-350-8111
千葉県浦安市美浜1-8-2
（JR新浦安駅北口よりペディストリアンデッキで直結　徒歩1分）
ツイン　2名一室  11,500円～ （朝食なし）

（オリエンタルホテル東京ベイユニオン）

582 直オリエンタルホテル東京ベイ

☎0460-85-6000
神奈川県足柄下郡箱根町湯本茶屋191
（小田急箱根湯本駅よりシャトルバスあり（有料））
　4名様1室（1泊2食付サ込･入湯税込）
　お一人様料金　　平日　　　 11,000円

　　　土･休前日  16,000円
　（※特定期間を除きます）

（ホテルおかだユニオン）

583 直ホテルおかだ

静岡県掛川市寺島　☎0537-26-1151
http://k-greenhill.co.jp/wp/
全日1,000円割引。
年末年始、ゴールデンウィーク、お盆、早朝薄暮不可。

（静岡パークスユニオン）

奈良県奈良市下狭川町1824　☎0742-95-0031
e-mail：yoyaku-kizugawa@pacificgolf.co.jp
セルフプレーで平日通常料金より1,000円引き
土・日・祝日　通常料金より1,500円引き
※キャディ付きの場合はプラス3,780円
お得なコンペ会食もご予算に合わせてご用意いたします。

（提携：パシフィックゴルフマネージメント株式会社）

埼玉県入間郡越生町大字如意1159-1　　☎049-292-5111

（クラレ労働組合）

新車・中古車・国産車・外車問わず紹介！
お車の購入をご検討中の方に、信頼できるディーラーを紹介します。
必ず、ディーラーへ訪問（接触・商談）する前にご連絡ください！
ほぼ全メーカー系列のディーラーを紹介します。
条件が合わない場合は、中断・中止も自由です。
※ディーラー訪問前に連絡いただいた場合に限り、成約された
場合購入祝い金をお支払いできるケース有。
受付窓口：東京海上日動火災保険（株）

 広域法人部 団体･協同組織室
☎03-3515-4151

「UAゼンセンのおクルマ購入サポートサービスの件」でと
伝えてください。
おクルマ購入サポートWeb申込み
車両購入サポート認証画面での
キーワード、コード
〈キーワード〉 kuruma
〈コード〉       4914
お勤め先欄（情報提供者の）：”会社・団体名”には
 UAゼンセン と
 お勤めの会社の労働組合の名前 を入力

（提携：東京海上日動火災保険株式会社）

116 直入間カントリー倶楽部

129 直

直

日産レンタカー

126 直おクルマ購入サポートサービス

運転免許教習費用（申込金）の割引特典！
①普通・普通二種・中型車は５，０００円割引
（審査料／高校生安心パックコースは除く）
②二輪・けん引車は３，０００円割引（審査料除く）

（法隆寺自動車教習所労働組合）

127
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法隆寺自動車教習所
教習費用割引

118 直木津川カントリー倶楽部

117 直

直

掛川グリーンヒルカントリークラブ

アルペン労働組合

●予約画面の下段「ご要望」欄に組合名入力
（アルペン労働組合）

http//www.alpen-group.net/bibai/ 「美唄コース」で検索
●予約確定後確認画面にある「メッセージ書込み」欄に組合名入力

直120 ゴルフ5カントリー美唄コース

http//www.alpen-group.net/yokkaichi/ 「ゴルフ5カントリー四日市」で検索
●WEB会員登録時備考欄に「所属組合名」を入力。
すでにご登録済みの方は、お電話にてご予約下さい。

直121 ゴルフ5カントリー四日市コース

http//www.oakvillage.co.jp/ 「オークビレッヂ」で検索
直122 ゴルフ5カントリーオークビレッヂ

http//www.kasama-forest.com/ 「かさまフォレスト」で検索
直123 ゴルフ5カントリーかさまフォレスト

http//www.sfgc.co.jp/ 「サニーフィールド」で検索
直124 ゴルフ5カントリーサニーフィールド

（ゆりかもめ国際展示場正面駅より徒歩5分）
　基本料金の10%割引～
≪申し込み及び総合受付≫
リゾートトラスト名古屋営業部
☎052-310-2220　担当：アズマ・ハカマタ

（リゾートトラストユニオン）

579 直ホテルトラスティ東京ベイサイド

☎03-3803-1234
東京都荒川区東日暮里5-50-5（JR日暮里駅より徒歩1分）
シングル 　　　　15,660円→10,000円
ツイン２名様利用　 24,840円→16,000円
朝食お一人様1,300円、宴席（バンケット）１０％、会議室２０％割引

