
■ 慶弔給付金

公益財団法人
名古屋市中小企業共済会

☎〈052〉735-2131
FAX〈052〉735-2134 令和４年度

通年事業
案内

結婚祝金
会員が結婚したとき
●会員が退職後3か月以内に
　結婚した場合も該当します。
●再婚の場合は、半額です。

登録5年以上

 〃 3年  〃

 〃 3年未満

30,000

20,000

10,000

成人祝金 会員が満20歳に達したとき

会員本人
配偶者・1親等親族
死産

5,000

永年勤続
報奨金

登録期間が満3年を経過した
会員が同一企業に勤務して
満10・15・20年に達したとき
（契約企業主である会員は除きます）

勤続20年以上

 〃 15年 

 〃 10年

20,000
10,000
5,000

退会
せん別金

会員が登録期間3年以上で退職
又は死亡により退会した時
●懲戒解雇、任意の脱会の
　場合は支給されません。

登録15年以上
 〃 10年 〃 
 〃 5年 〃 
 〃 3年 〃 

50,000
25,000
10,000
5,000

弔慰金
会員及び会員の配偶者又は
1親等の親族が死亡したとき
●配偶者の父母も該当します。

50,000
20,000
5,000

会員本人
配偶者・1親等血族
1親等姻族
死産

死亡日が令和3年9月30日以前

出生日が令和3年7月1日以降

出生日が令和3年6月30日以前

死亡日が令和3年10月1日以降
50,000
20,000
10,000
5,000

傷病
見舞金

会員が傷病により継続して
1か月以上勤務できなかったとき 10,000

卒業祝金 会員が高等学校、大学、短大、
高専、専修学校を卒業したとき 10,000

入学祝金 会員の子が小学校または
中学校に入学したとき 5,000

出産祝金

会員またはその配偶者が出産
したとき
●会員が退職後3か月以内に
　出産した場合も該当します。

第1子
第2子以降

10,000
5,000

15,000

給付金額 添付書類［コピー可］区　分給付の事由種別

給付事実が発生したら、給付請求書（様式給第1号）を
記入し、事業所を通して提出してください。給付請求
書は共済会ウェブサイトからダウンロード可能です。

事実発生の日から3年以内に請求してください。

事業所が指定した金融機関の口座に振り込まれますので、
事業所よりお受け取りください。

請求書は1件1枚です。（双子の場合は2枚必要です）夫婦
で登録されている場合はそれぞれに受給資格があります。

死亡の事実及び死亡した者と請求する者の続柄が確
認できるもの
（例）戸籍（除籍）全部（個人）事項証明書、死亡診断書、死亡

届受理証明書、住民票、住民票の除票、死産届、死体
（死胎）埋火葬許可証、死産届受理証明書、死産届記載
事項証明書

傷病による１月以上の労務不能を確認できるもの
（例）健康保険傷病手当金支給決定通知書、労働者災害補償

保険休業（補償）給付支給決定通知書、医師の診断書、
休職願及び出勤簿

卒業の事実を確認できるもの
（例）卒業証明書、卒業証書

入学（予定）の事実を確認できるもの
ただし、会員の子として登録がなされていない者の入
学について請求するときは、上記書類及び会員と子の
続柄を確認できるもの
（例）就学通知書、合格通知書、在学証明書、生徒手帳

出生の事実及び会員と子の続柄を確認できるもの
（例）戸籍全部（個人）事項証明書、住民票（会員と出生した

子の続柄が確認できるもの）、出生届受理証明書、出生
届出済証明

婚姻の事実を確認できるもの
（例）戸籍全部（個人）事項証明書、住民票（会員と配偶者の

続柄が確認できるもの）、婚姻届受理証明書

請求方法 給付金の受取

その他
請求期限

新型コロナウイルスの感染拡大により、掲載されている施設、店舗等の営業状況は事前に通知なく変更される場合があります。



・邦和みなとゴルフ
・竜泉寺ゴルフ場
・平針ゴルフセンター
・大江グランドゴルフ
・葵ゴルフクラブ

港区河口町1-48
守山区竜泉寺1-1611
緑区鳴海町神ノ倉105-1
南区加福町2-1
東区筒井1-7-69

指定ゴルフ
練習場

対象者 年度1,000円限度
※ただし、3月に受理した請求は次年度扱いとなります。　
「ゴルフ練習場利用料補助金請求書」を記入のうえ、各
練習場が発行した領収書原本（本人氏名及び支払明細
の記入、押印のあるもの）を添付して共済会へ申請して
ください。請求書が必要な方は共済会へお問い合わせ
いただくか、ホームページからダウンロードも可能です。　
領収書の年月日から1年以内　
年度2回（8月・2月）の締切後、請求書に記入さ
れた本人の口座に振り込みます。

指定ゴルフ練習場での練習ボール（プリペイド
カード及び回数券）、入場料、貸クラブ、貸靴、場内
レッスン料、ナイター料、維持費などゴルフ練習に
係わる利用とする。

補助対象

会員本人　
月～土曜日の午前中
※エルズメディケア名古屋は日祝も受診できます。（月曜定休）　
5,000円（年度1回限り）
※エルズメディケア名古屋は受診料に補助が含まれています。　

対象者

対象者

利用方法

利用方法

補助額

請求方法

請求締切日

支給方法

セントラルクリニックグループ　予約☎052-821-0090
　・大名古屋ビルセントラルクリニック
　　名古屋市中村区名駅3-28-12 大名古屋ビルヂング9階
　・国際セントラルクリニック
　　名古屋市中村区那古野1-47-1 国際センタービル10階
　・名古屋セントラルクリニック
　　名古屋市南区千竈通7-16-1
　・和合セントラルクリニック
　　愛知郡東郷町春木白土1-1884
　受診料については、予約の際にお問合せください。　
一般財団法人 愛知健康増進財団　予約☎052-951-3919
　名古屋市北区清水1-18-4
　[受診料] Rコース　　　　88,000円
　　　　　Sコース　　　　66,000円
　　　　　Aコース　　　　46,200円
　　　　　脳ドックコース 　49,500円

※Bコースも補助の対象となります。

医療法人オリエンタルクリニック　予約☎052-741-5181
　名古屋市千種区今池1-8-5
　[受診料] 人間ドックコース 　41,800円　
名古屋市医師会健診センター　予約☎052-937-8425
　名古屋市東区葵1-18-14
　[受診料] Vコース　　　　　49,500円
　　　　　Aコース　　　　　38,500円

※その他にも、補助の対象となるドックコースがあります。　
医療法人鹿志会エルズメディケア名古屋　予約☎052-737-6500
　名古屋市中区栄2-1-1（日土地名古屋ビル3階）
　[受診料] 人間ドックコース　
　　　　　生活習慣病健診コース

※エルズメディケア名古屋に限り、受診料に補助が含まれ
ています。

利用日

指定受診医療機関 法定健診（定期健康診断等）は補助の対象外です。

希望日、医療機関、コース等を決めて、医療機関
へ「名古屋市中小企業共済会の会員」であるこ
とを告げてお申込みください。受診料は医療機
関にて、補助額を差し引いた金額をお支払いく
ださい。補助額

