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UAゼンセン新聞2021年 保存版

生活応援特集号

新聞

発行人
編集人

TEL 03 ー 3288 ー 3562 FAX 03 ー 3288 ー 7174

UAゼンセン
年会費

無料 なし

国内・海外

20

JCBビジネスカード Club Oﬀ

％
60
OFF!

日帰り湯

エンターテインメント

「MyJCB」へログイン

STEP ▶https://my.jcb.co.jp/

1

優待
価格

％
30
OFF!

優待サービス専用HPはこちら

優待サービスご利用までの流れ

グルメ

STEP

2

JCBの会員専用Webサービス
「MyJCB」
へログイン

※MyJCBへのログインには事前の会員登録が必要です。

特
典

2

https://www.club-oﬀ.com/jcb/

「Club Oﬀ」
に会員登録

お得な優待特典
「JCBビジネスカード Club Oﬀ」
の
「お申し込みはこちら」
をクリックし、会員登録をします。
※登録完了後、優待サービスのご利用が可能になります。

サービスの
利用開始

特
典

3

OkiDokiポイントがたまります!

「申込書」の取り寄せは所属の労働組合へお申し出ください
※カードの発行は所定の審査後に自宅に郵送となります。

なんでも

相談

職場や家庭での
悩み事はありませんか？

フリーダイヤル

相談
時間

終活

ナ

水

相続

ナ

ムダ

木

金

〈千葉県出身〉

いけだ はるお

おおで

池田 晴夫

ひでお

大出 日出生

〈秋田県出身〉

まる得情報

いしやま こういち

しまおか よしお

〈愛知県出身〉

詳しくは
こちらから

島岡 由雄

ｋａｉ
ｉｎ
ｕａｚ1 1 0 6

※パスワードは半角英数字です。
数量（枚数）
に限りのある優待券等は、より多くの組合員の方に
ご利用いただくため、送付枚数を調整させていただくことがあ
ります。予めご了承ください。

UAゼンセン まる得情報

検 索

空港ラウンジサービス

当日飛行機に搭乗される会員の皆様のためのくつろぎのスペース。
ご搭乗前後の空き時間などに、ぜひご利用ください。国内の主要空
港内およびハワイ・ホノルルの国際空港内で利用できます
（無料）
。
ドリンクや新聞・雑誌の閲覧などのサービスを提供しています。

海外旅行情報サイト
たびらば（旅LOVER）

特
典
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紛失・盗難の場合も補償
JCB紛失盗難受付デスク

ナクシタラ オハヤメニ

0120-794-082（24時間・年中無休）

ETC
スルーカード

特
典

6

JCBプラザ

その他
サービス

クイックペイ 年会費：無料

UAゼンセン生活応援事業局 ☎ 03-3221-8686

9：00～17：00／土･日･祝･夏期休暇･年末年始休 ※電話番号はお間違いのないようおかけください

秘密
厳守

※

通話料

無料

全てのご相談の専用フリーダイヤル

ナ

ヤ

ミ

イ

エ

ル

0120-783-186

臨床心理士による高度なサービス！

からだのご相談
受付：24時間365日

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！

受付：平日9：00～17：00
（土日・祝日・年末年始休業日を除く）

平日10：00～12：00
最長45分
14：00～20：00
※土日・祝日・年末年始休業日を除く

面談

年1回無料でご利用可能です。2回目からは有料。
面談場所：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

一部
予約制

女性専用健康相談

気になる症状、その他経験豊富な
看護師が対応します！

原則
予約制

育児・栄養相談

子の成長・発達・病気の悩み、食事制限・
育児・食に関する情報をご提供！

原則
予約制

お薬相談

さまざまな薬剤情報のご提供！

原則
予約制

介護相談

総合的な介護情報のご提供！

必要事項を記入

紙面以外にもご紹介したい『まる得 』が
あります。ホームページで確認を！

郵送またはＦＡＸ・メールで申し込む

❶労組・ユニオンの名称 ❷氏名
❸郵便番号・住所・宛名 ❹昼間連絡のつく電話番号
❻枚数
❺希望の特典
※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。

郵 便 〒102-8273 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
F A X 03-3288-7174

marutoku@uazensen.jp
お問い合わせ:☎ 03-3288-3597
（平日9時から17時）

メール

毎月10日は、

個人情報保護の
取り組みについて
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 切に取り
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。
※お送りする券等はすべて非売品です
ので、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。

ナ

ヤ

ミ

コ

コ

ロ

0120-783-556

フリーダイヤル。
ご存知ですか
午前8：00～翌朝8：00
自殺予防「いのちの電話」全国のいのちの電話 http://www.inochinodenwa.org/

下記の必要事項をご記入の上、お申し込みください。

お申し込み先

ユーザー名
パスワード

申込
手順
必要事項

認証画面に下記ユーザー名と
パスワードをご入力ください。

400万円限度

あなたがつらいとき、近くにいます。

・マネープランの質問
・シルバーライフの
資金計画
・金融にかかわるもろ
もろのお話なども
できます。

まる得情報ダイヤル の 使い方
生活応援

救援者費用

5,000円×
（10～40倍）
（1事故につき1回限度）

ン全般、保険、税金を

〈山形県出身〉
〈特定社会保険労務士〉

石山 浩一

〈福島県出身〉

手術

金 曜 日はライフプラ

います。

秋元 かおる

5,000万円限度

電話

事前
カウンセリング 予約制
事前
カウンセリング 予約制

中 心に相 談を受けて

あきもと

賠償責任

スマートフォン対応

諸事情によりアドバイザーが
交替することがあります。

2,000円/日

1旅行につき50万円限度
（自己負担額1事故3,000円）
/
保険期間中100万円限度

こころの
https://tms-soudan.com/uazensen/
相談メール パスワードが不要になりました

◎月曜日：13時～19時 ◎火曜日～金曜日：11時～17時

5,000円 /日

携行品損害

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

※土・日・祝・UAゼンセンの休日は休み ※新型コロナウイルス感染拡大予防対策として、相談時間が変更になることもあります。

入院
通院

300万円限度

こころの健康相談

イケン

最高5,000万円

最高5,000万円

こころのご相談
ナ

傷害による
死亡・後遺障害

傷害による死亡・後遺障害

※但し、緊急と思われる場合は除きます。

家族の事

国内旅行傷害保険（最高5,000万円）

傷害・疾病による治療費用

組合員
本人 が
対象

0120-717-671

経験豊かなOBが貴方に寄り添って相談をお聞きします！
火

イ

5

お問い
合わせ

離婚

金銭問題
家族が認知症に
ハラスメント 成人後見人って？

なんでもお気軽に
お電話ください。

ダイヤル
月

税金の問題って
誰に聞けばいいの？

最高5,000万円の旅行傷害保険（海外 /国内）を付帯しています。
（①海外旅行傷害保険の自動付
帯、②国内旅行傷害保険は、カード支払いにより付帯）
。掛け捨て保険に関する手続きの手間と
コストの削減が可能です。詳しくはJCBカードのサイトをご覧ください。

http://tabilover.jcb.jp/

特
典

JCBビジネスカードの毎月のご利用合計金額1,000円（税込）
ごとに1ポイントたまり、
バラエティー豊かな商品などに交換できる楽しい特典です。 ※プログラム内容は予告なく変更となる場合があります。

ご入会方法

海外・国内旅行傷害保険

旅する前に、おトクを検索

※ご利用の際は
「JCBビジネスカードClub Oﬀ」
ホームページに掲載の利用方法・特典内容を十分ご確認のうえ、
お申し込みください。
掲載の利用方法以外で申し込みされた場合は、
特典を受けられません。
※掲載内容は、
すべて2021年1月時点の情報です。
内容が変更になる場合があります。

カードのご利用
金額に応じて、

お近くの特約店を
探してみてね

※JCBカードにて所定のご利用条件を満たした場合のみ適用となります。
※各種保険内容の詳細
（保険期間・適用条件）
については、
カード送付時に各種保険内容の詳細を記したご案内をお送りしますのでご確認ください。

で!