（提携：ホテルラングウッド）

577 直ホテルラングウッド

東京都港区芝2-20-12
（JR田町駅より徒歩8分　地下鉄芝公園駅より徒歩1分）
【UAゼンセン組合員特別価格】
シングル1室1名様利用
　9,720円→ 

≪申し込み≫ JAMツーリスト株式会社 ☎03-3457-9932
（提携：JAMツーリスト株式会社）

576 直ホテル三田会館

☎042-645-0015
予約の際に「UAゼンセンの組合員」と伝えてください
東京都八王子市大和田町6-1-6
（JR八王子駅北口・京王八王子駅より無料シャトルバス運行）
シングル　8,554円（10%引後のサービス料・税　込々の料金）
※年末・年始他除外日は、ホテルヘ直接確認してください。

（サン・ライフグループソサエティ）

578 直八王子ホテルニューグランド

☎0463-21-7111
予約の際に「UAゼンセンの組合員」と伝えてください
神奈川県平塚市榎木町9-41
（JR平塚駅北口より徒歩17分　無料シャトルバス運行）
シングル 7,484円～（10%引後のサービス料・税　込々の料金）
※年末・年始他除外日は、ホテルヘ直接確認してください。

（サン・ライフグループソサエティ）

581 直ホテルサンライフガーデン

☎0749-24-1112
滋賀県彦根市佐和町11番36号
（JR彦根駅西口より徒歩３分）
シングル 平日5,000円（税別）～　休前日5,500円（税別）～
ツイン　 平日8,500円（税別）～　休前日9,500円（税別）～
※朝食プラス1,000円（税別）
※宿泊・食事一律１０％割引　ただし、ネット予約・宴会は除く

（グランドデュークホテル労働組合）

598 直グランドデュークホテル

584 直かたくら諏訪湖ホテル
☎0266-52-2151
長野県諏訪市湖岸通り4-1-43 （JR上諏訪駅徒歩８分）
　　　　　　　　　　　　平日　10％オフ　

　　　　　　　　　　　　　休前日10％オフ
　特別室・グレードアップ和室もございます。
※除外日：7月17日、8月11日～15日、9月2日、12月20日～1月3日

宿泊者には「片倉館」千人風呂無料入浴券を差し上げます。
（片倉労働組合)

レイクビュー標準和室公式ホームページ
「基本プラン」表示価格より

全国約400か所の日産レンタカーで最大49％の割引で利用で
きます。それぞれの用途に合わせて車種も選べます。
日産レンタカー予約センター
　 0120-00-1767　
ＵＡゼンセン法人番号:ＢＪ６７０１

（提携：日産レンタカー）

128
直

真岡自動車教習所
運転免許取得を応援します

インターネット割引･家族割引･お友達連れ割引等の各種割
引があります。その他お得な割引キャンペーンも実施してい
ます。お申込み･お問合わせは「UAゼンセンの組合員」と伝
えて直接お申し込みください。
☎0285-84-6185

（真岡自動車教習所労働組合）

おすすめゴルフ場

車の免許取得から購入・“共済（保険）”まで
頼れる仲間がここにいます！

車

お近くでお手軽な
料金で楽しめます
お近くでお手軽な
料金で楽しめます

お得なインターネット予約『ワンディスキップ』
レンタカー基本料金が一般価格より
20%～最大55%割引! !
〈24時間料金比較〉
専用ホームページから予約、
クレジットカード決済
全国の営業所から出発可能!
出発の2時間前まで予約可能!
https://www.nipponrentacar.co. jp/ods/
ID : 8266 パスワード: 38970

（提携:ニッポンレンタカー）

130 ニッポンレンタカー

125 カーライフを応援する頼れる補償 全労済の「マイカー共済」

自動車総合保障共済

東北地方

関東地方

関西・近畿地方

北陸地方

中部地方

ゴルフ

各ゴルフ場のホームページから予約頂くことでミネラル
ウォーター（熊の古道500ml）1本プレゼント
ホームページ予約サイトから予約を入れ、指定欄に「UAゼンセン所
属組合名」を明記下さい。

585 直伊豆長岡温泉京急ホテル
0120-575-383

静岡県伊豆の国市古奈168
（伊豆長岡駅より徒歩15分・車5分送迎あり要連絡）
　源泉100％かけ流しの贅沢湯
　緑に囲まれた優雅な空間。穏やかな時間が流れるホテル。
　お一人様料金（2名様以上1室利用、
　1泊2食付サービス料込、消費税・入湯税150円別）
　平日　　15,000円→13,000円
　休前日　17,000円→15,000円

