
ジェイアールウエスト倶楽部

ジェイアールウエスト倶楽部とは、お勤め先の会社が導入している「福利厚生制度」のことで、お勤め先の会社の代わりに当クラブが
「社員」とその「ご家族の皆さま」に福利厚生のサービスを提供させていただいております。具体的なサービス内容としては、国内外
の宿泊施設やパッケージツアーといった旅行関連メニューにはじまり、育児・介護サービス、スポーツクラブ、レジャーランド、飲食
店など、多くのサービスを会員料金や会員限定の特典でご利用いただけます。

お得な情報はココでチェック！

メールマガジン

記載のサービス・料金等は2021年4月末現在のものです。詳しいサービス内容は会員専用サイト・ガイドブック・会報誌等をご覧ください。サービス・料金等は予告無く追加・変更・廃止される場合があります。予めご了承ください。

ココ
会員専用サイト
トップページ右上

「メルマガ登録」
をクリック！

LINE＠
公式アカウント

“友だち追加”でお得情報ゲット!月2回配信予定!

友だち追加

「＠reloclub」で 検索し
「追加」をタップ

アプリ
外出先でもすぐサービスの確認ができる便利なアプリ！！

マップやキーワード検索ができます!
最新情報は会員専用サイトでチェック！

アプリから会員専用サイトへアクセス
できます！

キャンペーンなど旬な情報を随時更新！ホーム

会員サイト

クーポン

チェック

携帯会員証

人気・お気に入り・エリアクーポンを表示！

毎週更新！情報を“チェックするだけ”でギフトが貯まる！

使いたいときに、すぐ提示！

ゴールドコースの皆さま

ご利用前の準備

ここではとっても簡単なアプリの登録方法をご説明いたします！
パソコンからも同じように簡単にご設定いただけます。

App Store

Google Play

1.

ID:会員ID

PASS：仮パスワード
仮パスワード

※androidとi Phone、またそれぞれのバージョンの違いによっても表示される内容が異なる場合がありますので
あらかじめご了承ください。

アプリはこちら
からダウンロード

ください。
アプリをダウンロードし
ログイン画面まで進みます。

2. 個人情報の取り扱いについて
ご確認いただき「同意する」
をクリック！

リロ タロウ

3. パスワード変更画面にて、お客様情報をご入力ください。

まずはパソコン、またはアプリから会員専用サイトにログインし、本パスワード登録を
行ってください。

「設定する」を
ご選択ください

4.
本パスワード設定が完了
しました!!サービスがご
利用いただけます！

パスワードを忘れた際
この質問に答えること
で再発行が可能です。
できるだけ簡単で、忘
れても答えられる質問
にしておくとスムーズ
です！

本パスワード登録

パスワードは
8桁以上10桁以内
でご設定ください

※会員IDは会員証を
ご確認ください。

App Store または Google Play
より「リロクラブ」で検索して

アプリを インストール!

※仮パスワードは会員証が貼り付け
られた台紙に記載しています。

000000-0000

ID・パスワードをお忘れの場合は、福利厚生倶楽部 カスタマーセンターへお問合せください。

0120-982291 営業時間 平日 /10:00～18:00 土日祝/10:00～17:00

ご利用できる方

※会員ご本人と同条件でご利用いただけます。※一部のサービスは利用範囲が異なります。詳しくはお問い合わせください。

会員ご本人・配偶者からリゾートメニュー
国内外の宿泊施設、ビジネスホテルの「宿泊」や
パッケージツアーなどの余暇支援メニュー 3親等内 までの方

会員ご本人・配偶者からグッドライフメニュー
ショッピング、グルメ、育児、レジャー施設など
の生活支援メニュー 2親等内 までの方

ご利用方法

1.会員証提示 2.会員専用サイト

3.福利厚生倶楽部カスタマーセンター

4.コンビニ端末

※サービスによりご利用方法が異なるため、ご利用前に会員専用サイトでご確認ください。

0120-982291

www.fukuri.jp

営業時間 平日 /10:00～18:00 土日祝/10:00～17:00

今日は映画が観たい！そんな時はコンビニ端末でも発券がオススメです。
※コンビニ端末により購入対象商品は異なります。詳しい利用方法及び対象商品を会員専用
サイトにてご確認のうえ、ご購入ください。※レジ精算後の変更、払い戻しはできません。

ファミリーマート

Famiポート
購入時に必要なもの
・会員ID(ハイフン含む11桁)
・パスワード

使い方は
こちら

使い方は
こちら

使い方は
こちら

ローソン

Loppi
購入時に必要なもの
・会員ID

(上から7桁、ハイフン不要)

