
会員本人が会員証を各店舗でご提示ください。または、予約時に
ふれあう共済会員であることを申し出て、会計時に会員証をご提示ください。
会員とその家族　　　　　と表示があるのは会員のみ
他の割引との併用はできません。割引内容の詳細や営業日等は施設に直接お問い合
わせください。契約内容に変更があった場合、ホームページでお知らせします。

利用方法

適用範囲

利用上の注意

 割引協力店のご紹介
割引協力店にご協力いただける事業所はふれあう共済事務局までご連絡ください。

運動

ビジター料金
1,000円（税別）

➡ 550円（税別）

熊本テルサフィットネスクラブ

熊本市中央区水前寺公園２８-５１
☎ ０９６-３８７-２５５４

トレーニングジム、スタジオ、プール（現在のところ
採暖室利用不可）、サウナ。利用時間３時間以内。
オーバータイム１時間につき５5０円（税別）
※テニス教室対象外

スポーツクラブ&スパ　ルネサンス

運動

Monthlyコーポレート会員
（使いたい放題）

1Dayコーポレート会員
（都度払い）

熊本学園大通24　熊本市中央区大江２-１-71
☎096-375-7355
熊本南24　熊本市中央区南熊本１-９-25
MMRくまもと３～５F　☎096-375-6040

流泳館 熊本西部スイミングクラブ

運動

肥後サンバレーカントリークラブ画図ゴルフ

ゴルフ

矢部サンバレーカントリークラブ

ビジターのみ
コイン1枚
350円（税別）

8,800円 /月

1,650円 /回

サカイキタガワダンス教室 パソコン教室PCクリエイト

※対象外の講座あり

玉名市築地１９１-１　
☎０９６８-72-０３３１

＠はっぴぃパソコン教室 ハヤカワスポーツ

買い物

三国屋本店

清田眼鏡店（メガネのきよた）

植木カントリークラブ

※早朝・薄暮プレーは対象外

㈲川津刃物卸店 ㈲合掌

P6・P7は取り外して保存がおススメです

会員限定

会員限定会員限定 成人クラス限定
ビジター利用料金 20％割引

プレイ料金 
500円割引

プレイ料金 
500円割引

プール、ラジウムイオン温泉、サウナ、流水浴、
全て利用可。利用時間制限なし。

熊本市西区城山半田４-６-18
☎096-329-6660

手数料（1,100円）・レンタル料金などが無料になるキャ
ンペーン（不定期）は会報誌でお知らせします。

ゴルフ

※早朝・薄暮プレーは対象外

自己啓発

ゴルフ

食事料金
1,000円（税別）

➡ 無料
➡ 1,100円

➡ 　 900円

運動
熊本市中央区水道町９-13-２F
☎096-326-5432

社交ダンス１レッスン 
2,200円

ボディケア１回15分 
990円

入会金
10,000円（税別）➡ 8,000円（税別）

光の森校　菊池郡菊陽町光の森６-19 -１　
　　　　　☎096-285-8205
京町校　　熊本市中央区京町２-８-８
　　　　　☎096-352-6255
花立校　　熊本市東区花立２-６-５
　　　　　☎096-285-5355

定価1,000円（税別）以上の商品を10％割引
＜対象店舗＞
スポーツ館上通本店  
　　　　熊本市中央区上通町９-１
　　　　☎096-324-3700
山鹿店　山鹿市方保田字鳥越3431-１
　　　　☎0968-32-0036
八代店　八代市本町１-７-33
　　　　☎0965-34-0555

※一部商品・特価商品を除く

熊本市中央区下通１-８-29
☎ ０９６-353-4101

熊本市東区錦ヶ丘２-14
☎ ０９６-365-3500

一般メガネ（プロパー商品）・
サングラス
店頭表示価格から10％割引

熊本市東区戸島５-16-41
☎ ０９６-380-3261

熊本市西区島崎５-４-37
☎ ０９６-359-7720

※線香、ロウソクは対象外

➡ 280円（税別）

熊本市南区田迎町田井島208　
☎096-370-5539

上益城郡山都町北中島2228　
☎0967-75-0121

会員限定

熊本市北区植木町岩野3725-5　
☎096-273-2828 自己啓発

パソコン講座受講料
一般料金から10％割引

現金購入の際、10％割引
※結婚式の引出物や特価品は割引対象外

買い物

仏壇等取扱商品　10％以上割引

買い物

全商品　10％割引

買い物買い物

※小物類、割引商品、セット商品は割引対象外

ゴルフ

会員限定

阿蘇郡西原村鳥子3415　
☎096-293-7111
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旅行

