
「会員料金」でオトクに楽しく!! お祝い事やお見舞に共済給付事業

会報誌「KOKOワーク」や
ホームページでお知らせします

結婚、
出産など 休業

30日～

会員だけの
限定サービス

グルメもお得に！

お誕生日

ホテルdeグルメ
 グルメカード

ギフト券抽選
プレゼント

レジャー
施設の割引

コンサートや美術館の
チケットもお得に購入

楽しい企画が盛り沢山

補 助 事 業
会員のみ各項目年度一回補助します
ドック受診費
予防接種費
運転免許優良更新
日帰りバスツアー など

毎月

20人

◆湖南支部　〒520-3234 滋賀県湖南市中央１丁目１番地1
　　　　　　　　　　　　 サンライフ甲西内
　　　　　　　 0748-72-7206　　　0748-72-4708

月～金　9：00～17：00　
土・日・祝祭日は休み（夏期・冬期休業有り）受付時間一般財団法人　甲賀湖南中小企業福利サービスセンター

◆本 部　〒528-0051 滋賀県甲賀市水口町北内貴１番地2
　　　　　　　　　 　 サントピア水口　甲賀市共同福祉施設内
　　　  　　0748-63-1809　　　0748-63-4005

保存版
毎 日 の 生 活 を 楽 し く サ ポ ー ト

2022年度
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KOKOワーク会員のみなさんはこちらの
サービスメニューもご利用いただけます。

●滋賀県内・外のお得な施設情報

ID：kk
パスワード：zenpuku

楽しい企画やお得なチケット情報を掲載

◦発行月の1日頃事業所にお届けします。
◦ホームページでもご覧いただけます。

入会すると、会員証を発行します。各
種事業の申込みやサービスを受ける場
合、会員証が必要となります。

Contents

滋賀県勤労者互助会連合会

●全国のお得情報は 全福センター

会報誌「KOKOワーク」 会員証

左5桁の番号が事業所番号です
右3桁は個人番号です

8桁の番号が会員番号です

2022年04月01日
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誕プレギフト

ウォーキング

ゴルフコンペ
スコアランキング

家庭用常備薬斡旋

�夏季・冬季２回実施します。冬季は
出張人間ドックも受診できます。

健康診断

グルメカード

各事業の実施・開催要項については、会報誌、ホームページでお知らせします。

合計800名様に提携店で使える400円×5枚　合計2,000円のグルメカードをプレゼント！
グルメカード提携店  ※2022年4月現在

湖南市 こまや / レストラン潮 / 石部の里 大峯 / 甲賀カントリー倶楽部レストラン / 割烹 吉泉 / 
 酒菜 秀 /  食彩なかにし / とんちん串 / 旬味伝笑 たけし /　里山酒房 楽庵 /　GRILL'S HAT 
水口町 焼肉ねぎし / 四季彩たちばな / グリーンヒルサントピア / 魚豊 / 寿志乃貴 / ふるさと / 
 水口センチュリーホテル「日本料理 一晃」(予約制) / あやの食堂 /  夢創庵  /
 Ｖege Rice(べじらいす) / 相撲茶屋「賀位の山」 / ふじ吉 / いずみ～ゆ
土山町 うかい屋 / 玄鹿 / 大河原温泉かもしか荘「レストラン幻想郷」
甲賀町  グリル山水�/�寿司一休�/��レストハウス水車�/��錦茶屋�/�マーガレット(予約制)�/ ヒロ寿司
甲南町  パセイニヤ�/�成田牧場バーベキューガーデン�/�塩野温泉��/��古民家れすとらん�忍夢庵�/
� 甲賀忍びの宿�宮乃温泉�/��和楽DINING忍
信楽町  レストラン山びこ / かまーとの森

2022年度事業のご案内

合計400名様に提携店で使える1,000円×2枚　合計2,000円の割引チケットをプレゼント！
【都ホテル京都八条】  バイキングレストラン ル・プレジール /  ダイニングカフェ＆バー ロンド / 中国料理　四川
【びわ湖大津プリンスホテル】  レイクビューダイニング ビオナ / 中国料理 李芳 /  和食 清水
【琵琶湖ホテル】…レストラン ザ・ガーデン /  イタリアンダイニング ベルラーゴ  / 日本料理 おおみ / 鉄板焼 おおみ
【クサツエストピアホテル】 カジュアルダイニングレストラン リヴィエール / 日本料理 あお花

ホテルdeグルメ割引チケット

毎月何かを「びっくり価格」で販売します。
KFC CARD  /  吉野家プリカ  /  図書カードNEXT  / ジェフグルメカード /  こども商品券/  
ミスタードーナツ商品券  /  サーティワンギフト券　/　ユニクロギフトカード　など

ギフト券販売

季節の食べ物やスイーツ、TOYなど会員価格で販売します。

※各種事業は新型コロナウイルスの影響等により、中止や変更になる場合があります。

商品販売

人間ドック
日帰り人間ドックを会員料金で受診できます。
受診場所：（一財）滋賀保健研究センター
★�会員個人の受診（受診料支払い）であれば補助事業の対
象です。

誕生日月にご応募いただいた方の中から
抽選で毎月20名様に商品券をプレゼント

ラッキーナンバープレゼント

映画鑑賞券特別価格販売
いつもの会員価格よりさらにお得な

スペシャル価格で販売します！
講座・セミナー
フラワー、味噌、健康教室など
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特別ドック補助 ドック補助 予防接種費補助

日帰りバスツアー費補助 自動車運転免許優良更新補助
（ゴールド） 資格取得講座受講料補助

宿泊費補助 ゴルフプレー費補助 USJ入場料補助

■対 象 者 会員
■対 象 期 間 2022年4月1日から2023年3月31日まで
■申 請 回 数 各項目、一年度１回
■申 請 方 法 補助金申請書に必要書類を添付し、
 本部または湖南支部に提出（郵送可）。
■補助金交付日   申請月の翌々月15日
 ※15日が金融機関の休業日の場合は翌営業日

