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JTBグルーフの会員制福利厚生サーピス
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福利厚生会員数約357万人

約1，500法人・組織
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企業規模を問わず多方面から高い評価を

得ており、おかげさまで会員数が増加して

おります。この厚い信頼に応えられるよう、

スケールメリットを生かし、サービスをますま

す充実させていきます。



採用活動時に充実した

福利厚生をアピール

「新卒採用で、えらべる倶楽部のメニューを

紹介、福利厚生の充実、働きやすい職場づ

くりのPRへつなげています」

株式会社アイネット
福利厚生担当者様

えらべる倶楽部

導入の決め手は?

iJTB庖舗網と一体の運用、従業員に使い

たいと思わせる補助金設定、そしてJTBベネ

フィット担当者のプランにかける熱意です」

オール富士ゼロックス共済会
福利厚生担当者様

「えらべる倶楽部j導入法人・組織の一例 ・

園理盟11業界・業種を問わずご導入いただいております

日々の対応が

迅速かつ丁寧

「当社の担当者及びカスタマーサービスの方

には、迅速かっ懇切丁寧にご対応いただい

ており、大変有難く思っておりますj

株式会社ファンケル
福利厚生担当者様

「私た引とお任せください! l 

JTBベネフィッ卜のお客様担当者は、すべて「福利

厚生管理士Jの有資格者です。

※福利厚生管理士は(社)企業福祉・共済総合研究所の認

定資格です。人事労務などの勤労者福祉に関し、適切なアド

バイスと制度設計ができる知識と能力を身に着けた専門家

であることの証明です。

アイネット/アクサ生命保険/アサヒビール/アブラック/出光興産/SGホーjレデインダスグループ(佐)11急便)/大分銀行/大阪競売健康保険組合/京セラ労働組合

クボタグルプ/熊本銀行/KDDI/ジzイシーピー/新日銭住金/ソニー/チューリッヒ保険/徳洲会グjレ プ共済/トランスコスモスユニオン

ビッグボーイジャパンユニオン/目立金属/ファンケJレ/福岡銀行/オール富士ゼロックス共済会/マルコメ/丸美屋食品/三井物産/三菱地所コミュニティ

三菱マテリアル/ヤクルト本社/ヤマト運輸グループ/横浜コ・ム生活協同組合/立命館/ロイヤルホーJレディングス(ロイヤJレホスト) 他

医冨誼司政令指定都市を始め、全国の組織様よりご採用いただいております

札幌市/秋田市/茨城県市町村職員共済組合/埼玉県/埼玉県市町村職員共済組合/川口市/法務省/東京消防庁/大田区/渋谷区

練馬区/北区/相模原市/平塚市/川崎市/償須賀市/茅ヶ崎市/富山県/名古屋市/春日井市/浜松市/富士市/滋賀県/京都市/大阪市

神戸市/神戸市立学校教職員共済会/和敏山市/岡山市/倉敷市/広島市/呉市/下関市/福間市/佐賀市/熊本市/大分県 他

※順不同・敬称略。ご7承を頂いた法人・組織様の一部を掲載いたしました。(2016年7月現在)

「えらべる倶楽部Jのサービス内容を見る 3 
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え弓べる倶楽部 は企業価値をUPさせ、従業

f 

.-rえらべる倶楽部」は会員制福利厚生サービスです。

時代と共に大きく変化し、多様化する従業員様ニーズにあった福利厚生サービ、スをご、用意しています。

従業員様からのお申込みからお問合せ、ご、利用状況の報告まで、企業様に代わって行います。

企業様のご予算やニーズにあわせたサービスを、簡単な手続きで導入いただけます。

.多くの組織様がアウ卜ソーシングのメリッ卜を実感しています。

福利厚生メニューの充実 コア業務への集中 コストの有効活用

など

人生のあらゆるステージで従業員様とご家族様を応援します!

えらべる倶楽部ならでは!

村任給て11両現l=

椋行ち-pレぜシト

一般価格
+ 

えらべる倶楽部会員特別価格(特奥)

+ 
さらに補助金が差引かれてお得

えらべる倶楽部では補助金制度をご用意しています。

企業様がより充実させたいサービスに設定いただくことが可能です。

※補助金が設定て・吉るサービスメニュ はお問合せください。

※ご契約内容によって、補助金適用の有無や精算方法、金額や制限等が異なります。



員様のくらしを応援します。

優秀な人材を獲得・定着
ワークライフバランスが重要視されている現在、福利厚生の充実は従業員様の満足度に大きく

影響いたします。新卒・キャリア採用時に、ライバル会社との差別化としてアピールする企業が増

えています。

組織の活性化&生産性向上
福利厚生は、従業員様の心身のリフレッシュはもちろん、意欲向上をサポー卜します。経営戦略

としても有効な福利厚生は、 「働きやすさJという土台となります。モチベーションアップや離職率

低下の効果も見込まれ、組織の業績向上を実現していきます。

E霊園 企業イメージがUP
福利厚生は「経営者の思いjの表れです。従業員様だけでなく、ご家族の皆様のくらしを具体的

に応援する温もり。従業員様が伸び伸びと活躍され、企業のブランドイメージも高まります。

このパンフレッ卜では特に人気のあるサービスをご紹介いたします!

