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※スマホ・タブレットは一部の機種では対応しておりません。

　　　　　　インターネットでセミナー視聴 ≪無料≫　　　　　　インターネットでセミナー視聴 　　　　　　インターネットでセミナー視聴 　　　　　　インターネットでセミナー視聴 法人会の
ホームページより
ご覧いただけます

インターネット・インターネット・インターネット・インターネット・インターネット・インターネット・インターネット・インターネット・インターネット・インターネット・インターネット・インターネット・
　　　セミナー　　　セミナー　　　セミナー　　　セミナー　　　セミナー　　　セミナー　　　セミナー　　　セミナー　　　セミナー

視聴方法視聴方法視聴方法視聴方法視聴方法視聴方法視聴方法視聴方法視聴方法

※スマホ・タブレットは一部の機種では対応しておりません。※スマホ・タブレットは一部の機種では対応しておりません。

法人会のホームページより、インターネット・セミナーTOP画面を開きます。
【ログイン手順】
①赤いボタン≪ログインはこちら≫をクリック
② IDとパスワードを入力しログイン⇒再びインターネット・セミナーTOP画面へ
③視聴したいセミナーを選択
④≪動画を見る≫ボタンをクリック
⑤セミナー視聴画面へ

▲

法人会ホームページ

▲

インターネット・セミナーTOP画面

▲

インターネット・セミナーTOP画面

▲

セミナー視聴画面

▲

ID とパスワードを入力

▲

セミナー詳細画面

①
②

③

④

⑤

24時間いつでも24時間いつでも
ご利用いただけます。

セミナーは受講したいけど
忙しくて時間がない！

勉強会（社内研修）
などになどに

ご活用いただけます。

400本以上の豊富な
ラインアップからラインアップから
自由に選べます。

継続的に社員研修を
行いたい！

受講したいセミナーが
開催していない！

こんな方に最適ですこんな方に最適ですこんな方に最適ですこんな方に最適ですこんな方に最適ですこんな方に最適ですこんな方に最適ですこんな方に最適ですこんな方に最適です

一 流 の 講 師 陣 に よ る 豊 富 な セ ミ ナ ー が 満 載一 流 の 講 師 陣 に よ る 豊 富 な セ ミ ナ ー が 満 載一 流 の 講 師 陣 に よ る 豊 富 な セ ミ ナ ー が 満 載

■経営 ■実務家 ■労務 ■税務・経理 ■法律 ■政治・経済 ■研修・人材育成 ■著名人 ■環境・高齢化 ■健康・ライフスタイル 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

セミナー名 講師 分数  セミナー名 講師 分数 

研
修
・
人
材
育
成 

   ワンランク上の電話応対マナー 大井 澄子 51分 

一
般
経
営 

江戸しぐさに学ぶ中小企業経営 
★ 7 月：江戸の心 思いやりのしぐさ 

柴田 光榮 5分 

★ ビジネスマナーの基礎講座 高久 尚子 86分 
チラシや名刺から動画が流れる！ 

新しい形の情報発信 
紫藤 寛 26分 

これだけは知っておきたい 

ビジネスマナー(1)(2)(3)(4) 
山本 衣奈子 172分 

これから注目すべき 

商品とサービス 
高島 健一 90分 

感情マネジメント 高村 幸治 7分 
   事例から探る 

“モンスター社員”撃退法 
野崎 大輔 76分 

社員を活性化する 

ストレスフリーな組織づくり 
石川 アサ子 103分 法

律 

身近な法律トラブル： 

★ 近隣トラブル 
加藤 美香保 5分 

GSLメソッドで習得する 

実践ビジネス英語 
日向 清人 68分 税

務
・
経
理 

 「そうだったの!?」税金セミナー： 

★ 生活編 
遠山 優里 31分 

ここが変わった！ 
Windows10新機能講座 

岩見 誠 17分 
★ 誰でもわかる 

決算書の読み方セミナー 前編・後編 
川口 宏之 89分 

政
治
経
済 

 デフレ脱却と金融・財政政策   渡辺 努 80分 労
務 

 リスクを減らしてピンチをチャンスに
変える会社のつくり方(前編) 藤堂 武久 25分 

今後の世界情勢をどう読むべきか 菅原 出 69分 
ラ
イ
フ 

ス
タ
イ
ル 

遺伝子検査で大きく変わるがん治療 吉野 孝之 64分 

 