（提携：京急伊豆開発株式会社）

（地下鉄東山線伏見駅1番出口より徒歩4分）
　基本料金の10%割引～
≪申し込み及び総合受付≫リゾートトラスト名古屋営業部
☎052-310-2220　担当：アズマ・ハカマタ

（リゾートトラストユニオン）

588 直ホテルトラスティ名古屋

509

508 ホテルAZ山口下関
ホテルAZ山口徳山
ホテルAZ山口岩国
ホテルAZ山口下松

☎083-245-3301

☎0834-32-5511

☎0827-23-3301

☎0833-48-3301

510

511

516

直ホテルAZグループ 基本料金の１０％割引
（インターネットおよびキャンペーン割引との併用は不可）　　　（アメイズユニオン）

517

518

519

520

521

522

523

524

512 ☎0972-85-0707

☎0978-23-1301

☎0978-44-1850

☎0977-73-3301

☎0974-24-0101

☎0972-20-3301

☎092-605-3301

☎092-513-3301

☎0946-21-3301

☎0940-38-3301

☎0943-24-5101

☎0942-52-9901

☎0949-26-4401

☎0930-57-3301

☎092-947-3310

☎092-330-8301

ホテルAZ《九州地方》

《中国地方》《四国地方》

513

514

515

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

544

545

546

541

547

548

560

561

525

549

550

551

552

554

555

556

557

553

572

573

566

567

568

562

563

564

565

569

570

571

526 542

543527

558

559

574

☎0983-21-1200

☎0985-30-1133

☎0983-33-4181

☎0982-54-1800

☎0982-26-3001

☎0984-25-3700

☎0982-50-3301

☎0985-64-6001

☎0983-25-3301

☎099-476-3333

☎099-272-1133

☎0995-66-3101

☎0996-65-6001

☎0993-58-3401

☎099-343-5501

505

506

507

ホテル AZ愛媛松山西
ホテル AZ愛 媛 内 子
ホテルAZ香川東かがわ

☎089-953-3301

☎0893-44-3371

☎0879-26-0331《北陸地方》504 ホテル AZ石川粟津

《中部地方》502 ホテルAZ山梨甲府南 IC
ホテルAZ長野佐久 IC

☎0761-65-3313

☎055-220-5656

☎0267-66-3361503

（地下鉄東山線栄駅2番出口より徒歩1分）
　基本料金の10%割引～
≪申し込み及び総合受付≫リゾートトラスト名古屋営業部
☎052-310-2220　担当：アズマ・ハカマタ

（リゾートトラストユニオン）

589 直ホテルトラスティ名古屋栄

☎054-281-7300
静岡市駿河区南町8-5　静岡駅南口より徒歩1分
　月～木　  シングル 7,182円～  ツイン 13,338円～
　金～日・祝  シングル 6,804円～  ツイン 12,636円～

（静岡平安閣ユニオン）

587 直ホテルプリヴェ静岡ステーション

全労済マイカー共済サポートセンター
0120-860-748（9：00～21：00（年末年始を除く））

お電話の際は「UAゼンセンマイカー共済会（13-UA2015」）」とお伝えください。
ここに記載されている内容は、共済制度の概要を説明したものです。 （提携：全労済）

全国労働者共済生活協同組合連合会

補償の手厚さと「団体掛金」適用でお手ごろな掛金が魅力です！
〈ご利用方法〉ご加入の自動車保険証券（共済証書）と車検証を用意して下記までお電話ください。 無料でお見積もりいたします！

☎086-422-0011
岡山県倉敷市本町7-2（美観地区を通り徒歩15分）
●シングル　平日  6,075円～　休前日6,885円～
●ツイン　　平日10,125円～　休前日11,745円～

（倉敷紡績労働組合）

600 直倉敷アイビースクエア
☎086-422-5141
岡山県倉敷市中央1丁目1番44号（大原美術館隣）
●シングル 10,692円～ ※他の割引との併用はできません。

（クラレ労働組合）

603 直倉敷国際ホテル

☎086-424-1635
岡山県倉敷市中央1丁目3番15号（美観地区内）
　１泊２食 16,038円～　※他の割引との併用はできません。

（クラレ労働組合）

601 直料理旅館　鶴形

☎082-263-3456
広島市南区大須賀町14-9
（JR広島駅南口より徒歩3分 広島駅地下道５番出口より徒歩2分）

シングル6,800円（朝食付700円プラス）
　　　　　　　ツイン　6,300円（朝食付600円プラス）

トリプル 5,300円（朝食付600円プラス）
（ホテルニューヒロデン労働組合）

602 直ホテルニューヒロデン

お一人様
（税・サービス料込）

九州地方

中国地方

☎097-536-2777
大分県大分市府内町1-4-28
（JR大分駅より徒歩5分 大分市の中心部ナンバーワンの立地）
シングル 5,400円（税・サービス料込）
朝食付  6,480円（税・サービス料込）