利用方法

会員本人

29,100円（通常34,100円）
20,000円（通常22,000円）

■ 貸付あっせん・利子補給制度

■ ゴルフ練習場利用料補助制度

■ 人間ドック

金融機関

東海労働金庫
（名古屋市内の店舗のみ）

登録期間が
5年以上の会員

資金の種類
住宅資金

利子補給金
住宅資金の利子補給を適用

2年以内

10年以内

補給期間
貸付あっせん及び利子補給

住宅資金の利子補給
対象者 利子補給金 補給期間 備　考

融資のあった日から1年以内に申請をしていただく必要があります。利子補給制度の利用を希望する方は共済会
へお電話にてお問い合わせください。申請方法及び利子補給金の請求についてご案内いたします。

教育資金、医療・介護等の
福祉資金、自動車等購入
資金、生活資金

年末の融資残高の1％（100円未満切捨て）
とする。ただし、1人年5,000円を限度とし、
1,000円未満の場合は支給しない。

会員の居住の用に供する住宅の新築・増改築、
または購入費用を、金融機関または独立行政法
人住宅金融支援機構で借り入れた場合に限る。

年末の融資残高の1％（100円未満切捨
て）とする。ただし、1人年7,000円を限度
とし、1,000円未満の場合は支給しない。

会員本人（その他、東海労働金庫の定める条件あり）

資金の貸付あっせんを希望する方は共済会へお電話にてお問い合わせください。申請方法及び利子補給金の請
求についてご案内いたします。

※料金は年度中に変更されることがありますので、予約の際にご確認ください。
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指定文化
教養施設

・中日文化センター
・朝日カルチャーセンター
・名鉄カルチャースクール
・ＮHK文化センター
・名古屋市生涯学習センター
・その他類似公共施設

対象者

指定文化教養施設にて開講される講座を受講す
ること。ただし、1ヶ月に3回以上講義または実習が
ある講座を対象とし、勤務時間外に受講すること。

補助対象

東京ディズニーリゾート　
●ディズニーアンバサダーホテル
●東京ディズニーシー・ホテルミラコスタ
●東京ディズニーランドホテル
●東京ディズニーリゾート・トイ・ストーリーホテル
●東京ディズニーセレブレーションホテル
●東京ベイ舞浜ホテルファーストリゾート

●グランドニッコー東京ベイ舞浜
●ヒルトン東京ベイ
●シェラトン・グランデ・トーキョーベイ
●東京ベイ舞浜ホテル
●ホテルオークラ東京ベイ

●名古屋市民おんたけ休暇村 ●休暇村（全国35カ所）

●白樺リゾート池の平ホテル
●白樺高原ホテル

●ホテル花更紗

会員本人

Ⓐ指定宿泊施設への宿泊

　　　の施設

　宿泊後に、①宿泊施設あっせん利用料補助申込書②宿泊施設発行の領収書原本（会員本人宛て）③補助額の
振込先（会員本人名義の口座）を明記した用紙を共済会へ提出してください。提出から約半月後に補助額を振込
みます。申請期限は宿泊日から1年以内となります。

　　　の宿泊施設

　宿泊施設へ直接予約をしてください。その際に「名古屋市中小企業共済会の会員で宿泊補助利用券を使用す
る」旨を伝え、予約完了後に宿泊施設あっせん利用料補助申込書を共済会へ提出していただきますと、共済会か
ら利用券を発行します。宿泊の際に施設に利用券を提出し、補助額を差し引いた宿泊代金をお支払いください。

Ⓑたびゲーターでの宿泊予約
　共済会ウェブサイトのバナーまたはQRコードから、たびゲーターの共済会専用サイトへアクセスのうえ、手続
きを行ってください。

　たびゲーターの利用方法については次のページ（p4）をご覧ください

対象者 会員本人（1泊）　　　3,000円
※補助は年度内2泊分までとなります。

補助額

利用方法

・1人の会員が利用できる宿泊施設あっせん利用料補助は、宿泊日を基準として年度2回までとなります。（ⒶとⒷ
の方法であわせて2回まで）3回目以降の申請は補助の対象外です。

・宿泊日が共済会を退会した後になる場合は、補助を利用することができません。補助を利用して宿泊予約をし、
宿泊日までの間に退会する場合は、必ず補助の取消を行ってください。

注意事項

指定宿泊施設

1会員2講座以内、年度3,000円限度 
※ただし、3月に受理した請求は次年度扱いとなります。　
「文化教養講座受講料補助金請求書」を記入の
うえ、各施設が発行した領収書原本（本人氏名
及び支払明細が明記されているもの）を添付し
て共済会へ申請してください。請求書が必要な
方は共済会へお問い合わせいただくか、ホーム
ページからダウンロードも可能です。　
領収書の年月日から1年以内　
年度2回（8月・2月）の締切後、請求書に記入さ
れた本人の口座に振り込みます。

補助額

請求方法

請求締切日

支給方法

会員本人

■ 宿泊施設あっせん利用料補助

■ 文化教養講座受講料補助制度

利用
券

利用
券

宿泊後
申請

宿泊後
申請

対象施設も多く、手続きはウェブ上で
すべて完結するのでおすすめの方法です！
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お手元に会員証（会員番号の分かるもの）をご用意ください。利用方法

たびゲーターでは、全国各地の宿泊施設にて宿泊施設あっせん利用料補助を受けることができます。補助の申
請と宿泊予約がインターネット上でできるので、申請用紙の提出が不要です。ぜひご活用ください！

■ 宿泊施設あっせん利用料補助（たびゲーター）

①共済会ウェブサイトのバナーまたは右下のQRコードから、たびゲーターの共済会専用サイトへアクセス。たび
ゲーターの検索サイトへ移動する。

②泊まりたい施設、日にちなどを検索して、空き状況を確認します。※この時点では、予約に進まないようにご注意ください。

こちらをクリックすると、
たびゲーターの宿泊施設
検索画面に移動します。

たびゲーター
共済会専用サイト

・発行されたクーポンを使用しなかった場合は、たびゲーターの共済会専用サイトからキャンセル申請を行ってください。
・１つの予約で複数の会員が補助を使う場合は、会員ごとに補助の申請を行ってください。予約の際に、宿泊する会
員全員分のクーポンコードを入力することができます。

③希望の日にちで宿泊施設に空きがあったら、　　　　　　をクリックする。

⑤Yahoo!JAPAN IDでログイン後、メールアドレス入力画面からメールアドレスを入力する。
　※補助申請の時点でYahoo!JAPAN IDが必要です。お持ちでない場合は登録してください。

⑥入力したメールアドレス宛にたびゲーターから届いた『［インターネット契約保養所システム］補助金申請手続きの
ご案内』に記載のURLからアクセスして、申請者情報、利用者情報（本人を選択し、年齢と性別を入力）を入力し、補
助の申請をする。（メールが届かない場合は、入力したメールアドレスが間違っているか、迷惑メールに振り分けら
れていることがありますのでご確認ください。）