東京法人会連合会からインターネットセミナーのご案内 

インターネットセミナーとは、インターネットに接続できるパソコンがあれば24時間いつで

もセミナーが無料で受講できるオンデマンド型サービスになります。 

開催時間が決まっている集合研修は、忙しい経営者やキーマンにとって一番頭の痛い問題です。インターネット・

セミナーなら24時間アクセス可能で時間を気にせず何時でも受講できます 

遠くのセミナー会場までわざわざ足を運ぶのは面倒。インターネット・セミナーなら、交通のアクセスなど気にせず

会社・自宅・出先などインターネットに接続できるパソコンがあれば何処でも受講できます。 

いろいろなセミナーの中から受講したいと思えるセミナーが選択でき、聞きたいところだけを選んで短時間で受講し

たい、などインターネット・セミナーなら多彩なコンテンツの中から好きな物だけを選んで何回でも受講できます。 

社員が年間を通じてセミナーの受講ができ、繰り返しいろいろなセミナーが選択できるようなシステムがほしい。 

などインターネット・セミナーなら常時セミナーを多数掲載。社員それぞれに合ったセミナーを自由に選択できます。

本サービス導入法人会のホームページより指定されたIDとパスワードにてログインする事により、豊富なセミナーコンテンツ

の中から「見たいセミナーを、見たい時に、好きなだけ」全て受講ができるようになります。 

本サービスの導入法人会・視聴手順等につきましては東京法人会連合会までお問合せ下さい。 TEL：03-3357-0771 

掲載講師やタイトルは変更になる場合がございます。 

（★印は一般の方もご覧いただけます。掲載されているタイトルは、ご覧いただけるものの一部です）





」 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No. 620 
ワンランク上の電話応対マナー 

～苦手意識を克服する 6つのポイント～ 
有限会社オフィスオオイ代表取締役 

大井 澄子 

No. 513 
部下を能動的に動かせる 
上司の為の「承認力」の身につけ方 
コミュニケーションデザイナー 

吉田 幸弘 

No. 609 
掃除力は人財力 
 

阿久津流 家事道 家元 

阿久津 さとみ 

その他、ＤＶＤ約350本、ＣＤ22本、好評レンタル中! 

詳しくは所属法人会（もしくは東京法人会連合会）ホームページより! ! 

「セミナーＤＶＤレンタルサービス」とは、ビジネス、経営、人材育成等に役立つビジネス向けセミナーDVD、CD をインター

ネットから手軽にレンタルできる法人会の会員専用のサービスです。会員であれば無料でご利用することができます。借

りたい作品を申し込むと、登録した住所に郵送でお届けします。返却は郵便ポストに投函するだけです。 

〈月間レンタルＴＯＰ３〉 

2 3  

 無料!! セミナーＤＶＤレンタルサービス 
法人会のホームページから申込みができます 法人会 DVDﾚﾝﾀﾙ 検索 

●利用できる方 

法人会の会員企業 

会員企業の役員および従業員 

●レンタル本数  １回につき３本 

●レンタル期間  ２週間 

●レンタル費用  無料 

（レンタル料、送料ともに無料） 

●利用方法 法人会ｏｒ東法連のホームページより、セミナーDVDレンタルサービスのページへ 

●ご利用イメージ  

1 

 DVDタイトル 分数 DVD No.  DVDタイトル 分数 DVD No. 

研
修
・ 
人
材
育
成 

元劇団四季俳優の 

ビジネスコミュニケーション 
60分 602 

パ
ソ
コ
ン 

「ワードが使えます！」と 

言えるようになる講座(1) 文字入力編 
17分 632 

売上直結！ スーツスタイル戦略 24分 599 
新「エクセルができます！」と 

言えるようになる講座(1)  
22分 562 

新入社員向けビジネスマナー 

お客様に信頼される社員になる 3 つの切り札 
38分 467 

簡単で便利！Google を使用した 

ファイル管理術 
28分 442 

電話応対マナー《パート 1》 36分 124-01 

一
般
経
営 

課題の見つけ方が変わる 

観察からの「気づき」 
47分 629 

労
務 
・
法
律 

リスクを減らしてピンチをチャンスに変える 

会社のつくり方 
25分 571-01 孫子の兵法で読み解く「経営の要諦」 27分 533 

明るい職場をつくる ハラスメントの対処法  39分 524 ISO9001:2015 規格改訂のポイント 40分 619 

税
務 
・ 
財
務 

「そうだったの!?」税金セミナー： 

ビジネス編 
30分 625-01 

健
康
・
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル 

キレイな姿勢と正しい歩き方で人と差がつく！ 

ビジネスパーソンのための「健康ウォーキング」(4) 
30分 444-04 

決算書が得意になる！ 

会社数字の読み方講座 (前編) 
36分 551-01 

生活習慣からつくれる 
ベストコンディション 

34分 608 

※月間レンタルTOP3は2017年5月の集計になります。タイトルは変更になる場合がございます。 

□新  

□新  □新  

□新  



◇お問い合せ先　(一社）東京法人会連合会

（東京法人会連合会が負担します。）

東京法人会連合会　事業課 



提携先 相続税専⾨の税理⼠事務所   提携先 Ｍ＆Ａの⾼度なスキルと豊富な経験をもつ

法⼈会は「ｅ－ｔａｘ」の利⽤普及を推進しています

法⼈会は「ｅ－Tａｘ」の利⽤普及を推進しています

法人会「事業・資産承継 相談事業」

お問合せは ０３－３３５７－０７７１

一般社団法人　東京法人会連合会

受付時間　平日９時　～　１７時（土日祝日、年末年始除く）

経営者の高齢化が進み、今後多くの企業が事業承継のタイミングを迎えます。

法⼈会は企業の⼤切なノウハウや技術を次世代に引き継ぐことを⽀援してまいります。

支援にあたり、東法連が提携した専門家をご紹介いたします。法人会会員には、会員

特別条件にてサービスをご提供しております。

相続税申告対 事業承継対策 Ｍ＆Ａ



アジアをはじめ、世界各国の企業調査レポートを発注できます。新規調査は３～１６営業日以内に調査

結果を返却します。韓国、中国（香港・マカオ除く）、台湾の新規レポートの翻訳は無料です。

企業情報・格付情報照会サービスは、インターネット経由で
「東京商工リサーチの企業情報」と「ＡＧＳの信用格付情報」が
セットで手軽に入手できる 法人会会員様 だけのサービスです。