スポーツ

●岩田屋〈本店、久留米店〉
（百貨店）
●フランスベッド販売（専門店）
●溝辺力ントリークラブ（ゴルフ場）
●ザ・クロックハウス（専門店）
●メガネスーパー（専門店）
●ばんけいの森（スキー場）

（レジャー施設・ホテル）

●伊豆長岡京急ホテル（ホテル）
●ホテルラングウッド（ホテル）
●アターブル松屋グループ（ブライダル）
●上州屋（つり具）
●京王百貨店（百貨店）
●コナカ（専門店）
●舞子スノーリゾート（スキー場）

海外旅行傷害保険（最高5,000万円）

％
50
OFF!

最大

最大

1

最大

％
65
OFF!

レジャー

特
典

会員限定優待サービス

最大

最大

％
80
OFF!

万ヵ所
以上の

●那須ハイランドパーク

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://members.uazensen.jp/uacard/ UAゼンセンメンバーズカード 検索

組合員・入会 対 象 組合員の配偶者
（家 族会員）

入会対 象

JCBビジネスカード会員特典

宿泊

●松屋銀座・浅草（百貨店）
●藤崎（百貨店）
●フタタ（専門店）
●藤丸（百貨店）
●高島屋（百貨店）
●伊勢丹〈新宿、新潟、静岡〉
（百貨店）
●東京シャツ（紳士・婦人用品）
●阿部蒲鉾店（食品）

おトクなサービスが充実！

収入制限

UAゼンセンメンバーズカードの提示または利用により、サービスが
受けられます。JCB提携特典だけでなく、加盟組合、およびその企業
によるUAゼンセン独自の優待特典です。

UAゼンセン
特約店

メンバーズカードは

古川 大
菊池美保

符号 の 見方
まる得ダイヤルへ申し込む（申込手順参照）
券 割引券・

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ＦＡＸ・メール等でご請求ください。

仲 仲介

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ヘ連絡してください。

利用券

ホームページ等から直接申し込むなどする
Web 割引券・
利用券

直 直接

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。
利用先へ直接連絡し、
「ＵＡゼンセンの組合員です」
と
お申し出ください。

1
2

木
2021年 （令和3年） 3月18日●

準備はおトク探しから♪

結婚・式場
直

〈昭和24年11月14日第三種郵便物認可〉

新聞

-201号

2854

仲

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お申し出ください。
（式場との打合せの前に申し出のこと）

下見特典

ご来館時にペアでランチへご招待

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。

事前予約必須 担当：西嶋
☎090-4340-4989 定休日：火・水・木

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

成約特典

優待割引あり ※一部除外あり、直接予約に限る

特典内容

来館特典

料理試食
（ランチコース）
50％OFF

成約特典

①式服
（タキシード・ウエディングドレス）
50％OFF
②新郎様2着目お色直し衣装プレゼント
（税抜20万円相当）

ご利用方法

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）

仲 京王プラザホテル八王子

リストランテ オッツィオ

RISTORANTE OZIO

お電話にてご予約の際に店舗へ
「ＵＡゼンセン組合員」
とお伝えください。

東京都江東区有明3-1-15 東京ベイコート倶楽部内☎03-670-0220
（ブライダル直通 10:00～19：00）

（ホークスタウンユニオン）

30名以上の挙式、披露宴をご成約の方。

①婚礼プランより1,000円×人数割引
※一部対象外のプランがございます。

仲

②新郎新婦当日宿泊プレゼント
③ご結婚一周年プレゼント

仲 京王プラザホテル
特典内容
（リゾートトラストユニオン）

※写真はイメージです ※成約特典は30名様以上の結婚式に限らせていただきます。

仲 東天紅

仲 エスタシオン・デ・神戸

婚礼10％割引

（料理、飲み物、東天紅製品引出物ほか）
ルーキス

①東天紅上野店
「LUCIS」

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）
ラ ヴィ クレール

②オペラシティ東天紅
「LA VIE CLAIR」

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）

特典内容

仲 ホテルリガーレ春日野
特典内容

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）
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）
（ホテルリガーレ春日野労働組合）

券 トップバリュコレクション割引券
イオンの衣料品のプライベートブランド
「トップ
バリュコレクション」売場で使える１０％OFF

クーポン券
ご利用方法

バーコードの掲載されている下記クーポン券を
切り取ってご利用ください。
（イオンリテールワーカーズユニオン）

利用可能店舗一覧

トップバリュ
コレクション商 品

10%OFF

3

●会計時に本券を提出●本券
1枚につき1回限り有効、
レジに
て回収●コピー不可●他のク
ーポン券との併用不可

フェア参加の方に

１DAYパスポートと駐車場が無料です。
ただし、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
担当:東
（あずま）
☎0956-27-0508
(ハウステンボス労働組合）

※30名様以上のオーダーメイドスタイルの
ご利用に限ります。

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 60,500円<1日限定４室>
③料理、飲物１０％割引｠

仲 オリエンタルホテル東京ベイ
特典内容

※ただし、他の割引との併用は不可。

挙式料100％割引（24万円相当）

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）
（京王プラザホテル労働組合）

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

千葉県浦安市美浜1-8-2
（JR新浦安駅北口より徒歩1分）
（オリエンタルホテル東京ベイユニオン）

※パックプランとの併用はできません。

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）
（平安グループ労働組合）

婚礼二次会、一般宴会は上記2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）

ハウステンボス ウエディング

特典内容

（宿泊またはレストランペア食事）

〒192-0083 東京都八王子市旭町14-1
☎0120-507-803
（ウエディング直通）
(京王プラザホテル労働組合）

特典内容

ヒルトン福岡シーホーク

仲 ホテルきららリゾート関空
特典内容

チャペル挙式 通常料金
100,000円→70,000円
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）

（フラット・フィールド・オペレーションズ労働組合）

直

Web 眼鏡市場 ALOOK 優待券
優待券ご持参で
メガネ・サングラス・コンタクト５％割引
眼鏡市場はフレーム表示価格にレンズがコミコミ！
超薄型非球面レンズや、話題のストレスフリー遠近
など、あなたに合ったレンズがお選びいただけます！
ご利用方法

割引券を印刷して、最寄りの店舗に
持参のうえ割引を受けてください。

2021年3月1日～2022年2月28日まで

2

おしゃれを思いっきり楽しむ！

メガネスーパーグループ 全店対象割引

眼鏡、
サングラス、
コンタクトレンズ、補聴器が15％割引。
メガネ業界最強の
「HYPER保証システム」
。
６ヶ月以内、何度
でも度数変更は無料。品揃え・在庫充実で、
コンタクトレンズ
がすぐ買えます。便利なご自宅配送サービスの
「コンタクト定
期便」
もどうぞ。