（ヤクシングループ労働組合）

604 直大分センチュリーホテル

☎092-461-0111
福岡市博多区博多駅中央街4-23
（JR博多駅筑紫口より徒歩1分、地下鉄博多駅筑紫口東4番出口より直結）
　平　日　シングル 8,000円　ツイン 12,000円
　休前日　シングル 9,000円　ツイン 14,000円
※ルームチャージ・サービス・税込。朝食なし。

（セントラーザユニオン）

605 直ホテルセントラーザ博多

607 直ヒルトン福岡シーホーク
予約専用電話　　 0120-75-1122
福岡市中央区地行浜2-2-3
（地下鉄唐人町駅もしくは西新駅より徒歩19分）
ご宿泊優待料金 すべてのタイプ正規料金より15％オフ
※平日（一部除外日あり）※他の割引との併用は不可

（ホークスタウンユニオン）

風情ある宿から洗練されたホテルまで
ご優待価格でご提供いたします。

UAゼンセン組合員特別割引料金となります。

朝食サービス
おにぎり又は
サンドウィッチ

☎097-535-1000
大分県大分市都町3-2-24  （JR大分駅より徒歩10分
大分自動車道大分ICより国道210号線約3㎞約10分）
シングル 8,640円（朝食付き･税込） 広い客室が自慢！
駐車場有り。３６台収容可。１泊864円（税込）
　（大型RV車の場合は、できれば事前にご連絡ください）

（ヤクシングループ労働組合）

606 直ホテルザーズ

日・祝日
月
火

6,300円
7,300円
7,800円

水･木
金
土

8,300円
7,600円
8,000円

☎092-919-0301

☎0948-28-3301

☎0947-42-0301

☎0942-41-8801

☎0944-89-3311

☎0979-22-3801

☎0943-74-3311

☎0947-32-7771

☎092-940-2201

☎093-663-3301

☎093-562-3311

☎093-483-1301

☎093-701-3303

☎0942-87-3301

☎0955-23-8901

☎0952-66-8801

☎0952-55-9701

☎0957-56-2001

☎095-882-7701

☎0957-77-4401

☎0956-65-3001

☎0956-26-7701

☎096-294-3301

☎0968-24-6001

☎0965-62-1300

☎0968-65-3301

☎096-213-3301

☎096-341-2221

☎096-275-2301

☎0966-68-3301

☎0968-75-8101

☎0964-58-5101

ホテルAZ大分津久見
ホテルAZ大分豊後高田
ホテルAZ大分安心院
ホテルAZ大分日出
ホテルA Z大分三重
ホテルAZ大分佐伯
ホテルAZ福岡和白
ホテルAZ福岡金の隈
ホテルAZ福岡甘木インター
ホテルAZ福岡宗像
ホテルAZ福岡八女
ホテルAZ福岡筑後
ホテルAZ福岡直方
ホテルAZ福岡築上
ホテルAZ福岡篠栗
ホテルAZ福岡糸島

ホテルA Z福岡夜須
ホテルA Z福岡飯塚
ホテルA Z福岡田川
ホテルAZ福岡久留米
ホテルA Z福岡大川
ホテルA Z福岡吉富
ホテルAZ福岡うきは
ホテルA Z福岡香春
ホテルA Z福岡古賀
ホテルAZ北九州八幡
ホテルAZ北九州小倉
ホテルAZ北九州新門司港
ホテルAZ北九州若松
ホテルA Z佐賀鳥栖
ホテルAZ佐賀伊万里
ホテルA Z佐賀小城

ホテルAZ佐賀吉野ヶ里
ホテルA Z長崎大村
ホテルA Z長崎時津
ホテルA Z長崎雲仙
ホテルA Z長崎鹿町
ホテルAZ長崎波佐見
ホテルA Z熊本大津
ホテルA Z熊本菊池
ホテルAZ熊本八代宮原
ホテルA Z熊本荒尾
ホテルAZ熊本インター御領
ホテルAZ熊本合志北バイパス
ホテルA Z熊本北部
ホテルAZ熊本芦北 
ホテルA Z熊本和水
ホテルAZ熊本上天草

