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優 待契約 施設・ 企業一 覧      （平成２９年１月現在） 

優待契約内容については、従事者共済会ＷＥＢサイトの福利厚生のページをご確認ください。 

東社協  検索 ※トップページ下部の「従事者共済会」バナーをクリック 

【常備薬斡旋＊新規＊】 

白石薬品株式会社 
TEL 03-5827-4614 

常備薬を年２回、小売希望価格の 15～80％割引で提供。 

【提供期間】6～7 月、11～12 月頃予定。共済会ＮＥＷＳ、下記サイトでも周知予定。 

【申込方法】従事者共済会ＷＥＢサイト福利厚生のページより、白石薬品（株）の専用サイ

ト（ブランネット）に下記 ID・パスワードでログインしてお申込みください。 

      共通ログインＩＤ：tousyakyo  パスワード：kyousaikai 

【テーマパーク・レジャーランド】 
契約先名・連絡先 優待内容 

東京サマーランド 
TEL 042-558-6511 

フリーパス[プール/各種ウォータースライド(DEKASLA 含む)など] 

おとな(中学生以上)  

①通年(7 月１日～10 月 1 日を除く) 3,000円→2,900 円 

②夏季(7 月１日～10 月 1 日) 4,500 円→ 4,300 円 

こども(小学生)  

①通年((7 月１日～10 月 1 日を除く) 2,000円→1,900 円 

②夏季(7 月１日～10 月 1 日) 3,000 円→ 2,800 円 

※上記の他、入園料[ﾌﾟｰﾙ/各種ｳｫｰﾀｰｽﾗｲﾄﾞ(DEKASLA 除く)]割引あり。 

※ﾋﾞﾝ･ｶﾝ類・危険物のお持込みは固くお断りします。  

※暴力団関係者及び入れ墨･ﾀﾄｩｰ(ｼｰﾙ類を含む)をされた方のご入園は固くお断りします。 

大江戸温泉物語 
TEL 03-5500-1126 

お台場 大江戸温泉物語 入場料 

＜全日＞ おとな(中学生以上) １,９８６円 

ナイターおとな(18 時以降入館) １,５５４円 

こども（4 歳～小学生） ５４０円 

※４歳未満のお子様は無料 

※入浴料、浴衣・タオル利用料、消費税、入湯税を含む 

※午前 2 時以降の滞在は、深夜割増料金 2,160 円が別途必要 

アクアパーク品川 
TEL 03-5421-1111 

入場料 おとな(高校生以上) 2,200 円 → ２,１００円 

小・中学生     1,200 円 → １,１００円 

幼児（4 歳以上）   700 円 →   ６００円 

ＦＵＪＩＹＡＭＡ倶楽部  
【特典内容】 富士急ハイランド、さがみ湖リゾートプレジャーフォレスト他、富士急グループの遊園地、ホテル、スキー場、

ゴルフ場、温泉、キャンプ場等の各施設を《特別優待価格》にてご利用いただけます。 
例：富士急ハイランド フリーパス 

おとな(18 歳以上)    5,700 円 → ５,１００円 
中  人(中高生)     5,200 円 → ４,６００円 
こども(3 歳～小学生)   4,300 円 → ３,９００円  

※料金はシーズンにより変更の場合あり。詳細はＦＵＪＩＹＡＭＡ倶楽部ＷＥＢサイトをご確認ください。 
【利用方法】①FUJIYAMA 倶楽部ＷＥＢサイトにアクセス http://www.fujikyu.co.jp/club/member.html 

②トップページ上の「割引券の発行」をクリック 
③ID：tsfj  パスワード：2295 を入力し、表示されたクーポンを印刷、当日窓口に持参 

【賃貸】 

株式会社Ｓ－ＦＩＴ 
お部屋探し CAFE ﾍﾔｷﾞﾒ！ 
TEL 0120-542-899 

賃貸仲介手数料 （家賃一か月分） ５０％割引  自社物件なら  １００％割引 

※賃貸契約成立時に会員証を提示してください。 

※直営店でのみ対応(首都圏では松戸店が対象外） 

※対象店舗の詳細はＨＰをご確認ください 

【トラベル】 
契約先名・連絡先  

東海汽船 
TEL 03-5472-9999(お客様センター) 

○伊豆諸島東海汽船（全航路・全等級）、東京湾納涼船（夏季運航）、伊豆諸島企画旅行の 

旅行代金が１０％割引 

※予約時に会員であることを申し出てください 

※利用当日、会員証を提示してください 

※会員証 1 枚で 5 名まで割引 

東京ｳﾞｧﾝﾃｱﾝｸﾙｰｽﾞ 
TEL 03-3436-2121 

ランチタイム（12：00～14：00）トワイライト（16：20～18：20）ディナータイム（19：20

～21：20）※クルーズの各種セット料金 １０％割引 

【旅館・ホテルなど宿泊施設】 

星野リゾート  TEL 0570-073-022 
法人契約会員専用サイト（ＵＲＬ：http://hoshinoresort.com/gp/corporate-sp/)よりお申込みください。 

※ご予約の際は予約画面の契約法人名にて必ず「東京都社会福祉協議会」と入力ください。 

 ※割引額は施設、日時、プラン、空室状況等によって異なります。内容の詳細は上記ＷＥＢサイトをご確認ください。 

  

http://www.fujikyu.co.jp/club/member.html
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【飲食店】 
京王プラザホテル八王子 
TEL 042-656-6721 

