
活用講座その１ 福利厚生倶楽部 会員証について

①会員証は台紙に貼りついた形で皆様に配付されます。

②会員証は台紙からはがして大切に保管してください。

③台紙には会員専用サイトを利用する時に必要な「仮パスワード」
が記載されています。ホームページを利用するまで大切に保管
してください。

会員の皆様に会員証が配付されます。会員証は様々なサービ

スを利用する時に必要になってきます。また退職時にはこの

会員証を返却していただきますので、紛失することがないよ

う大切に保管してください。

会 員 証 の 配 布 ②

※紛失された場合は再発行手数料としてご本人様負担1,000円が必要となります。

活用講座その２ サービス情報の提供ついて
ガイドブック

年１回４月に発行

「リゾート」では、宿泊関連サービスが
紹介されています。
宿泊メニューは配偶者とその家族３親等
まで同条件で利用することができます。

「グッドライフ」では、宿泊以外の
全サービスが紹介されています。
生活メニューは配偶者とその家族２親等
まで同条件で利用することができます。

記載のサービス・料金等は2018年3月現在のものです。詳しいサービス内容は会員専用サイト・2018年度ガイドブック・会報誌等にてご確認ください。サービス・料金等は予告無く追加・変更・廃止される場合があります。予めご了承ください。

活用講座その４ 会員専用サイトログイン＆メルマガ登録

www.fukuri.jp

ＵＲＬ

★会員IDとは：
会員証のウラに記載のID（6桁-4桁）

★パスワードとは：
初めての方は仮パスワードになります。
会員証が貼付されていた台紙に記載されています。
アルファベットの大文字と小文字は区別して入力してください。

★ログインができたら、仮パスワードの方は
本パスワードに変更してください。
本パスワードの設定は会員専用サイトや
スマートフォンアプリの利用に必ず必要です。

初めて会員専用サイトをご利用される方へ

参考画面

※画面はイメージです

① 福利厚生倶楽部会員専用サイトにアクセス！

② 会員ＩＤとパスワードを入力してログイン

③ 会員専用サイトトップ画面

スマートフォンアプリ ーリロクラブアプリー

①｢メルマガ登録｣ボタンを
クリック！

②注意事項をお読みいただき、
｢メールアドレス追加｣ボタン
をクリック！

③必要項目を入力後、｢登録｣
ボタンを押して登録完了！

メルマガ登録方法

活用講座その3 ご利用方法・利用範囲

ホテルなど事前に予約が必要なものは、
福利厚生倶楽部カスタマーセンターにお電話いただくか、
会員専用サイトよりお申し込みください。

0120-982291
平日/10：00～18：00 土日祝/10：00～17：00

携帯電話からも通話料金無料！

目的別に番号を案内しますので、音声ガイダンスに従ってお進みください。

本人 配偶者
子

孫

曾孫

兄弟姉妹
叔父叔母

甥姪

リゾートメニューの利用範囲（３親等）

グッドライフメニューの利用範囲（２親等）

曾祖父母
祖父母

叔父叔母

甥姪

曾祖父母

兄弟姉妹
両親 両親

祖父母

リゾートメニューの利用範囲は、会員ご本人・配偶者から３親等内まで、グッドライフメニューは２親等までの方です。
会員様がご同行されなくても、ご家族だけでご利用いただけます。

①TEL・WEB 事前申込

飲食、レジャー、フィットネス等では、会員証やキリトリクーポン、
携帯でクーポン画面を施設で提示するだけで、ご利用できます。

※一部サービス事前予約が必要

②会員証・クーポン提示

③提携施設へ直接申込

その他のサービスについては直接施設へお問い合わせください。
ガイドブックや会員専用サイトに連絡先が記載されていますので、
福利厚生倶楽部を利用していることをお伝えください。

＜ご利用方法＞「リロクラブ」で検索し、アプリをインストール⇒会員ＩＤと本パスワードでログイン！

福利厚生倶楽部のサービスをより使いやすくするため、会員の皆様の利用をサポートいたします。

一度ログインすれば、以後はログイン無しでＯＫ！ご家族様もご利用可能！
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会報誌｢F.U.N.｣は全国のキャンペーンや新
サービスの案内などの情報をお届けします。
毎号各地域で使えるサービスの特集も行っ
ております。
是非ご家族皆様でご覧ください。