下記①～⑤の旅行代金３％割引

ユニオントラベル熊本

熊本市中央区九品寺４-1-８
☎ ０９６-３71-2022

①ユニオントラベル熊本の国内主催旅行
②近畿日本ツーリスト　海外：ホリディ　国内：メイト
③日本旅行　 海外：マッハ　国内：赤い風船
④ＡＮＡ国内　 国内：スカイホリデー
⑤ＪＡＬ国内　 国内：ＪＡＬパック

※但し割引に適さないと判断した商品は除く。
※ ユニオントラベル熊本を通しての申込が必要。

中島広隆海事代理士事務所

入会金 
25,000円

㈲ウルトラハウス

熊本市中央区中央街６-７東洋銀座ビル２Ｆ　
☎０９６-２４３-５５３３

※初期費用として別途登録料、サポート費が必要

撮影

㈱リルファ

熊本市中央区出水８-３-２７　
☎０９０-８９１０-３３１７

熊本中央法律事務所
初回法律相談料30分

5,500円➡無料【要予約】

㈲ニッショウ化学

熊本市中央区京町2-12-43
☎ ０９６-322-2515 法律相談 結婚相談

海事代理士手数料
10％割引

タンクマ婚シェル小型船舶操縦士免許更新

熊本城稲荷神社　駐車場

熊本市西区島崎2-29-17
☎ 090-4589-3197

熊本ビデオ制作アイモ

清田自動車整備工場

自動車

鈑金、塗装、車検、整備に係る工賃　

10％割引

㈲大阿蘇車体工場

熊本市東区戸島西２-６-１１１　
☎０９６-３６０-００８０ 自動車

鈑金、塗装、車検、整備に係る工賃　

10％割引

スエナガ車体工業

熊本市東区石原１-１１-５　
☎０９６-３８０-４５３１ 自動車

鈑金、塗装、車検に係る工賃

10％割引

大塚自動車

熊本市西区上代１-２-12
☎ ０９６-211-9950 自動車

鈑金、塗装、車検、整備に係る工賃　

20％割引

大豊工業㈱

熊本市西区春日７-26-36
☎ ０９６-354-5222 自動車

鈑金、塗装、車検、整備に係る工賃　

10％割引

㈲高原車体整備工場

熊本市西区花園１-６-23
☎ ０９６-324-6604 自動車

森都自動車㈱

自動車

㈱Ｍ’ｓオートプレイス

自動車

松尾自動車工場㈱

㈲浦上葬儀社

葬儀

くまもと県民葬祭㈱

葬儀

メモリアルホール高平

葬儀

借金の整理、離婚、交通事故、労働、遺産相続、遺言作
成等民事・家事・刑事事件の相談及び代理業務。契約書や
公正証書等の法律文書作成。

※大トカゲ、巨大リクガメ等も出張可

幸福の白蛇撮影会デリヘビ
撮影料　（小学生以上）１名　

平日500円　土日祝600円
出張料　平日　3,000円　

土日祝3,600円
合計金額から10％割引

撮影

ビデオ撮影料見積作成時に

10％割引

熊本市北区武蔵ヶ丘４-13-11
☎ ０９６-３38-8980

住宅

●西日本唯一の「シロアリ探知犬」
ランディーによるシロアリ調査
8,000円（税抜）　➡ 5,000円（税抜）

●シロアリ予防・駆除
通常価格（税抜）より10％割引

熊本市北区山室6-９-27　☎ ０９６-346-1388

駐車場料金　夜間の部（17:00～翌8：00）

　　一般料金より100円割引

熊本市中央区本丸３-13
☎ ０９６-355-3521 駐車場

工賃　10％割引

熊本市北区飛田4-6-30　☎ ０９６-３45-8466

車検、点検、一般整備、鈑金塗装、新車・中古車販
売、ヨーロッパ車・アメ車・旧車の整備修理、各種修
理（エンジン、ミッション、産業土木、油圧機器、家
庭菜園管理機、耕うん機、刈払（草刈り）機、チェー
ンソー）、コンピューターシステム診断修理

鈑金、塗装、車検、整備に係る工賃　

10％割引

熊本市南区日吉２-11-31
☎ ０９６-357-1616

鈑金塗装工賃　20％割引
基本料、代行料を除く車検追加整備工賃

20％割引 
熊本市南区野田２-１-17
☎ ０９６-320-0321

鈑金、塗装、車検、整備に係る工賃　

10％割引

上益城郡益城町古閑134-24
☎ ０９６-286-7541 自動車

　 生前予約の申込金

50,000円 ➡ 10,000円
熊本市東区東京塚町19-47
☎ ０９６-386-1059

祭壇

10％割引
熊本市北区高平２-25-57　㈱エーコープ熊本
☎ ０９６-344-6337

骨　壷　1ランクアップ
お　棺　1ランクアップ

熊本市南区並建町774-３
☎ ０９６-227-0043

※ 機材レンタル費、編集費、交通費、他必要経費は
含まない

海事代理士

➡ 無料
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割引施設のご紹介

K-net

会員証にK-netマークはありますか？このマークがない場合は会員証再発行申請書（ふれ
あう共済HPからダウンロード可）をご提出ください。会員証の発送日はP12「事務局
だより」をご覧ください。
その他の割引については　　　　　　　ホームページに掲載しています。　　　　 K-netHP

