
宿泊割引に関するお問い合わせ
JTBベネフィットサービスセンター
TEL：03-5646-5540
TEL：0120-924-033
※フリーコールは携帯電話、PHS、
　一部一般電話からはご利用いただけません。

平日10：00～ 21：00
土日10：00～ 17：00
祝日・年末年始（12/30 ～ 1/3）は休業

宿泊割引に関するお問い合わせ
JTBベネフィットサービスセンター

受 付
時 間

　平成29年度も、年末年始の宿泊割引増額キャンペーンの実施を継続します。
今年も引き続きるるぶトラベル・るるぶトラベルツアーも対象となり、期間
中1泊につき1,000円の宿泊割引が受けられます。
　ご旅行時にはぜひ活用しよう！

通常期
お一人様１泊につき
1,000円割引のところ

会員と配偶者及びそれぞれの２親等以内のご親族

①年度内１会員につき15人泊まで（4月～翌年3月の期間）
②１回のご旅行につき５名様６連泊まで
③複数の会員同士の旅行は合計19名までが適用対象

※日本の秘湯、「えらべる倶楽部」ホームページ紹介宿泊プランは専用デスクへ。
　「えらべる倶楽部」宿泊プランは会員サイトからもお申込み可能です。

JTB 店頭 ･JTB 総合提携店・PTS 店頭、JTB旅の予約センター

ご利用範囲 「会員本人及び配偶者とそれぞれの２親等」の範囲

「えらべる倶楽部」宿泊プラン・「えらべる倶楽部」お値打ち宿泊プラン
「えらべる倶楽部」ホームページ紹介宿泊プラン・エースJTB・JTBサン＆サン・日本の秘湯

対 象 商 品

通常期　お一人様１泊につき　500円割引のところ

るるぶトラベル・るるぶトラベル・
るるぶトラベルツアーるるぶトラベルツアー

「えらべる倶楽部」からのお知らせ　

対 象 者

ご利用条件

お 申 込 み

期間限定増額キャンペーンにより最大１泊3,000円／１人の宿泊割引が受けられます。

宿泊割引増額宿泊割引増額
キャンペーンキャンペーン（12月23日（土・祝）～1月6日（土）宿泊分）

定限始年年末
122月月233（1122月月2233日

年

12月23日～ 1月6日の宿泊に限り
お一人様1泊につき

1,0001,000円割引円割引！！

えらべる倶楽部宿泊補助金のご案内

12月23日～1月6日の宿泊に限り
お一人様１泊につき

3,0003,000円円割引割引！！
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「えらべる倶楽部」からのお知らせ　

QRコードを
読み取って
モバイル版
会員専用
サイトを
チェック！！

【携帯サイト】【スマホサイト】
会員専用サイトからえらべる倶楽部
最新情報をゲット！

www.elavel-club.com
えらべる 検 索

えらべる倶楽部に関するご質問・ご相談は
JTBベネフィットサービスセンターへお問合せください。

※ フリーコールは、携帯電話、PHS、一部一般電話からはご利用いただけません。
※ 営業時間 平日10：00～ 21：00 / 土日10：00～ 17：00 / 祝日・12/30
～ 1/3は休業

0120-924-03303-5646-5540サービス
センター

リフト券の他、リフト券とお食事等がセットになった「日帰りパック」もご用意しております。
その他、各地のスキー場でえらべる倶楽部を使って、冬を満喫してください。
詳しくは、えらべる倶楽部会員専用サイトをご覧ください。

❸  左に出てきた一覧表から希望の
スキー場の「詳細はこちら」を選択
「クーポンを表示」からクーポンを
プリントアウトし、現地で提出

❶ えらべる倶楽部会員専用サイトに
ログイン

　 右の「生活・レジャー・トラベル
検索」をクリック

❷ 左の絞込みで、地域等を選択
　カテゴリで「スキー・スノー
　ボード・スケート」を選択

ご利用方法

倶楽部部部部部

m

上記は2017年11月時点の情報です

えらべる倶楽部で、ウインタースポーツをおトクにお楽しみいただけます。

地域 スキー場名 地域 スキー場名 地域 スキー場名

北海道
富良野スキー場

福島
会津高原　高畑スキー場

新潟
湯沢高原スキー場

ニセコ グラン・ヒラフ グランデコスノーリゾート 赤倉観光リゾートスキー場

青森 青森スプリング・スキーリゾート
(旧名 ナクア白神スキーリゾート) 栃木

エーデルワイススキーリゾート

長野

白馬乗鞍温泉スキー場
ハンターマウンテン塩原 シャトレーゼスキーリゾート八ヶ岳

岩手 雫石スキー場
群馬

川場スキー場 タングラムスキーサーカス

山形 
米沢スキー場 草津国際スキー場 軽井沢プリンスホテルスキー場
蔵王温泉スキー場 たんばらスキーパーク 佐久スキーガーデンパラダ

福島
星野リゾート　アルツ磐梯

新潟
GALA湯沢スキー場 志賀高原

あだたら高原スキー場 上越国際スキー場 山梨 サンメドウズ清里スキー場
グランディ羽鳥湖スキーリゾート 苗場スキー場 福井 スキージャム勝山

※場内施設利用券 (500円分…食事・レンタルショップで利用可 )、スキーボード (一般 ) レッスン割引

GALA湯沢スキー場　新潟県南魚沼郡湯沢町大字湯沢字茅平1039-2

◆◆えらべる倶楽部会員専用サイトからクーポンをプリントアウトして、必要事項をご記入のうえ現地で提出してください◆◆

【リフト1日券パック(12/16～ 4/1)】おとな5,100円→4,100円　小学生2,800円→2,400円　親子パック（おとな1名+小学生1名）6,200円
【リフト1日券パック(4/2～ 5/6)】　 おとな4,200円→3,700円　小学生2,350円→1,800円　親子パック（おとな1名+小学生1名）5,200円

例えば…

スキー・スノーボードで
　　冬を楽しもう!!