2022年度補助事業

申 請 期 限
事由発生日から3カ月以内
但し、最終申請期限は2023年4月10日（必着）

「資格取得講座受講料」は領収書発行日から起算
「自動車運転免許優良更新」は免許証の交付日から起算

   例）　宿泊日が2022年4月15日の場合
                                    申請期限　2022年7月14日

宿泊費補助金申請書はP17、補助金申請書はP18にあります。ホームページからもダウンロードできます。

会員申請

1,000円 補助
＊�会員名義の
　口座に振込み

宿泊施設で「宿泊費補助金申請書」
（P17）の宿泊証明書欄に証明を受けて
ください。

※出張等、業務上の宿泊は対象外

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

会員申請

1,000円 補助
＊�会員名義の
　口座に振込み

■添付書類
ゴルフプレー費がわかる会員名義の領
収書

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

会員申請

1,000円 補助
＊�会員名義の
　口座に振込み

■添付書類
使用済入場券やWEBチケットストアの
購入履歴画面のコピー等入場のわかる
もの

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

会員申請

1,000円 補助
＊�会員名義の
　口座に振込み

旅行会社の日帰りバスツアーに参加し
た場合、申請できます。

■添付書類
ツアー名等がわかる会員名義の領収書

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

会員申請

1,000円 補助
＊�会員名義の
　口座に振込み

優良運転者が免許証を更新した場合、
申請できます。

■添付書類
ゴールド免許証のコピー

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

会員申請

2,000円 補助

20,000円以上の講習を受講した場合、
申請できます。

■添付書類
資格取得講座の内容がわかる資料と領
収書

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

＊�会員名義の
　口座に振込み

会員申請

3,000円 補助
＊�会員名義の
　口座に振込み

20,000円以上のドック健診を受診した
場合、申請できます。
※ 会員期間が10年以上で、2022年度内に50

歳を迎える会員に限る
※健康診断の付加健診は対象外
※ドック健診補助との重複申請不可

■添付書類
ドック健診を受診したことが明記され
た会員名義の領収書

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

会員申請

2,000円 補助
＊�会員名義の
　口座に振込み

10,000円以上のドック健診を受診した
場合、申請できます。
※健康診断の付加健診は対象外
※特別ドック健診補助との重複申請不可

■添付書類
ドック健診を受診したことが明記され
た会員名義の領収書

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

事業所申請

700円 補助

700円以上の予防接種を接種した場合、
申請できます。
※接種料が事業所負担の場合は対象外

■添付書類
予防接種を受けたことが明記された会
員名義の領収書

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

＊�事業所の
　口座に振込み
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会員に下記の事由が発生したときに、給付金を給付しますので申請書類を提出してください。
申請期限は事由発生後３年以内です。

共済給付事業

入 学 祝 金� 2015年4月2日〜 2016年4月1日生まれの子をもつ会員
還 暦 祝 金� 1962年4月1日〜 1963年3月31日生まれの会員
勤続祝金（20年）� 2002年4月1日〜 2003年3月31日までに就職された会員
勤続祝金（25年）� 1997年4月1日〜 1998年3月31日までに就職された会員
勤続祝金（30年）� 1992年4月1日〜 1993年3月31日までに就職された会員
在会祝金（10年）� 2012年4月1日〜 2013年3月1日に入会された会員
在会祝金（20年）� 2002年4月1日〜 2003年3月1日に入会された会員

2022年度の給付対象者

給　付　事　由 給　付　金 申　請　書　類

祝 金

結婚祝金 20,000 円

◦保険金請求書兼証明書

出生祝金 10,000 円
小学校入学祝金 10,000 円
還暦祝金 10,000 円
勤続祝金（20年） 10,000 円
勤続祝金（25年） 10,000 円
勤続祝金（30年） 10,000 円
在会祝金（10年） 5,000 円
在会祝金（20年） 5,000 円

傷 病 休 業
保 険 金

休業30日以上90日未満 10,000 円
休業90日以上 20,000 円

住 宅 災 害
保 険 金

火災等による損害 最高 300,000 円 ◦保険金請求書兼証明書
◦修理業者による見積書（写し可）
◦関係官署の罹災証明書（写し可）※自然災害による損害 最高　90,000 円

重度障害・
後 遺 障 害
保 険 金

疾病による重度障害
65 歳未満 200,000 円 ◦保険金請求書兼証明書

◦医師の後遺障害診断書（写し可）
【不慮の事故による場合】
　不慮の事故である証明書（写し可）
【交通事故による場合】
　交通事故である証明書（写し可）

65 歳以上 100,000 円

不慮の事故による
後遺障害 最高 200,000 円

死 亡
保 険 金

疾病による死亡
（自殺や自然死（老衰）
  等は対象外）

65 歳未満 200,000 円
◦保険金請求書兼証明書
◦医師の死亡診断書（死体検案書）（写し可）
◦振込先口座（受取人名義）が確認できる書類
【不慮の事故による場合】
　不慮の事故である証明書（写し可）
【交通事故による場合】
　交通事故である証明書（写し可）
【保険金が20万円の場合】
　�①会員と受取人との関係を証明するもの
　　〈戸籍謄本・全部事項証明書〉（写し可）
　②委任状（同順位の受取人が2名以上いる場合）

65 歳以上 100,000 円

不慮の事故による死亡 200,000 円

死 亡
弔 慰 金

配偶者の死亡 30,000 円
◦保険金請求書兼証明書子の死亡（実・養・継　およびこれらの配偶者

妊娠7ヶ月以上の死産を含む） 20,000 円
親の死亡（実・養・継・義） 10,000 円

就職日（勤続祝金）、入会日（在会祝金）の前日が事由確定日です。事由確定日に会員資格がないと申請できません。
〈例〉2002年4月1日就職の会員が勤続20年の祝金を申請する場合
　　�事由確定日：2022年3月31日←この日に会員資格がないと申請できません。

