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❷アプリにログイン
● IDとパスワードは1回の入力でOK　● 2回目以降ログイン不要
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Store

Google
PlayTM

App StoreまたはGoogle PlayTMで　　　　　　　　　⇒インストール
❶アプリをインストール

リロクラブ 検索
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表示！！
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使える。家族も使える

すぐ
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使える
クーポン満載！！

※ワンタップでクーポン表示
●人気クーポン  ●エリアクーポン

アプリが便利！

ログインID・パスワードを忘れた方
会員専用サイトログインページにある
「会員ID・パスワードを忘れた方はこちら」
をクリック

www.fukuri.jp

2017年 オリコン日本顧客満足度調査 11福利厚生サービス第 位

日本の美しい風景 （新潟県　長岡まつり大花火大会）

● 巻頭 P.01「ジェイアールウエスト倶楽部」発足式

 家族で使えるリロクラブアプリ 巻末 P.01● 

JR West Club Useful News2017 Vol.02 ［夏だより］

ジェイアールウエスト倶楽部がお届けする会報誌

シネマ★
コンシェルジュ

この夏、見たい話題作をチェック！

宿泊補助キャンペーンなど 

夏休みのおすすめ
お宿トップ10

高原 海

夏に嬉しい 割引が登場



株式会社JR西日本コミュニケーションズ
西日本電気テック株式会社
株式会社京都駅観光デパート
株式会社レールテック
大阪ターミナルビル株式会社
嵯峨野観光鉄道株式会社
株式会社JR西日本ITソリューションズ
株式会社てつでん
西日本電気システム株式会社
株式会社JR西日本ヴィアイン
株式会社ジェイアール西日本リネン

（リロクラブ加入順）

― 発足式に出席された会社一覧 ―

平成29年4月11日（火）ジェイアール西日本ウェルネット本社において、
「ジェイアールウエスト倶楽部」発足式を開催いたしました。

前年度時点で既に「リロクラブ」に加入されておりました11社にご臨席を賜り、
リロクラブ社の担当者とともに、盛大に執り行いました。

「ジェイアールウエスト倶楽部」
発足式を開催しました！

「ジェイアールウエスト倶楽部」
発足式を開催しました！

ご臨席の皆さまよりあたたかいお言葉を頂戴しました 事務局より挨拶をさせていただきました

JR西日本ITソリューションズ
前中社長

西日本電気システム
横山社長

リロクラブ
岡本常務

ジェイアール西日本リネン
吉田社長

ジェイアール西日本ウェルネット
今井社長

引き続きよろしく
お願いします！

アプリが
便利ですよ。

当日はあいにくの雨で皆さまお足元の悪い中、ご臨席賜りましてありがとうございました（事務局一同）

懇親会の様子
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引越
ハート引越センター

引越基本料金（税抜）　30％OFF

グルメ
全国共通お食事券

500円 →　480円

介護
介護相談ダイヤル
相談料　無料

賃貸
いい部屋ネット大東建託　家賃補助制度
家賃（1か月分）50％相当額の商品券プレゼント
ショッピング

Amazon ギフト券
券面額（1,000円
～50,000円分）の 2％OFF

車購入
日産自動車 新車販売　新車ご購入の方
商品券15,000円分プレゼント

スポーツクラブ
ティップネス

月会費　2,160円引

リフォーム
住友不動産の新築そっくりさん
請負工事金額　3%OFF

住宅購入
ダイワハウスxevoΣ

建物本体価格（税抜）　3%OFF

家具
ニトリ

配送家具　会員特別価格
スキルアップ

資格の学校TAC

入会金  無料   受講料  10%OFF

レンタカー
ニッポンレンタカー

ワンデイスキップ
一般料金より  20～55%OFF

※ こちらで紹介しているサービス内容は一例になります。詳しくはガイドブックまたは、会員専用サイトでご確認ください。

老若男女共通して楽しめるサービスの一部です。ライフイベントに合わせてさまざまなサービスをご用意していますのでぜひご活用ください。

その2  さまざまな年代の方が共通して楽しめる多彩なサービス

映画鑑賞
TOHOシネマズ

1,800円 →1,300円
休日はよく映画を見に行くのですが、 
ジェイアールウエスト倶楽部を利用したら
映画鑑賞チケットが1,800円から1,300円
と500円もお得に♪
コンビニ端末から即日購入ができるので、
急に映画が見たくなった時でもすぐに
サービスを受けることができ、とても重宝
しています。

利用者の声

旅行
お一人様1泊2食付

7,800円～
仕事の疲れを癒したいと思い、ゴールデ
ンウィークに妻と旅行に行ってきました。
そこでジェイアールウエスト倶楽部を利用
したところ、有名な温泉宿にかなりお得に
泊まることができました。
豪華なお料理と気持ちの良い温泉に妻も
満足していました。
また利用したいと思います♪

利用者の声

レジャー
入場券

最大56%OFF
休日は、子どもを連れてよくレジャー施設
へ遊びに行きます。先日遊園地へ行った際
はジェイアールウエスト倶楽部のおかげで
入場料が安くなり、妻も大喜び、子どもの
楽しむ様子も見ることができました。
レジャー施設は家族も２親等までサービス
を受けることができるので、今度両親も連れ
てどこか遊びに行きたいと考えています♪