与信・債権管理を強化

与信管理のこんな課題はありませんか？

金融機関の融資審査ノウハウを利用した９段階の信用スコアリング判定
倒産・非倒産データなどを基にニューラルネットワークという人工知能（AI）に利用される分析手法で
客観的に判定します。

海外企業調査レポート

ＡＧＳ信用格付

国内企業で登録されていない場合や情報が古い時は、新規調査を発注できます。調査会社の専門部隊に
よる電話取材で、１３営業日以内に調査結果を返却します。レポート料金は最大５，０００円！

簡易取材調査

登録料・基本料 ０円！
従量料金制

サービス詳細・利用登録（仮登録）は法人会のホームページから右のバナーをクリック！

一般社団法人東京法人会連合会 - ＡＧＳ（株）提携

企業情報・
格付情報照会サービス

６００社以上の
法人会会員様が

ご利用中！

国内・海外の取引先情報を
ネットで簡単に！

取引の可否判断
ホームページだけ
では情報不足

客観的な指標
海外企業情報を
手軽に取得

コスト削減



東京商工リサーチ ＴＳＲ企業情報

【お問い合わせ先】

TEL：０４８－８７７－３３５９

https://www.ags.co.jp/nw/tokyo

一般社団法人東京法人会連合会
TEL：０３－３３５７－０７７１
～ 法人会では、別途、独自の「貸倒保証制度」も設けております ～

企業情報・格付情報照会サービス ご利用料金

［基本情報］
本社所在地・住所・電話番号・業種など

［ＴＳＲ評点］
ＴＳＲの採点基準でつけられた評点

［ＴＳＲ概況］
ＴＳＲの調査による企業概況を文章で表示

［属性情報］
資本金、設立年月、取引銀行、従業員数など

［業績］
最大３期分の業績、売上高・利益金伸び率

［スコアリング結果］
財務情報または企業情報を基に９段階で判定

［予測年間倒産確率］
今後一年間の倒産確率を数値で表示

ＡＧＳ企業信用格付

取得情報 内容 金額

企業情報（評点あり） 業績等、評点算出可能な情報を取得 5,000円

企業ダイジェスト（評点なし） 業績等、評点算出可能な情報が取得不可能 3,000円

取材不能報告
調査の結果、倒産・合併・廃業等で調査不能
（報告内容には倒産理由などを記載）

1,000円

東京商工リサーチ 簡易取材調査（電話取材）のご利用料金（税別）

ご利用料金（税別）

企業情報＋格付情報 2,000円

一部の企業は格付判定対象外です。格付不能の場合は企業情報のみ１，２００円
（税別）です。

電話による取材です。調査期間は最大１３営業日です。調査先の状況によって取材受付が出来ない場合もありますので予めご了承下さい。

ＩＤ発行には２週間程度お時間を頂きます。先ずは利用登録（無料）を頂きＩＤを取得されることをお勧め致します

エクスペリアンジャパン 海外企業調査レポートのご利用料金（税別）

納期

レポート

普通 特急 超特急

〜約１６営業日 〜約１２営業日 〜約６営業日

新規調査 22,000円 27,000円 32,000円

既存レポート 22,000円 （即日～２営業日）

韓国、中国（香港・マカオ除く）、台湾の新規レポート翻訳は無料です。それ以外の各国翻訳サービスは別途５日間。１レポート25,000円（税別）です。

※本サービスについて

本サービスは、東京都内法人会の会員の皆様に対して、㈱東京商工リ
サーチやエクスペリアンジャパン㈱の情報をＡＧＳ㈱が提供するサービスです。
会員の皆様はＡＧＳ㈱に利用申込をしていただきます。尚、当チラシはサー
ビスの概要をご案内したものです。詳しくは、利用申込後にお送りする利用
約款等をご覧下さい。

財務情報や取引先の継続管理機能をご希望の場合は、ＡＧＳの与信
管理サービス｢NeuroWatcher(ニューロウォッチャー)｣をご検討ください。

https://www.ags.co.jp/nw



回収不
能の売

掛金

高額貸
倒損失

不渡り
手形

お取引先の法的整理事由または履行遅延の発生により、売上債権が回収できない場合

に御社が被る損害の一定部分を保険金でカバーします。

お取引先の法的整理事由または履行遅延の発生により、売上債権が回収できない場合

に御社が被る損害の一定部分を保険金でカバーします。

予
期
せ
ぬ
お
取
引
先
の
倒
産
発
生
！

法人会会員の皆さまへ

お取引先が民事再生手続開始の申立

てを行い、債務者に対する被保険者

の売掛金債権が回収不能となった。

お取引先が資金繰りの悪化で不渡り

手形を出した。法的整理手続きの通

知があり、決済予定の手形が不渡り

となった。

お取引先が民事再生手続の開始申立

をし、被保険者の有する売掛金債権

が回収不能となった。



1．御社お取引先（債務者）の法的整理事由の発生または履行遅滞の発生（※）
により売上債権が回収できない場合に、御社が被る損害の一定部分を保
険金でカバーします。

（注1）信用区分は、保険で対象とする取引先ごとに引受保険会社が判定します。
（注2）支払限度額は、保険で対象とする取引先ごとに告知いただいた「売上債権残高（一定時点の売上債権残高またはそれにもとづき今後１年間の売上