※罹災証明書（写し可）がない場合はご一報ください。

〔勤務祝金・在会祝金の事由確定日〕
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窓口でお申込みの場合はすぐに受取・購入できます。��　　…本部　　　…湖南支部

各種チケットのご利用方法

窓口

3つの方法があります。

➊ ホームページ

FAX番号　0748-63-4005

申込方法

KOKOワーク

➋ ファクシミリ

➌ 本部・湖南支部の窓口

受取・購入方法

本部 湖南

郵便 ◦�お申込み後、5営業日以内にKOKOワーク登録のご自宅にお送
りします。
◦�ホール・美術館等の取り寄せチケットは、ご用意ができ次第
お送りします。
◦�有料チケットの場合は、振込用紙をお送りします。代金はコ
ンビニエンスストア、またはスマホアプリ決済「LINE�Pay」
「PayB」「ゆうちょＰay」「楽天銀行」でお支払いください
◦�常時本部・湖南支部にあるチケットは、窓口で受取り・購入
いただけます。

ご希望チケット・会員番号・事業所名・
会員名・連絡先を記入してください。

本部・湖南支部にあるチケット

　　　びわこクルーズ
◎乗船券

区　分� 一般料金� 会員料金

大　人� 2,400円〜 3,200円 2,300円

小　人（小学生）� 1,200円〜 1,600円� 1,150円
●販売期限/2023年1月31日まで
●有効期限/2023年2月28日まで
●自由席

本部

　　　　　　フォレストアドベンチャー・栗東
◎割引券

区　分� 一般料金� 会員料金

大�人・小�人� 3,800円� 3,200円
●有効期限/2023年3月31日まで
★小学4年生以上もしくは身長140㎝以上、体重130㎏まで
　�他にも利用条件があります。詳しくは「フォレストアドベンチャー栗東」web
サイトでご確認ください。

本部 湖南
年度１会員

５枚

　　　伊賀の里モクモク手作りファーム
 　　「野天もくもくの湯」
◎入湯券

区　分� 一般料金 会員料金

大　人�（中学生以上） 750円 620円

小　人�（3歳以上） 430円 350円

●有効期限/なし

本部

　　　ニフレル
◎入館券

区　分� 一般料金� 会員料金

大人（高校生/16歳以上）� 2,000円� 1,700円

こども（小・中学生）� 1,000円� 　900円

幼児（3歳以上）� ���600円�    500円

●有効期限/2022年9月30日まで
●2022年10月以降については、会報誌またはホームページでご案内いたします。

本部

　　　　　　鳥羽水族館
◎割引券

区　分� 一般料金� 会員料金

大人（高校生以上）� 2,500円� 1,600円

小・中学生� 1,300円� 　900円

幼児（3歳以上）� ���600円�    300円

●有効期限/2023年3月31日まで

年度１会員
５枚本部 湖南

　　　　　　草津湯元水春 / 守山湯元水春
◎草津店・守山店共通入浴券

区　分� 一般料金� 会員料金

平日・大人（中学生以上）� 850円�
700円

土日祝・大人（中学生以上） 900円�
●有効期限/2023年3月31日まで
●１申込１会員５枚まで

本部 湖南

　　　　　　東京ディズニーリゾート
◎コーポレートプログラム利用券（割引券）

区　分 補助金額

大人・中人・小人 500円
●４歳以上
●�有効期限/2023年3月31日まで

「コーポレートプログラム利用券」は①②に利用できます
①東京ディズニーランド・東京ディズニーシーのパークチケットの購入
②�ディズニーホテル（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
ーセレブレーションホテル）の宿泊

※�コーポレートプログラムWeb限定特典あり。
　詳しくは、会報誌またはホームページでご案内いたします。

本部 湖南
年度１会員

５枚

　　　　　　観光果樹園
◎割引券
アグリパーク竜王観光果樹園　
今庄観光ぶどう園
マキノピックランド

※ブドウ・梨・柿など

●対象果樹園、果物は予定です。
●�割引額、有効期限等詳細は、会報誌またはホームページでご案内いたします。

本部 湖南
年度１会員

５枚
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文化ホール・美術館・博物館
KOKOワークであっ旋するチケット情報は、
会報誌またはホームページでご案内いたし
ます。

名古屋アンパンマン
こどもミュージアム & パーク
◎入場料

区　分� 一般料金� 会員料金

こども(1歳以上)※記念品付� 2,000円� 1,500円

おとな(中学生以上)� 2,000円� 1,500円

●有効期限/2023年3月31日まで

県立アイスアリーナ
区　分 割引額

一般滑走料金
3歳以上 300円

●�有効期限/2023年3月31日まで
●貸靴、貸ソリは別途料金が必要です。

お申込み・印刷方法はKOKOワークホーム
ページの各施設をご覧ください。
★�インターネット環境がない方は、本部に
ご連絡ください。TEL.0748-63-1809

ホームページからのお申込みください。
メールでクーポンコードをお知らせいたします。

割引券が自宅で印刷できます

クーポンコード（紙チケットのお渡しはありません）

★��割引券・チケット等には会員番号・会員氏名等を必ずご
記入のうえご利用ください。（記入項目のあるもののみ）

★�ご利用は会員と家族に限ります。
★�チケットの再交付はいたしかねます。
★�割引券の在庫枚数には限りがあります。
★ 年度の途中でサービスが終了する場合があります。
★��提携施設の営業時間や休業日等は、ホームページ等で最
新情報を確認ください。