 補助金申請完了のメールが届いたら、クーポン発行まで約４営業日お待ちください。　※共済会にて申請の内容を確認します。

［補助金申請が承認された場合］
たびゲーターから補助額分のクーポンコードとパスワードがメールにて届きます。メール記載のURLからアクセスし、
④で申請した宿泊施設のプラン一覧から、申請した日付・希望のプランを選択し、予約内容入力ページに予約者情報等
を入力、割引クーポン情報入力ページにてクーポンコードをパスワードを入力、割引が適用されたことをご確認のうえ
予約完了ボタンを押してください。クーポン金額（補助額）を差し引いた宿泊料金(本人負担額)は、クレジットカードまた
は現地決済にて支払うことができます。

［補助申請が却下された場合］
たびゲーターから、補助申請却下のメールが届きますので、メール本文の却下理由をご確認ください。ご不明な点があ
りましたら共済会へご連絡ください。

注意事項

　※申請ができるのは、利用日から数えて10日前までとなります。直前の日付での申請はできません。

利用申請

④利用申請確認ページで、補助の申請をする泊数と宿泊日を選択、宿泊施設を確認して申請する。
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チケット、補助券は、電話またはFAXにて共済会へお申込みく
ださい。在庫のある券に限り、共済会窓口でもお渡しできます
ので、ご連絡の上お越しください。
※チケットの発送、お渡しは共済会営業日のみとさせていただきます。

052-735-2131（平日8：45～17：15） 
052-735-2134（24時間受信可能） 
https://www.nagoya-kyosai.jp/

名古屋市千種区吹上二丁目6番3号
名古屋市中小企業振興会館6階
　（平日8：45～17：15）
※駐車代金は有料です。

通年利用施設通年利用施設

代金は利用する施設へお支払ください。

共済会へお申込みのうえご利用ください。

チケット申込みサイトから注文できます。

補助券補助券

共済会
申込
共済会
申込

代金は共済会へお支払ください。
（Ｐ.6に振込先あり）

利用の際に会員証を提示してください。会員証会員証

チケットチケット

［電話］

［FAX］

［WEB］

［窓口］

チケットチケット 共済会へお支払い

※３D作品等を鑑賞される場合は別途追加料金が必要です。また、特別興業作品など上記の鑑賞券を利用できない場合があります。

映画鑑賞券
映画館 区　分 共済会料金

チケットチケット

ミッドランドスクエアシネマ、ミッドランドスクエアシネマ２ 他

伏見ミリオン座、センチュリーシネマ

全国のコロナシネマワールド

全国のユナイテッド・シネマ＆シネプレックス

全国のTOHOシネマズ

全国のイオンシネマ

全国の109シネマズ

大　人

大　人

大　人
小　人
大　人
小　人

１，0００円

１，0００円

１，0００円
７００円

１，0００円
７００円

大　人

大　人

大　人

１，0００円

１，0００円

１，0００円

中日本興業

スターキャット

コロナシネマワールド

ユナイテッド・シネマ＆
シネプレックス
TOHOシネマズ

イオンシネマ

109シネマズ

券の有効期限などの詳細は、奇数月発行の福利厚生ニュースを
ご覧ください。

Web
申込
Web
申込

Web
申込
Web
申込

施設等の営業状況は通知なく
変更する場合があります

福利厚生ニュースの表紙写真を募集します！福利厚生ニュースの表紙写真を募集します！福利厚生ニュースの表紙写真を募集します！

応募フォーム

写真について応募できる方
・会員本人が撮影した写真かつ未発表の作品に限り
ます。
・一眼レフ、コンパクトカメラ、ミラーレス一眼、スマー
トフォン、携帯端末で撮影した写真など、撮影機材は
限定しません。
・合成処理したものは不可とします。（トリミングや色
調整は可）
・人物が映っている写真は、映っている人の了承を事
前に得ているものとします。
・当会は、応募された作品について福
利厚生ニュースの表紙写真として優
先的に使用する権利を保有します。
また、掲載する写真は、誌面にあわ
せてトリミング等の処理を行う権利
を保有します。（応募作品の著作権
は、撮影者（会員）に帰属します。）

会員本人
※応募された会員が退会または脱会された場合は、選定対象外となります。

掲載予定号
福利厚生ニュース令和4年7月号～令和5年3月号

応募期間
令和4年5月30日～令和5年1月31日
※上記期間中は随時応募いただけます。
※違う写真であれば何度でも応募いただけます。

応募・選定方法
共済会ウェブサイトの専用応募フォームから、写真をアップロー
ドしてください。掲載する写真は、共済会にて決定し、選定され
た方には掲載の約1か月前にご連絡いたします。QUOカードは
写真が掲載された福利厚生ニュース発行後にお届けします。
※専用応募フォームは、令和4年5月30日に公開予定です。

新企画

募集する写真
名古屋市内 または 愛知県内で撮影した写真（観光名所、風景など）

掲載された方に
QUOカード
2,000円分進呈！

（Ｐ.16に案内あり）
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補助券補助券 現地で精算

東京ディズニーリゾート
東京ディズニーリゾート・インフォメーションセンター
☎０５７０-００-８６３２（10：００～１5：００）
東京ディズニーリゾート・オフィシャルウェブサイト
https://www.tokyodisneyresort.jp

コーポレートプログラム利用券
各種パークチケット　　 １枚につき５００円割引
ディズニーホテル宿泊　１名につき５００円割引

会員お一人につき年間８枚まで

ご利用の際は、「東京ディズニーリゾート・コーポレートプログラム利用者
専用サイト」（dcp.go2tdr.com）より「東京ディズニーリゾート・オンラ
イン予約・購入サイト」にアクセスし、本宿泊予約に必要な下記のプラン
パスワードを入力の上、ご予約ください。
プランパスワード ： DCHDCP2022（半角英数）
※内容は予告なく変更・中止となる場合があります。

「東京ディズニーセレブレーションホテル」宿泊割引
客室料金から10％割引した料金で利用できます。
［対象者］会員とそのご家族（※チェックイン時に会員証の提示を求

められる場合がありますので、必ず持参してください。）
［宿泊期間］令和4年4月2日（土）～令和5年3月31日（金）

（予約期間：～令和5年3月30日（木）20：59まで※宿
泊日の2か月前より予約可能）

　現在、東京ディズニーリゾートでは、パークチケットの窓口販
売が停止されており、当面の間はあらかじめ「東京ディズニー
リゾート・オンライン予約・購入サイト」および「東京ディズニー
リゾート・アプリ」にて日付指定券を購入された方のみ入園す
ることができます。（ホテル宿泊者のパークチケット付きプラン
等を除く）
　当会で配布しているコーポレートプログラム利用券は、オン
ライン予約・購入サイト、アプリにてパークチケットを購入する
際に利用することが可能です。お支払い方法確認画面にて、
コーポレートプログラム利用券の登録をしていただくと割引が
適用されますので、券をお届けする際に同封している案内を
確認のうえ、手続きをしてください。

