全国共通のサービス

クラブオフ

2021年度版

ソウェルクラブ東京
（福利厚生センター東京）

国内外20万件以上の優待サービスが掲載されています。
○クラブオフ（国内外20万件以上の優待）→ P8
○サークル活動助成
○健康管理
○講習・研修

○慶弔給付

○旅行・レジャー

○永年勤続・資格取得

○各種ローン・保険

○手帳・情報誌のお届け

まずは簡単・無料の会員登録を！

利 用 案 内

サービスメニュー

東京会員のための
サービス
○会員交流事業 → P4
○東京ディズニーリゾート・コーポレートプログラム → P5
○地域開発メニュー → P6~7
○情報誌「ソウェルほっと」
（毎月1日発行）

映画、レジャーランド、レストラン、宿泊、レンタカー、スポーツクラブ、
ツアー、プレゼント企画 など

サービスの詳細や申込みはソウェルクラブ東京
ソウェルクラブ東京キャラクター

詳細はソウェルクラブハンドブックまたは
ソウェルクラブ本部WEBサイトをご覧ください。
①「ソウェルクラブ」で検索

対象
クラブオフの優待は会員ご本人のほか、同行者にも適用されます。
（会員本人限定のサービスは除きます）

WEBサイトをご覧ください。

【有夢
（ありむ）
君】

①「東社協」で検索
②トップ画面を下へスクロールし、
「手続き・申込」にある

ゆとり目ゆとりあり科ゆとり
あり属の生き物。生活に上手

福利厚生センター「ソウェルクラブ東京」
をクリック

にゆとりを取り入れながら暮

②トップ画面左側の 会員専用ページログイン
より会員番号とパスワード（初期設定は生年月日）でログイン

らしています。

登録方法
ソウェルクラブ本部WEBサイト
（P3）にアクセス
会員専用ページにログイン（右画像参照）
※会員番号：会員証に表示
※初期パスワード：本人の生年月日
（例:19940701）
｢ソウェルクラブのクラブオフ」のバナー
から新規会員登録
※クラブオフの会員ＩＤはソウェルクラブの会員番号と同じ
会員規約に同意したうえで、会員スタイル（VIP会員/スタンダー
ド会員）を選び、必要事項を入力
※ VIP会員の詳細については「ソウェルクラブハンドブック」をご
覧ください。

※各種事務手続き、クラブオフ、他県の地域開発メニューは
こちらのサイトです

必要事項の入力が完了すると、登録したメールアドレスに「登録完
了通知メール」が送られてきます。

問合せ 福利厚生センター（ソウェルクラブ本部）
登録がお済みの方は

TEL：0120-292-711
https://www.sowel.or.jp
スマートフォンの方はQRコードからどうぞ
福利厚生センター

社会福祉法人東京都社会福祉協議会

ソウェルクラブ東京

問合せ：ソウェルクラブ東京

TEL：03-5283-6898

ソウェルクラブ本部WEBサイト会員専用ページにログイン
（上記参照）

東京都社会福祉協議会は、社会福祉法人福利厚生センターの

「クラブオフ」、
「クラブオフログイン」
の順にボタンをクリック

東京事務局として業務の一部（東京会員のための会員交流事

画面右上の「サイトに入る」をクリック

社会福祉法人

※会員交流事業の申し込み、
ソウェルクラブ東京の地域開発メニュー
一覧、ソウェルほっとの閲覧はこちらのサイトです。

メールが届けば会員登録が完了です。

業や各種割引契約等）を受託しています。

https://www.tcsw.tvac.or.jp
スマートフォンの方はQRコードからどうぞ

クラブオフサイトにログイン後、サイト右上に氏名と会員スタイ
ルが表示されます。

社会福祉法人東京都社会福祉協議会 ソウェルクラブ東京事務局

〒101-0052 東京都千代田区神田小川町1-3-1
ＮＢＦ小川町ビルディング10F

画面上側にある検索機能等を使い、気になるメニューをお探しください。

東京ＹＷＣＡ会館3F
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〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台1-8-11
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各種割引
引・
・特
特典サービス ★★★★★

★★★★★
会員交流事業

東京ディズニーリゾート®・
コーポレートプログラム

ソウェルクラブ東京地域開発メニュー

家族や会員同士で交流を深め、リフレッシュしていただくため、

気になるメニューがあったら、ソウェルクラブ東京WEBサイト（P2）の「地域開発メニュー」欄で優待内容をチェックしましょう！

話題のお店や人気観劇などをソウェル特別価格（一般価格の半

※他県の地域開発メニューも使えます。
（一部該当都道府県会員に限定している場合もあります）
※優待内容は変更の可能性があります。利用前に各施設に確認いただくようお願いいたします。

額程度）でご利用いただけます。
＊ご案内は、随時ソウェルクラブ東京WEBサイトにアップするとともに、
各事業所にFAXで配信している情報誌「ソウェルほっと」にも掲載して
います。