★��KOKOワークでお求めになる割引券、チケット等は会員
の皆様への福利厚生のためのものです。第三者への販売
や譲渡、また転売目的の購入は堅くお断りします。

★��不正利用があった場合、次回のチケットがお渡しできな
い場合があります。また、利用者に割引額の請求をさせ
ていただきます。

★��提携施設や料金は、予告なく変更になる場合があります。
予めご了承ください。

★�退会後のご利用はできません。

チ ケ ッ ト ご 利 用 時 の ご 注 意

　　　　　　グリーンシガゴルフセンター
◎プリペイドカード

一般料金� 会員料金

2,000円� 1,400円

3,000円� 2,100円
●有効期限/なし
●1申込1会員2枚まで

年度１会員
合計10枚本部 湖南

年度１会員
５コード

　　　　　　なばなの里
◎割引券
区　分� 期間 一般料金� 会員料金

小学生以上
3/1 〜 5/31 2,300円� 2,000円

6/1 〜 8/31 1,600円� 1,300円

●有効期限/2022年8月31まで
●2022年9月以降については、会報誌またはホームページでご案内いたします。

年度１会員
５枚本部 湖南

チケットはご自宅にお送りします。

お申込み後チケットをお取り寄せします

会員料金での販売は
１イベント２枚まで
※3枚目からは一般料金
での販売となります

鹿深いちご園
区　分 割引額

いちご狩り　　　　　
3歳以上 500円

●�開園/2023年1月から（予定）
　詳細は会報誌またはホームページでご案内いたします。

年度１会員
10枚まで

宮ベリー
区　分 割引額

ブルーベリー狩り
小学生以上 500円

●�開園/2022年6月中旬（予定）
　詳細は会報誌またはホームページでご案内いたします。

年度１会員
10枚まで

十二坊温泉ゆらら
区　分� 割引額

温泉・プール�
3歳以上 200円

●�有効期限/2023年3月31日まで

年度１会員
10枚まで

甲賀B&G海洋センター　

区　分 割引額
回数券<屋内温水プール・トレー
ニングルーム>
高校生以上

1,000円

　●�有効期限/2023年3月31日まで
●�トレーニングルームを初めてご利用される場合は、別途初回登録料1,000円
が必要です。

年度１会員
２枚まで

入場にはスマートフォンで「日付指定
web チケット」の購入が必要です。
名古屋アンパンマンこどもミュージアム＆パー
ク公式サイトにて、クーポンコードを入力し、
購入してください。

本部・湖南支部にあるチケット
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同居していない家族も利用できます！

ベネフィット・ステーションのご利用は ➊KOKOワークス入会月の翌月から ❷ベネアカウントの登録

3万以上の優待、割引サービスをご用意！
会員だけの限定サービスをお楽しみください！

ベ ネ ア カ ウ ン ト 登 録 方 法

ベネフィット・ステーションでは、会員と配偶者様、それぞれの２親等内親族の方が、同一条件で、何度でもご利用
可能です。家族のご利用の場合、あらかじめそれぞれのメールアドレスIDを登録すると便利です。

決済アカウントの登録
クレジットカード決済を安全・安心にご利用いただくため
のご自身で設定いただく、決済専用アカウントです。

カスタマーセンターについて

0800－9192－919
（通話料無料）

　�受付時間：全日10：00〜18：00
　　　　　　（年末年始除く）

❶ 初回ログイン画面で、団体ID、認証キー１、認証キー２　を入力しログイン。

メールアドレスが必須です。
ベネフィット・ステーションWEBサイトから
登録してください。

❷ ベネアカウント新規登録画面で、今後IDとして使用したいメールアドレスIDとパスワードを入力し、新規登録をクリック。
❸ ログインIDとして登録したメールアドレスに、アカウント登録メールが届きます。メール本文のURLにアクセス。
❹ 本人確認画面で、設定したパスワードを入力し送信をクリック。
❺ 本人確認画面で、ご自身の情報をご確認の上、送信をクリック、ベネアカウント登録完了。

利 用 対 象 範 囲 に つ い て

★ 家族一人ひとりに専用のベネアカウント
がつくれます

メールアドレスごとにアカウントを作れるので、
家族それぞれでログインすることができます！

専用
アカウント

Get!

クレジットカードで

お支払いの場合

ベネフィット・ステーションで、はじめてシステムでのクレ
ジットカード決済をご利用される場合に、決済アカウントの
新規登録が必要となります。ベネフィット・ステーション会
員IDやメールアドレスID、MYKEYとは異なります。

困った時はカスタマーセンターへお電話

【スマートフォン】

団体ID C0003489B

2022年４月１日

認証キー１ 会員番号８桁
例）�12345-123の場合� → 12345123

認証キー２ 生年月日８桁
例）�1970年1月1日生 → 　19700101

会員本人 ２親等以内の家族　最大5名まで

家族登録 ➡��会員専用サイトにログイン後マイページ
から登録

家族それぞれでログインできます

【PC】➡�https://bs.benefit-one.inc/
PCからの登録に場合、IE(インターネットエクスプローラー)
以外のブラウザをご利用ください。

数字半角大文字 半角大文字
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全日受付時間： 10：00～18：00　※年末年始を除く