お問い合わせ

コーポレートプログラム特典

共済会料金

補助券補助券

チケットチケット 共済会へお支払い施設等の営業状況は通知なく
変更する場合があります

毎週月曜日（休日の場合は翌日）
※GW、7月～9月、年末年始・春休みは無休。
※冬期にメンテナンス休館あり。　
名古屋市港区港町1-3　
☎052-654-7080
https://www.nagoyaaqua.jp

名古屋港水族館
共済会料金

大人
高校生
小・中学生
幼児（4才以上）

1,500円
1,300円
600円
200円

2,030円
2,030円
1,010円
500円

区　分 一般料金

※有効期限はありません

共済会料金

場　所

休館日
毎週月曜日（休日の場合はその翌平日）、
年末年始（12/29～1/1）　
名古屋市千種区東山元町3-70
☎052-782-2111
https://www.higashiyama.city.nagoya.jp

共済会料金
大人（高校生以上） 300円 500円

区　分 一般料金

※中学生以下は無料です。
※有効期限はありません。

共済会料金

場　所

休館日

東山動植物園

振込先

チケットチケットチケットチケット

チケットチケット

チケットの代金は共済会窓口にてお支払いいただくか、下記口座にお振込みください。なお、振込手数料はご負担ください。

三菱UFJ銀行 栄町支店
普通　0745297　ｻﾞｲ）ﾅｺﾞﾔｼﾁｭｳｼｮｳｷｷﾞｮｳｷｮｳｻｲｶｲ

郵便局（ゆうちょ銀行）　　　　　 　
00870－0－64613　（公財）名古屋市中小企業共済会

Web
申込
Web
申込

Web
申込
Web
申込

Web
申込
Web
申込

Web
申込
Web
申込

共済会料金 一般料金区　分
4,500円
1,800円
800円
300円

5,000円
2,000円
1,000円
400円

大人
小人
大人
小人

トレーニング室
（5枚綴り）

温水プール
（11枚綴り）

対象施設

共済会料金

＜温水プール＞
日本ガイシスポーツプラザ温水プール、パロマ瑞穂ス
ポーツパーク、露橋、枇杷島、天白、緑、北、中村、名東、千
種、中、東、昭和、守山スポーツセンター、鳴海、香流橋、
南陽、山田西、富田北プール
＜トレーニング室＞
日本ガイシフォーラムトレーニング室、パロマ瑞穂スポーツ
パーク、レインボー黒川スポーツトレーニングセンター、志段
味スポーツランド、露橋、枇杷島、稲永、天白、緑、北、中村、名
東、千種、中、東、昭和、守山スポーツセンター、南陽プール

トレーニング室・温水プール 回数券

※回数券に有効期限はありません。
※大人は高校生以上、小人は中学生以下です。

東京ディズニーリゾート
コーポレートプログラム

利用者専用サイト

施設等の営業状況は通知なく
変更する場合があります

オンライン予約・購入サイトでの
パークチケット購入に利用できます
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三重県桑名市長島町浦安333　
☎0594-45-1111（代表）
https://www.nagashima-onsen.co.jp/

スパーランド
入場

大人（中学生以上）

小学生

幼児（2才以上）

1,000円

500円

100円

1,600円

1,000円

500円

パスポート

大人（中学生以上）

小学生

幼児（2才以上）

4,500円

3,300円

1,800円

5,500円

4,200円

2,500円

ジャンボ
海水プール
入場

大人（中学生以上）

小学生

幼児（2才以上）

3,000円

2,100円

1,000円

3,800円

2,800円

1,500円

ワイド
パスポート

大人（中学生以上）

小学生

幼児（2才以上）

5,900円

4,300円

2,300円

6,800円

5,100円

2,900円

湯あみの島
入館券

大人（中学生以上）

小学生

幼児（2才以上）

1,500円

900円

300円

2,100円

1,300円

700円

お問い合わせ

区　分 共済会料金 通常料金共済会料金

名古屋アンパンマンこどもミュージアム&パークの補助券
は、令和4年4月1日ご利用分からクーポンコードに変更とな
りました。

日付指定WEBチケットは、来場希望日の6日前15時から販売と
なります。また、共済会からお渡しするクーポンコードは、チケット
1枚につき1つ必要となり、おとな券用とこども券用で分かれてい
ます。共済会へ注文する際に、それぞれ必要な枚数をお伝えくだ
さい。購入方法は、クーポンコードをお届けする際に同封している
案内をご確認ください。

●日付指定WEBチケット（電子チケット）が割引の対象となります
●補助券ではなく、クーポンコードが印刷された券を配布します
●チケットを表示するスマートフォンが必要です
●チケットのお支払はクレジットカード決済またはPayPay
決済となります

Nagashima Resort

※令和4年度の全施設休業日は6/27（月）～7/1（金）、
1/10（火）～12（木）、16（月）～20（金）、ジャンボ海水
プール開場期間は7/9（土）～9/26（月）です。
※入場券、パスポート等のチケット内容については施設へお
問い合わせいただくか、ウェブサイトにてご確認ください。

ジャンボ海水プール

※日付指定Webチケットが割引の対象となります。
　（当日窓口販売は割引対象外です。）
※令和4年度の休業日は6/27（月）～7/1（金）、
　1/10（火）～12（木）、16（月）～20（金）です。
※子供（1才以上～小学生以下）には記念品が付きます。

三重県桑名市長島町浦安108-4
☎0594-45-8877
https://www.nagoya-anpanman.jp/

お問い合わせ

入館料
おとな（中学生以上）
こども（1才以上）

1,700円 2,000円

区　分 共済会料金 通常料金共済会料金

補助券補助券

補助券補助券名古屋アンパンマン
こどもミュ－ジアム＆パ－ク

Web
申込
Web
申込

Web
申込
Web
申込

Web
申込
Web
申込

補助券補助券 現地で精算

※入園券、パスポート等のチケット内容については施設へお
問い合わせいただくか、ウェブサイトにてご確認ください。

蒲郡市海陽町2-3
ラグーナテンボスインフォメーション
☎0570-097117
https://www.lagunatenbosch.co.jp/

お問い合わせ

入園券

パスポート

プール付
入園券

プール付
パスポート

大人（中学生以上）

小学生

幼児（3才以上）

大人（中学生以上）

小学生

幼児（3才以上）

大人（中学生以上）

小学生

幼児（3才以上）

大人（中学生以上）

小学生

幼児（3才以上）

1,730円

870円

420円

3,750円

2,760円

1,950円

2,760円

1,320円

870円

4,790円

3,210円

2,270円

2,250円

1,300円

800円

4,500円

3,400円

2,500円

3,400円

1,800円

1,300円

5,650円

3,900円

2,850円

区　分 共済会料金 通常料金共済会料金

ラグーナテンボス

「ラグナシア」

補助券補助券

施設等の営業状況は通知なく
変更する場合があります

利用方法が変更となりました！
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チケット・補助券等のご利用対象者について