提携施設（抜粋）
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居酒屋大特集！！
さらに!!
えらべる倶楽部の会

員専用サイト経由で

Yahoo! ダイニングYahoo! ダイニング
から

ご予約いただくとえらべ
るポイント

100ポイント100ポイントプレ
ゼント!プレゼント!

え
ら
べ
る

え
ら
べ
る

サービス ID:55099001

コロワイドグループコロワイドグループ(株式会社コロワイドMD)(株式会社コロワイドMD)

ご飲食代 ➡ご飲食代 ➡ 10％引10％引
※ 他割引券・ご宴会コース・食べ放題・飲み放題・ランチタイムでのご
利用はできません ※値引き上限3,000円までとなります

※ご入店時、会員証をご呈示ください
※会計後のご呈示は無効とさせていただきます
※ 掲載中にクーポンは予告なく変更される場合がありますので予め
ご了承ください 
▼利用可能店舗例

サービス ID:54908001～54908003

庄やグループ庄やグループ
ご飲食代 ➡ご飲食代 ➡ ５％引５％引

※特典を受けるにはご予約が必要です ※直営店舗のみ利用可能です
※ 一部取扱いのできない店舗がありますのでご予約の時にご確認く
ださい

　　　 ▼利用可能店舗例

サービス ID:57693001～

第一興商グループ第一興商グループ
ご飲食代 ➡ご飲食代 ➡ 10％引10％引

※ご入店時、会員証をご呈示ください
※他の割引券との併用はできません

▼利用可能店舗例

サービス ID:5B047001～5B047005

チムニーグループチムニーグループ
ご飲食代 ➡ご飲食代 ➡ 10％引10％引

※ご入店時、会員証をご呈示ください ※ランチタイムは特典適用外
※ 他サービス、割引クーポンとの併用不可。また、満席等店舗の都合
によりご利用いただけない場合もございますので、ご注意ください
※ 一部特典適用外の店舗や、対象店舗に変動がある場合がございま
すので、ご了承ください

▼利用可能店舗例

全国のいろいろなお店で全国のいろいろなお店で
ご利用いただけますご利用いただけます
会員専用サイトでご確認ください

【携帯サイト】

【PCサイト】

【スマホサイト】

えらべる 検 索 www.elavel-club.com

※全国ご利用可能施設の一例です
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えらべる倶楽部会員様限定

セキュリティソフトセキュリティソフトはは
えらべるポイントモールえらべるポイントモールががお得お得です！です！
えらべるポイントモールを経由すれば、いつも利用しているショッピングサイトでのお買物でもえらべるポイントが貯まります！

パソコンパソコンははビックカメラビックカメラ等で等でお得お得にに購入購入できます！できます！

【特典適用外商品】
ポイントが付いていない商品、日替り限定品、特価品、展示品、アウトレット品、ダイ
レクト直販PC、スマートフォン・携帯電話・タブレット等携帯電話会社との契約が必
要な商品、ゲーム機本体、プリペイドカード（商品券などの非課税商品）、ロレックス、
Apple製品、書籍、ビック酒販取扱い商品、ビックロ取扱いのユニクロ商品、修理品、
作業手数料、配送料は特典適用外です。
【クーポン注意事項】
・ アウトレット各店、ビックカメラ.COM、コジマネット、ソフマップドットコム(ECサイ
ト)は特典適用外店舗となります

・ ギフトカード・びゅう商品券・iD・各種クレジットカード(ビックカメラSuicaカードは除
く)をご利用の場合はポイント付与率が2％下がります【コジマの場合は、コジマク
レジット、各社クレジットカード（ギフトカード等含む）でお支払いの場合は、ポイント
進呈率が異なります】
・ 全額ポイントでお支払いいただきますとポイントは付与されません（本クーポンを
ご利用いただいても付与されません）
・ 他店価格に対応した際はご利用できません
・ 同業者、転売目的にはご利用できません

ご利用方法:ご利用時に「クーポン」をご提出ください。
【ご利用に際して】
・ えらべる倶楽部会員専用サイトで58462001を検索し、「クーポンを表示」で出したクー
ポン券をお持ちいただくか、携帯電話、スマートフォンの方はビックカメラJANコード
2402002003832をスタッフへお伝えください
・ 他、クーポン・キャンペーン・値引きとの併用はできません
・ 本クーポンはお会計前にご呈示ください
・ ビックポイントまたはJALのマイルはクーポンを使用した最終のお支払い額に対して
加算されます
・ 1会計1回限り有効(1回の会計内であれば複数の特典適用商品を2％ポイントアップ
可能です)
・ コジマにてクーポンご利用時は「コジマポイント」は加算されません
・ 各社ネットショップは除きます

通常ポイントから ＋ 2％2％ポイントアップポイントアップ
※ビックカメラ・コジマ・ソフマップ各店舗

会員
特典

共済だより
2017.12.December No.619

26