Ｆ.Ｕ.Ｎ. （ 会 報 誌 ）

全８エリア 年６回発行（偶数月）

サービスの大半は会員専用サイトで閲覧･
検索が可能です。各地域のページがある
ので、地方ごとのおすすめ情報が見られ
ます。

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

会員専用サイト

随時更新 【会員ＩＤ＆パスワードが必要】

コンサートチケットや通信販売など、会報誌
に掲載しきれないキャンペーン情報をメール
で案内します。会員サイトよりメールマガジ
ン登録が可能です。

メ ー ル 速 報

ほぼ毎日配信

ＴＥＬ

ＷＥＢ www.fukuri.jp

検索結果の
「福利厚生倶楽部（ふくりこうせいくらぶ）
－会員専用ページー」を選択

で検索

検索結果の
「福利厚生倶楽部（ふくりこうせいくらぶ）

－会員専用ページー」を選択

9999/99③

①

9999/99

会員ＩＤ

仮パスワード

サンプル

サンプル

サンプル お得なキャンペーン
情報はトップ画面に
掲載！

宿泊サービスも
すぐに検索可能！

カテゴリーやエリア、
サービス名で検索可能！

家族みんなで
会員証が使える！

アプリ起動で
携帯会員証を表示！

全国の有名サービスの
クーポンが

ワンタップで表示！
エリアごとの
クーポンが

簡単に見つかる！

現在地からも探せる！
会員サイトへワンタップ！

ログイン不要！



活用講座その５ リゾート編オススメメニュー

レジャー

お祝い制度

出産・育児／介護

スポーツ

映画チケット

≪補助金制度≫
●育児：チケット300

ベビーシッター＆託児所利用時間
あたり300円補助
月極保育補助 ｍａｍｍｙ
最大月額20,000円補助

●介護：介護補助金制度ぷらす
最大月額50,000円補助

飲食店の割引サービスがあります！会員専用
サイト内、ジョルダンパスポートにてご紹介！

活用講座その６ グッドライフ編オススメメニュー

記載のサービス・料金等は2018年3月現在のものです。詳しいサービス内容は会員専用サイト・2018年度ガイドブック・会報誌等にてご確認ください。サービス・料金等は予告無く追加・変更・廃止される場合があります。予めご了承ください。

【予約から精算までの流れ】 お電話、会員専用サイトから予約可能！

※宿泊のご予約は、宿泊日の6ヵ月前の同日から可能です。（一部のホテルは異なります。）

①国内宿泊施設（宿泊施設が会員価格でご利用可能）

＜特 徴＞
人気施設を会員特別料金でご紹介保養所

東京ディズニーリゾート パートナーホテル
三井ガーデンホテルプラナ東京ベイ

おひとり様1泊素泊り 1室3名以上

3,500円～

提携ホテル ＜特 徴＞
全国の宿泊施設をお得な料金でご紹介

③パッケージツアー

国内／海外パッケージツアーが最大１２％ＯＦＦでご案内！

④宿泊補助制度

会員限定ネットショッピング

飲食

福利厚生倶楽部なら映画館も会員価格でご利用いただけます。

映画鑑賞チケット
1,800円→1,300円

毎月29日は1作品限定
790円！！
会員専用サイトにてお申込み！

お中元、お歳暮、おせち、母の日ギフトから、
毎日の食卓に嬉しいグルメや雑貨がいつでも
お買得！会員限定ならではの、ワケあり商品
や豪華福袋も目白押し♪

②国内宿泊大手オンライン予約サイト

会員専用サイトから他旅行会社プランの申込みも可能！各旅行会社のポイントをためて、使える！

提携旅行会社であれば、通常料金よりも安い会員料金にてご提供！

ＵＳＪ オフィシャルホテル
ホテル京阪ユニバーサル・シティ

おひとり様1泊素泊り 1室4名

５,300円～

会報誌にて毎号ホテルレストランや、全国
チェーン店等で利用できるクーポンを掲載！

スポーツクラブ

全国約３,800ヶ所のスポーツクラブを法人会員優待でご利用いただけます。

年会費・入会金無料！！使いたいときに1,080円～利用可能！
≪主な施設一覧≫
・コナミスポーツ
・セントラルスポーツ
・アクトス
・ティップネス
・コパンスポーツ