P6・P7は

取り外して保存が
おススメです

利用方法

利用上の注意

利用対象

会員本人が会員証を各施設でご提示ください。または、予約時にふれあう共済会員であることを申し出て、
会計時に会員証をご提示ください。
会員またはその家族  会員限定  と表示があるのは会員のみ
会員割引と他の割引（プラン、パック含む）との併用はできません。割引内容の詳細や営業日等は施設に直
接お問い合わせください。割引内容に変更があった場合、ホームページでお知らせします。

シークルーズ

上天草市松島町合津6215-17
☎0969-56-2458 レジャー

イルカクルージング料金
大人 4,800円 ➡ 4,500円
中学生 3,800円 ➡ 3,500円
小学生 2,800円 ➡ 2,500円
3歳以上 1,800円 ➡ 1,500円

阿蘇猿まわし劇場

阿蘇郡南阿蘇村下野793
☎0967-35-1341 レジャー

レジャー

レジャー

大　人　1,300円 ➡ 1,200円
中高生　1,000円 ➡ 　900円
３歳～小学生
　　　　　700円 ➡ 　600円

イオンシネマ熊本

上益城郡嘉島町大字上島字長池2232-2702
イオンモール熊本２F　☎096-235-7707 映画

一般通常価格
　　1,800円 ➡ 300円割引
小人（中学生以下）通常価格
　　1,000円 ➡ 200円割引
※特別興行、サービスデー料金は除く
※3Dは別途料金

① 入園券
　大　人　　 　1,700円 ➡ 1,530円
　中高生　　 　1,100円 ➡ 　 990円
　３歳以上～小学生　　800円 ➡　 720円
② ペットアニマルワールドセット入園料
　大　人　　　 2,000円 ➡ 1,800円
　中高生　　 　1,400円 ➡ 1,260円
　３歳以上～小学生　1,100円 ➡　 990円

福岡アンパンマンこどもミュージアムinモール

福岡市博多区下川端3-1博多リバレイン５・６階
☎092-291-8855

オリジナルグッズ
１個プレゼント
※時期により提供グッズ変更

エル・パティオ牧場

阿蘇市一の宮町三野2305-1
☎0967-22-3861 レジャー・宿泊

乗馬料金　20％割引
宿泊料金　10％割引
※会員本人含め５名まで利用可

温泉邸　湯～庵

熊本市北区植木町亀甲1526-1
☎096-275-1677 温泉

入浴時間　10分延長

風の丘阿蘇　大野勝彦美術館

阿蘇郡南阿蘇村長野2514-20
☎0967-65-5111 レジャー

会員限定

会員限定

長崎バイオパーク

長崎県西海市西彼町2291-1☎0959-27-1090 宿泊

ANAクラウンプラザホテル　熊本ニュースカイ

熊本市中央区東阿弥陀寺町２
☎096-354-2111

宿泊　一般料金から10％割引

宿泊

ホテル　メルパルク熊本

熊本市中央区水道町14-1
☎096-355-6311

宿泊　　　　10％割引
レストラン　利用金額より10％割引

ケーキ除く

レジャー

ノボルト（NOBOLT）

福岡市西区小戸2-10-76
☎092-884-0810

入場券10％割引（当日券のみ）
初回登録料無料（会員制）
※事前予約（web）は割引適用外

レジャー

大分マリーンパレス水族館　うみたまご

大分市高崎山下海岸
☎097-534-1010

高校生以上　2,300円 ➡ 2,200円
小・中学生　1,150円 ➡ 1,100円
４歳以上　　　750円 ➡　 700円

Lカード１枚（１枚160円相当）

またはポストカード２枚
　　　　　  （１枚110円相当）
どちらかプレゼント

阿蘇火山博物館

阿蘇市赤水1930-1
☎0967-34-2111 レジャー

中学生以上　880円 ➡ 780円
小学生　　　440円 ➡ 340円
※会員本人含め５名まで利用可

阿蘇カドリー・ドミニオン

阿蘇市黒川2163　
☎0967-34-2020 レジャー

高校生以上　2,400円 ➡ 2,300円
小・中学生　1,300円 ➡ 1,200円
幼児（３歳以上）  700円 ➡ 　600円
※会員本人を含め５名まで利用可