オリエンタル ホテル 東 京 ベイ

ご利用方法
ＵＡゼンセン組合員または家族であることを
スタッフに伝え割引を受けてください。
（メガネスーパー労働組合）

直 フォーマルウェアの老舗

「カインドウェア神田本店」割引

ファッション
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。

東京本社1Fの直営店での全商品10%割引

券 コナカ 店内商品割引券

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。

紳士服コナカ・紳士服のフタタ・スーツセレクト・ディ
ファレンスの店内商品が10％割引になります。

ご利用方法

店頭において、
ＵＡゼンセン組合員
または家族であることをスタッフ
に伝え割引を受けてください。

ご利用方法 精算時にご優待券をお渡しください。
詳しくは優待券をご覧ください。
郵便
お申込み方法 まる得情報へメールかFAX、
（コナカユニオン）

（カインドウェア労働組合）

（メガネトップ労働組合）

組合特典にてご対応いたします

葬儀・
霊園
etc
本人と配偶者および一等親以内の家族適用。
他の割引との併用は出来ません。

直

はせがわ

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。
神戸平安祭典 ☎078-856-4770
利用施設
西神平安祭典 ☎078-992-3242
阪神平安祭典 ☎06-6481-3242
（平安グループ労働組合）

①仏壇10％引き ②神仏具5％引き ③墓石5％引き

ただし、
セール品、特価品、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

直 ニチリョク

直 公益社

直 平安祭典

0120-11-7676 （はせがわ労働組合）

葬儀関係の24時間受付、相談・割引サービス
「お葬式の手引書」
無料プレゼント
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。
葬儀対応エリア

首都圏
近畿圏

0120-347-556
0120-567-701

（その他の地域はご相談ください）

（公益社労働組合）

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

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）

資料請求・仏事相談・
霊園見学等お問合せ
葬儀受付24時間ダイヤル

0120-300-100
0120-678-000

（提携：株式会社ニチリョク）
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木
2021年 （令和3年） 3月18日●

おいしいおトクが盛りだくさん！

グルメ

直

Scrop COFFEE ROASTERS
公式オンラインショップの全商品
10％OFF

〈昭和24年11月14日第三種郵便物認可〉

新聞

-201号

2854

Web 京王プラザ八王子レストラン

「平日限定ドリンク１杯プレゼント」

対象店舗
15階 日本料理<みやま>・鮨処<八一>・鉄板焼<やまなみ>
2階 中国料理＜南国＞・レストラン＜ル クレール＞

※店舗によりお飲物のご提供内容が異なります。店舗スタッフにお
尋ねください。
※合計金額2,000円
（税別）
以上のご利用に限ります。
※他の割引・特典との併用はできません。
※ご利用は、まる得情報HPより本券を印刷しご注文の際係へお渡
しください。
※クーポン券1枚につき1グループ
（10名様まで）
のみご利用いた
だけます。

お問合せ・ご予約

Scrop COFFEE ROASTERS公式オンラインショップ
URL:http://shop.scrop-coﬀee-roasters.com/

☎042-656-6721
（レストラン予約直通）
10：00-18：00
（京王プラザホテル労働組合）

有効期間：2021年4月1日～
2022年3月31日
利用回数：お一人様１回のご利用可能

直

クーポンコード：uazensen

（マルハンダイニング）

直

お会計金額より10％割引いたします
リストランテ オッツィオ

RISTORANTE OZIO

ディナー・ランチ時、ワンドリンクサービス（銘柄指定）
ご利用方法
お電話にてご予約の際に店舗へ
「ＵＡゼンセン組合員」
と
お伝えください。
※その他割引、特典との併用不可
東京都江東区有明3-1-15 東京ベイコート倶楽部内
☎03-6700-0210
（リゾートトラストユニオン）

直

ホテルきららリゾート直営
「白水」
「エスポート
（S’
Port）」
お会計金額より割引

ミート工房かわば金賞銀賞セット

内容：フランクフルト
（150ｇ）
、チーズクナッカー
（150ℊ）
、
粗挽きソーセイジ（150ℊ）、ベーコンスライス
（120ℊ）、
スモークハム
（80ℊ×2）

ホテルきららリゾート関空
〒595-0055 大阪府泉大津市なぎさ町5-1
5階 白水（日本料理）
ご予約・お問合せ☎0725-20-1108
19階 エスポート(S'Port)（カジュアルフレンチ）
ご予約・お問合せ☎0725-20-1110
「ＵＡゼンセンの
ご利用方法 予約またはお会計の際に、
組合員」
と申し出てください。
（フラット・フィールド・オペレーションズ労働組合）

券

全国の「すたみな太郎」
「 すたみな太郎NEXT」各店
で使える、
「１０％割引券」
を差し上げます。
他の割引・サービスとの併用不可。
（ドリンクパスポート・ドリンクバークーポン）
別売商品割引対象は除く。

（江戸一労働組合）

券

「お食事代10％割引券」
を差し上げます。

☎0278-52-3702
FAX：0278-52-3702

モンテローザグループ全店お食事券

Web

東京ドームホテル
和食「春風萬里」優待券

ご飲食料金を10％割引します。
※プラン商品は対象外です。
有効期限2021年12月30日(木)

券
モンテローザお食事券 毎月先着100枚プレゼント

「白木屋」
「魚民」
「笑笑」
「目利きの銀次」
などでご利用いた
だけるお食事＆ドリンク券５００円OFF券を差し上げます。
（モンテローザ労働組合）

直

初心者コース優待価格 2,750円
加古川

☎079-431-9000

岡

山

☎086-297-6622

倉

敷

☎086-455-0022

（後楽園労働組合）

讃岐釜揚げうどん丸亀製麺
特別クーポン券

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
「かしわ天もしくは野菜かきあげのどち
らか」
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）

券 「牧歌の里」入園割引券

乗馬スクール割引

「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。

http://www.uma-crane.com/map-kakogawa/

「 北海道」
「 ステーキ宮」
など
「甘太郎」
全国各店にて使える500円の割引券
を差し上げます。本件1枚でお客様の
総ご飲食代金から、お一人様500円
ずつ割引させていただきます。

Web
2 今すぐ使える10％割引優待券
●

「甘太郎」
「北海道」
「やきとりセンター」
「ステーキ宮」
「 寧々家」
など全国各店
にて使える10％割引券がQRコードよ
り取得できます。是非ご利用ください。
（宴会コースは事前予約となります）
ご利用方法

（コロワイドグループ労働組合）

直

「庄や」
「やるき茶屋」
「日本海庄や」
などコース料理10％割引

http://www.uma-crane.com/map-kurashiki/

希望するクラブに直接電話し、
ＵＡゼン
センの組合員と申し出て割引を受けて
ください。
（日本毛織労働組合）

お申込み方法

ゲートチケット売り場にて入園割引券を
ご提示の上、チケットをお買い求めくだ
さい。
まる得情報へメールかFAX

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
（バローグループユニオン）

FUJIYAMA倶楽部 優待割引券

ＵＡゼンセンが『ＦＵＪＩＹＡＭＡ倶楽部』に会員登録し
ました。
『ＦＵＪＩＹＡＭＡ倶楽部』とは富士山周辺を中心に展開
する「富士急ハイランド」を代表とする「富士急グループ」
の各施設を、
《特別優待価格》にて、ご利用いただける
福利厚生システムです。
詳しくはＦＵＪＩＹＡＭＡ倶楽部ホームページをご覧くだ
さい。