セブンイレブン

マルチコピー機
購入時に必要なもの
・会員ID

(上から7桁、ハイフン不要

アプリから「携帯会員証」を表示、ご提示いただくだけで特典をご利用
いただけます。

福利厚生倶楽部ご本人とご家族

購入できる劇場鑑賞券(一例)
・イオンシネマ
・109シネマズ&ムービル
・ＭＯＶＩＸ＆松竹系映画館

パソコン、またはアプリから会員専用サイトにログインし、
サービスをご利用いただけます。

【ジェイアールウエスト倶楽部活用MOVIE】
利用方法、おススメメニューや制度など
“ジェイアールウエスト倶楽部の活用方法”を動画でご紹介。初めての方も、

賢く使いたい方も
会員専用サイト、企業専用メニューの

“ジェイアールウエスト倶楽部活用MOVIE”をクリック！

2021年4月より
ご案内開始‼

会報誌に掲載して
いる、JR西日本

グループのお得な
情報もご案内

5.その他

対象施設に直接ご連絡いただき、申込・予約をしてください。

会員専用サイトより優待券をお申し込みいただき、当日施設にて優待券をご提出ください。

会員専用サイトで表示されるクーポンを印刷し、ご提出ください。

優待券

印刷クーポン

直接申込

携帯サイト・アプリで表示されるクーポンをご提示ください。画面提示クーポン



リゾートメニュー

国内宿泊施設

1室2名
素泊り/平日・休日 6,100円～

1室3名
素泊り/平日・休日 8,550円～

1室3名
素泊り/平日・休日 4,800円～

1室3名
素泊り/平日・休日 4,400円～

1室3名
素泊り/平日・休日 6,563円～

森のスパリゾート
北海道ホテル

天然温泉 灯の湯
ドーミーインPREMIUM小樽

HAKODATE 男爵倶楽部
HOTEL＆RESORTS 花もみじ

グッドライフメニュー

グルメ スポーツ&アウトドア

あそぶ

★スポーツクラブ

★レジャー
全国のレジャースポットが4,000ヵ所以上・最大75％OFF

期間限定でレジャー施設 入園無料or半額も登場！

リフレッシュして、仕事のモチベーションUPを応援します。

★映画

イオンシネマ
一般1,800円 → 1,300円

★日帰り入浴

会員専用サイト 事前購入

会員専用サイト カスタマーセンター

全国約3,800の施設が
法人会員料金で利用可能。
もちろん2親等内なら
ご家族もご利用できます！

都度利用制度

1回から気軽に
始めらます！ 会員証

会員証

会員証

★プレミアムゴルフデスク

会員特別料金

会員専用サイト

★グルメ

★お食事券

ジェフグルメカード 500円券 → 485円

1室3名
素泊り/平日・休日 6,000円～

札幌グランドホテル

※詳細は会員専用サイトをご確認ください。

会員専用サイト 事前購入

会員証 印刷クーポン

会員証 印刷クーポン

チケットレスが便利!「ギフトコード」
・スマホ、携帯でギフトコードを

受信するので、チケットの郵送
を待つ必要なし!

・劇場HPで観たい作品の事前予約
可能。当日は発券機で発券すれ
ばOK!