高見込を勘案した額）」と「信用区分」に応じた「支払限度額の上限額」のいずれか小さい金額で設定します。ただし、お取引先により支払限度が設
定できない場合があります。

（注3）取引先ごとの支払限度額のほか、御社にお支払いする保険金の限度額を設定します。

2．この保険は、法人会連合会が保険契約者となる団体契約であり、この保険
にご加入いただくには、法人会連合会の会員である法人会に入会している
（法人会会員企業である）ことが条件となります。

（※）履行遅滞の発生
お取引先が債務の弁済期日から3か月を経過してもその債務を履行しない場合におい
て、引受保険会社がその債務につき履行の見込みがないと判断したときに保険金をお支
払いします。

2018年度から「自動承認限度額プラン」と「支払限度額プラン」の2種類の募集が可能になります。

S0603　80,000　2018.5（改）128 448　B18-100178　使用期限：2019年7月31日

御　社

御 社 名

御 社

プラン名称 自動承認限度額プラン 支払限度額プラン
保険料算出の基礎 告知書記載の加入者の直近会計年度の売上高 加入者の保証対象となる各お取引先の支払限度額の合計額

自動承認限度額・
支払限度額

お取引先の債権残高・信用区分に関係なく、一律100万円、200
万円、300万円が自動承認限度額となります。期中で追加したお取
引先も自動的に保証対象。
【自動承認限度額プランのイメージ図】

告知書に記載頂いた債権残高や信用区分（注1）に応じて、取引先ごとに
支払限度額（注2）が決まります。期中で追加したお取引先についても変
更手続きの上で保証対象とすることが可能。
【支払限度額プランのイメージ図】

縮小支払割合 90% 95%

対象取引先数 全取引先 10社以上（すべてのお取引先数が9社以下で、そのすべてのお取引
先をこの保険で対象とする場合は1社以上）

保険証券総支払限度額（注3） 契約時の一時払保険料の 10倍（100万円単位に切り上げ）または
自動承認限度額のいずれか大きい方になります。

契約時の一時払保険料の 20倍またはお取引先ごとに設定した支払限
度額の最大額のいずれか大きい方になります。

期中の取引先の追加・削除 変更手続きなく、自動的に保証対象または対象外となります。 変更手続きの上、必要に応じ保険料の追加または返還を行います。
期中の自動承認限度額・
支払限度額の増額 保険期間中の自動承認限度額の増額はできません。 保険期間中に、支払限度額の増額を行う場合、追加保険料をお支払い

いただきます。

取
引
先

①
取
引
先

②
取
引
先

③
取
引
先

Ｘ
取
引
先

Ｚ

( 例 ) 自動承認限度額100万円の場合、全取引先に対し一律自動承認限度額
100万円を設定。期中で追加になった取引先Xも自動的に保証対象。

自動承認限度額100万円（全取引先共通）

加入者 (法人会会員 )

・・・・ +
追加

取
引
先

①
取
引
先

②
取
引
先

③
取
引
先

Ｘ
取
引
先

Ｚ

取引先の債権残高と信用区分に応じて、支払限度額を設定するので取引先毎
に、支払限度額は異なる。期中で追加になった取引先については、変更手続き
の上で、保証対象とすることが可能。

支払限度額は各取引先の債権残高と信用区分によって決定。

加入者 (法人会会員 )