お申込み方法

庄やグループ直営店にて、お 大庄労働組合事務局へ
一人様4,000円以上のコース 「ＵＡゼンセンの組合員」
料理を、大庄労働組合事務局 と言って 予 約し、割 引
を通してご予約いただいたお を受けてください。
客様が対象です。
ご予約、お申込み先
大庄労働組合 事務局☎03-6423-2602

ＦＵＪ
ＩＹＡＭＡ倶楽部主な施設
遊 園 地：富士急ハイランド、ぐりんぱ、
さがみ湖リゾートプレジャーフォレスト
温浴施設：ふじやま温泉、さがみ湖温泉うるり
宿泊施設：ハイランドリゾートホテル＆スパ、ホテルマウント富士
観光施設：河口湖遊覧船「天晴（あっぱれ）」、
山中湖遊覧船白鳥の湖、
初島アイランドリゾート

ご利用方法
ご利用の際には左記
「施設共通優待券」
を
ご持参ください

左記のご優待券を
コピーしてご使用
ください。
（提携：富士急行株式会社）

ワタミグループ
UAゼンセン組合員限定割引券

ワタミグループ一部店舗
（日
本国内のみ）
でご利用いただ
ける（UAゼンセン組合員様
限定）ご飲食代金１０％割引
券を差し上げます。
※他のサービス券・割引券・その
他特典との併用不可。
ランチタイムはご利用いただけ
ません。

（ワタミメンバーズアライアンス）

券

京樽 優待割引券

仲

佐賀のり詰合せ割引

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）

仲

岩塚製菓「せんべい詰合せ」割引

おせんべい詰合せが特別価格になります。

1,000円相当の米菓詰合せ→800円
2,000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）

（大庄労働組合）

直

だい久製麺 麺類ギフト割引

麺類ギフトを特別優待価格で販売
（各価格1,000円）
・かけうどんギフト …………………10食
・カレーうどんギフト ………………10食
・屋台中華そばギフト………………10食
・仙台発祥・元祖冷やし中華ギフト …10食 5 ～9月販売
代引きにて宅急便で送付します。送料は、全国一律￥880
でお届けいたします。
ご利用方法 注文数・送付先等を下記担当まで直接ご連
絡ください。
株式会社だい久製麺 業務課 佐藤宏明
☎022-226-2135 FAX：022-302-1827

仲

直

ひまわり乳業「青汁十菜」
お試しセットを特別価格で販売

「青汁十菜」のお試しセット
（90ml×7袋入り・要冷凍）
を通常価格1,315円を1,000円（消費税・送料・代金
引換手数料込）で販売します。
（ひまわり乳業労働組合)

直

倉敷国際ホテル直営「亀遊亭」
「鶴形」
昼・夕食料金割引

食事代が10％割引となります。
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）
水曜日定休
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）

（だい久製麺労働組合）

亀田製菓の米菓を組合員価格で

亀田製菓ネットショップにて米菓商品を 表示価格から

（クラレ労働組合）

１０％引きでご購入いただけます。
お申込み方法

亀 田 製 菓 ネットショップ でク ー ポ ン
コードを入力してご注文ください。

「亀田製菓ネットショップ」で検索
クーポンコード：20ua21kame

※クーポンは亀田製菓のおかし
（米菓商品）
にのみご利用いただけ
ます。次の商品は対象外となりますので予めご了承ください。
尾西食品、マイセン、
ヨーグルト、ペットサプリ、おかゆ
※クーポンはお買い上げ金額合計2,500円以上でご利用いただけます。
※有効期間：2022年3月31日ご注文まで

（亀田製菓労働組合）

直

太陽の里グループ 特別割引

宿泊予約は直接お電話ください。

※牧歌の里温泉「牧華」は4月1日～12月下旬は休館します。
（冬期のみ営業。休館日・火曜日）

ご利用方法

大衆割烹「庄やグループ」
コース料理割引券

ご利用方法

券

本券１枚につき京樽グループ各店舗におけるお買い物、
ご飲食代金10,000円
（税込）
までに対し、20％の割引を
します。
（全京樽労働組合）

①と②の併用はできません。会計時に
割引券をお出しください。割引券の詳
細はそれぞれの券をご覧ください。

日帰り入館、宿泊ともに10％割引

営業期間 4月20日～11月23日
入園料（100円引き）

http://www.uma-crane.com/map-okayama/

ご利用方法

券

券

1 500円お食事優待券
●

（セブン＆アイ・フードシステムズ労働組合）

（ミート工房かわば労働組合）

券

デニーズレストラン
お食事割引券

デニーズ全店
（日本国内）
でご利用いただける、

申込み連絡先

グループチェーン割引券

すたみな太郎
ディナー食事代１０％割引券

3,300円（税込）⇒2,800円（税・送料込）
お申込み方法
電話もしくは
ＦＡＸでの申込み

券 Web 居酒屋コロワイド

※深夜割増料金
（AM1:00～5：00ご入館、
ご滞在）
大人1,320円、子供660円
※1回のご利用につき5名様まで

ご利用方法
日帰り入浴… 入館時にＵＡゼンセン組合員と伝えて割
引を受けてください。
ＵＡゼンセ
宿泊………… 宿泊施設へ直接予約電話をし、
ン組合員と伝えて割引を受けてください。

九十九里太陽の里Sakura邸 日帰り入浴 宿泊
☎0475-32-5550

千葉県長生郡長生村
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）。

別邸
「海と森」
・ホテル＆スパ月美
（太陽の里）宿泊
☎0479-21-6300
千葉県銚子市犬吠埼 犬吠埼灯台そば。
JR銚子駅より無料送迎バス運行
（要予約）
。
銚子電鉄犬吠駅下車徒歩5分。
（提携：太陽の里）

直

インドアテニススクール
「VIP・TOPグループ」割引

直

中国料理「東天紅」飲食・宴会優待割引

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。※ただし、企画商品は対象外です。

5

ご利用になる店舗へ直接「（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）

ご利用方法

楽しく遊べる特典がいっぱい！

レジャー

直 （株）ニッケウエルネスが運営する
ゴルフ練習場のゴルフスクール
入会金が無料になります。

体験レッスンも随時受付中！是非ご利用ください！！
ニッケゴルフ倶楽部コルトンセンター
☎047-370-1188

千葉県市川市鬼高

☎052-444-5001

愛知県あま市甚目寺

☎0586-73-4645

愛知県一宮市今伊勢町

☎058-385-1456

岐阜県各務原市鵜沼各務原町

☎079-222-0374

兵庫県姫路市城東町

☎078-941-1200

兵庫県明石市魚住町

☎079-431-8100

兵庫県加古川市米田町 https://nk-ls.com/

ニッケゴルフ倶楽部名古屋センター
ニッケゴルフ倶楽部一宮センター
ニッケゴルフ倶楽部岐阜センター
ニッケゴルフ倶楽部姫路センター
ニッケゴルフ倶楽部土山センター
ニッケゴルフスクール加古川
ご利用方法