友達

同居家族

親戚友達

同居家族

親戚

会員本人と登録の同居親族が対象です。
登録の同居親族とは、共済会に登録している同居の親族（会員
の配偶者、子、父母、兄弟姉妹、孫、祖父母など）に限ります。同居
していない親族、友人等のご利用はお断りいたします。
なお、登録している同居の親族を変更する場合は所定の様式に
て届出てください。
※登録の同居親族以外のご利用が判明した場合は、共済会補助分を請求さ
せていただきます。

Web
申込
Web
申込

Web
申込
Web
申込

Web
申込
Web
申込Web

申込
Web
申込

補助券補助券補助券補助券

補助券補助券補助券補助券

補助券補助券 現地で精算施設等の営業状況は通知なく
変更する場合があります

犬山市犬山官林26　☎0568－61－0870
https://www.japan-monkeypark.jp/

共済会料金

場　所

共済会料金 一般料金
おとな（中学生以上）
こども（2才以上）
おとな（中学生以上）
こども（2才以上）
大　人（中学生以上）
小学生
幼　児（2才以上）
大　人（中学生以上）
小学生
幼　児（2才以上）

区　分種　別
1,300円
　900円
2,200円
1,800円
3,900円
3,500円
2,700円
4,800円
4,400円
3,600円

　900円
　600円
1,400円
1,200円
2,800円
2,600円
1,900円
3,400円
3,200円
2,500円

ワンデーパスポート
（入園料＋乗り放題  
　　　　 ＋プール）

ワンデーパスポート
（入園料＋乗り放題）

入園料＋プール

入園料

一般料金

犬山市今井成沢90-48　☎0568-62-5611
https://www.littleworld.jp

共済会料金

場　所

共済会料金入館料
1,800円
1,400円
1,100円
　700円
　300円

大人（大学生以上）
シルバー（65才以上）
中学・高校生
小学生
幼児（3才以上）

1,400円
1,000円
　800円
　400円
　100円

一般料金

知多郡美浜町奥田428-1　☎0569-87-2000
https://www.beachland.jp

共済会料金

場　所

共済会料金共通入園料

1,800円
　800円

おとな（高校生以上）
こども（2才以上）

1,400円
　600円

リトルワールド
野外民族博物館

遊びの創造ランド

犬山市内山1　☎0568-67-0314
https://www.meijimura.com

共済会料金

場　所

共済会料金 一般料金入村料
2,000円
1,600円
1,200円
　700円

大人
大学生・シニア（65才以上）
高校生
小中学生

1,600円
1,200円
　900円
　400円

博物館 明治村

6月1日から使用可

6月1日から使用可

6月1日から使用可6月1日から使用可

※プールを含むチケットは、プール営業日のみ発売、利用できます。

福利厚生ニュースに刷り込みしていたピンク色の割引利用券は、お一人にお渡しできる枚数が限られており、「枚数が足り
ない」「家族構成と券の枚数が合わない」といったご意見を多数いただいたため、必要枚数をご注文いただいてお渡しする
補助券に変更します。
なお、下記の施設については通年利用いただける施設になりました。6月1日から利用できますので、ご希望の方は共済会
へご注文ください。
野外民族博物館リトルワールド、日本モンキーパーク、南知多ビーチランド・南知多おもちゃ王国、博物館明治村
また、割引利用券を発行していたその他の施設についても、順次補助券のご案内を予定しております。準備が整い次第、福
利厚生ニュースにてご案内いたしますので、ぜひご利用ください。
※くだもの狩りについては、季節限定の補助券を発行します。

割引利用券（ニュース刷込みピンク色の券）が補助券になります
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Web
申込
Web
申込

Web
申込
Web
申込

補助券補助券 現地で精算

こまき・
おかざき

大人（中学生以上）
子ども（小学生）
幼児（4才以上）

650円
250円
100円

850円800円

区　分 共済会料金
通常料金

200円

平日 土日祝
共済会料金

みどり
大人（中学生以上）
子ども（小学生）
幼児（4才以上）

650円
250円
100円

880円850円

200円

400円

400円

こまき 楽の湯
小牧市郷中2-182-2　☎0568-41-1010
みどり 楽の湯
名古屋市緑区鳴海町笹塚22　☎052-878-1010
おかざき 楽の湯
岡崎市庄司田1-14-14　☎0564-71-1010
https://www.rakunoyu.com/

お問い合わせ

会員証 等会員証 等

※小人（4才～12才）は通常料金600円（タオル・館内着な
し）でのご利用となります。

江南市前飛保町栄378-15
☎0587-53-4126
http://www.tenpunoyu.jp/

お問い合わせ

大人（中学生以上）
小人（小学生）
幼児（3才以上）

520円
210円
110円

850円
370円
260円

750円
320円
210円

区　分 共済会料金
通常料金

平日 土日祝
共済会料金

名古屋市南区前浜通1-9　☎052-611-1126
https://www.yu-t.com/

お問い合わせ

大人（13才以上） 1,100円 2,000円1,800円

区　分 共済会料金
通常料金

平日 土日祝
共済会料金

補助券補助券

Web
申込
Web
申込

補助券補助券

補助券補助券

Web
申込
Web
申込

補助券補助券

共済会料金
通常料金

平日 土日祝
区　分

750円
360円
210円

700円
310円
160円

大人（中学生以上）
小人（小学生）
幼児（3才以上）

500円
200円
100円

春日井市松河戸町2－5－4
☎0568－37－4126
https://www.kasugai-shofuku.jp/

店　舗

共済会料金

会員証会員証

共済会特典 レンタカー基本料金の30％割引
※ご利用の際は事前に予約が必要です。
※HV1、P1、W1、T1、P-K、V-K、ハートフルカー・特別料
金等は対象外。　

対象店舗

利用方法

トヨタレンタリース名古屋の全店舗　
共済会ウェブサイトから申込用紙をダウンロードし、
必要事項を記入のうえFAXにてご予約ください。当
日は会員証を提示してご利用ください。

トヨタレンタリース名古屋

共済会料金

場　所 RAKU SPA　GARDEＮ 名古屋
名古屋市名東区平和が丘1-65-2　
☎052-769-1126
https://rakuspa.com/nagoya/

※子供（4才～小学生）は通常料金でのご利用となります。

Web
申込
Web
申込 補助券補助券

施設等の営業状況は通知なく
変更する場合があります

施設等の営業状況は通知なく
変更する場合があります
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共済会料金 通常料金