・・・・ +
追加



島原手延べうどん
(80g×4束)→25袋セット

法人会会員企業様限定

特価品購入サイト

対象商品カテゴリ

• 売れ残った商品
• B品、訳あり商品
• カタログ落ち商品
• 旧モデル商品

買取します

業者向け販売商品を法人会会員を特別招待！
最大95％OFF〜の特別価格で販売中

在庫の買取サービス

お申込み・お問い合わせはこちら
http://revalue.jp/tohoren/
03-6416-0931
⽉〜⾦ 10:00〜18:00 ※土日祝はお休み

【会社名】株式会社SynaBiz（シナビズ）
【資本⾦】5,000万円

※株式会社オークファン(東証マザーズ)
100%出資

【代表】武永 修一
【本社】東京都渋谷区道玄坂1-14-6 

ヒューマックス渋谷ビル6階

★⾒積もり査定は完全無料なので気軽にご相談ください！

参考価格：113,714円

25,500円 800円
参考価格：8,000円

77％OFF

EPSON Offirio A4 カラー
レーザープリンター LP-S820

【増設ユニット付】
ビクトリノックス

Tシャツ

90％OFF

コピー用紙 ペーパーワン
B4判（500枚×5冊）

P1-B4

810円
参考価格：5,386円

85％OFF

1,700円
参考価格：12,500円

86％OFF

※賞味期限3か⽉以内、医薬品、酒、⻑期間使⽤済商品は買取対象外です

取り扱い商品例（全て売り切り御免で、商品は⽇々⼊れ替わります）

【WEB】
【TEL】



国内最大規模のBtoBマーケットプレイス

お申込み・お問い合わせはこちら

【WEB】
【TEL】03-6416-0931

⽉〜⾦ 10:00〜18:00 ※土日祝はお休み

法人会会員企業様限定

【会社名】株式会社SynaBiz（シナビズ）
【資本⾦】5,000万円

※株式会社オークファン(東証マザーズ)
100%出資

【代表】武永 修一
【本社】東京都渋谷区道玄坂1-14-6 

ヒューマックス渋谷ビル6階

WEBで卸販売の拡大

対象商品カテゴリ

アパレル 家具
インテリア

ファッション
雑貨

食品
飲料 事務用品 美容

健康
家電
PC

サプライヤー会員費用 バイヤー会員費用

会員登録
完全無料

通常20,000円/月

法人会会員限定

15,000円/月
※登録後6ヶ月間

http://www.netsea.jp/tohoren/



従業員様向け追加カード 

99枚まで発行可能!! 

ゴールド・一般カード共に 年会費無料! 
何枚追加しても・・・！ 

通常年会費 10,000円(税抜） 通常年会費 1,250円（税抜） 

2018年7月1日（日）～2019年5月31日（金）まで 

 都内各地の法人会会員様限定 

キャンペーン期間中に、ご入会いただいた法人様は・・ 

年会費 

仮払い削減の強い味方！ 

交通費 
精算など 

必見!! 

経理担当者様 

WEBお申し込みはこちら ： www2.uccard.co.jp/houjin/tohoren 

資料請求・お問い合わせ先 :  TEL 03‐5319‐1107 株式会社クレディセゾン東京支社 10:00~17:00 土日祝休み 

年会費優遇キャンペーン専用ＵＲＬ 
 必ずこちらからお手続きください！ 

永年無料! 



≪一例≫ 

■移動・出張 

・航空券/新幹線料金 

・宿泊費 

・高速道路料金 

・タクシー代 

■交際・接待 

・贈答費 

・接待会食費 

・電報/お花代 

■継続決済 

・電気料金 

・水道料金 

・ガス料金 

・携帯電話料金 

■その他雑費 

・新聞購読料 

・事務用品購入 

・インターネット 

 出店費用 

■税金 

・法人税 

・申告所得税 

・自動車重量税 

・消費税 

日常業務のさまざまなシーンでご利用いただけます！ 

ご利用金額1,000円（税込）につき １ポイントが貯まります！ 

≪ご利用金額とポイント獲得の一例≫ 

出張費 

万円 10 

取引先との会食 

万円 ５ 

毎月の 

万円 

電話代･公共料金 

５ 

毎月の 

万円 

ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ出店費用 

５ 

月額合計使用料25万円＝250ポイント 

年間獲得ポイント3,000ポイント 

ｖ 

貯まったポイントは、会社の備品、 

UCギフトカード 

500ポイント 

2,000円分 
出光キャッシュプリカ 

1,000ポイント 

5,000円分 
ネスカフェ ジェニオ2 

2,200ポイント 

プレミアム 

忘年会やゴルフコンペの景品等のアイテムに交換 



回覧願います

ワンプライス中古車リースのお問い合わせ・お申し込み先

お問い合わせの際、必ず「ご加入の法人会名」をお申し出ください。

東京法人会連合会 会員企業の皆様へ

ワンプライス中古車リース

車両本体価格、登録時手数料、登録時車検整備費用、納車陸送費、自動車税(リース期間分)、重量税(初回分)、
自賠責保険料(初回分)

※北海道・沖縄エリアでの納車の場合は、別途陸送費用相当額として上記リース料に＜６年リースの場合：月額540円(税込)＞を加算させていただきます。
離島は納車対象外地域とさせていただく場合もございます。

<ﾌｧｲﾅﾝｽﾘｰｽ>

リース料に
含まれるもの

リース契約終了時の
取り扱いについて

車両を返却して契約終了となります。 (※買取はできません)

※お客さまのご要望により再リース(1年間再契約)いただく事も可能です。
ただし、車両の状態により使用継続が困難であると当社が判断した時など、再契約に応じかねることがあります。