上記施設に直接電話し
「ＵＡゼンセン組
合員」
と申し出て割引を受けてください。

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6,600円）
が無料。
ご利用方法

直接ご希望校へ
「ＵＡゼンセンの組合員」
と申し出て割引を受けてください。

東陽町校 ・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・ ☎03-6458-4500
亀戸校・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・ ☎03-3636-3990
多摩校・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・ ☎042-670-8881
氷川台校 ・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・ ☎03-3939-0009
相模大野校・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・ ☎042-767-5030
横浜コットンハーバー校・
・
・
・
・
・
・
・
・
・ ☎045-595-9700
（人材サービスゼネラルユニオン高木工業分会）

（日本毛織労働組合）

Web 「スパリゾートハワイアンズ」入場割引
入場料割引 大人
3,570円→3,220円
小学生 2,250円→2,030円
3歳以上 1,640円→1,480円
１枚で9名様までご利用できます

※休館日は、スパリゾートハワイアンズ公式ホームページでご確認ください。

ご利用方法
お申込み方法

入場時に割引券をお渡しください。
まる得情報より優待券を印刷して窓口
にご提示ください。
（提携：常磐興産株式会社）
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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。

宿探しはUAゼンセン組合員特典から♪

ＵＡゼンセン組合員特別割引料金となります。

ホテル

※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し込みが安い場合があります。割引の重複はいたしません。

全国展開

直

東北地方
直

ホテルAZグループ

基本料金の10％割引

中国地方・
・
・
・
・
・
・
・6軒
四国地方・
・
・
・
・
・
・
・6軒
九州地方・
・
・
・
・
・
・65軒

※三重名張店、愛知蒲生店、熊本八代宮原店、熊本嘉島店は除く。

（アメイズユニオン）

中部地方
直

郡山シティホテル

平日シングル1泊6,800円～朝食無料
平日ツイン１泊12,600円～朝食無料

（インターネット割引との併用は不可）
http://www.az-hotels.co.jp/

関東地方・
・
・
・
・
・
・
・１軒
中部地方・
・
・
・
・
・
・
・１軒
北陸地方・
・
・
・
・
・
・
・１軒
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新聞

-201号

2854

日時・曜日によって料金が異なります。
※地震の影響で当面の間、全館休館することになりました。
お客様には大変ご迷惑おかけいたしますが、営業再開は
当社HPにてご案内いたします。

☎024-922-1111

福島県郡山市駅前2-5-16
（JR郡山駅西口より徒歩１分）
（ニラクユニオン）

九州地方
直

伊豆長岡温泉京急ホテル

お一人様（２名以上１室利用）
１泊２食付きサ・税込 入湯税150円別
平日17,600円→15,400円
休日前19,800円→17,600円

大分センチュリーホテル

シングル6,050円（税・サ込）
朝食付き7,480円（税・サ込）
☎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）

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）
※ゴールデンウィーク、夏季、盆、年末年始は別料金。
ホテルへ直接ご確認ください。

（ヤクシングループ労働組合）

（提携：京急伊豆開発株式会社）

関東地方
直

直

東京ドームホテル

１名様１泊料金サ税別

直

ホテル三田会館

ＵＡゼンセン組合員特別価格
朝食サービス（おにぎりまたはサンドウィッチ）
月 7,700円
13,200円→ 日・祝日 6,800円
火 8,200円 水・木 9,300円
土 9,300円
金 8,200円

平日

１名様利用16,500円～
2～3名様利用19,800円～
22,000円～
休日前一律
☎03-5805-2222（受付時間１０時～１７時）

☎03-3457-9932（JAMトラベル＆サポート株式会社）
（JR田町駅より徒歩８分/地下鉄芝公園駅より徒歩１分）

東京都文京区後楽1-3-61
（JR水道橋駅東口より徒歩２分）

ご優待料金有効期間：2021年12月30日(木)
適用除外日：2021年7月22日(木)～8月8日(日)

※他の宿泊プラン、優待券、
サービス券との併用はできません。
※当該プランが満室の際は、
お断りする場合もございますので
ご了承ください。
（後楽園労働組合）

友愛会館会議室、友愛労働歴史館、会議弁当・飲物、観光、
会食の手配も承っております。
（提携：
ＪＡＭトラベル＆サポート株式会社）

直

ホテルラングウッド

宴席（バンケット）10％割引、会議室20％割引
シングル15,950円→10,400円
ツイン２名様利用25,300円→16,500円
朝食1名様1,350円

ホテルおかだ

４名様１室
（１泊２食付サ込 入湯税込）
お一人様料金 平日14,000円 土･休前日19,000円
☎0460-85-6000

神奈川県足柄下郡箱根町湯本茶屋191
（小田急箱根湯本よりシャトルバスあり 有料）

2021年7月～9月のご宿泊のご予約につきましてはフロントスタッ
フにご相談ください。

※特定期間を除く。 喫煙・禁煙の選択不可。

☎03-3803-1234

（ホテルおかだユニオン）

東京都荒川区東日暮里5-50-5
（ＪＲ日暮里駅より徒歩1分）
（提携：ホテルラングウッド）

直

オリエンタルホテル東京ベイ

ツイン２名１室11,500円
（朝食なし）
～
☎047-350-8100

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）

関西・近畿地方
直

（オリエンタルホテル東京ベイユニオン）

直

ホテルリガーレ春日野

お得なステイプラン
通常価格9,196円→6,000円（１泊朝食付 サ・税込）
☎0742-22-6021

奈良市法連寺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
申込み・問い合わせ info@ligare-kasugano.jp

シングル ……10,450円→ 7,500円
ダブル ………17,600円→12,000円
ツイン ………19,800円→12,000円
☎0725-20-1121

大阪府泉大津市旭町18-5
南海電鉄
「泉大津駅」
下車徒歩2分
問い合わせアドレス：alzar@alster.co.jp

※金・土・祝日前は1,000円アップ
※11月全日 年末年始
（12/31～1/2）
除く

(ホテルリガーレ春日野労働組合)

直

（フラット・フィールド・オペレーションズ労働組合）

直

フレックスホテル

お一人様1泊
（税込）
スタンダードシングルRのみ5,300円～（朝食付きは6,300円）
ツイン2名様利用のみ10,000円～（朝食付きは12,000円）
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ホテルレイクアルスター
アルザ泉大津