その他、グルメ、家事 ・住まい、婚活・ウエデ、ィング、日帰り湯、イベント・セミナーなど多彩なラインナップ。
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「旅行JrエンタメJなど人気ジャンルのサービスを見る 5
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福利厚生人気No.1の「旅行」は、

圏内も海外も、JTBグループにお任せ!

「えらべる倶楽部」の旅行サービスの充実ぶりは、JTBグループならでは。全国各地の有名旅館やホテル

での宿泊、温泉、レジャー施設から海外旅行まで、多彩なサービスをリーズナブルに楽しめます。

彊入@当eの

横浜ゴム株式会社 福利厚生担当者様

導入前、社員に福利厚生アンケー卜を行ったところ、宿泊旅行メニューに関する要望が多数あり

ました。そこで「商品ラインナップH予約成約率H申し込み方法」が充実しているえらべる倶楽

部を導入し、現在活用しております。

賠 室
住 園田園空軍

国主1m理E輔
梓ヰヰWfl民望里竺寸で

陸軍園圃E童

I圏内プラン
l約12万コース!

|圏内旅行 |海外旅行基本旅行代金の
会員特別価格+補助金 15%を補助

語圏足が見える11へ
噌OKIIif]

(※1)補助金の適用内容はご契約内容によって臭なります。

(※2)会員特典には利用条件がございます。

「えらべる倶楽部会員専用宿泊プランj約

2，650施設をはじめ、豊富なプランをご用意。

例えば、JTB庖舗で自にする人気の旅行パン

フレッ卜「エースJTBJでは約12万コースをご

紹介。「るるぶトラベルjでは約1万6，000の施

設と契約しております。加えて、圏内宿泊にお

けるお部屋の事前確保数は、業界最多!予

約が取りやすい仕組みとなっております。

圏内旅行は「えらべる倶楽部jの会員特典

価格に加えて、補助金(※1)の適用で、さらに

お得になります。海外旅行も、パッケージ旅

行「ルックJTBJの基本旅行代金に5%補助

(※2)が得られます。航空券、ホテル、観光

などの〈セッ卜になったパッケージツアーをはじ

め、航空券やホテルのみの手配も可能で、お

好みに合わせてお選び、いただけます。

酷 11.0…庖舗一一wi--一
Z24品部 Q~

..".，，0"'__ 旅行の相談やお申込みは、電話やオンライ

ンはもちろん、全国約1，000のJTB庖舗でも

受付可能です。庖頭でえらべる倶楽部の会

員証を呈示すれば、その場で補助金を差引

いた金額で、ご精算できます。立替や申請書

作成等の手聞は一切ありません。ご契約企

業様からも高い評価をいただいております。



日々のエネルギーチャージに最適なエンタメ・

テーマパークチケッ卜、ショッピングがお得!

テーマパークや映画、演劇、スポーツ、音楽、お笑いなど、豊富なエンタメチケッ卜の割引や、特別割引で買

えるオンラインショッピングなど、休日をはじめとしたオフタイムに、手軽に利用できるエンタメ・ショッピング

系のサービスも充実しています。

軍入@当@の
株式会社ジzーシービー 福利厚生担当者様

仕事終わりに同僚と日帰り温泉に行く際に利用をしています!

お得に楽しめて同僚とのコミュニケーション活性化につながっています!

|舞台.::J~1tー卜・ショー・スポーツなど
年間300本以上

主要シネコンでの鑑賞券

最大600円引

会員限定の

買物特典がいっぱい!

-会員割引

・ポイント付与

・送料無料

人気のテーマパークの
入場料も割引
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会員限定の割引だけではなく、人気チケッ

トの先行販売や入手困難なチケットの購

入チャンスも多数ご用意!例えば、人気の

ショ を最大36%引で販売したり、一般発売

日より2ヶ月前に発売したり!最新情報は会

員サイ卜で日々更新。メルマガでも配信してい

ます!

主要シネマチェーンをはじめとする映函館に

て、常に割引価格で鑑賞できます!

また、東京ディズ、ニーリゾート@やユニバーサ

ル・スタジオ・ジャパン骨、キッザニア東京・甲

子園の人気施設の入場料にも補助が適用さ

れます。(2016年度実績:大人1枚1，000円補

助)

えらべる倶楽部には会員限定価格の「えらべ

るモールjと豊富なブランドと品揃えで人気の

「えらべるポイントモールjの2つがあります。

「えらべるポイント」を貯めて、{吏って、カンタ

ン・お得にショッピング!

健康や自己啓発・育児、介護サービスも充実 7
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生活習慣の改善と体力強化、資格取得や

スキルアップ。仕事と健康をサポート!