ボディタイプを選ぶだけの簡単クルマ選び！

選べる タイプ
６年（月々均等７２回払い）ファイナンスリース
車検２年付（ライトバンは車検１年付）５

タイプを選んで申込 車両をご提案 ご契約

車両ご提供条件

契約時走行距離 １０万km未満

契約時経過年数 ８年以内

修復歴の有無 無し
・お問合せ時点での在庫車両をご案内させていただきます
ので、車種・走行距離等の個別指定はできません。

・使用歴は自家用/営業用/レンタカーのいずれかとなります。
・納車時までに車検整備（定期点検整備）を実施いたします。

※ 記載のリース料は全て税込の金額です。
※ 車両画像はイメージです。月額 7,560円 月額 11,880円

月額 9,720円 月額 11,880円 月額 12,960円

軽乗用 ＜2WD・AT＞
[車種の一例] アルト、ミラ、eKワゴン等

軽箱バン ＜2WD・AT＞
[車種の一例] ハイゼットカーゴ、エブリイバン等

コンパクト ＜2WD・AT＞
[車種の一例] フィット、デミオ、ノート等

軽バン ＜2WD・AT＞
[車種の一例] アルトバン、ミラバン等

ライトバン ＜2WD・AT＞
[車種の一例] プロボックスバン、ＡＤ等

上記は法人向けリース料となります。個人向けマイカーリースは別途
お見積りいたしますので、下記までお気軽にお問合せください。

※オリックス自動車保証（１年間）付。詳細はお問い合わせください。※記載の範囲内（初度登録・走行距離）の車両を提供させていただきます。※初年度登録年月・走行距離・使用歴・ﾎﾞ
ﾃﾞｨｶﾗｰ・装備・車台番号・車両写真等の車両情報は、提供車両を提案させていただく際に当社スタッフより連絡いたしますので、ご契約前にご確認いただけます。※リース契約成立後は、解約で
きません。※本チラシ掲載のリース料は2018年7月時点(消費税8%込み)のリース料です。消費税法が改正された場合など、リース料は予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
※リース契約には審査が必要になります。審査の結果、ご要望にお応えできないこともございますので、あらかじめご了承ください。

0120-094-773 オリックス自動車
マイカーデスク第二課
担当：梶村

[受付時間]平日9時～17時
（土・日・祝日休み）



◆ビジネスレンタカーの特徴◆

法人（会員企業）のみなさま お問い合わせについて

レンタカーのご案内

◆レンタカーの法人会会員への優待料金◆ 車種は一例です。「24時間」利用での比較とし、料金の単位は円(税込)。
割引率は基本料金からのおおよその割引率を表記しております。

カーシェアリングのご案内

月に数回多忙な日が

ある！！

メリット
①

社有車がたりない

時に！！

メリット
②

出張先での移動の

足に！！
メリット

③

◆カーシェアリングの特徴◆

安 楽
●WEB・モバイルからカンタン予約
●カード1枚でカーステーションの

全てのクルマが利用可能

●24時間365日貸出OK
●最短30分～利用可能

◆シンプルな料金システム◆

※1 上記料金には、消費税等額を含みます。
※2 個人プランには「Aプラン」以外にも月額基本料が無料、時間料金(15分あたり)300円の「Bプラン」もございます。但し、上記特別特典は適用されません。詳細
はWEBサイトをご覧下さい。
※3 特典適用期間中は、無料利用時間料金の適用はございません。

個人（役員・従業員・その家族）のみなさま お問い合わせについて

問合先：オリックス自動車株式会社 法人営業部

電 話：03-6436-6306
（受付時間：平日9時～17時、土日祝日年末年始を除く）

お問い合わせの際は、必ず「ご加入の法人会名」を申し出てください。

レンタカーのご利用方法 ～事前の会員登録は不要です！！～
ご予約は「ホームページからの受付」か、下記予約センターへお電話のみと
なります。※ご予約の際は、必ず、下記プラン名でお問い合わせ下さい。
料金等詳細はホームページをご覧下さい。
【ホームページ】オリックス自動車「東京都内の法人会レンタカーマルトクプラン」
http://car.orix.co.jp/affiliate_cp/wr/campaign/plan_tkyHojin/index.html

オリックス自動車レンタカー予約センター

0120-30-5543
（受付時間：平日8時～20時、土日祝日8時～17時）

カーシェアリングのご入会方法
オリックス自動車(オリックスカーシェア)webサイトのトップ画面より 【ご
入会はこちら】ボタンをクリックして入会申込手続きを行って下さい。
その際、運転免許証とクレジットカードをご用意下さい。

【入会申込ページ】
http://orix-carshare.com/join/index.php
※「キャンペーン(識別)コード」欄に、所定のコードを必ず入力してください。コードのご入力がない場
合、法人会の特典をご享受いただけません。
コードについては、法人会ホームページに掲載の当サービスに関わるバナーからお入りいただき「カーシェ
アリング(個人)」のページをご覧ください。

法人（24時間） 個人（24時間） ハイシーズン料金
ＫＳ タント・ＮＢＯＸ等 ¥7,020 ¥5,400 ¥5,967 ¥7,160
SA デミオ、フィット、ヴィッツ等 ¥8,100 ¥5,400 ¥6,885 ¥8,262
ＥＡ フィットハイブリッド等 ¥9,720 ¥6,048 ¥7,582 ¥9,098

ワ

ゴ

ン
ＷＡ セレナ、ステップワゴン等 ¥20,520 ¥11,124 ¥16,211 ¥19,453

VA プロボックスバン等 ¥10,260 ¥5,400 ¥6,977 ¥8,372
VOA ライトエースバン ¥11,340 ¥6,588 ¥7,031 ¥8,437
ＶＯＣ ハイエースバン等 ¥15,660 ¥8,424 ¥7,830 ¥9,396

