
共済互助会が発行するスポーツ施設等利用証を提示することで割引を受けることができます。
・他の割引とは併用できません。
・内容は予告なく変更となる場合がありますのでご了承ください。
・最新の情報は、ホームページでご確認ください。

施設名 割引内容
ブラジリアンパーク 鷲羽山ハイランド

岡山県倉敷市　TEL 086-473-5111 入園＋フリーパス料金の割引

NEWレオマワールド
香川県丸亀市　TEL 0877-86-1071

入園料金・フリーパス料金の割引
会員専用ホームページもご覧ください。
ID 060151　パスワード re8811hir

ハーモニーランド
大分県速見郡日出町　TEL 0977-73-1111 パスポートチケット料金の割引

ひろしま美術館
広島市中区　TEL 082-223-2530 入館料の割引

みろくの里
福山市藤江町　TEL 084-988-0001

入場料・フリーパス料金の割引
5名まで利用できます。

広島三次ワイナリー
三次市東酒屋町　TEL 0824-64-0200

■売店　対象ワインの5％引き
　限定・セット商品は除きます。
■バーベキューガーデン　食事代の5％引き 
　5名まで利用できます。
　宴会メニューは除きます。
　その他の割引券、サービスとの併用はできません。
　＊現金での支払いに限ります。

奥田元宋・小由女美術館
三次市東酒屋町　TEL 0824-65-0010 観覧料の割引（会員及び同伴者1名まで）

三良坂平和美術館
三次市三良坂町　TEL 0824-44-3214 入館料の割引

桜花の郷　ラ・フォーレ庄原
庄原市新庄町　TEL 0824-73-1800 日帰り休憩利用料の割引

大和ミュージアム
呉市宝町　TEL 0823-25-3017 観覧料金の割引

いこいの村ひろしま
山県郡安芸太田町　TEL 0826-29-0011 入浴料の割引

天然温泉　広島北ホテル
山県郡北広島町　TEL 0826-73-0011 入浴料の割引

グリーンピアせとうち
呉市安浦町　TEL 0823-84-0262

■企画宿泊料金の10％引き
■プール使用料の割引
■テニスコート使用料の20％引き

かんぽの宿
全国のかんぽの宿が利用できます。
利用できる施設はホームページをご覧ください。

1泊2日で利用した場合　1名1泊あたり500円引き
（同伴者3名まで）

キララコテージ
島根県出雲市　TEL 0853-86-9088 コテージ・ログハウス宿泊利用料金の割引

施設名 割引内容
■こんぴら温泉 華の湯 紅梅亭

香川県仲多度郡　TEL 0877-75-1111
■こんぴら温泉郷 桜の抄

香川県仲多度郡　TEL 0877-75-3218

華の湯くらぶ会員特典の適用（会員及び家族5名まで）
宿泊の優待・施設利用料金の割引等の特典があります。
＊現金での支払いに限ります。 

たびまちゲート広島
広島市中区　TEL 082-543-2040

指定商品の割引、特典等
対象商品は別途案内をします。

英会話イーオン
対象となる施設はホームページでご確認ください。

■入学金免除
■授業料10％引き（イーオンキッズは5％引き）

NHK学園生涯学習通信講座
専用申込書での申込みが必要です。

一般受講料の割引

ニッポンレンタカー

優待料金での利用
インターネット限定です。
専用ホームページから申込してください。
専用ホームページ www.nipponrentacar.co.jp/ods/
ID 5995　パスワード 36697

■ノートルダム広島
■典礼会館

結婚式・葬儀・法要の会員割引の適用
詳細、割引内容はホームページをご覧ください。

事業名 事業内容
ソフトボール大会 所属所親善ソフトボール大会を開催
サッカー教室 サンフレッチェ広島のコーチによるサッカー教室
体験型環境学習教室 自然の楽しさを感じてもらう体験型の教室