回転寿司
函館まるかつ水産

通常、予約が取りにくい名門コースのご予約をゴルフデスクで承ります。
名門コースだから味わえる充実感、満足感を体感してください。

会員証 印刷クーポン

画面提示クーポン

画面提示クーポン

会員証 印刷クーポン

画面提示クーポン

海鮮炉ばた
産地直送北海道

飲み放題120分

1,800円→690円
お食事された方

お会計より5％割引

大雪地ビール館

飲食ご利用の方

最初のオーダーで
グラスビール1杯

サービス
コナミスポーツクラブ 1,320円～

ＲＩＺＡＰ2週間トライアルコースご入会の方 商品券

（VJAギフト券）5,000円分進呈

女性だけの３０分フィットネスカーブス
試せる！くらべる！５回無料チケット プレゼント

ユナイテッドシネマ
一般1,500円～1,800円 → 1,300円

ホテルモントレエーデルホフ札幌カルロビ・バリ・スパ

ご入浴料金 一般・ビジター 3,000円→1,500円

会員証 印刷クーポン 画面提示クーポン

スカイリゾートスパ「プラウブラン」
入浴料 １８才以上 2,960円→2,520円

小樽運河クルーズ
デイクルーズ 大人（中学生以上）1,500円→1,400円

あそびパーク・あそびパークＰＬＵＳ

お子様（対象）が50分以上ご利用の場合 ご利用料金10分間の割引

さっぽろテレビ塔展望台
入場料 大人(高校生以上) 800円→ 700円

会員証 印刷クーポン 画面提示クーポン

観覧車 ノリア

ワイズホテル旭川駅前

乗車料金 600円→ 500円

画面提示クーポン

旅行補助制度

500円補助

人気のホテルグループや旅行会社の宿泊サービスが会員特典でお得に
ご利用いただけます。

500円補助／人泊

お一人様
1泊あたり
宿泊代金

お一人様
1泊あたり
宿泊代金

大人1,500円補助

小人1,000円補助

まなぶ

お祝い制度・働く人を支える制度

育児&介護

★育児

一時保育補助制度 チケット300

一時保育料金 お子さまお一人のご利用時間 1時間につき 300円引

病児保育補助制度 B-sunny

病児・病後児保育時の一時保育料金 年間最大12,000円補助

月極保育補助制度 mammy

月極保育料金 月額最大20,000円補助

Ｇａｂａマンツーマン
英会話

英会話イーオン ベルリッツ
入学金33,000円

→無料

資格の大原

受講料 5％OFF

資格の学校TAC
入会金10,000円

→無料

生涯学習のユーキャン

当クラブより
会員特別ご優待進呈

お祝の品プレゼント

結婚お祝い制度

対象のスポーツクラブ

1回利用無料券プレゼント

スポーツクラブ
スタート支援制度 当クラブ経由で

対象のランドセルをご購入の方
最大5,000円相当を還元

ランドセル購入お祝い制度

eラーニング当クラブ厳選コース
受講無料

新入社員
フリートレーニング制度

[資格Ⅰ]取得の方に

10,000円相当を還元

資格取得お祝い制度

10,000円相当を還元

脱メタボお祝い制度

20,000円相当を還元

住宅購入お祝い制度 新築物件

「ふろむな倶楽部スタンダード」
会員権利(永年分)プレゼント
入会金5,000円（税抜）無料

定年退職お祝い制度

くらし

販売価格より
10％OFF

クオ・カード2,000円券

→ 1,980円

洋服の青山 フェリシモ

【金券】クオ・カード

買取金額

10％UP

宅本便
（ブックオフオンライン）

ワンデイスキップ

17~55％OFF

ニッポンレンタカー

1年2台版

23％OFF

アンラボ ブイスリー
セキュリティ

全商品

10％OFF 

★介護

おやのこと応援制度
応援グッズをプレゼント

おやの住まい相談所
おやの住まい相談所の無料相談利用の上、対象施設にご入居の方

30,000円相当を還元

「きずな生活」をお申し込みの方 10,000円相当を還元

介護グッズ購入補助制度

他にも福利厚生倶楽部のオリジナル制度が充実！
会員専用サイトをご確認ください。

記載のサービス・料金等は2021年4月末現在のものです。詳しいサービス内容は会員専用サイト・ガイドブック・会報誌等をご覧ください。サービス・料金等は予告無く追加・変更・廃止される場合があります。予めご了承ください。

会員専用サイト 会員専用サイト

会員証会員専用サイト 会員専用サイト 会員専用サイト

会員専用サイト 会員専用サイト 会員専用サイト

会員専用サイト会員専用サイト WEBクーポン会員専用サイト 補助券請求

会員専用サイト

会員専用サイト

会員専用サイト

直接申込

会員専用サイト

会員専用サイト

会員専用サイト

介護グッズ 会員特別価格

お買い上げ5,000円以上 500円補助＆送料無料

会員専用サイト

最大

※制度により申請対象者が異なります。詳細は会員専用サイトをご確認ください。

高校生以上 入学金33,000円

→無料

500円補助／人泊最大

入学金33,000円

→無料

会員専用サイト 会員専用サイト

会員専用サイト

パッケージツアー

最大12％補助

取り扱いブランド多数！
最大手旅行会社からこだ
わりの専門旅行会社まで、
ツアーブランドに補助を
適用！

会員専用サイト

ぶらっとニッポン

期間限定企画！宿泊補助等の特別会員特典！

会員専用サイト

オンラインツアー

ご予約1ツアーにつき
ベルトラポイント

100ポイントプレゼント

【宿泊料金】

会員特別料金

星野リゾート 変なホテル会員専用サイト 会員専用サイト 会員専用サイト 会員専用サイト

おすすめホテル

コンパシーゴー
オンライン海外旅行体験

国内・海外オプショナルツアー予約

ＶＥＬＴＲＡ

ツアー参加料金 30％OFF 
【宿泊料金】

会員特別料金

札幌 函館 定山渓

帯広 旭川 小樽