三重県松阪市中央町36-18
（松阪駅北口より徒歩5分）

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

（フレックスユニオン）

（フラット・フィールド・オペレーションズ労働組合）

組合員特典でプレーを満喫！

ゴルフ
直 アルペングループ ６ゴルフ場でゴルフを満喫！

直 入間カントリー倶楽部
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

直

24時間予約ＯＫ！お値打ちプレー料金展開のホームページからの
ご予約で、ミネラルウォーター500mlペットボトル１本プレゼント

ゴルフ5カントリーみずなみコース

岐阜県瑞浪市釜戸町
●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

ゴルフ5カントリー四日市コース

三重県四日市市水沢町
●Web会員登録時、備考欄に
「所属組合名」
を入力。

直

倉敷アイビースクエア

☎086-422-5141

☎086-422-0011

岡山県倉敷市中央1-1-44
（大原美術館隣）

岡山県倉敷市本町7-2 美観地区を通り徒歩15分
（倉敷紡績労働組合）

直

倉敷国際ホテル

シングル11,550円
（税・サ込 朝食無）
ツイン2名様利用18,700円
（税・サ込 朝食無）

シングル（素泊まり・税サ込） 6,750円～
ツイン2名利用（素泊まり・税サ込） 11,520円～

ホテルきららリゾート関空

予約☎0725-20-1111
大阪府泉大津市なぎさ町5-1
南海本線
「泉大津駅」
無料シャトルバス5分 徒歩20分

☎0598-52-0800

中国地方

料理旅館「鶴形」

1泊2食19,000円～（税・サ込）
☎086-424-1635

8

岡山県倉敷市中央1-3-15
（美観地区）

※他の割引との併用はできません。

（クラレ労働組合）

職場の仲間やご家族と♪

組合、都道府県支部の会議や研修会
などにご利用ください。

保養所

まる得情報ダイヤルHPから
『利用申込書』
を取り寄せ、必要事項を記入してまる得
情報までお申し込みください。

仲 日東紡ユニオンプラザ
宿泊料金1泊

仲 日清紡NLUホール
宿泊

4,400円
（子供
（小学生まで）
3,300円、
３歳以下無料）
（サンドイッチ等）
朝食 330円
希望の有無

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

延長料金は、午後２時まで30%増、午後４時まで50%増、午後４時以降１泊料金となります。

※土・日・祝日の料金は、
クラブへ直接お問い合わせください。

ゴルフ５カントリーオークビレッヂ

☎049-292-5111

ゴルフ５カントリーかさまフォレスト 茨城県笠間市福原

※ただし、
月、火が祝日の場合や運営上の都合により、休館日を変更する場合があります。
キャンセルは前日まで可能。当日キャンセルは１泊料金となります。

ゴルフ５カントリーサニーフィールド 茨城県常陸大宮市野口

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） （日東紡績労働組合）

埼玉県入間郡越生町大字如意1159-1

（クラレ労働組合）

千葉県市原市国本
●予約画面の下段、
「ご要望」
欄に組合名入力
●予約画面の下段、
「ご要望」
欄に組合名入力
●予約画面の下段、
「ご要望」
欄に組合名入力

直 掛川グリーンヒル
カントリークラブ

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。

静岡県掛川市寺島 ☎0537-26-1151
http://k-greenhill.co.jp/wp/

（静岡パークスユニオン）

ゴルフ５カントリー美唄コース

北海道美唄市字茶志内
●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

ご利用方法

各ゴルフ場のホームページ予約サイトから予約を入れ、指定の
欄に
「
（ＵＡゼンセンの）
所属組合名」
を明記ください。

※プレー日当日朝の受付時に、
「ＵＡゼンセン組合員」
であることをお伝えください。
※ご同伴者も特典の対象となります。
特典期間：2021年4月～2022年3月末までのプレー

（アルペン労働組合）

（クラレ労働組合）

※他の割引との併用はできません。

休館日 月曜日、火曜日

直 コープこうべ協同学苑

休館日：応相談 定員：20名
全室禁煙
（喫煙スペースあり）
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）
（日清紡労働組合）

研修、合宿の他、近隣にはゴルフ場やレジャー施設があり、職場の仲間やご家族でのご旅行にも
ご利用いただけます。

宿泊料：シングル 4,500円、ツイン 3,900円
食事代：朝540円、昼食700円、夕食1,100円
（別途懇親会メニューあり）
（価格は全て税込みです）

兵庫県三木市志染町青山7丁目1-4
神姫バス
「青山５丁目」下車 徒歩約４分、山陽自動車道「三木東IC」
より車で約6分

☎0794-85-5500

FAX：0794-85-5528

設備：宿泊施設・研修ホール・研修室・グラウンド・テニスコート・レストラン・無料駐車場完備

（コープこうべユニオン）
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充実のカーライフを特典でサポート
！
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直 カーライフを応援する頼れる補償 こくみん共済 coop の「マイカー共済」
90d20A023

車

仲

阪神自動車学院
運転免許取得を応援します！

普通・中型・準中型・大特・普通二種・大型二輪・普通二輪等
受講コースによりお得な割引あり。
（審査料・仮保除く）
〒664-0027 兵庫県伊丹市池尻7丁目193番地

☎ 072-781-8031
FAX：072-770-3323

直

こくみん共済 coop マイカー共済サポートセンター

0120-860-748

(阪神自動車学院労働組合）

受付時間

9：00～17：00（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。

※新型コロナウイルス感染症の影響により、受付時間を変更させていただく場合があります。

おクルマ購入サポートサービス

新車・中古車・国産車・外車問わず紹介！
お車の購入をご検討の方に、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ご紹介
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金を
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」
と
お伝えください。

おクルマ購入サポートWeb申込
車両購入サポート認証画面での

〈キーワード〉Kuruma
〈コード〉
4914

Web申込みQRコード

お勤め先
（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）

仲

法隆寺自動車教習所教習費用割引

運転免許教習費用
（申込金）
の割引特典！

①普通・中型車は5,000円割引

（限定解除は除く／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
（限定解除は除く）

（法隆寺自動車教習所労働組合）

直 日産レンタカー
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
ＵＡゼンセン法人番号：BJ6701

0120-00-1767

（提携：日産レンタカー）

直 ニッポンレンタカー
お得なインターネット予約『ワンデイスキップ』のご利用で
レンタカー基本料金が一般価格より17％～最大55％
〈24時間料金比較〉
割引！
！

専用ホームページから予約、
クレジットカードでの決済を行います。
特別優待料金でお得！
ご予約はWebで簡単！
全国の営業所から出発可能！
（利尻・礼文島は除く）

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）

「ろうきん」からのご案内

「ろうきん」
では、
奨学金などの返済にお困りの方の相談をお受けしています。
「ろうきん」への借り換えによる繰り上げ返済で返済額の軽減につながりま
す。ローンの見直しなどお気軽にご相談ください。

収入減少等でお困りの組合員の皆さまへ
１．
勤労者生活支援特別融資制度について

新型コロナウイルス感染拡大の影響などで勤務先企業の営業自粛による休業等により収入が減少した場合、
全国の
「ろうきん」
では
「勤労者生活支援特別融資制度」
による生活資金の融資の取り扱いを行っています。

勤労者生活支援特別融資制度の概要
（2021年4月1日より）
項目

対

象

内容

者

新型コロナウイルス感染拡大の影響により収入減少または離職し、生活資金等が
必要な会員組合員の方
（事業資金および投資目的にはご利用いただけません）

融 資 金 利

年1.00％
（固定金利、保証料込）

融資限度額

生活資金100万円以内
（教育または住宅資金を含む場合には300万円以内）

＊新型コロナウイルス対応機関
（2022年3月末まで）
においては、
生活資金は200万円以内を上限とします。

生活資金：10年以内、教育資金：20年以内、住宅資金：25年以内

融 資 期 間 ＊2年以内の元金返済措置（元金返済を据置き、利息支払いのみ）を可とします。
取 扱 期 間

2022年3月末まで

※赤字が２０２１年３月末までの取扱いからの変更内容となります。
※中央ろうきんは
「緊急生活応援融資」
で取り扱います。
※各ろうきんで独自の特別融資制度を設けている場合もありますので、詳細についてはお取引の
「ろうきん」
にお問合せください。

２．
その他

奨学金の返済にお困りの方はご相談ください

上記以外にも、すでに
「ろうきん」
でお借入れいただいているローンの返済条件の見直しや、地方自治体との
提携融資制度の活用などの相談にも応じています。少しでも不安を感じられている方は、まずお取引の
「ろうき
ん」
にご相談ください。