平　日

土日祝

大　人
（中学生以上）

1,08０円

1,28０円

1,48０円

1,68０円
（税込1,188円）

（税込1,408円）

（税込1,628円）

（税込1,848円）

区　分



会員証 等会員証 等

会員証は
お持ちですか？

　入会時にお渡しする会員証は、割引協定施設を会員証提示で利用する際に

必要となります。紛失された場合は再発行いたしますので、共済会までご連絡く

ださい。なお、結婚等で姓が変わった場合に会員証氏名の変更を希望される方

は、結婚祝金の給付請求とともに会員証をお送りいただきますと再発行いたし

ます。また、退会の際には必ずご返却いただきますようお願いいたします。

会員証会員証
ハウスクリーニング
ブ レ ス

0120－36－7799（フリーダイヤル）

ご予約の際に、「名古屋市中小企業共済会」の会員で
あることを告げ、施工当日に会員証をご提示ください。

㈱ブレス 名古屋営業所
httpｓ://www.kk-bless.com/

予約☎

施工会社

利用方法

共済会特典

バリューコース

　
台所レンジフード清掃A
浴室清掃A（換気扇、バスタブ下）
浴室清掃B（天井、床、バスタブ、扉、蛇口）
エアコン清掃（標準タイプ）
エアコン清掃（自動洗浄機能付）
お掃除便利便2時間

会員価格施工箇所

44,000円

9,878円
9,878円
10,780円
9,878円
17,380円

13,200円

通常料金

59,950円

12,100円
12,100円
13,200円
10,780円
19,800円

19,800円

換気扇・キッチン（シンク、壁、ワークトップ、
排水口）・浴室（バスルーム、鏡、床、タブ下、
洗面台、鏡）・トイレ

共済会特典

共済会特典

①入会金無料、会員証発行手数料の割引
②法人会員料金適用
③利用料の補助
　・Monthlyコーポレート会員：法人料金から300円補助
　・1Dayコーポレート会員：法人料金から100円補助（月4回まで）
　　※同居の親族も同様の割引が受けられます。
　　※コクールは法人会員種別が異なりますので、ご注意ください。

・Monthlyコーポレート会員：レンタル用品最大2カ月無料
　　　　　　　　　　　　　入会時の手数料無料
・1Dayコーポレート会員：入会当日のレンタル用品無料
　※新規でコーポレート会員に入会された方のみの特典です。
　※キャンペーン期間以外は、上記特典を受けることができません。

会員証会員証

利用方法

キャンペーン特典

共済会の会員証（同居の家族はコピーでも可）を、
ルネサンス直営施設にて提示のうえ、入会手続き
をしてください。

利用方法

場　所

ご利用時に会員証をご提示ください。「リ・ブリック」
を事前に予約して利用する場合は、電話予約のみ
割引対象となりますので、予約時に「名古屋市中小
企業共済会の会員」であることを伝え、ご利用時に
会員証を提示してください。インターネット予約に
より利用する場合は割引対象外です。
※予約をキャンセルする場合は、キャンセル料がかかる場合
があります。詳しくは施設へお問合せください。

半田市榎下町8　☎0569－24－7031
http://handa-akarenga-tatemono.jp/

スポーツクラブ
ルネサンス

半田赤レンガ建物

全国のスポーツクラブルネサンスが、法人会員料金＋共済会
補助でご利用いただけます。

部屋・トイレ・洗面所・窓・網戸・照明他

キャンペーン期間は随時ご案内します

施設等の営業状況は通知なく
変更する場合があります

※その他のメニューも会員価格でご利用いただけます。

・ ショップの会計から10％割引（一部商品除く）
・ カフェ＆ビアホール「リ・ブリック」
　　　1会計につき50円引き（団体利用除く）

共済会特典

利用方法

場　所

宿泊の予約をお電話にて行ってください。予約時に「名
古屋市中小企業共済会」の会員であることを伝え、利用
当日にフロントにて会員証を提示してください。イン
ターネット予約により宿泊する場合は特典対象外です。
※予約をキャンセルする場合は、キャンセル料がかかる場合
があります。詳しくは施設へお問合せください。

知多郡東浦町大字森岡字源吾山1－1
☎0562－82－0211
http://www.ahv.pref.aichi.jp/

あいち健康の森プラザホテル
あいち健康の森プラザホテル1泊2食を利用した場合
大人お一人様につき
①アメニティ　②温泉の素　③もりの湯名入れタオル
④ウエルカムドリンク1本（ペットボトル）
⑤レストラン花の木夕食時ドリンク1杯サービス
※コーヒー、紅茶、ウーロン茶、オレンジジュースから選択
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会員証 等会員証 等

お問い合わせ

利用可能店舗

ケンタッキー
フライドチキン

共済会特典

対象店舗

1人一品購入の場合、ソフトドリンク（S）またはポ
テト（S）をプレゼント
※1回につき3名まで。　
愛知県、岐阜県、三重県の対象店舗（一部除く）
※割引対象外の店舗があります。対象店舗は共済会のウェブ
サイトからご確認ください。

共済会特典

対象者

引越基本料金より　20％割引
荷造り用段ボール　最大50箱無料
使用済み段ボール回収　無料　など全10特典　
下記専用ダイヤルに申込みをしてください
特別優待ダイヤル　☎0120－05－1151
※インターネットや他回線からのお申し込み、他の特典をご
利用の場合は特典を受けられませんので予めご了承くだ
さい。　
会員及び同居家族

共済会特典

利用可能店舗

仏壇　定価の10％割引
神仏具・墓石　定価の5％割引
※一部商品、特価品、特注品を除く
※永代使用料、年間管理費、供養料、一部霊園・石種、屋内墓
苑を除く。　
初回来店時に会員証をご提示ください。
※他のサービスとの併用はできません。
※仏壇や墓石をご購入の際は、必ず契約前に会員証をご提示
ください。（それ以降のお申し出は特典無効となります。）　
はせがわ中川店、春日井店、引山店、滝の水店、可
児店始め全国のはせがわでご利用いただけます。

共済会特典 祭壇セットプラン割引（約46万円相当の葬儀特典）
会館法要利用料の割引　28,600円（一般52,400円）
　
会員証の提示または「名古屋市中小企業共済会の
会員」であることの申し出をしてください。
※通夜式の開始までに申し出をしてください。　
会員及び同居家族（3親等まで）　
全国の葬儀会館ティア及び提携会場（公営斎場や
ご自宅、寺院などでのご葬儀でも利用可能です。）　
ティアコンタクトセンター　☎0120-549401
（24時間365日対応）

利用方法
利用方法

利用方法

名古屋市民
おんたけ休暇村

共済会特典 宿泊料金から　5％割引　
「名古屋市中小企業共済会の会員」であることを
告げて予約をし、お支払の際に会員証をご提示く
ださい。
※宿泊あっせん利用料補助もご利用いただけますので、詳
しくはP.3をご覧ください。

場　所 長野県木曽郡王滝村3159-25
予約☎0264-48-2111
http://www.ontake-kyukamura.net/

利用方法

対象者

会員証会員証会員証会員証

会員証会員証

会員証会員証

会員証会員証

会員証会員証

会員登録料　無料（通常1,000円）　
会員制卸　万勝　
名古屋市中区錦二丁目10-30
☎052-204-1147
（地下鉄伏見駅1番出口から徒歩1分）　
会員登録時（初回来店）に会員証を提示、または専
用の登録申込書を持参してください。登録時に会
員カードが発行され、1枚の会員カードで3名まで
入店できます。