スポーツ観戦等招待 野球、サッカー、バスケットボールの観戦や広島交響楽団、
ミュージカルの鑑賞に招待

健康増進等支援事業 健康、教養、趣味等のセミナーを実施

育児図書等の配布 会員、配偶者、被扶養者が出産の予定となった場合、育児図書
等を配布

税務・法律相談 税理士、弁護士の面談による相談会を実施

短期人間ドック助成 会員※、被扶養者に対し、短期人間ドック、生活習慣病予防健診
受診時の自己負担額の一部を助成  ※会員にかかるものは、2022年10月から

医薬品等あっせん事業 家庭用常備薬等、購入をあっせん

健康増進事業助成 会員の健康増進を目的とした事業を実施した所属所に対し、費
用の一部または全部を助成

積立年金事業 退職後の経済的備えを目的とした、個人年金事業

2022年度



2022年度

尾道市
（株）アベ

尾道市西則末町9ｰ 19ｰ 2
時計・宝石・貴金属　
http://abejewelry.konjiki.jp/ TEL 0848-23-6633

（株）石悦 尾道店
尾道市美ノ郷町三成1070ｰ 3

墓石　
http://www.ishiyoshi.com TEL 0848-40-0318

呉市
（有）岩谷

呉市中央4ｰ 3ｰ 10ｰ 103
宝石・貴金属・時計・バッグ
http://iwatani1951.com TEL 0823-25-3038

ミウラ時計店（時計修理技能士）
呉市広本町3ｰ 5ｰ 15

時計・宝石・メガネ　
（メカニカル）時計甦らせませんか

TEL 0823-71-7924　
FAX 兼

紫光
呉市阿賀中央8ｰ 7ｰ 12

宝石・貴金属　
加工・リフォーム等、一級技能士が相談にのります。
http://shiko.on.omisenomikata.jp/

TEL 0823-71-1382

府中市

（株）ベストマン
府中市中須町845ｰ 1

紳士服・婦人服・バッグ・宝石・貴金属　
メンズスーツ＆カジュアル・レディース・宝
石・バッグもおまかせください。
http://ﾍﾞｽﾄﾏﾝ.jp

TEL 0847-45-8178

（株）府中家具の館
府中市中須町1086ｰ 1

婚礼家具・インテリア家具・一般家具・仏壇・
別注家具製造販売・屋久杉・絨毯など
http://www.kagunoyakata.net

TEL 0847-45-4711

三次市
やぎゅう

三次市十日市西5ｰ 2ｰ 8
ハンドバッグ・女性衣料　
輝きは時を超え美しさは世代を超え

TEL 0824-63-4881　
FAX 0824-62-0870

大崎上島町
VANillA〈（株）ハマダ宝石時計店 大崎店〉

大崎上島町中野964ｰ 6
宝石・ブライダルジュエリー・時計　
http://vanillashop.me TEL 0846-64-2424

世羅町
みづや宝石

世羅町本郷908ｰ 4 宝石・貴金属・時計 TEL 0847-22-0589

広島市
東洋羽毛中四国販売（株） 広島営業所

広島市安佐南区西原1ｰ 12ｰ 12
羽毛製品　
http://www.toyoumo.co.jp 　　0120-828-226

（株）シティライフ
広島市西区小河内町2ｰ 23ｰ 8

健康・環境関連用品
http://www.citylife-inc.co.jp TEL 082-293-8282

（有）直江眼鏡店
広島市南区旭1ｰ 9ｰ 14

眼鏡・光学品・磁気医療機器「コラントッテ」正
規販売店　
サービス車による眼鏡修理・視力測定サービス
を行っています。ご希望の場所へお伺いさせ
て頂きますので、ご連絡ください。
http://www3.hp-ez.com/hp/naoe-megane/

TEL 082-251-5787　
FAX 兼

趣味のきもの 池田屋
広島市安佐南区伴東7ｰ 42ｰ 4

きもの・宝石・袋物・婦人服・きものシミ抜き・仕立
きものシミ抜き、洗張り、仕立直しを行ってい
ます。見積は無料です。ご希望の場所へお伺
いさせていただきますので、ご連絡ください。

TEL 082-848-7172　
FAX 兼

（株）玉屋
広島市南区段原南1ｰ 20ｰ 11

葬儀・生花・花輪・葬儀場運営
■葬儀・生花・花輪…組合員様は特別割引が
あります。また、家族葬も充実した格安セッ
トプランでご奉仕させていただきます。

■通夜葬儀できる会館…光徳会館（広島市南
区）、教伝寺会館（広島市西区）、松源山（広
島市安佐北区）、平和霊園管理棟（広島市西
区）、善性寺落合会館（広島市安佐北区）、
やすらぎの杜（広島市安芸区）、広島市西風
館（広島市安佐南区）、玉屋サンクスホール
（広島市南区）、ひがしひろしま聖苑（東広
島市）、太光寺（広島市西区）

http://www.tamaya4949.jp

TEL 082-261-4949

メンズショップ ローヤル
広島市安佐北区可部5ｰ 4ｰ 25 紳士服・洋品・イージーオーダースーツ TEL 082-814-8451　

FAX 兼

VANillA〈（株）ハマダ宝石時計店 広島店〉
広島市中区袋町8ｰ 10

宝石・ブライダルジュエリー・時計　
http://vanillashop.me

TEL 082-259-3888　
FAX 082-259-3889

福山市
（有）ダンジョウ宝飾

福山市水呑町2047 宝石・貴金属・時計 TEL 084-956-5215

ダニエル宝石 ANTWERP店
福山市今町4ｰ 20 結婚指輪・修理加工 TEL 084-931-5300

松本ギフト（株）
福山市吉津町3ｰ 18

贈答品・カレンダー・タオル等
http://matsumoto-gift.com/ TEL 084-923-4567

（株）石悦 福山駅家本店
福山市駅家町江良521ｰ 2

墓石　
http://www.ishiyoshi.com TEL 084-976-1444

ラムー〈（株）アベ〉
福山市元町1ｰ 8 時計・宝石・貴金属 TEL 084-923-4156

VANillA〈（株）ハマダ宝石時計店 福山本店〉
福山市南蔵王町2ｰ 10ｰ 17

宝石・ブライダルジュエリー・時計
http://vanillashop.me TEL 084-983-3388

物資販売指定店では、組合員のみなさんが生活に必要な物品を
割引価格（5％以上割引）で購入することができます。

● 指定店を利用する場合には、組合員証を提示してください。
● 取扱商品等の詳細については、直接指定店へお問合せください。
● 割引の対象とならない商品もありますので、事前に指定店へご確認ください。

ご利用にあたっての注意

　　0120-828-226