ホテルA Z宮崎高鍋
ホテルAZ宮崎佐土原
ホテルA Z宮崎新富
ホテルAZ宮崎北日向
ホテルA Z宮崎延岡
ホテルAZ宮崎えびの
ホテルAZ宮崎南日向
ホテルA Z宮崎田野
ホテルA Z宮崎都農
ホテルAZ鹿児島大崎
ホテルAZ鹿児島伊集院
ホテルAZ鹿児島姶良
ホテルAZ鹿児島出水
ホテルAZ鹿児島川辺
ホテルAZ鹿児島喜入

研修から行楽まで使い方いろいろ
リーズナブル料金でご利用いただけます。
●組合、会社、県支部の研修会、サークル活動等にご利用ください。
《申込み万法》 まる得情報ダイヤルに「利用申込書」を取り寄せ、必要事項を記入しまる得情報まで申込みください。

研修会やサークル活動で重宝な少数からの会議室
お得な価格でご利用いただけます。

会 議 室

東京都新宿区市谷薬王寺町30-2
（地下鉄新宿線「曙橋」、大江戸線「牛込柳町」徒歩7分）
　宿泊料金1泊
　組合員本人3,500円、家族5,000円
　（※土・日・祝日は500円プラス ※小学生以下は半額）
　朝食／１食500円
チェックイン／午後４時～午後１０時
チェックアウト／午前１０時
休館日 月曜日、火曜日
※ただし、月、火が祝日の場合、日曜日からの連泊者がいる場合には
　　休館日を変更する場合があります。

（日東紡績労働組合）

東京都中野区中野2-4-21（JR・地下鉄東西線「中野駅」徒歩７分） 
　宿泊 4,000円 （子供（小学生まで）3,000円、３歳以下無料）
　朝食 300円（サンドイッチ等）
休館日：水曜日　定員：20名 全室禁煙（喫煙スペースあり）

（日清紡労働組合）

101 仲日東紡ユニオンプラザ

102 仲日清紡NLUホール

●組合、会社、県支部の研修会、サークル活動等にご利用ください。

☎086-722-2121　FAX:086-722-2051
岡山県岡山市北区建部町福渡1188
「友愛の丘」は、UAゼンセンの研修センターです。教室や講堂、
グラウンドまで完備している合宿研修に“最適な施設”です。
　　宿泊料　大人3,348円／中学生以下2,592円
　　食事代　朝594円／昼702円／夕1,404円
　　宿泊収容人数　172名
ユニフォーム、研修機材の貸出し、研修企画、講師派遣のお
手伝い等、お気軽にご相談ください。

（UAゼンセン）

東京都新宿区市谷薬王寺町30-2
（地下鉄新宿線「曙橋」、大江戸線「牛込柳町」徒歩7分）
　会議室１　18名まで　会議室２　40名まで
　平日規定時間内で2時間よりご利用いただけます。
室料は1時間単位（準備・後片付け時間含む）
①9時～18時 2,000円～
②18時～21時 3,000円～

（日東紡績労働組合）

東京都中野区中野2-4-21　休館日：水曜日
（JR・地下鉄東西線「中野駅」徒歩７分） 
会議室 ～２０名 
8時～12時・12時～17時・17時～21時　各15,000円

（日清紡労働組合）

静岡県三島市末広町21番9号（JR三島駅より徒歩12分）
☎055-980-0333 FAX:055-980-0350（研修総務室）
富士山が望める環境の中で研修の目的、人数に合わせた会場をご用意。
収容人数　宿泊187名、大講堂582名、大研修室240名、

中研修室40名、討議室6ユニット（8名×5室）、
多機能室70名ほか、懇親会会場150名・60名・40名等

利用料　   食事代 朝602円／昼898円／夕1,398円（税抜き）
土日祝は基本的に休館日。年末年始、ＧＷ、夏季休館あり

（全東レ労働組合連合会）

☎055-997-0111　FAX:055-997-0114
静岡県裾野市下和田656
（JR三島駅よりバス・東名裾野ICから車で5分）
講堂、中小教室、セミナー室、テニスコート、無線LAN利用可
宿泊収容人数100名
利用料（消費税別）宿泊料 4,000円より 
食事代 朝800円／昼1,000円／夕1,200円宴会料理2,000円～

（帝人労働組合）

☎0550-89-3711　FAX:0550-89-2442
静岡県御殿場市水土野259（JR御殿場駅よりバス）
スポーツホール、各種研修ルーム、立食パーティー可
収容人数 宿泊最大200名、大教室最大200名、国際会議室最大100名ほか
利用料　宿泊料　大人4,320円