※消費税込みとなります。 ※免責保障料は、含みません。

※ハイシーズン期間は、：4/27～5/8、7/1～8/31、9/14～9/27、12/26～1/8となります。

法人会会員特別料金

乗

用

車

商

用

車

車種例
一般料金
(24時間）

クラス

個人Ａプランのみ特典が適用されます。

ICｶｰﾄﾞ 時間料金 距離料金 ICｶｰﾄﾞ

発行手数料 （15分あたり） （1kmあたり） 発行手数料

法人 無料 －

個人Aﾌﾟﾗﾝ※2 980円 3ヶ月間無料※3

1,000円 200円 15円 無料

プラン

通常※1 法人会会員特別特典

月額基本料 月額基本料



税制上、損金算入ができる福利厚生アウトソーシングサービスがあるんです。

貴社が抱える福利厚生制度の課題を、導入実績１０,０００社を誇る「福利厚生倶楽部」が

解決いたします。

新規入会キャンペーン実施中！

慶弔見舞給付金付き特別プラン

入会金半額! 月会費特別割引!

企業の制度面の充実と
従業員の余暇支援の
お手伝いをいたします

掲載情報は2018年4月現在のものです。掲載情報は変更となる場合もありますので、あらかじめご了承ください。写真はサービス利用のイメージです。 Copyright(C)2018 Relo Club, Ltd. All rights reserved.

福利厚生倶楽部

約１００，０００
種類の多彩なサービス

をご提供

法人会会員企業の皆さま限定企画



※サービスの内容はすべて一例です。掲載情報は予告なく変更される場合がございます。あらかじめご了承ください。

ご検討内容 □入会を検討中 □内容を知りたい（連絡が欲しい） □資料が欲しい

所属法人会
フリガナ

フリガナ

ご担当者名

住所

電話番号 E-Mail（ ） @

〒

都 道
府 県

フリガナ

ご法人名
（登記がある場合）

部署名・役職名

名

「法人会」専用資料請求フォーム 資料のご請求お待ちしております。お気軽にどうぞ。 FAX：03-3225-9721

従業員数

フリガナ

サービスメニューのご紹介 従業員さまのニーズに対応した幅広いサービスをご提供いたします。

スポーツ＆アウトドア 慶弔⾒舞

リゾート＆トラベル レジャー＆グルメ
国内約25,000以上の宿泊施設が会員特別料⾦で! 休⽇のリフレッシュや旅⾏で使いたいレジャー施設が30,０００ヵ所以上！

全国の有名スポーツクラブ３,２００ヵ所と提携！ 従業員とそのご家族にお祝いやお⾒舞いをご⽤意！

●ホテルリステル猪苗代ウイングタワー １泊素泊り３名 3,５００円〜
●ヴィラージュ伊豆高原 １泊素泊り３名 4,５００円〜
●ウェスティンホテル淡路 １泊素泊り３名 4,３００円〜
その他、海外ホテル６０万軒以上、パッケージツアー約５０ブランド

最大

80％ 割引

最大

75％ 割引

●ジョルダンパスポート・・・・・・・・・・・・・・・・会員特別料⾦
●映画鑑賞チケット・・・・・・・・・・・・・・・・・・１,３００円〜
●その他、お食事クーポン、ホテルレストラン等の割引あり

提携施設 全国

３,８００
ヵ所

●コナミスポーツクラブ（提携店含む）・施設利⽤料おひとり様1回８６４円〜
●スポーツクラブＮＡＳ・・・・・・・・施設利⽤料おひとり様1回９７０円
●全国130ヵ所以上ある当クラブ契約ゴルフ場でのプレー代⾦
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・一組あたり４,０００円補助

福利厚⽣制度が

さらに充実
●結婚お祝い制度・・・・・・・・・・・・・・・お祝いの品プレゼント
●ご出産お祝い制度・・・・・・・・・・・・・・お祝いの品プレゼント
●セレモニー制度お⾒舞い5,000 ・・・・・・5,000円相当の商品券進呈

法人会会員企業さま限定価格

社員数 入会金 月会費

100名未満 30,000円 1,000円

100～999名 50,000円 900円

1,000名以上 100,000円 800円

＜通常料金＞ ＜法人会会員企業さま限定価格＞(税別) (税別)
社員数 入会金 月会費

100名未満 15,000円 950円

100～999名 25,000円 850円

1,000名以上 50,000円 750円

※上記価格は福利厚⽣費として税法上損⾦扱いとなります。

【注意事項】

・ご加入にあたっては㈱リロクラブとの契約が必要になります。 FAX：03-3225-9721
【個人情報について】
１．個人情報の取り扱いについて ご記入いただきますお客様の個人情報は福利厚生アウトソーシングサービスをはじめとする各種サービスのご提供、

当サービスのご案内、関連資料の配布を目的に収集・利用させていただきます。また、お客様の個人情報をリロ・グループ各社における付随サービスの
ご提供、当サービスのご案内、関連資料の配布の為、業務上必要な範囲内で提供及び預託する場合があります。ご記入頂きました個人情報を基に、
よりよいサービスをご提供するため、個人を特定できない形式の統計データを作成する場合もあります。