ソウェルクラブ東京WEBサイト（Ｐ2）の会員交流事業のページ

・ 対象は会員およびその家族です。
・ 申込不備があると抽選対象外となるのでご注意ください。

募集企画一覧

東海汽船

コーポレートプログラム利用者専用サイト

URL：dcp.go2tdr.com
コーポレートプログラム利用券について

利用対象：パークチケット、ディズニーホテル宿泊費

●迎賓館赤坂離宮ガイドツアー＆明治記念館お食事
●都会の空の下グランピング！

※利用方法の詳細は利用券裏面もしくは専用サイト
（上記参照)をご確認ください。

●マクセルアクアパーク品川バックヤードツアー
（開催再開待ち）

発行枚数（補助金額）
：1会員につき1,000円券2枚（年）

●キリンビール工場見学ツアー（開催再開待ち）

※６月頃に事業所のご担当者様宛に一括送付予定

●ホテルニュ−オータニランチ
●セレクトホテルランチ〜中華編〜

食事

●セレクトホテルランチ〜イタリアン・鉄板焼き編〜
●セレクトホテルランチ〜ブッフェ編〜
●品川プリンスホテルセレクトランチ

TEL 03-5719-6966

ルミネtheよしもと／よしもと幕張イオンモール劇場
メールで問い合わせ（ソウェルクラブ東京WEBサイト参照）

ブルーノート東京 TEL 03-5485-0088
コットンクラブ TEL 03-3215-1555
モーション・ブルー・ヨコハマ TEL 045-226-1919
京王プラザホテル八王子

TEL 042-656-6721

TANZO/ダイヤモンドバンクジャパン
（宝石）
TEL 0120-354-296

ヒライ宝石

「東京ディズニーセレブレーションホテル」宿泊割引

FUJIYAMA倶楽部（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優待割引）
TEL 0120-364-229

■優待案内の申込書が必要
大日商事株式会社（医薬品） TEL 06-6952-7015
中央化学産業株式会社（医薬品） TEL 03-3814-0241
※不定期のご案内として情報誌「ソウェルほっと」にちらしを添付しています。

渋谷・宮益坂

2021年度プログラム特典
（予定）

サンリオピューロランドWEBサイト
https://www.puroland.jp
トップページ下の
「法人・学校のお客様」より「福利厚生」
の画
面に入り、専用ID：kitty750 を入力、
表示された割引券を印刷し、当日窓口に持参

FUJIYAMA倶楽部WEBサイト
https://www.fujikyu-concierge.com/club
トップページ上の「割引券の発行」をクリック、
ID：tsfs パスワード：2295 を入力、
表示された割引券を印刷し、当日窓口に持参

TEL 044-520-1511

呉服卸 山一織物（着物）
TEL 0120-829-296

買物

●選べる昼御膳〜日本を感じる〜

注意事項
・ いかなる理由があっても再発行はいたしません。
・ 譲渡・転売は禁止されています。本人以外の使用を確認次第、無効処理をし、所
属事業所にご連絡いたします。

こんぱる

TEL 03-5500-1126

買物

●銀座久兵衛ランチ

食事

日帰りツアー

利用可能期間：2021年6月1日〜 2022年2月28日

●選べる体験＆ランチツアー〜浅草編〜

TEL 03-3686-6911

大江戸温泉物語

東京交響楽団

●旅するレストラン列車〜至福の時間〜
●横浜ヘリコプター＆選べるランチ〜再び〜

サンリオピューロランド TEL 042-339-1111

TEL 03-5472-9999

東京お台場
笑座

公演

2021年度

詳細は随時、情報誌「ソウェルほっと」に掲載します。

TEL 03-5421-1111

遊園地等

【申込時の注意点】

利用券のほか、契約団体会員だけが利用できる特典があります。

アクアパーク品川

ダイヤと花の大観覧車

温泉

＊応募者多数の場合は、抽選になります。

トプログラムに加入しています。パークチケット購入に使える

マクセル

■ 割引券等が必要

船

にて、内容をご確認いただいたうえで、WEB申込ボタンより必
要事項を入力してお申込みください。

ソウェルクラブ東京では東京ディズニーリゾート・コーポレー

遊園地等

【参加方法】

■会員証のみでOK

きく屋宝石店

TEL 03-3409-0451

TEL 03-3366-2112

●ラグジュアリーホテル〜アフタヌーンティープラン〜

株式会社メニコン

文化・娯楽

その他

●スペシャルディナー〜ホテルセレクトプラン〜
・横浜ロイヤルパークホテル
・ザ ロイヤルパークホテル アイコニック 東京汐留
●劇団四季観劇
・アラジン ・ライオンキング ・アナと雪の女王

関東エリア直営店各店（コンタクト）

オーネット（結婚紹介）
プレミアムプラン TEL 0120-13-5029
スーペリアプラン TEL 0120-961-900
株式会社S-FIT ヘヤギメ！
TEL 0120-542-899

●観劇「歌舞伎座」〜 NEW 〜
●宝塚観劇（開催再開待ち）

法人営業本部
（不動産）

ソウェルクラブ会員証

●スポーツ観戦（開催再開待ち）
※内容の詳細はWEBサイトでご確認ください。
※企画は中止・変更となる場合があります。
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