　食事代　朝702円／昼1,026円／夕1,512円
（提携：日産労働組合連合会）

☎042-685-1611　FAX:042-685-1612
神奈川県相模原市緑区寸沢嵐515-1（JR相模湖駅・橋本駅よりバ
ス津久井消防署前下車約1分中央道相模湖ICより車で約20分）
利用代金（税抜き）
　宿泊料 ツインルーム 大人4,000円（二段ベッド利用 3,000円）
　食事代 朝650円／昼880円／夕1,380円　宿泊収容人数 60名
　会議室・グラウンド(軟式野球場/ソフトボール揚〉あり
※10名以上の団体様よりご予約承ります。

（フランスベッド労働組合）

☎092-844-7777　FAX:092-844-7743
福岡市中央区地行浜2-2-3（地下鉄唐人町駅もしくは西新駅より徒歩19分）
平日のご利用にかぎり 会議室料・懇親会室料５０％割引
※直接のご予約に限り適用となります。

（ホークスタウンユニオン）

☎078-304-5991　FAX:078-302-0731
兵庫県神戸市中央区港島南町7-1-5
（ポートライナー「京コンピューター前駅」より徒歩5分）
E-mail:pi-project@nichiigakkan.co.jp
会議室代、備品代 ５％割引　会議研修を伴う宿泊は可。10名程度の
小規模なミーティング・研修から300名の大規模な会議まで対応可能です。レス
トラン150席・無料駐車場（一般９０台/優先８台）・宿泊施設（最大１４９名）も完備

（ニチイ学館労働組合）

☎03-3770-1426
東京都渋谷区神南1-12-10（渋谷駅より徒歩6分）
10数名からスクール形式で260席まで会議室備品につき１０％割引
講演会、パーティー、レセプション等、目的や人数に合わせてレ
イアウトが自由、気軽にご相談ください。

（シダックス労働組合）
☎047-350-8111　FAX:047-381-0851
千葉県浦安市美浜1-8-2
（JR新浦安駅北口よりペディストリアンデッキで直結 徒歩1分）
会議室料の５０％割引

（オリエンタルホテル東京ベイユニオン）

☎046-858-2900　FAX:046-858-2910
神奈川県三浦郡葉山町湘南国際村（JR逗子駅よりバス）
各種セミナー室、討議室多数、IT環境完備。懇親会・パーティー対応可能。
利用料　宿泊料　シングル6,696円／ツイン5,832円

　食事代　朝1,080円／昼1,404円／夕2,160円
宿泊収容人数244名

（日本生産性本部：賛助会員）

直営貸し会議室の基本会議室料が10％割引になります。
会議にまつわる宿泊や懇親会場の手配も承ります。

（イオングループ労働組合連合会イオンコンパス労働組合）

103 日東紡ユニオンプラザ

104 仲

仲

日清紡NLUホール

106 直直営貸し会議室割引 イオンコンパス

105 直シダックスカルチャーホール

110 直日産労働組合連合会
セミナーハウス 「ゆうらいふ御殿場」

107 直フランスベッド総合研修センター「相模湖学園」

108 直IPC生産性国際交流センター

111 直帝人アカデミー富士

112 直オリエンタルホテル東京ベイ

113 直ニチイ学館神戸ポートアイランドセンター

114 直UAゼンセン中央教育センター「友愛の丘」

115 直ヒルトン福岡シーホーク

109 仲東レ総合研修センター

http//www.alpen-group.net/mizunami/ 「みずなみカントリー」で検索
119 みずなみカントリー倶楽部 直

保 養 所

平日利用
割引価格
（税込）

4～6月・10～12月　シーズン料金　　14,500円
7～9月・1～3月　　オフシーズン料金13,500円
※土・日・祝日の料金は、クラブへ直接お問い合わせください。

うどんギフトを特別優待価格で販売致します。〈消費税込・送料別〉

代引きにて送付します。送料は全国一律864円でお届けいたします。
株式会社だい久製麺　業務課 佐藤宏明　業務用課 庄子和憲
☎022-226-2135 FAX：022-302-1827
e-mail : hanabi11@dai9.co.jp

（だい久製麺労働組合）

十日町魚沼産こしひかり（平成28年度産）
5㎏を3,500円（税・送料込）
《ご利用方法》※事前に組合員特別クーポンコードが必要
亀田製菓ネットショップより、組合員特別クーポンコード
を入力してお取り寄せ下さい。
http://www.kamedaseika.co.jp/