生活習慣の改善や体力向上に役立つ健康増進サービスム豊富な無料講座や受講割引サービスが利

用できます。改正労働安全衛生法により、2015年度から義務化された「ストレスチェック」のサポー卜も行っ

ています。

吉国入@当@の
トランスコスモスユニオン 中央執行委員長様

えらべる倶楽部は、多くのスポーツ施設が利用できるので、

全国に点在する組合員へ公平に福利厚生サービスを提供するのに最適で、す。

|スポーツクラブやマッサージなど、約1，000施設で割引

| 健康診断やカ?~-t!!J~~'など、約8瑚設が利用可能

|英語やビジネス交渉力、簿記など、約制講座が無料

全国展開のスポーツクラブ「セントラルスポー

ツ」や全国展開のマッサージ施設「てもみん」

「リラクゼ、ーションスペースラフィネjなど、身

体づくりやリラクゼーションに関する施設が

割引価格で利用できます。

一般的な健康診断では受診できない検査も

オーダーメイド型で細かく受診できるほか、

生活習慣改善のアドバイスや心の健康のカ

ウンセリングなどが、全国約850施設で受け

られます。

英語、ビジネスマナーやビジネス交渉力、日

商簿記や社会保険労務士の資格取得対策

など約256講座が無料で受講可能。eラーニ

ングなので、自分のペースで進められるのも

魅力です。「アルクの通信講座jほか、通信教

育の割引もあります。



働くパパ・ママの子育てを支援!

ご家族様の介護や終活の悩みを解消

保育施設や家事代行、おけいこなど、子育てのステージに合わせたサービスで、働くパパ・ママを応援しま

す。また、ご家族様の介護や終活にまつわる悩みなどを解決する介護相談や介護サポート、リフォーム、法

律・税務相談などのサービスを提供します。
/ι 

GTO 
大手飲料メーカー 福利厚生担当者機

育児・介護サービスが充実しているから、

いさ、つ!という時に安心です!

おけいこ・教室の

入学金無料・割引

家事代行サービス
見積り金額割引

ベビーシッター・保育施設

一時保育料10%引

ベビーシッターや保育施設が入会金無料、一時保育を割引価格で、利用できます。また、何かと必要になる育児グ、ツズ割引や、こどもの才

能を伸ばすキッズ英会話教室や通信学習などのおけいこの割引も人気です。

会員限定の無料相談ダイヤル完備!

介護にまつわる様々な疑問や質問に専門

家がお答えします。電話やWEBなど、自分に

あった利用方法を選ぶことができるのも嬉し

いポイント。介護をする人、される人、皆が心

配や不安をなくして、笑顔あふれる生活をサ

ポートします。そのほかにも、介護補助金や

家事代行、リフォーム、法律・税務相談など、

幅広いサービスをご用意しています。

人事担当者様の福利厚生業務をサポート 9 
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最適な業務フローをご提供するとともに、

煩雑な日常業務は弊社が対応いたします。

ご担当者様には従業員様の入会・退会の登録や従業

員様のサ ビス利用履歴を簡単に確認できる専用サイ

トをご提供しております。日々 、従業員様やご家族様から

の「どのようなサービスかH何が利用できるのかjなど、

お問合せやお申込みは弊社が対応いたします。ご担当

者様にはよりコアな業務に集中していただけます。

詳細LホL トを専イ付旦昔話か9
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ご利用状況を分析した詳細レポー卜を、
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臣亘ヨ三口

専任担当者から定期的にお送りいたします。

定期的に従業員様のサービス利用状況を分析したレポー

トをお送りいたします。翌年度以降の制度改善や推進など

にお役立ていただけます。

※ご契約内容により異なります。

多彩な情報発信ツールによる継続的な情報提供を行い、

従業員様の関心を高め、利用活性を促します。

ご担当者様が社内で告知媒体を作成するのは大きな業務負担となります。

「えらべる倶楽部jでは、利用のきっかけになる1情報発信ツールをご用意。会員専用サイ卜やアプ

リ、メールマガジンではタイムリーなお得情報発信中。ご家族様も一緒に活用していただけます。

ガイドブック

~:I 

日
会報誌

※画像はイメージです。また、ご契約内容によってご提供の有無が異なります。

-料金について

別添、料金案内をご確認ください。

l i. ~""， .tÎ.ω 二孟二~ !

1 忌 .~-逼 i

iM重週戸i
liJi:ZZ回 |

民 主主三宝二」壬」

会員専用サイト アプリ

-お申込み・お閉会せ先

TEL:03-5646-5526 

受付時間平日 1O : OO~18:00

い丁目 ベネフ川

メールマガジン
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l墨書却のぞ(J'(，ζ、いつ品。

j11J クラレープの充実したサービスで、従業員様とご家族様に笑顔を!。ぺ
株式会社JTBベネフィ、y卜

干135-0033 東京都江東区深)112-7-6ネクストサイト深川ビル6階

http://www.jtb-benefit.co.jp/ TEL: 03・5646・5526

※このパンフレツ卜で紹介している内容は2016年7月現在のものです。また、画像・イラス卜はイメ ジです。

※こ申パンフレッ卜の内容を無断転載することを禁じます。
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