スマートフォンより
WEB会員証をダウン
ロード、またはパソ
コンより印刷してご
利用ください。

※入金を確認後、5分程度でメ
ールアドレスにコードをお届け
いたします。

※入金を確認後、5分程度でメールアドレスにチケットURLを
　お届けいたします。

ベネフィット・ステーション会員専用サイトでご利用できるポイントです。
ってなに？

　　　　　のアイコンが付いたメニューをご利用いただくことでポイントが貯まり、

　　　　　のアイコンが付いたメニューご利用時に���ベネポ毎を使用できます。

交換レートは
会員専用サイトにて
ご確認ください。

いつも使う
ポイントにも
交換できます

　スタンダードコース　（KOKOワーク利用可能カテゴリ）

旅
ステーション

カー
ステーション

リラク・
ビューティー
ステーション

ショッピング
ステーション

育児
ステーション

グルメ
ステーション

ハウジング
ステーション

レジャー・
エンタメ
ステーション

ベネフィット・ステーションの基本的な使い方

介護
ステーション

A
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● テーマパーク
ナガシマスパーランド／鈴鹿サーキット／志摩スペイン村パルケエスパーニャ／名古屋港シートレインラン
ド／美杉リゾートファイアバレイウォーターパーク／おやつタウン／ひらかたパーク／東映太秦映画村／
REDEE／キッザニア甲子園／関西サイクルスポーツセンター／芝政ワールド／東条湖おもちゃ王国／ブラジ
リアンパーク　鷲羽山ハイランド／ムーミンバレーパーク／富士急ハイランド／淡路ファームパーク�イング
ランドの丘／サンリオピューロランド／養老ランド／
ガーデンミュージアム比叡／お菓子の城　他

● 動物園
アドベンチャーワールド／東山動植物園／富士サファ
リパーク／神戸どうぶつ王国／旭山動物園　他

● 水族館
名古屋港水族館／世界淡水魚園水族館�アクア・トト�
ぎふ／京都水族館／越前松島水族館／のとじま水族館
／神戸市立須磨海浜水族園／沖縄美ら海水族館／東海
大学海洋科学博物館／鴨川シーワールド　他

● 美術館・博物館
ＭＩＨＯ�ＭＵＳＥＵＭ／京都鉄道博物館／福井県立
恐竜博物館／日本自動車博物館／六甲オルゴールミュ
ージアム／大原美術館／こどものための博物館　キッ
ズプラザ大阪／アサヒビール大山崎山荘美術館／野外
民族博物館　リトルワールド／石ノ森萬画館　他

● その他施設
ハルカス300（展望台）／梅田スカイビル・空中庭園
展望台／びわ湖バレイ・びわ湖テラス／東京タワー／
カラオケまねきねこ／東京スカイツリー(R)／比叡山
ドライブウェイ／関ヶ原鍾乳洞／通天閣／びわこスカ
イアドベンチャー／＠time（アットタイム）／カラオ
ケ　ビッグエコー／恵那峡観光遊覧／なんばグランド
花月　他

おすすめメニューをご紹介。情報はWebサイトで毎日更新！

レジャー・エンタメステーション

映 画 館 　 ★最大500円OFFで映画を楽しめます

イオンシネマ

アレックスシネマ＜水口・高槻・鯖江＞／イオンシネマ＜全国＞／ユナイ
テッド・シネマ/シネプレックス＜全国＞／彦根ビバシティシネマ／ＴＯＨ
Ｏシネマズ＜全国＞／ティ・ジョイ運営劇場＜全国＞／MOVIX＆松竹系映
画館＜全国＞／１０９シネマズ＆ムービル＜全国＞� 　他
※店舗の閉店や合併などに伴い、ご利用いただけない場合がございます。
　会員専用サイトの各施設『店舗情報』の一覧をご確認ください。

ナガシマスパーランド 芝政ワールド

鈴鹿サーキット アドベンチャーワールド

2021年2月時点の情報となります。料金・利用方法など最新の情報については、ベネフィット・ステーションWebサイトをご確認ください。

会員専用サイト
をチェック!!

知って！トクして！楽しんで！おトクにエンタメ生活
を満喫しよう。

「期間限定特典」や「貸切イベント」もあります！　

レ ジ ャ ー 　 ★全国5000以上の優待施設あり

名古屋港水族館 京都鉄道博物館

アットタイム子どものための博物館
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2021年2月時点の情報となります。料金・利用方法など最新の情報については、ベネフィット・ステーションWebサイトをご確認ください。

旅ステーション

おすすめメニューをご紹介。情報はWebサイトで毎日更新！ 会員専用サイト
をチェック!!

リゾートを満喫！出張をスマートに！
国内&海外のホテル、パッケージツアーなど、

会員限定のお得な旅行情報が満載。

ベネフィット・
ステーション

おもてなしの宿

大手旅行会社のツアーをご用意！
ツアー代表者がベネ・ステ会員なら同行者も特別
価格適用！

国内旅行

３〜８%OFF
海外旅行

３〜12%OFF

旅行サイトに申込みで、
　　　 還元や割引クーポンget

など

ショッピングステーション
選りすぐりの人気商品をどこよりも安くご提供！

●三井アウトレットパーク　　●CANTEVOLE
●湖の駅　滋賀竜王　　　　　●湖の駅　浜大津

　　　ベネ通販は基本送料無料 
日用品から食料品の調達も
お任せ！会員価格で「お得」
にお買い物！！

ベネフィット・ワン直営の宿泊施設
が全国6カ所。リーズナブルな料金
でご利用いただけます。

グルメステーション
居酒屋やレストランの

おトクな優待特典を見つけて、
美味しいグルメライフを楽しもう！

全国の飲食店を高い特典付で紹
介するグルメクーポンサイト。
時間・枚数限定なので人気のク
ーポンを逃さないように毎日チ
ェック！

「ラグジュアリーな空間で特別な体験」をコンセプ
トに、厳選したホテルレストラン・高級店を優待付
きで紹介。お得な価格や魅力的な特典の付いたプラ
ンが充実。期間限定・席数限定のお得なプランを毎
日更新。

リラク・ビューティーステーション

日 帰 り 温 泉 ・ ス パ

「癒し」と「キレイ」のおトクなコンテンツで
頑張るあなたを応援！

滋賀／おふろcafe�びわこ座
滋賀／須賀谷温泉
三重／さるびの温泉
三重／天然温泉クアハウス長島
三重／ヒルホテル�サンピア伊賀
　　　�「天然温泉�芭蕉の湯」
三重／メナード青山リゾート�霧生温泉
　　　「香楽の湯」