「ろうきん」
の奨学金借換制度
金庫名

商品名

北海道

ろうきん奨学金借換ローン

東

北

教育ローン
「Yo･Ri･So･I」
(よりそい)

中

央

ろうきん教育ローン(奨学金借換)

新

潟

ろうきん教育ローン(一括借入型･証書貸付)

長

野

教育ローン(証書貸付･一括借入型)

静

岡

教育ローン(役立宣言)

北

陸

教育ローン(奨学金借換専用プラン)

東

海

奨学金借換専用ローン

近

畿

教育ローン(証書貸付型･フレックスローン)

中

国

奨学金借換専用ローン

四

国

奨学金借換ローン

九

州

教育ローン(奨学金借換専用
「つなぐ」
)

沖

縄

教育ローン奨学金借換専用
「KuKuru」
(くくる)

※詳細はお取引のある「ろうきん」やお近くの「ろうきん」へ。
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木
2021年 （令和3年） 3月18日●

組合特典で暮らしをサポート
！

住宅・暮らし
直

〈昭和24年11月14日第三種郵便物認可〉

新聞

-201号

2854

各種キャンペーンや、展示場等へ訪問・商談
する前に直接連絡し、
ＵＡゼンセンの組合員
と申し出て割引を受けてください。
すでに相談・商談をした場合は、
割引の対象にならないことがあります。

ー御朱印帳ー
アルバムメーカー製作のおすすめの一冊

直

マイホームの新築、建替え、
リフォームは
「ミサワホーム」へ

①建築工事、建物本体価格の３％割引
②増改築工事・リフォーム工事の３％割引

一戸建て住宅の新築、建替え、
リフォーム等
（鍵の付け替え
でもOK）
、北海道～九州までさまざまな相談に応じます。
そのほか、期間限定キャンペーンもあります。
UAゼンセンまる得情報ホームページをご覧ください。
※すでに直接展示場等にご来場、
ご相談いただいた場合は、
割引対象外です。
ご利用方法
展示場へご来場、
ご相談いただく前に、下
記の宛先までご連絡の上、
ＵＡゼンセンの
組合員とお申し出ください。

ちりめん・アニマル多種多彩、
人気モダン北欧柄まで
サイズＷ120ｍｍ×Ｈ180ｍｍ
価格：1,800円
（税抜）

0120-398-330（受付時間：10時～18時）

定休日：土・日・祝

特典内容

（提携：ミサワホーム株式会社）

直

住まいのお得情報は
「ベルスの住まい」
にお任せ！

価格割引などの特別優待をご用意
イベント・キャンペーンも盛り沢山

まずは
「ベルスの住まい」
にアクセスしてください。
https://toku.mn/3737
営業時間 9：00～17：30
（土・日・祝定休）
0120-923-681
お問合せ
E-mail info@bels.co.jp

（提携：株式会社ベルス）

直

新発想の消臭スプレー
「デオマジック®」
ご購入で靴下プレゼント

送料無料
（ネコポスでお送り致します）
株式会社トーコロ ☎03-3852-1211
※お問い合わせはお電話、
またはホームページから。
https://www.tocollo.co.jp

直

仲
（ユニオントーコロ友の会）

個別指導塾スタンダードへの
入会者全員に
ギフトポイント3,000円贈呈！
！

QRコードよりお問合せ、
かつ入会された方
全員に電子ギフトポイントを3,000円
（ギフトポイントは数種類か
分プレゼント。
らお選びいただけます。）
※短期入会者は対象外
（SCクルーアライアンス）

直

英会話イーオン
「英会話」
「中国語」講座の割引
組合員ご家族もご利用可能！
！

入会金免除＋授業料10％割引
（ AEON KIDSは5％割引）

通学でもオンラインでも、
高品質のレッ
スンを安心してご受講いただけます。
ご利用方法
①ＱＲコードから体験レッスン・説明会を
ご予約下さい。
②まる得情報ダイヤルＨＰから申込書を
印刷し必要事項をご記入の上、申込用紙に掲載されてお
りますEmailかFAXでお申込みください。
（英会話イーオン）

直

新築そっくりさん（リフォーム）、
注文住宅なら
「住友不動産」

①リフォーム請負工事金額（税込）の３％割引
②注文住宅 建物本体価格（税込）の３％割引

詳細は、提携法人専用ホームページでご確認ください。
http://www.sumitomo-rd.co.jp/teikei2/
ご利用方法
リフォーム診断書に必要事項を記載し、下記宛先にメールもし
くはFAXしてください。折り返し担当者よりご連絡いたします。
住友不動産株式会社 新築そっくりさん事業本部
企画管理部 営業推進チーム 佐潟 様･熊澤 様
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（受付：9時～18時 土･日･祝を除く）

☎03-3346-1044

FAX:03-3346-1491

e-mail:soumu-eigyousuishin@sumitomo-rd.co.jp
（提携:住友不動産株式会社）

結婚相談所の入会金を無料で提供

施設など

日東紡ユニオンプラザ

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～
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）

（日東紡績労働組合）

オリエンタルホテル東京ベイ

会議室料の50％割引
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）

☎047-350-8111 FAX:047-381-0851

（オリエンタルホテル東京ベイユニオン）

直

帝人アカデミー富士

宿泊収容人数100名、無線LAN利用可
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～
静岡県裾野市下和田656
（JR三島駅よりバスで45分・東名裾野ICから車で5分）

☎055-997-0111

大切な家具や荷物の丁寧な取り扱いなど安心できる運送業
者を紹介します。

入会金30,000円⇒無料（2021年10月末まで）
婚活・結婚相談・お相手探しをサポート致します。
お試しトライアルや、医療・介護・福祉事業者の方向けコー
ス、障害者専門コースなどもございます。詳細は下記まで。

ご利用方法

引越しの予定が決まりましたら、
まる得情
報ダイヤルまでお電話ください。見積り
依頼書をお渡しします。
（提携：運送会社）

ケア21の結婚相談所
https://shiawase-souzou.com/

☎06-6456-5696もしくは、090-8206-7305（谷口）まで
mail：j-taniguchi@care21.co.jp

申込み・お問合せ

仲

UAゼンセン加盟組合員である旨
お申し出ください。

直

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

①無料介護相談
②介護サービスパンフレットおよび
福祉用具カタログ無料進呈
③福祉用具最大10%割引(一部対象外商品がございます)
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〉

（日本介護クラフトユニオンケア21グループ分会）

ニチイ
「教育講座」の割引

講座受講料１０％割引

（ニチイグループ労働組合）

ご利用方法
「まなびネット」
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
を入力し、備考欄にUAゼンセン
ペーンコード
【211420】
と入力ください。

仲

（ニチイグループ労働組合）

直

人間ドック実施施設紹介

全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！

※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。
※その他割引等の併用はできません。キャンペーン等が開催されて
いる場合、割引率の高い受講料が適用となります。

ご利用方法
公式通販サイト
『mermaid shop』
より、
注文の際備考欄に
「UAゼンセン新聞を見
た」
とご記入ください。紳士
（24～26cm）
・
婦人
（22～24cm）
のどちらをご希望かも
一緒に記入してください。
（ 色はお選びい
ただけませんのでご了承ください。）
送料・
決済方法などは公式通販サイトでご確認ください。
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ご利用方法
日帰り人間ドック実施指定施設一覧より利用したい施設
を決め、施設へ直接申込みをする。
『 人間ドック利用紹介
状兼申込書』に必要事項を記入し持参の上、申込みをし
た施設で受診する。
（提携：全日本病院協会）

