
えらべる倶楽部宿泊補助金のご案内
「えらべる倶楽部」からのお知らせ　

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
 ：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・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

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

　平成30年度も、夏期期間・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。

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。

宿泊割引増額キャンペーン

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

「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

対 象 者

ご利用条件

お 申 込 み

7月21日～9月24日及び12月22日～1月6日
の宿泊に限りお一人様１泊につき

3,0003,000円引円引！！

（12月22日（土）～ 1月6日（日）宿泊分）

定
（日）宿泊分日（日）宿泊分

定限限始
（土） 1月日（土） 1月

始年年末
（12月2（12月2

末年定限期夏

通常期
お一人様１泊につき
1,000円引のところ

通常期　お一人様１泊につき　500円引のところ

るるぶトラベル・
るるぶトラベルツアー

7月21日～ 9月24日及び12月22日～
1月6日の宿泊に限りお一人様1泊につき

1,0001,000円引円引！！

（7月21日（土）～９月24日（月・振）宿泊分）（7月21日（土）～９月24日（月・振）宿泊分）
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※ 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

サービス
センター 03-5646-5540

※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。0120-924-033 www.elavel-club.com
えらべる 検 索

■1DAYパス

高校生以上 2,000円　➡　1,900円
3歳～中学生 1,500円　➡　1,400円
※特典適用対象：5名

メリーゴーランドや列車など、小さな子供たちに人気
の乗り物が充実

■タンデムフライト
 11,000円　➡　9,900円
■パラグライダー浮遊体験
 5,500円　➡　4,950円
■バギーオフロード（45分）
 6,600円　➡　5,940円
■バギーオフロード（２人乗り）
 8,000円　➡　7,200円
■バギーショートライド（75分）
 11,000円　➡　9,900円
※特典適用対象：全員
※ 天候の影響により、催行を見合わせる場合がございます
ので予め了承ください

群馬県の美しい自然をフィールドにパラグライダーで
休日を満喫していただけます。

思い切り遊んで心身ともにリフレッシュ！

西武園ゆうえんち

東武動物公園

渋川スカイランドパーク

グランボレ
パラグライダースクール

■ ワンデーフリーチケット 
〔入園+アトラクション乗り放題 (一部を除く )〕

中学生以上 2,800円　➡　2,500円
3歳～小学生 2,300円　➡　2,000円
60歳以上 2,300円　➡　2,000円
※年齢をご確認ください
※特典適用対象：5名
※4/1 ～利用可能
※ 天候状況等により、営業時間の変更または営業を中止す
る場合があります

※ アトラクションによっては機械の安全点検・施設管理・
工事または天候の状況によりご利用になれない場合がご
ざいます

高さ62mの大観覧車やハローキティメルヘンタウン
をはじめとするアトラクションはもちろん、桜、プー
ル、花火、イルミネーションと四季を通して楽しさいっ
ぱいの遊園地です。

■ フリーパス (会員証呈示の場合 )
大人 4,800円　➡　4,600円
小人 3,700円　➡　3,600円
■ プール (会員証呈示の場合 )
大人 2,400円　➡　2,200円
小人 1,100円　➡　1,000円
■ 入園料 (会員証呈示の場合 )
大人 1,700円　➡　1,500円
小人 700円　➡　600円
※特典適用対象：5名

遊園地、動物園、プール、3つの顔「施設」を一度に楽
しめる総合アミューズメントパーク。

600634-1804

うえうゆ えんんゆゆ え西武園ゆうえ
埼玉県　所沢 サービス ID62213001

公物公公動東武動物公園
埼玉県　宮代町 サービス ID62375001

スカイラン渋 スカイ ン渋川スカイランド
群馬県　渋川 サービス ID61993001

ボンラグ レレボンンボググ ボグランボレ
群馬県　みなかみ町

サービス ID61309001

会員証

直接
申込

各サービスの 提携先に直接お申込みください。直接
申込

現地にて、えらべる倶楽部会員証をご呈示ください。
※携帯・スマホを会員証としてお使いいただけます

会員証

会員証

会員証

お近くのテーマパークもお得です！お近くのテーマパークもお得です！
家族で楽しめ

る
600634 1804

上記は2018年4月時点の情報です

ご利用方法

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
お問い合わせください。
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www.elavel-club.com

会員専用サイトから
えらべる倶楽部
最新情報をゲット！

ほかにも多数サービスがございます。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！ 上記は2018年5月時点の情報です

QRｺｰﾄﾞを
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】 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

※ えらべる倶楽部会員証を呈示のみで
サービスを受けられる施設と事前に
利用券等の請求が必要な施設があり
ます。詳細はえらべる倶楽部会員専
用サイトをご覧ください
※ 月会員価格はえらべる倶楽部会員専
用サイトをご参照、またはJTBベネ
フィットサービスセンターへお問い合
わせください

サービス
センター 03-5646-5540 0120-924-033

えらべる 検 索

ののスポーツクラブスポーツクラブははお得!!お得!!
月会員制や回数券利用のみのスポーツクラブも

都度利用が出来ます！

① 回数券は直営店でのみ利用可能（施設にて販売中）
② 初回ご利用の際、コナミスポーツクラブ直営施設にて
「えらべる倶楽部会員証」、ご本人確認証明書（免許証や保
険証など）をご呈示の上、会員証を作成してください 
別途会員証発行手数料（1,080円）が必要です

① 代々木公園 PREMIUM店は現地精
算利用のみ
② 初回のみ施設にて会員証発行料
1,080円が必要となります。初回の
みえらべる倶楽部会員証と印鑑を
ご持参ください

① 法人会員券を事前にサービスセン
ターで購入いただきます　
② チケットの発送には別途送料540円
かかります
③ 施設利用料540円～2,160円（施設
によって4つの料金形態があります）
④ 当日お支払分の料金は、法人会員
券をご持参の上、各施設にてお支
払いください

①  初回のみ会員証発行料1,080円が
必要となります
②   TIPNESS MARUNOUCHI STYLE
はご利用できません

③  現地にてえらべる倶楽部会員証を
ご呈示ください

直営店利用料金   1,188円～2,160円／ 1回
法人都度利用回数券   4回分 ➡ 5回分

ご利用料金   1,500円／ 1回直営店   1,250円／ 1回
フランチャイズ店   1,620円／ 1回
代々木公園 PREMIUM店
  4,490円／ 1回

法人会員券   500円  　
（都度利用） (1枚あたり)

※初回のみ会員証発行手数料1,080円が必要となります
※ 2回目以降は作成した会員証のご呈示でご利用いただけます

ご利用料金 ➡1,620円／ 1回
入会金 3,240円 ➡無料

会員証発行手数料 
5,400円 ➡1,080円
月会員 14,364円
(全国マスター会員)➡8,424

円
(Monthlyコーポレート会員 )

※   Monthly コーポレート
会員は全国マスター会
員と利用条件は同様で
すが、直営店のみのご
利用となります

コナミスポーツクラブ

ゴールドジム ティップネスセントラルスポーツ

ルネサンス

NEW‼NEW‼
2018年

4月
2018年

4月

よりより
スター

ト
スター

ト
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