（亀田製菓労働組合）

新鮮厳選素材を使った「大漁旗」など各種詰合せが
10％割引に。海の恵みを心を込めてお届けします。
なお、お中元・お歳暮時期は対象外です。

（鐘崎働組合）

全国の東天紅各店で利用できます。
飲食代が10％割引となります。※企画商品は対象外です。
利用店舗に直接「（UAゼンセンの）“組合名”と“氏名”」
を申し出て予約してください。   

（東天紅労働組合）

営業時間 ランチ 11:30～15:00
ディナー 15:00～23:00（ラストオーダー22:20）

ご飲食料金を10％割引します。
なお、他の割引との併用、プラン商品は対象外。
※2017年12月29日まで。 優待券にて6名様までご利用いただけます。

（後楽園労働組合）

有明の海が育てた気品ある香りと味わいの佐賀のり
各種詰合せが20％割引になります。
身近で手軽に食べられる健康食品、日本伝統の味を
お楽しみください。

（サン海苔労働組合）

ビッグボーイジャパン、ヴィクトリアステーションでご利
用いただけます。
飲食代金が10％割引になる
ファミリーチケットを差し上げます。

（ビッグボーイジャパンユニオン）

おせんぺい詰合せが特別価格になります。
1000円相当の米菓詰合せ→  800円
2000円相当の米菓詰合せ→1,800円
８個以上のご注文は送料無料です。

（岩塚製菓労働組合）

グルメ

お好みの和・洋・中からお好みの和・洋・中から

外で、お家でお得な愉しいひととき。
お食事と一緒のご注文で、デニーズ全店で使える
「ドリンクセット」無料券を差し上げます。

（セブン＆アイ・フードシステムズ労働組合）

140
券

券

デニーズレストラン
「ドリンクセット」 無料券

138 券ビッグボーイジャパン ファミリーチケット

丸亀製麺全店で使える、「特別クーポン券」を差し上
げます。
うどん1杯につき「野菜かきあげ」１個プレゼント
（クーポン1枚でうどん2杯まで対応）

（トリドール労働組合）

144
券

讃岐釜揚げうどん丸亀製麺
特別クーポン券

146 仲佐賀のり詰合せ割引

147 仲岩塚製菓「米菓詰合せ」割引142
仲

十日町魚沼産こしひかりを
組合員価格で

京樽グループ各店で使える20％割引券を
差し上げます。
申込み上限：組合員お一人につき2枚まで

（全京樽労働組合）

143 京樽 優待割引券

145 仲鐘崎かまぼこ各種詰合せ割引
141 直だい久製麺 麺類ギフト割引

137 直

券

中国料理「東天紅」飲食・宴会優待割引

日～木・祝日：10％OFF　金・土・休前日：5％OFF（上限金額なし）
「UAゼンセン・まる得割引券利用」と申し出て事前
に店舗へ予約のこと。（入店時に割引券を提示）
事前予約できなかった場合は、入店時に「UAゼンセン
まる得割引券利用」と申し出て、割引券を提示ください。
割引券の提示がない場合は対応できません。
1組1会計につき1枚使用可。
※他のサービス、およびサービス券との併用不可、ランチタイム使用不可。
※しゃぶしゃぶ巴ではご利用いただけません。

（ホリイフードサービスユニオン）

【レストラン亀遊亭】☎086-422-5140
　岡山県倉敷市中央1丁目2番20号（倉敷国際ホテルより徒歩1分）
【料理旅館　鶴形】☎086-424-1635
　岡山県倉敷市中央1丁目3番15号（美観地区内）
食事代が10％割引となります。

（クラレ労働組合）

136
直

倉敷国際ホテル直営「亀遊亭」「鶴形」
昼・夕食料金割引

148 直新潟名産「笹だんご」
つぶあん 20ヶ2,800円 30ヶ3,300円 50ヶ5,100円
つぶ・こしあん詰合せ（各10ヶ）　20ヶ2,900円
送料、消費税込。代金引換の場合は、手数料324円を
ご負担願います。
《申込み方法》ニッシン生活センター　　　　
　 0120-242-194へ電話注文してください。

（日新運輸労働組合)

139

Web
券

東京ドームホテル
ラクーア9階「春風萬里」優待券

135
券

「忍家」「もんどころ」「益益」などホリイフード
サービスグループ共通割引券

モンテローザグループ全店(日本国内のみ〉でご利用い
ただけるお食事&ドリンク券500円を差し上げます。 
毎月先着100名にプレゼント
※申込みの上限は、組合員お一人月1回1枚までとします。
また、組合を代表する場合は一組合 月1回5枚までとします。