エステ・アイビューティー・リラクサロン
滋賀／まつげエクステと眉の専門美容室
　　　Eyelash�Salon
滋賀／メンズ脱毛専門サロン�RINX
滋賀／Body�Care�Shop�
　　　ボストンプラザ草津店

さるびの温泉

毎日18時開始
毎日注目商品目白押し！
売り切れ御免の早い者勝ち！

色んな特集
あります
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育児ステーション 介護ステーション

カーステーション ハウジングステーション

賃　貸

2021年2月時点の情報となります。料金・利用方法など最新の情報については、ベネフィット・ステーションWebサイトをご確認ください。

おすすめメニューをご紹介。情報はWebサイトで毎日更新！ 会員専用サイト
をチェック!!

駐車場、車検、レンタカー、お得なガソリンスタンド
情報まで、快適なカーライフをサポート！

マイホームの購入や賃貸、リフォームまで
幅広くサポートします

●関西パーキング
　（関西空港）
●JPパーキング
　（関西空港・伊丹空港）

購　入

リフォーム

●クリナップテクノサービス
●三井のリフォーム　　
●住友林業のリフォーム

●レンタル
●ベネ通販
●おむつ特割

出産から子育てまで何でもお任せ！
マタニティ・出産・お子様の教育まで。

育児のトータルライフをＨＡＰＰＹサポート！

1. 一時保育補助制度
　　　すくすくえいど

2. 月極保育補助制度
　　　すくすくマンスリー

3. 病児保育補助制度
　　　すくすく病児サポート

4. ファミリーサポート補助
　　　すくすくファミリーサポート（育児）

育 児 補 助 金 制 度

フォトサービス育児用品

シニアのいきいきライフを応援！
介護に関するお役立ち情報満載

介 護 補 助 金 制 度
【制度特典】 月1回、1または2のいずれかを申請

いただけます。
１ 居宅介護サービス利用の場合

２ 介護用品購入の場合

介護保険支給限度額を超えた分に対し、
最大50,000円／月補助

5,000円／月補助
■補助対象サービス

★ご利用には「すくすく倶楽部」への事前登録が必要です

★ 必ず会員専用サイトの介護補助金サービス利用規約を
ご確認ください

予約できる駐車場

レンタカー

フランスベッド
介護宅配便

エリエール
オンライン
ショップ

まごころ
サポート
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◆ 湖 南 市 ◆
甲西車輌　株式会社 滋賀県湖南市下田1448-1 TEL 0748-75-1127

車検時　エンジンオイル交換サービス 対象 会員・家族

美松ゴルフセンター 滋賀県湖南市針972 TEL 0748-72-3536

1球あたり　1円（11〜 14%）割引き　※但し、入場料必要時間帯に限る 対象 会員・家族

甲賀カントリー倶楽部 滋賀県湖南市三雲3354 TEL 0748-72-1221

通常ゲストサービス　　　　平日　8,111円　土日祝日　13,800円
より割引あり　　　　　　　消費税.利用税（650円）.協力金（60円）含む
　　　　　　　　　　　　　キャディー付きは2,700円（税抜）UP

対象 会員・家族

一期一会のこだわり卵 滋賀県湖南市下田4173-11 TEL 0748-75-2141

一期一会のこだわり卵　5%割引き　全国配送も対象（但し、卵代のみ） 対象 会員・家族

武田観光　株式会社　湖南支店 滋賀県湖南市菩提寺西一丁目7-8 TEL 0748-74-1204

国内・海外の企画商品　旅行代金の3%引き（一部商品除く） 対象 会員・家族

Pecos 滋賀県湖南市梅影町1-87 TEL 0748-69-5573

全メニュー　500円引き 対象 会員・家族

里山酒房　楽庵 滋賀県湖南市下田2785-3 TEL 0748-75-5750

ワンドリンクサービス 他の割引サービスとの併用不可 対象 会員・同伴者

ワタハン 滋賀県湖南市下田1624-2 TEL 0748-75-0001

着物クリーニング　1万円以上のご利用で10%引き　羽根ふとんリフォーム加工10％引き 対象 会員・家族

プリザーブドフラワー専門店　
Flower　Shop　彩華

滋賀県湖南市中央五丁目67　
ウエストヒル1F TEL 0748-72-3232

商品代8%引き　ハーバリウム体験、要予約 対象 会員・家族

滋賀観光バス　株式会社 滋賀県湖南市中央3-33 TEL 0748-72-5555

募集企画旅行「フレンドツアー」旅行代金の3%割引き
※但し、小数点以下切り捨て、他のサービスとの併用不可 対象 会員・家族

徳志満 滋賀県湖南市菩提寺西四丁目4-27 TEL 0748-74-2944

レストランでお食事をされた方全員に近江牛コロッケ券（1個70円）をプレゼント 対象 会員・同伴者

◆ 水 口 町 ◆
ファッションリフォーム　シバタ 滋賀県甲賀市水口町本綾野566-1 TEL 0748-63-8768

洋服のお直し全品（かけつぎ除く）　通常価格より　10%引き 対象 会員

笑四季酒造　株式会社 滋賀県甲賀市水口町本町一丁目7-8 TEL 0748-62-0007

商品代金　10%引き 対象 会員・家族

グリーンシガゴルフセンター 滋賀県甲賀市水口町山3186 TEL 0748-63-3000

・1球あたり1円引き
・バンカー・アプローチ・グリーン使用料割引 対象 会員・家族

花屋かずろう王国 滋賀県甲賀市水口町城内8-15 TEL 0748-62-8741

花屋目線の写真集プレゼント 対象 会員・家族

会員証提示の提携店
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KCSセンター　甲賀院 滋賀県甲賀市水口町虫生野538 TEL 0748-63-6989