共済会特典

対象店舗

利用方法

洋服から服飾雑貨、化粧品や寝具など、一般のお客様でも会
員登録していただくことで、卸価格にてお買い物をお楽しみ
いただけます！

施設等の営業状況は通知なく
変更する場合があります
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共済会
申込
共済会
申込

高森カントリークラブ　
長野県下伊那郡高森町山吹6955-23
☎0265-35-3355
こぶしゴルフ倶楽部
岐阜県可児郡御嵩町前沢8075-6
☎0574-67-6515

ゴルフ倶楽部の割引利用
共済会特典対象ゴルフクラブ

対象日

1名につき1,000円割引　
・高森カントリークラブ
　冬季（12月下旬から3月上旬）
　及び定休日を除く全日
・こぶしゴルフ倶楽部
　全日（クラブが指定する日は除く）　

利用するゴルフ場へ「名古屋市
中小企業共済会の会員」である
ことを申し出て予約してくださ
い。ご予約完了後、共済会までご
連絡いただきますと利用券を発
行しますので、当日クラブで利用
券を提出してご利用ください。

利用方法

会員証 等会員証 等

名鉄トヨタホテル

トヨタ博物館

牧歌の里　

養老ランド

おやつタウン

青蓮寺湖観光村ぶどう狩り・いちご狩り

ミキモト真珠島

伊賀の里 モクモク手づくりファーム

オークラアクトシティホテル浜松

伊豆アニマルキングダム

普通自動車免許（仮免持ち、限定解除除く）20,000円割引、
その他免許（二輪車の限定解除除く）10,000円割引 
宿泊：客室料金の20％割引、食事：対象店舗で1名あたり
3,000円以上のご利用で10％割引、婚礼：出席者1名あ
たり1,000円割引

名鉄自動車学校

名鉄グランドホテル

愛知県

岐阜県

　

三重県

静岡県

会員及び同居家族

会員含む同伴者6名以内

会員及び同伴者4名まで

会員及び同伴者4名まで

会員及び同伴者4名まで

会員と同居家族

会員及び同伴者4名まで

会員及び同伴者4名まで

会員と同居家族

宿泊・レストラン（6階）の料理10％割引、婚礼の割引あり

大人・中高生・シルバー200円割引、小学生100円割引

入園料100円引（冬季間除外）

入園料 大人600円→500円、小人400円→300円

入館料 一般料金より100円引き＆オリジナルベビースター2つプレゼント

ぶどう狩り・いちご狩り入園料50円割引

入場料 大人1,650円→1,200円、小中学生820円→600円

入園料 一般料金より50円、入浴料金 一般料金より100円引

宿泊基本料金 10％割引

入園料30％割引

0565-35-6611

0561-63-5151

0575-73-2888

0584-34-1313

059-254-3082

0565-63-7000

0599-25-2028

0595-43-1489

053-459-0110

0557-95-3535

ご利用の際は必ず会員証を提示してください。予約して利用する施設は、「名古屋市中小企業共済会」の会員割引を使用するこ
とを事前にお申し出ください。

会員証会員証

会員証会員証

東海ブロック（愛知・岐阜・三重・静岡）割引協定施設 抜粋

下記の優待もご利用いただけます。

※施設の都合により、年度中に優待が終了する場合があります。

対象者優待内容電話番号施設名都道府県

対象店舗・所在地等優待内容施設・店舗名
緑区鳴海町文木90
☎0120-141-396 
食事割引対象店舗：涵梅舫、四季、アイリス、
スカイラウンジ203

会員の皆さまにご提供するサービスをより一層充実するた
め、多くの事業所の方に当会の福利厚生制度にご加入いただ
きたいと考えております。お知り合いの事業所で、福利厚生
制度にご興味のある方がいらっしゃいましたら、ぜひ共済会へ
ご紹介ください。制度の詳しい資料をお届けした後、ご希望が
あれば訪問して制度のご案内をさせていただきます。
ご紹介いただきました事業所が新規で入会された際には、ご
紹介元の契約事業所に「ジェフグルメカード」（1枚500円）
を加入人数に応じて贈呈いたします。
皆さまからのご紹介をお待ちしております。

福利厚生制度にご興味のある事業所をご紹介ください！

一会員一企業紹介運動のご案内
福利厚生制度とは別に、退職金共済制度を実施しています。
事業主が毎月、従業員の掛金を払い込むと、これに名古屋市
の補助金を加えて運用し、退職金として従業員に支給され
ます。
◆加入対象：名古屋市内に主たる事業所を有する中小企業等

の従業員（パートタイマーの方も加入できます。）
◆毎月の掛金額：1,000円から30,000円の範囲内で、100

円単位で設定可能です。なお、掛金は全額事
業主負担で、非課税扱いとなります。

詳しくは、共済会へお問い合わせください。

退職金共済制度のご案内

共済会からのご案内

施設等の営業状況は通知なく
変更する場合があります
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■ 全福センターの割引協定施設等
　一般社団法人全国中小企業勤労者福祉サービスセンター（全福センター）の提供する
割引協定施設は、共済会会員の皆さまもご利用いただけます。ご利用の際は必ず「全福セ
ンター会員」とお申し出ください。共済会の会員証は全福センターの会員証を兼ねていま
すので、会員証提示で受けられる割引は、共済会の会員証を提示してご利用ください。
　割引協定施設等の詳細は、全福センターのウェブサイトからご覧ください。全福セン
ターが発行するガイドブックをご希望の方は、共済会へご連絡ください。
※ガイドブックは数に限りがありますので、1事業所1冊までとさせていただきます。なお、在庫がなくなり次第配
布を終了します。

＜全福センターウェブサイト＞ https://www.zenpuku.or.jp

全福センターウェブサイト

①全福センターウェブサイトへアクセス、ログインする
②「じゃらんコーポレートサービス（JCS）」のバナーをク
リック
③関連リンクの「お申し込みはこちら」をクリック
④専用ＩＤ（zenpuku）、ＰＷ（zenpuku55）を入力
⑤リクルートIDを入力
※予約にはじゃらんｎｅｔのＩＤが必要です。お持ちでない方は新規会
員登録をしてください。すでに登録済みの方はそのIDをお使い
ください。

⑥予約内容を入力、確認
⑦支払方法選択、確認 → 予約完了

利用方法

じゃらんコーポレートサービス（JCS）では、全国のホテル
約2万7000施設、プラン数約320万プランからご予約が
できます。JCS限定プランは通常のじゃらんnetよりも更
にお得！

①全福センターウェブサイトへアクセス、ログインをする。
②「社販マーケット」のバナーをクリック
③全福センター専用ページの最下部に記載されているエ
ンターコードを控え、次のページで入力すると、社販マー
ケットを利用できます。
※注文する際には、「インターネットショップ社販マーケット」の会員
登録が必要です。