・ホテル内レストランでの飲食  ５％割引 ※「ル・クレール」は対象外 

・婚礼宴会飲食（特別プランは除く） ５％割引 
ショーダイニング銀座 

笑座こんぱる 

TEL 03-5719-6966 

お気軽セット 6,500 円 → ５,４００円 

お食事セット 7,500 円 → ６,０００円 

ご満足セット 8,500 円 → ７,０００円   ※12 月は各コースとも 500 円アップ 

☆帝国ホテル 東京 
インペリアルバイキング 
サール 
TEL 03-3539-8187 
※要予約。 

○ランチブフェ 平日（11：30～13：00、13：30～15：00）  6,050 円 → ５,５００円 

土日祝（11：30～13：00、13：30～15：00） 6,600 円 → ６,２００円 

○ディナーブフェ平日（17：30～19：30、20：00～22：00）  9,020 円 → ８,５００円 

土日祝（17：00～19：00、20：00～22：00） 9,570 円 → ９,２００円 

○ディナー飲み放題プラン（１２０分）      平日 12,870 円 → １０,８００円 

土日祝   13,420 円 → １０,８００円 

※金額はすべて税・サービス料込み。除外日あり。 

【観劇】 
ルミネ the よしもと／よしもと幕張ｲｵﾝﾓｰﾙ劇場 ※ＷＥＢサイトで公演内容、スケジュールをご確認ください 

【特典内容：ルミネ tne よしもと】＜平日＞「14 時の部」「16 時の部」  

①当日券 2,500 円 → ２,０００円、②前売券 2,000 円 → １,８００円 

＜土日祝＞「11 時の部」「13 時の部」「16 時の部」  

①当日券 4,700 円 → ４,２００円、②前売券 4,200 円 → ３,８００円 

【特典内容：よしもと幕張ｲｵﾝﾓｰﾙ劇場】土日祝「週末ネタライブ」 2,500 円 → ２,３００円 

【ご利用方法】 ①当日券・・・当日窓口で会員証を提示してください。 

②前売券・・・必ず E メールで事前予約（下記参照）し、当日窓口にて会員証を提示してください。 

※公演 1 ヶ月～4 日前まで予約可 

【ご予約方法】Ｅメールにて、件名「従事者共済会申込」本文「１.希望公演日・時間、２.人数、３.氏名、４.従事者共済会会

員番号、５.受付確認連絡先（Ｅメールアドレス、携帯番号）」の 5 点を記入の上、下記メールに送信して予約。 
【劇場Ｅメールアドレス】ルミネ tne よしもと：lumine489@yoshimoto.co.jp 

よしもと幕張ｲｵﾝﾓｰﾙ劇場：makuhari489@yoshimoto.co.jp 

【ショッピング】 

デパート 

日本橋髙島屋・新宿店 

現金でお買物一口 3,000 円以上(消費税を除く)購入の場合、5％割引  

※一部除外商品あり 

※【日本橋店】7 階「サービスカウンター」・【新宿店】10 階「購買会カウンター」にて 

加入者証を提示し、『お買い物優待券』をお受け取りの上、各売場でお買い物ください。 

弔事ギフト 日本橋高島屋 
販売第５部ギフトサロン 

TEL 03-3246-4476 

タカシマヤギフトカタログの掲載商品定価より 5～25％割引 

※一部除外商品あり 

宝石・貴金属製造販売 

きく屋宝石店 
TEL 03-3409-0451 

・現金購入の場合、定価（市価の 2～3 割安）より更に５～２０％割引（一部除外品あり） 

・分割払い 12 回までは金利・手数料をサービス 

・修正・加工相談・見積もり無料 

・お買い上げの指輪のサイズ直し無料 

宝石・貴金属販売 

ヒライ宝石 
TEL 03-3366-2112 

・婚約指輪（Pt良質 Eｘカットダイヤモンドリング 鑑定書付 98,000円～）５０％割引 
・結婚指輪 ４０％割引 
・真珠、ダイヤモンド、色石、天然石、Pt/K18製品１０～４０％割引（超特価商品は除く） 
・お買い上げ商品の糸替え、サイズ直し等のアフターケアーは基本無料 
・絵画（有名作家による風景画、静物画〔花等〕、人物画他）高級額縁付１０～４０％割引 

きもの 

呉服卸 山一織物 
TEL 0120-829-296 

・呉服（振袖、留袖、訪問着、袋帯、他）小売店販売価格より５０％割引 
・特選京友禅振袖 3 点セット(特選京友禅振袖、西陣袋帯、正絹長襦袢) 

（お誂えお仕立て付き）700,000 円 → 350,000 円（税抜） 

宝石 

TANZO/ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾊﾞﾝｸｼﾞｬﾊﾟﾝ 
TEL 0120-354-296 

・宝石（パールネックレス、ダイヤモンドネックレス、パールリング、スイート 10 ダイヤ
モンド 他） 小売店販売価格 ５０％割引 
※ブライダルリングは卸値価格にてご提供のため除く 

・新刊本『後悔しない婚約指輪・結婚指輪選び』をプレゼント 
  電話またはＨＰよりご請求ください。（www.tanzo.jp) 

コンタクトレンズ 

☆株式会社メニコン 
http://www.menicon-shop.jp/se

arch/ 

ご購入金額 5,000 円（税抜）ごとにギフト券（1,000 円分）をプレゼント 
※受付時に会員証を提示してください 
※メルスプランの場合、新規入会のみ対象です 
※対象はメニコン関東エリア直営店舗のみ(順次拡大予定) 

【結婚情報】 

楽天オーネット 
TEL ①については 0120-13-5029 

  ②については 0120-961-900 
HP http://onet.rakuten.co.jp/ 

①プレミアムプランの入会時お支払金額割引  

通常価格 106,000 円（税抜）→ 特別価格９６,０００円（税抜） 

②スーペリアプランの入会金割引 

通常価格 30,000 円(税抜) → 特別価格２７,０００円(税抜) 

※月会費は別途必要となります。 

※スーペリアプランの対象年齢は男性 50 歳以上、女性 45 歳以上です。 
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