利用者の声

あらゆる世代が

使える！
自分のニーズに
あったサービスを
かしこく利用！

自分のニーズに
あったサービスを
かしこく利用！

その1  年代別人気の制度
20代 30代 40代 50代 60代～

定年退職お祝い制度

成人お祝い制度
UR賃貸住宅家賃補助制度
資格取得応援制度

ご出産・マタニティお祝い制度
結婚お祝い制度

入学お祝い制度（幼稚園・保育園・小中高）
おやのこと応援制度
住宅購入お祝い制度

リフォームお祝い制度
介護補助金制度ぷらす
介護グッズ・購入補助制度

結婚、出産、マタニティ
のときもお祝いが
もらえるなんて！

「定年退職お祝い」が
もらえるのはうれしい！

宿泊
ホテル大阪ベイタワー

お一人様
1泊素泊り 3,300円～

先週の土日を使って夫と娘と3人で大阪へ旅
行に行きました。USJで1日遊びたい！という娘
のリクエストで、素泊りのホテルを探したのです
が、ジェイアールウエスト倶楽部のガイドブック
の中でぴったりのホテルを見つけたんです。 
なんと家族3人で泊まっても1万円を切るという
お得さで、USJに近い場所だったので移動にも
困らず、とても充実した休日になりました♪

利用者の声

詳細はガイドブックをCHECK！
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本人・配偶者から３親等以内の親族が宿泊利用可能。
（親族のみの利用もOK）

〈ジェイアールウエスト倶楽部 会員特典適用範囲〉

携帯　
会員証なら

家族みんな
が

使えます！

「家族で
4 4 4

　」使える
リロクラブアプリ

▶ パソコンまたは携帯電話より会員専用サイト（www.fukuri.net）へログインして利用する
▶ スマートフォンの方は「リロクラブアプリ」をインストールして利用する

携帯会員証がついているので、「会員証提示サービス」もご利用
いただけます。また、一度インストールしてログインしておけば 
会員ID・パスワードの再入力が不要になり、とても便利です。

App StoreまたはGoogle PlayTMにて「リロクラブ」で検索し、アプリをインストールしてください。

A. 家族に「会員ID」と「パスワード」を共有してもらおう！

iOS版（App Store） Android版（Google PlayTM）

QRコードから
インストール

本人 兄弟姉妹

叔父叔母

姪甥

両親

祖父母

曾祖父母

兄弟姉妹

叔父叔母

姪甥 子

孫

曾孫

両親

祖父母

曾祖父母

配偶者

グッドライフメニューの利用範囲

リゾートメニューの利用範囲

FAMILY TOGETHER

リロクラブアプリなら！

家族みんなで使いたい！
でも、どうやって使うの？Q.

グッドライフメニュー
くらしガイドブック

２親等まで

リゾートメニュー
宿泊ガイドブック

３親等まで
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10月号～ 初秋だより～

❺掲載記事最終提出
ジェイアールウエスト倶楽部事務局➡グループ会社さま

④の時点で修正があった場合、修正をした最終決定の記事を
ご提出いたします。なお、この時点で提出した記事に修正を 
入れることはできませんのでご注意ください。

9月5日

❹最終決定
グループ会社さま➡ジェイアールウエスト倶楽部事務局

最終決定になります。修正がある場合、必ず8月24日までに
ご報告ください。（修正がない場合もご一報ください）8月24日

❸掲載案提出
ジェイアールウエスト倶楽部事務局➡グループ会社さま

打合せをした内容をもとに、記事の案を作成し、一度ご確認
いただきます。修正したい部分があれば、次の項目の④ 
最終決定までにご報告ください。

8月22日

❷打合せ（編集）
グループ会社さま➡ジェイアールウエスト倶楽部事務局

どういった情報を掲載するか（割引商品、割引クーポン等）
また、掲載する詳しい文章等、直接打合せをさせていただき、
内容を固めていきます。

7月27日
〜

8月9日

皆さまの会社の情報を
ジェイアールウエスト倶楽部会員に
ご紹介しませんか？

掲載までのスケジュール
掲載期間：2017年10月下旬（配布）～2017年12月末日

❶記事募集
掲載依頼が多数の場合はご相談させていただきます。

自社のお得な情報をぜひジェイアールウエスト倶楽部会員
に紹介したい！と興味をお持ちでしたら、お気軽にお電話 
またはメールで事務局までお問い合わせください。

7月1日
〜

31日

大募集！！
詳しくは事務局までご相談ください

★ジェイアールウエスト倶楽部事務局★ 丸池

― 編集後記 ―
今月号は4月に開催した発足式の様子や、便利

な活用方法などをご紹介しました。

8月号からはグループ会社さまの情報も掲載し

ていく予定です。引き続き10月号以降のご応募

もお待ちしておりますので、下記事務局まで 

ぜひお問い合わせください！

お問い合わせ
■ E-MAIL　jrwestclub@jrwelnet.com
■ TEL 06-6105-0933 ■ FAX 06-6305-0101
■ JR （071）2077 ■ JR FAX （071）4863

（株）ジェイアール西日本ウェルネット 企画部開発課
担当：下平尾、松藤、丸池

ウェルネットのホームページでは

「ジェイアールウエスト倶楽部」の制度についてご紹介しています。
※ご利用いただける商品に関しましては、会員専用サイト（www.fukuri.net）をご覧ください。

右のバナーを探してみてね。

こちらの
バナーを
クリック！

STEP 3

こちらのバナーをクリック！

wel11841パスワード

wjrwID

STEP 2

「JRウェルネット」で検索

JRウェルネット

STEP 1

ホームページのご案内

※加入会社限定！掲載費は無料
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