当社指定のパッケージツアーが基本旅行代金より３%割引。
対象商品はイオンコンパスコールセンター、又はイオンコン
パス店舗までお問い合わせください。
イオンコンパスコールセンター…
0120-82-3737
携帯電話から … ☎043-388-0103

医療・介護

仲

フランスベッド
「介護用品」
カタログプレゼント

各種介護用品を掲載したカタログ「ホームケア全科」をプレゼント
ご利用方法

まる得情報ダイヤルへ申込者名・所属組合名・送付先住
所、宛先・昼間連絡のつく電話番号を記載の上、
メールか
FAX・郵送をしてください。

※送付先が事業所の場合は、
事業所名などを必ず明記してください。

（フランスベッド労働組合）

直

ＵＡゼンセンの組合員とそのご家族を対象にトーシン・補
聴器センター各店にて、補聴器全商品をメーカー希望小
売価格より、10％割引します。来店時にスタッフにＵＡゼ
ンセン割引希望とお伝えください。

http://www.aeon10mpass-shop.com/
申込み・お問合せ

UAゼンセン加盟組合員である旨お申し出ください。
（イオンコンパス労働組合）

セール特価品は対象外です。その他の割引や併用は不可です。
（提携：東神実業労働組合）

富士薬品「配置薬」の新規申し込み

配置薬申込サイトよりお申込みください。

https://www.fujiyakuhin.co.jp/home_medicine/form.php
※企画番号欄に必ず
『670021』
と登録してください。

法人契約をご検討の法人
法人営業が配置薬の説明にお伺いさせていただきます。
お気軽にお問い合わせください。

直 トーシン・補聴器センター全店割引

イオンコンパス店舗情報サイト

（シキボウ労働組合）

いざというときも安心

※組合員だけでなく、
ご家族の利用も可能です。

パッケージツアーのお申込みは
「イオンコンパス」へ

仲

直

日清紡NLUホール

会議室 ～20名 休館日：応相談
8時～12時・12時～17時・17時～21時 各5,500円
（税込）
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）（日清紡労働組合）

直

ニチイ
神戸ポートアイランドセンター

会議室代、備品代 ５％割引 会議研修を伴う宿泊は可。
レクリエーション、懇親会など幅広くご利用いただけます。
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）

☎078-304-5991

FAX:078-302-0731

（ニチイグループ労働組合）

直

「引越」の割引
○ 全国ネットの「ハトのマークの引越センター」加盟
イヌイ運送株式会社
○ ベスト引越しサービス（ベストロジコム株式会社）

スプレーを公式通販サイ
「デオマジック®」
トからご購入された方のうち、先着200名
様にSEKマーク取得の制菌加工靴下を、
１注文につき１足プレゼント。

☎048-644-3113（営業管理部推進課直通電話）

ご家庭への配置薬設置をご検討の方
新規申し込み特典として、配置ポイント1000pt付与
させていただきます。

（1000円分の値引きとしてご利用いただけます）

※申込期間：2021年12月31日まで（富士薬品ユニオン）

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、ご利用に関しお願い・ご協力をいただく事がございます。事前に施設までお問い合わせください。

会議・研修会など用途にあわせて！

仲

直

ベスト引越サービス＆引越専門協同組合

スマホはこちらから

※特別な優待を受ける場合には、
まず始めに
「ベルスの住まい」
から
リクエストする必要がありますので、
ご注意ください。
※
「ベルスの住まい」
ホームページのご利用にあたっては、
『ご利用ガ
イド』
を必ずご覧ください。

FAX:055-997-0114

予約の際に
「UAゼンセンの組合員」
と伝えてください。（帝人労働組合）

直

シダックスカルチャーホール

ホール使用料金10％ 割引

本格的なシアター型円形ホール。講演会、会社説明会、
音楽ライブなど実施可能。
収容人数１６０名
（固定席127席）
ロビーパーティーも可。
東京都渋谷区神南1-12-10
（渋谷駅より徒歩6分）
担当：小林 ☎03-3770-1426
（シダックス労働組合）

直

コープこうべ協同学苑

研修ホール、和室・音楽室をはじめ12の研修室があります。
兵庫県三木市志染町青山7丁目1-4
神姫バス
「青山５丁目」
下車 徒歩約４分、
山陽自動車道
「三木東IC」
より車で約6分

☎0794-85-5500

FAX：0794-85-5528
（コープこうべユニオン）

直営貸し会議室割引 イオンコンパス

直営貸し会議室の基本会議室料10％割引

会議にまつわる宿泊や懇親会場の手配も承ります。
東京八重洲会議室
大阪駅前会議室
ミキ大阪駅前会議室
名古屋駅前会議室
名古屋笹島会議室
名古屋駅前・桜通口会議室
幕 張 会 議 室

☎03-6262-3954
☎06-6225-7505
☎06-6225-7536
☎052-526-9515
☎052-526-9515
☎052-526-9515
☎043-350-3233

東京駅八重洲中央口から徒歩4分
大阪駅から徒歩5分
大阪駅から徒歩5分
名古屋駅新幹線口から徒歩3分
名古屋駅から徒歩6分
名古屋駅桜通口から徒歩4分
海浜幕張駅目の前

（イオンコンパス労働組合）

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」

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，
４００円
食事代 朝７１５円／昼１，
０４５円／夕１，
５４０円
静岡県御殿場市水土野259
（JR御殿場駅よりバス）

☎0550-89-3711

FAX:0550-89-2442

（提携：日産労働組合連合会）

仲

東レ総合研修センター

収容人数 宿泊175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
宿泊料（すべてシングル・消費税込み）6,050円から
利用料 食事代 朝660円／昼990円／夕1,540円

土日祝は基本的に休館日。年末年始、
ゴールデンウィーク、
夏季休館あり。

静岡県三島市末広町21番9号
（JR三島駅より徒歩12分）
富士山が望める環境の中で研修の目的、人数に合わせた
会場をご用意しています。
（全東レ労働組合連合会）

仲

ニチイの「仕事と介護の両立セミナー」

組合・福利厚生ご担当者さまへ
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！詳しくは、
こちらをご覧ください。
http://www.e-nichii.net/seminar/pdf/ryoritsu.pdf
（ニチイグループ労働組合）

仲

アクトス
「出張健康教室」の割引

組合・企業向けご案内
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
出張地域は東海三県
（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 健康推進部ヘルスケア事業課 担当:吉岡
☎０５７４-６０-５０１０ E-mail:e-jigyo@axtos.com
（アクトスユニオン）

直

ヒルトン福岡シーホーク

平日のご利用にかぎり 会議室料・懇親会室料50％割引
福岡県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）

☎092-844-7777

FAX:092-844-7743

※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）

直

UAゼンセン中央教育センター「友愛の丘」

ユニホームの着用は自由！
トレーナー使い放題！
企業様もお使いいただけます。お気軽にご相談ください。
５２０円
宿 泊 料 大人３，
岡山県岡山市北区
中学生以下２，
７５０円
建部町福渡1188
食 事 代 朝６０５円
☎086-722-2121
昼７１５円
FAX:086-722-2051
夜１,４３０円
宿泊収容人数 172名
（UAゼンセン）