姿勢バランスチェック+体験施術2,200円→無料　足型測定500円→無料
初診料1,000円OFF　　HSA（栄養分析）半額 対象 会員・同伴者

グリーンヒル　サントピア 滋賀県甲賀市水口町北内貴1-1 TEL 0748-63-2950

レストラン　1,000円以上ご利用で5%引き 対象 会員・家族

有限会社　カーテックウカイ 滋賀県甲賀市水口町杣中979-5 TEL 0120-307-168

車検・点検で入庫のお客様にサイコロを振って素敵な商品をプレゼント。 対象 会員・家族

リカーショップ　やまなか 滋賀県甲賀市水口町新町一丁目3-4 TEL 0748-62-0038

商品代10%割引き。但し、特別割引品、大丸百貨店商品、タバコ、ギフト券、宅配料、指定
ゴミ袋等は除く　・地酒、ワインの試飲会案内・NPO法人甲賀のんべえ倶楽部　酒米造りか
ら酒造りの会員募集案内

対象 会員・同伴者
5名まで

水口園芸 滋賀県甲賀市水口町東名坂155-1 TEL 0748-63-3487

花苗・鉢花　10％引き 対象 会員・家族

株式会社　水口福祉社 滋賀県甲賀市水口町高塚8-1 TEL 0748-62-3055

ご葬儀（基本葬儀料）5%割引き（諸経費・密葬・直葬除） 対象 会員・家族

かふか家族葬会館 滋賀県甲賀市水口町水口5549-1 TEL 0748-62-3055

ご葬儀（基本葬儀料）　5％割引き（諸経費・密葬・直葬除） 対象 会員・家族

FITNESS ONE 甲賀店 滋賀県甲賀市水口町東名坂302-1ツキダビル2F TEL 0748-63-6630

料金　10%引き 対象 会員・家族

夢創庵 滋賀県甲賀市水口町下山693-333 TEL 0748-62-5419

飲食代から100円引き 対象 会員・同伴者

Lotus　hair&face 滋賀県甲賀市水口町八坂5-19 TEL 0748-78-0155

カットのお客様　炭酸クレンジングサービス 対象 会員・家族

メガネ・補聴器・時計・宝飾のやまきた 滋賀県甲賀市水口町綾野2-35 TEL 0748-62-0689

メガネ30%OFF　宝飾品30%OFF　時計20%OFF　電池交換1,000円 対象 会員・家族

ホテルニューミフク 滋賀県甲賀市水口町綾野3-59 TEL 0748-62-0456

宿泊料金　基本料金より10%引き 対象 会員・家族

美冨久酒造　 滋賀県甲賀市水口町西林口3-2 TEL 0748-62-11130748-64-9038
蔵見学無料　商品5%OFF（イベント時は対象外）
※但し、他のサービス、割引券との併用不可 対象 会員

Vege Rice 滋賀県甲賀市水口町北脇2381-2 TEL 0748-63-8852

プレートのみ100円引き 対象 会員・同伴者2名まで

国産小麦と地元野菜でつくるパン Mont pain 滋賀県甲賀市水口町新町一丁目3-4 TEL 050-3709-0414

1,000円以上パンお買い上げで5％引き 対象 会員・家族

カフェ　いずみーゆ 滋賀県甲賀市水口町水口5633　あいこうか市民ホールBA内 TEL 080-2886-7763

ランチをされた方にお飲み物サービス 対象 会員

お家お片付け出張サービス fairyclover 滋賀県甲賀市水口町名坂1234-7 TEL 090-4763-8542

訪問お片付けサービス料　2時間12,000円→10,000円　 対象 会員
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ダイマル（本店） 滋賀県甲賀市水口町本町一丁目4-14 TEL 0748-62-0183

商品10％引き　但し、学生服等学校指定用品を除く 対象 会員・家族

シャンブレー（アルプラザ水口店） 滋賀県甲賀市水口町本綾野566-1
アルプラザ水口内 TEL 0748-62-0776

商品10％引き　但し、学生服等学校指定用品を除く 対象 会員・家族

POLA Lumiere 滋賀県甲賀市水口町水口6084-6 TEL 0748-63-0369

・エステをご利用のお客様に限り、いずれか1点オプションのサービス
　ハンドトリートメント（10分）・フットバス（10分）・ヘッドケア（10分）
・カタログ請求後、ご購入されたお客様に季節品のサンプルプレゼント
・洗顔アイテムをご購入されたお客様にオリジナル洗顔ネットをプレゼント
・水素バスマシーンを一週間無料レンタル
・お友達ご紹介お１人様ごとに、ご希望のサンプルプレゼント
※ただし一度に重複してサービスを受けることはできません。