（モンテローザ労働組合）

ディナー食事代１０％割引券
全国の「すたみな太郎」、「すたみな太郎NEXT」、
「すたみな太郎NEO」各店でご利用になれます。
※1回のお食事で1グループにつき1回ご利用可。
他の割引/サービスとの併用不可
（ソフトドリンク飲み放題サービスとドリンクパスポート除く。)

（江戸一労働組合）

全国各店にて使える500円の割引券を差し上げます。
※申込みの上限は、組合員お一人月1回1枚までとします。
また、組合を代表する場合は一組合 月1回10枚までとします。

（コロワイドグループ労働組合）

券

券

131 居酒屋
コロワイドグループ割引券

132「白木屋」「魚民」「笑笑」「山内農場」など
モンテローザお食事券プレゼント

134 直大衆割烹「庄やグループ」
宴会コース割引

133 食べ放題レストラン「すたみな太郎」
「すたみな太郎NEXT」
「すたみな太郎NEO」

「庄や」「やるき茶屋」「日本海庄や」など
宴会コース10％割引
大庄労働組合事務局を通して、庄やグループ直営店に
て、5名様以上、お一人様4,000円以上の宴会コースを
ご予約いただいたお客様が対象です。
宴会のご予約･お申し込み先
大庄労働組合事務局：☎03-5742-7518

（大庄労働組合）

《かけうどんギフト》 
《カレーうどんギフト》
《屋台中華そばギフト》

10食　価格1，000円
10食　価格1，000円
10食　価格1，000円

5～9月
10～3月

《仙台発祥・元祖冷やし中華ギフト》
《鍋焼きうどんギフト》

10食　価格1,000円
　8食　価格1,000円

【期間限定】

だい久製麺 麺類ギフト岩塚製菓「米菓詰合せ」 十日町魚沼産こしひかり 新潟名産「笹だんご」

NEW

●賠償クラス（基本補償）：
Aクラス（総排気量1.50ℓ以下）
●車両クラス（車両損害補償）：
4クラス
●車両共済金額:135万円
●車両自己負担額：10万円 
●新車割引：あり

●複数契約割引：あり
●適用等級：7等級 
●運転者年齢条件：
35歳以上補償
●運転者家族限定特約：あり
●主たる被共済者年齢区分：
30歳以上40歳未満

【詳細条件】

●賠償クラス（基本補償）：Bクラス
　（総排気量1.51ℓ以上2.50ℓ以下）
●車両クラス（車両損害補償）：4クラス
●車両共済金額:200万円
●車両自己負担額：10万円
●新車割引：あり
●ハイブリッド車割引：あり
●盗難防止装置装備車割引：あり
●適用等級：20等級
●運転者年齢条件：35歳以上補償
●主たる被共済者年齢区分：
30歳以上40歳未満

●賠償クラス（基本補償）：Aクラス（総排気量1.50ℓ以下）
●車両クラス（車両損害補償）：3クラス
●車両共済金額:140万円
●車両自己負担額：10万円
●新車割引：あり
●適用等級：20等級
●運転者年齢条件：35歳以上補償
●子供特約：年齢を問わず補償
●主たる被共済者年齢区分：30歳以上40歳未満

【詳細条件】

●掛金クラス（賠償）：二輪自動車
●適用等級：6等級（前契約なし）
●運転者年齢条件：26歳以上補償
●主たる被共済者年齢区分：30歳未満

【詳細条件】

●掛金クラス（賠償）：原付自転車
●運転者家族限定特約：あり

【詳細条件】

【詳細条件】

Web申込み
QRコード

直営会議室
東京八重洲会議室
東京駅前会議室
大阪駅前会議室
ENDO堺筋会議室
名古屋駅前会議室
名古屋笹島会議室
TOSHINSAKSEコミュニケーションルーム

幕 張 会 議 室

☎043-350-3233 東京駅八重洲中央口から徒歩4分
☎03-6262-1230 東京駅八重洲中央口出てすぐ
☎06-6225-7505 大阪駅から徒歩3分
☎06-6262-3954 地下鉄堺筋本町駅から徒歩1分
☎052-451-1800 名古屋駅新幹線口から徒歩3分
☎052-451-1800 名古屋駅から徒歩6分

☎052-451-1800 栄駅サカエチカ7番出口から徒歩1分
☎043-350-3233 海浜幕張駅目の前

NEW

仲

NEW