※過去実施例

≪国 内≫ 取扱い例 赤い風船、ANＡスカイホリデー、J-CLUB、びゅう、メイト、ジャンボマーチ など

≪海 外≫ 取扱い例 マッハ、ベスト、ホリディ、ANAハローツアー、パノラマツアー、JALパック など

会員専用サイトで宿泊施設を検索すると、各旅行会社の宿泊料金を一覧で比較することができます！

さらに！

お一人様1泊あたり
宿泊代金

500円～1,500円補助

TOHOシネマズ、イオンシネマ、
109シネマズ、ユナイテッド･シネマ、
ミッドランドスクエアなど
全国のシネマコンプレックスと提携！

全国のレジャーサービスを利用可能！遊園地や動物園からスキー場、美術館までバラエティ豊富です！

（一例）
プール特集、味覚狩り特集
紅葉狩り特集、無料開放企画、
ワンコイン企画など ※試合開催月の[2ヵ月前の第一木曜日]15:00～翌週水曜日までに会員専用サイトより申込

（一例）アクトスやコパンスポーツクラブなら
会員証を提示するだけで

施設利用料 1回あたり1,080円
（都度利用が可能に！）

ゴルフ補助制度ＰＬＡＹＥＲ4,000
全国対象コース150ヶ所以上 1組当たり最大4,000円の補助（予約人数×1,000円）

その他 ＧＤＯや楽天ＧＯＲＡといった
ゴルフ場予約サイトとも提携！会員特典あり！

詳細は会員専用サイトの
こちらのアイコンをクリック

各社コンビニ端末にて対象施設は
割引券を発券できます！
利用方法は別途資料を確認ください

ファミリーマート

ローソン/ミニストップ

セブンイレブン

成人お祝い 昇進お祝い

金婚式お祝い 結婚お祝い

定年退職お祝い 出産お祝い

入園お祝い 進学お祝い

人生の節目や日々の生活に役立つ制度を多数ご用意。
目的や年代に応じて様々な制度を活用いただけます。

【旅行計画】
ガイドブック・会報誌・
会員専用サイトから希望
する宿泊施設を選択

【宿泊予約】
カスタマーセンター
or 会員専用サイト
より宿泊予約の申込

【確認書お届け】
予約確認書のお届け
電話予約：郵送 or FAX
web予約：メール

【宿泊当日】
現地施設のフロント
へ予約確認書を提出
しチェックイン

【精 算】
チェックアウト時
にフロント精算
（会員料金）

【 ①旅行計画】
ＨＰ、各旅行会社パンフレット
から希望する旅行を選択

【②宿泊予約】
ツアーデスクへ連絡：0120-114-844 または会員専用サイトより申込
日本旅行：カスタマーセンターで旅行の予約確認

【③旅行内容の確認＆説明】

指定旅行会社より空席情報･予約可否及び
旅行代金、詳細等をご連絡いたします。

【④旅行申込】
指定旅行会社のご案内に従い
お申込み手続き(お支払方法含め)
を行ってください。

【⑤旅 行】

入金確認後、旅行クー
ポンをご自宅へ郵送

【①予約】
会員専用サイトから
ご希望施設の予約
または施設へ直接予約
（一部施設）

【②印刷ｸｰﾎﾟﾝ】
ご利用日の13日前以降
に、会員専用サイト
より印刷クーポンを
プリントアウト

【③ご利用】
チェックインの際、
印刷クーポンを
フロントにご提出

特にF.U.N.(会報誌)では
毎号季節ごとに楽しめる
レジャー施設を格安で
紹介しています

伊東園ホテルズ、お宿ねっとプラン、ホテルグリーンプラザ、
フォレストグループ、ホテルウェルネス など

サンプル

最大500円補助/人泊
＋楽天スーパーポイント

最大500円補助/人泊
＋Pontaポイント

Ａｍａｚｏｎギフトコード200円進呈 他にも色々！

（一例）

ナガシマスパーランドジャンボ海水プール入場券（プール+遊園地入場）

半額でご案内予定！！

プロ野球ホームゲーム公式戦観戦チケット（12球団）
中日ドラゴンズ/ナゴヤドームの場合

エメラルドシート（1塁側）ペアチケット 3,800円（2名様分）