利用方法

●お届け日［指定なし］のご注文に限り、平日朝１０時ま
での注文で当日発送
●有名メーカーのドリンクなどが最大半額以下
●ご自宅・勤務先へ送料無料（※沖縄県除く）

社販マーケット

福利厚生ニュース［令和４年度］ 通年事業案内

ここからログインを
してください。
ID：tk
pass：zenpuku
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こちらをクリックする
と、パスワードを入力
する画面に移ります。

詳しい使い方の説
明ですので、ご確
認ください。

店舗に設置してあるLoppiで
操作し、レジにてチケットを受
け取ります。

購入の際には、会員氏名、会員番号
の入力が必要です

「購入手数料0円」で利用するためには手
順が限定されています。必ず事前に会員専
用サイトのメニューから、「ローチケbiz+の
使い方」をご確認ください。

Q＆A

利用手順 ご自身のパソコンやスマートフォン等でチケットをお申込みいただくサービスです。

URL：https://l-tike.com/bizplus/premium.html

パスワード：7ocV6WMs
（有効期限：Ｒ4.4.1～Ｒ5.3.31）

①会員専用サイトへ
　アクセスする

②パスワード
　を入力して
　ログインする

③希望のチケットを探し、
　チケットを購入する

④ローソンまたは
　ミニストップで
　チケットを発券する優待チケット等を紹介しています

★チケット購入時のシステム利用料、
　店頭発券手数料が無料
★人気チケットの先行販売や割引もご用意

　『ローチケbiz+（ビズプラス）』では、コンサート、スポーツ、演劇、イベント、アート等のチケットを取り扱っています。ローチ
ケbiz+会員向けおススメチケットの他にも、ローソンチケットにて販売中のチケット（一般発売中の全国・全ジャンルが対象）
も購入可能です。（※一部対象外あり）

Q　ローチケbiz+会員向けおすすめチケットにないチケットも購入できますか？
A　ローチケにて販売しているチケットを手数料無料で購入できます（一部対象外あり）。会員専用サイトからログインして、購入した
いチケットを検索してください。事前にローチケで検索した場合は、「Lコード」を控えておくと検索の際に便利です。

Q　東海地方で開催されるコンサートや演劇のチケットの取扱いはありますか？
A　ローチケbiz+の優待チケット等は首都圏のチケットが多数表示されていますが、ローチケでは首都圏以外にも東海地方や全国の
チケットを販売しており、ローチケbiz+のサイトから手数料無料で購入できます（一部対象外あり）。Lコードで検索するか、「愛知
県」や公演名などで検索すると、購入できるチケットが表示されます。

使い方ガイド会員専用サイト

①上記のURLを検索またはQRコードを読み取り、ローチケbiz+の会員専用サイトへアクセスする。

②パスワードの入力欄に　7ocV6WMs　を入力する。

福利厚生ニュース［令和４年度］ 通年事業案内

■ 
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Lコードまたはフ
リーワードを入
力し、検索してく
ださい。

こちらをクリックすると、
予約内容の確認ページ
またはクレジット情報
入力ページに移ります。

③検索欄にLコードまたはフリーワードを入力して検索、希望のチケットを申込みする。
※ローチケで購入したいチケットを検索した場合はLコードを控えておき、こちらのページで検索してください。購入したいチケット
が表示されない場合は、ローチケbiz+では購入できません。（手数料無料等の対象外）

④チケット引取方法・支払方法の選択ページにて、引取方法・支払方法を選択し、マイページログイン用のパスワー
ド、メールアドレス、電話番号、会員氏名、パスワードの下4桁（6WMs）、会員番号を入力する。入力後、ページ最
下部の【次へ】ボタンを押す。
※支払方法にクレジットカードを指定した場合は、次のページでクレジット情報を入力してください。

⑤予約内容の確認ページにて、申込内容に間違いがないか確認し、予約を確定する。
※予約が完了すると、入力したメールアドレスに予約内容と予約番号、チケットの引取期間が記載されたメールが届きます。

⑥ローソンまたはミニストップの店頭端末Loppiを操作して発券手続きを行い、レジカウンターにてチケットを受
け取る。
※Loppi専用コードを使うと店頭引取が簡単にできます。Loppi専用コードはローチケbiz+内の申込履歴ページ→申込詳細ページ
で表示できます。
※店頭支払の場合は、レジカウンターで代金をお支払いください。

マイページログイン用のパスワード、
メールアドレス、電話番号を入力

取引方法を選択

会員氏名を入力

パスワード下4桁（6WMs）を入力

会員番号を入力

支払方法を選択

福利厚生ニュース［令和４年度］ 通年事業案内 15



■ 共済会ウェブサイトから、補助券等の注文ができます！

こちらをクリック
するとチケット申
込サイトへ移動
します

注文したチケットが発送され
ているかの確認はこちらから

福利厚生ニュース最新号の
情報はこちらから

福利厚生の申請書類や申込用
紙のダウンロードはこちらから

こちらからもチケット申込サ
イトへ移動できます

【初めての利用】
こちらからウェブ会員の新
規登録をしてご利用くださ
い。登録の際には、会員番号
と認証コードが必要です。

［会員番号］
福利厚生制度にご加入いた
だいた際にお渡しした会員
証をご覧ください。

［認証コード］
nagoya08

【２回目以降の利用】
ウェブ会員登録時に設定
したメールアドレスとパス
ワードでログインしてから
ご利用ください。

共済会ウェブサイト

共済会ウェブサイト https：//www.nagoya-kyosai.jp/
ウェブサイトにも福利厚生ニュースを掲載しております

編集と発行 令和4年5月1日

（株）イノウエ 納 

（公財）名古屋市中小企業共済会
名古屋市千種区吹上二丁目6番3号
☎〈052〉735-2131　FAX〈052〉735-2134
営業時間：8時45分～17時15分
休 業 日：土・日曜日、祝祭日、12月29日～1月3日

名古屋市  共済会  で 検索

福利厚生ニュース［令和４年度］

＜共済会ウェブサイト＞ https://www.nagoya-kyosai.jp/

＜チケット申込サイト＞  https://ticket.nagoya-kyosai.jp

通年事業案内

チケット申込サイトから注文できるチケット・補助券（※令和4年５月１日時点）

ディズニーリゾート、ナガシマリゾート（ナガシマスパーラン
ド・ジャンボ海水プール・湯あみの島）、名古屋アンパンマンこ
どもミュージアム&パーク、ラグーナテンボス「ラグナシア」、
楽の湯（こまき・みどり・おかざき）、松竹温泉天風の湯、湯～
とぴあ宝、春日井笑福の湯、RAKU SPA GARDEN名古
屋、リトルワールド、日本モンキーパーク、南知多ビーチラン
ド・南知多おもちゃ王国、明治村

補助券
映画鑑賞券、名古屋港水族館、東山動植物園、市営ト
レーニング室回数券、市営温水プール回数券、福利
厚生ニュース奇数月号に掲載されているチケット（一
部除く）
※ネット決済には対応していません。電話注文と同じく共済会
の振込口座へチケット代金をお支払いください。

チケット

チケット申込サイト
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