対象 会員・同伴者

古民家サロン　理美容　結 滋賀県甲賀市水口町北内貴568 TEL 0748-62-7310

・すべての施術料金より�10％ off
・店販商品（アテムシリーズ）�20％ off 対象 会員・家族

甲賀市ひと・まち街道交流館 滋賀県甲賀市水口町八坂7-4 TEL 0748-70-3166

商品代　10％引き（他のサービスとの併用不可） 対象 会員

◆ 土 山 町 ◆
大河原温泉　かもしか荘 滋賀県甲賀市土山町大河原1104 TEL 0748-69-0344

レストランでの飲食代金　5%OFF 対象 会員・家族

近江茶　丸吉　/　茶房　焙楽 滋賀県甲賀市土山町大野2723 TEL 0748-67-1333

愛こうかーどポイントをお買い上げ金額の2倍ポイント付与 対象 会員

道の駅あいの土山 滋賀県甲賀市土山町北土山2900 TEL 0748-66-1244

抹茶ソフトクリーム400円→350円 対象 会員

◆ 甲 賀 町 ◆
ふとんの増田 滋賀県甲賀市甲賀町大原市場774 TEL 0748-88-3278

平常価格より10%引き 対象 会員・家族

華ゆうぜん 滋賀県甲賀市甲賀町滝2151-1 TEL 0748-88-3534

呉服（一般商品）10%引き　呉服（特別価格商品）5%引き 対象 会員・家族

甲賀の里　忍術村 滋賀県甲賀市甲賀町隠岐394 TEL 0748-88-5000

入村料200円引き 対象 会員・同伴者5名まで

辻伝ふとん店 滋賀県甲賀市甲賀町田堵野932-1 TEL 0748-88-2238

寝具小売�布団の打直し�カーテンカーペット等内装工事　5％引き 対象 会員・家族

マーガレット 滋賀県甲賀市甲賀町滝852 TEL 0748-88-2825

食事ご予約・飲食の方　シフォンケーキ1カットプレゼント 対象 会員・同伴者（大人）

錦茶屋 滋賀県甲賀市甲賀町大原中1034 TEL 0748-88-3168

ワンドリンクサービス 対象 会員

Roots Herb School 滋賀県甲賀市甲賀町神1327-2 TEL 080-4396-3272

講座受講料10％引き　ハーブティー販売代金10％引き 対象 会員・同伴者1名まで
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◆ 甲 南 町 ◆
神田たたみ店 滋賀県甲賀市甲南町市原222-1 TEL 0748-86-2350

畳、上敷、襖、障子、網戸張り替え　10%引き 対象 会員

宮ベリー 滋賀県甲賀市甲南町野川462-1 TEL 0748-86-1746

ブルーベリー狩り入園料　平日200円引き　休祝日100円引き 対象 会員・同伴者

和楽DINING忍 滋賀県甲賀市甲南町森尻857 TEL 0748-86-1327

店内で飲食された場合、食後にアイスクリームサービス 対象 会員

メガネ・時計のベストアイ 滋賀県甲賀市甲南町竜法師397-1　
フレンドマート甲南店内 TEL 0748-86-1381

店頭価格より5%OFF 対象 会員・家族

甲賀忍びの宿　宮乃温泉 滋賀県甲賀市甲南町杉谷364-1　 TEL 0748-86-2212

日帰り入浴　100円引き 対象 会員

キーパープロショップ　甲南店 滋賀県甲賀市甲南町野尻101　 TEL 0748-86-2630

クリスタルキーパー、ダイヤモンドキーパー、ダブルダイヤモンドキーパー
施工につき10％OFF　割引の併用不可 対象 会員・家族

古民家れすとらん忍夢庵 滋賀県甲賀市甲南町竜法師1120　 TEL 0748-64-9031

会員証注文前提示に限り　ランチ：コーヒー /紅茶、ディナー：ソフトドリンク　1杯無料 対象 会員

甲賀流リアル忍者館 滋賀県甲賀市甲南町竜法師600 TEL 0748-70-2790

商品代　10％引き（他のサービスとの併用不可） 対象 会員

心と身体のトータルケアサロン
「さくら整体院」 滋賀県甲賀市甲南町葛木1412-10 TEL 0748-69-5815

・初回受付料　1,650円　OFF　　・整体　5,000円　→　4,000円
・アロマ�90・120分コースをご利用の方にヘッドマッサージ10分（1,500円）をサービス 対象 会員・家族

かふか甲南セレモニーホール 滋賀県甲賀市甲南町杉谷207 TEL 0748-86-1211

ご葬儀（基本葬儀料）　5％割引き（諸経費・密葬・直葬除） 対象 会員・家族

◆ 信 楽 町 ◆
かまーとの森 滋賀県甲賀市信楽町長野1361-4 TEL 0748-69-5466

陶器3,000円以上に限り10％OFF 対象 会員

澤幸雄商店 滋賀県甲賀市信楽町勅旨1935 TEL 0748-83-0353

「信楽焼」全商品店頭表示価格より10%引き 対象 会員・家族

滋賀県立陶芸の森　陶芸館 滋賀県甲賀市信楽町勅旨2188-7 TEL 0748-83-0909

陶芸館（美術館）入館料団体割引き適用 対象 会員・家族

山田牧場　no-fu 滋賀県甲賀市信楽町神山2077　山田牧場内 TEL 0748-82-7877

牧場の牛乳で作った　カフェラテ・カプチーノ　50円引き 対象 会員・同伴者5名まで

ご協力いただける店舗様は本部までご連絡ください。提携店募集中
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会 員 募 集 中

お知り合いの事業所を紹介してください
ご紹介者には500円のギフトカードプレゼント

さらに入会者数に応じてギフト券をプレゼントご
加
入
の
場
合

１人～２人 1,000円
３人～５人 3,000円
６人～10人 5,000円

11人～30人 10,000円
31人～50人 20,000円
51人～100人 30,000円

101人以上 50,000円

KOKO ワークの輪を広げよう!!KOKO ワークの輪を広げよう!!

■本　　部 一般財団法人　甲賀湖南中小企業福利サービスセンター
� 〒528-0051　甲賀市水口町北内貴1番地2　サントピア水口　甲賀市共同福祉施設内
� TEL.0748-63-1809　FAX.0748-63-4005
■湖南支部 湖南市商工会
� 〒520-3234　湖南市中央1丁目1番地１　サンライフ甲西内
� TEL.0748-72-7206　FAX.0748-72-4708

※�複数の方からご紹介いただいた場合は、先にご紹介いただいた方と
させていただきます。

会社やお店のＰＲをしませんか。会報誌
への広告掲載を募集しています。
掲載をご希望される事業所様は、本部ま
でお問い合わせください。

広告募集

会報誌

「KOKO ワーク」

会報誌

「KOKO ワーク」
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