らくのうマザーズ　阿蘇ミルク牧場

阿蘇郡西原村河原3944-1
☎096-292-2100 レジャー

３歳以上一律
400円 ➡ 350円
※会員本人を含め４名まで利用可

シニア料金の割引なし

国内最大級の屋内型スポーツ・アスレチック施設
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補助対象

宿泊施設利用補助の申請について

補助金額
請求期限
対 象 外
必要書類

注意事項

請求方法 「給付・補助金／永年褒賞記念品請求書」と添付書類
を事業所を通してふれあう共済事務局まで郵送または
持参ください（FAX 不可）。

毎月15日必着（到着）分を、不備がなければ、当月
月末に登録された事業所口座に振込みます。

会員本人（年度内１回まで　※年度：４月１日～翌年３月31日）
支払った宿泊費が１人１泊　税別 3,000円以上（飲食費等を除く）であること
※その他の補助金、サービス券、贈答旅行券、ポイント利用分は宿泊料金から差し引きます。
1,500円

宿泊最終日から１ヵ月以内

●給付・補助金／永年褒賞記念品請求書【原本】
●添付書類：下記①または②　※１人当たりの宿泊料金が判読できるものに限ります。
　①宿泊先発行の領収書（コピー可）※宛名に会員本人フルネームの記載があること
　②ふれあう共済宿泊証明書【原本】※宿泊施設に持参し記入押印を依頼してください。

１）領収書及びふれあう共済宿泊証明書は会員本人フルネームのものに限ります。
　  「会員本人以外の氏名」「法人名」「苗字のみ」は不可

２）領収書及びふれあう共済宿泊証明書には下記①～⑤の記載が必要です。
　　①会員本人フルネーム　②１人１泊の金額　③宿泊施設名　④宿泊年月日　⑤宿泊人数

３）領収書及びふれあう共済宿泊証明書に必要事項の記載がない場合は発行元に再発行を依頼してくださ
い。（ご自身で訂正、書き足したものは不可）

４）社員旅行の場合でも「法人名」の領収書は不可
宛名欄、但し書き等に宿泊した会員全員のフルネームまたは宿泊した会員の内１名のフルネームと宿
泊人数（宿泊人数が多い場合）の記載がない場合、発行元に領収書の再発行を依頼するか、ふれあう
共済宿泊証明書に記入押印を依頼してください。

５）添付書類は、宿泊施設発行の領収書またはふれあう共済宿泊証明書が原則ですが、旅行会社を通じて
料金を支払った場合は、下記の書類を添付いただいた場合のみ補助します。
●旅行会社発行の領収書（コピー可　※宛名に会員本人フルネームの記載があること）またはふれあう共済

宿泊証明書【原本】※旅行会社に記入押印を依頼してください。どちらも１人当たりの宿泊料金が判読で
きるものに限ります。

●宿泊施設名の記載がある行程表（コピー可）

みやばる温泉　長命舘

熊本市北区植木町宮原292
☎096-274-7777 宿泊・温泉

宿泊　　一般料金から10％割引

入浴料　大人400円 ➡ 300円
※年末年始、お盆を除く

ホテルしらさぎ

玉名市岩崎730
☎0968-72-2100 宿泊・温泉

宿泊料（１泊２食付、諸税別）
　一般料金から10％割引

日帰り温泉入浴料
　600円→550円

阿蘇プラザホテル

阿蘇市内牧1287
☎0967-32-0711

大人　　  14,040円～ ➡ 11,000円～
９～11才　9,828円～ ➡   7,700円～
４～８才　  7,020円～ ➡   5,500円～
入湯税150円別途
休日、祝日前日は各2,200円増
※会員本人含め８名まで利用可

尚玄山荘

玉名市河崎1-1
☎0968-72-2266 宿泊

宿泊

宿泊料（1泊２食付、諸税別）
　通常料金から10％割引
繁忙期、ゴールデンウィーク、
お盆、年末年始は割引対象外
※会員本人含め５名まで利用可

宿泊

大人　　　　10,000円 ➡ 9,000円
４才～小学生　6,500円 ➡ 5,500円
※会員本人含め10名まで利用可

平日

丸恵本館

人吉市鍛冶屋町18
☎0966-22-2291

（１室２名以上、１泊２食付、
　サービス料・消費税込）

平日・休日

宿泊

宿泊　一般料金から10％割引
※年末年始、お盆を除く
※会員本人含め５名まで利用可

湯の児　海と夕やけ

水俣市大迫1213
☎0966-62-6262

移動可能なものでの宿泊（列車、船舶、バス、飛行機、キャンピングカー等）

領収書例
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