２．個人情報の開示・訂正・削除・停止等について お客様本人より、お客様の個人情報の開示・訂正・削除・停止等のお申し出が合った場合、
ご依頼された業務を遂行する上で支障をきたさない範囲で速やかに対応致します。

３．個人情報に関する窓口 株式会社リロクラブ個人保護管理者 個人情報保護管理担当 執行役員 E-mail： privacyRC@relo.jp 



ダイヤル・サービスの

ストレスチェックの結果を活かして職場の課題を解決しませんか?
2年目を迎えたストレスチェック制度、組織分析の結果を活かして職場環境の改善に結びつけませんか？

組織に潜む本当の問題を洗い出すことで、適切な改善策を打つことができます。

ストレスチェックサービス

法人会会員様専用

ストレスチェックサービス「こころ・めーた」
○ 厚生労働省推奨「職業性ストレス簡易調査票」に基づく57問

○ ｗｅｂ方式（メールアドレス有／無）/ペーパー方式の3種類の受検方法を用意

○ 様々なオプションサービスも用意

外部相談窓口「こころと暮らしのほっとライン」

会員特典

「販売単価

5%OFF」

【費用イメージ】 『従業員数100名/ｗｅｂ方式で受検』

基本料金50,000円＋（通常販売単価500円×100名）＝100,000円

↓

基本料金50,000円＋（会員販売単価475円×100名）＝97,500円

○ 「メンタルヘルス/ハラスメント相談、からだの健康相談、暮らしの相談」など様々な相談が可能

○ 相談員は実務経験、相談経験豊富な有資格者のみ

会員特典

「初期費用

50%OFF」

【費用イメージ】 『こころと暮らしのほっとライン（ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞﾌﾟﾗﾝ）契約期間：1年、従業員100名』

初期費用70,000円＋月額費用30,000円×12か月＝430,000円

↓

会員初期費用35,000円＋月額費用30,000円×12か月＝395,000円

お問い合わせ先は裏面をご参照ください

ストレスチェックの事後対策としておすすめです。

※「こころ・めーた」オプションサービス “職場の改善点がまるわかり！” 【組織分析報告会 】

○プレミアムプラン

19項目の各項目について詳細に結果を分析、健康リスク等の平均値では⾒えない、内包リスクを洗い出します。 専門家による

オリジナルの分析コメントや、アドバイスも含まれており、職場環境改善のお手伝いをいたします。

○スタンダードプラン

受検率や高ストレス者率の基本情報やオリジナルのクロス集計を用い、仕事のストレス判定図では分からない視点から組織のス

トレス状況を把握します。実施者のコメントもついており、とてもコンパクトにまとまった組織分析レポートです。

【費用イメージ】
◆プレミアムプラン：200,000円～ ＜サービス内容＞担当営業や有資格者による報告会を実施/ プレミアムレポート作成/ 6ヶ月後のフォロー訪問

◆スタンダードプラン：50,000円～ ＜サービス内容＞担当営業が報告会を実施/スタンダードレポートを作成
ご
相
談
例

メンタルヘルス／
ハラスメント相談

・課長に昇進したが上司と部下に挟まれ毎日辛い。
・飲みに行くといつも肩に手を回されるが断れない。

からだの健康相談 ・健康診断結果で気になる事がある。

暮らしの相談 ・自転車でケガをさせたけどどこまで賠償責任があるの?



所属法人会 法 人 会

ふりがな

事業所名

住所
〒 ー

ふりがな

担当部署
担当者名

電話番号 メールアドレス

お問い合わせ

サービス
□ 「企業倫理ホットライン」 / □ 「こころと暮らしのほっとライン」 /   □ 「こころ・めーた」

個人情報の取り扱い

について

「皆様からお預かりした個人情報は、弊社業務における営業活動に利用目的を限定し、弊社にて厳重に管理し、

他の目的での利用、およびご本人の同意なしに第三者に開示、提供、委託することはありません。」

□ 上記について同意します。 ※お問い合わせの際には、チェックをお願いします。

サービスお問い合わせ票 FAX送信日： 年 月 日

【個人情報のお問い合わせ窓口】

TEL：03-5276-9783（平日10：00～17：00)
E-mail：kojinjoho@dsn.co.jp
ダイヤル・サービス株式会社
個人情報保護管理者 福永 哲久

お問い合わせの際には

「法人会専用サービスの件」と
お伝えください。

【サービスに関するお問い合わせ先】

〒102-8018
東京都千代田区三番町6-2 三番町弥生館4階

ダイヤル・サービス株式会社
営業1部 営業2課

担当：塚本（ﾂｶﾓﾄ）、金井（ｶﾅｲ）
TEL：03-6238-7101（平日9:00～18:00）

“内部通報の外部受付窓口”

「企業倫理ホットライン」
“電話相談サービスのパイオニア”ダイヤル・サービス株式会社が提供する内部通報の外部受付窓口です。

企業の財産である従業員の働きやすさ、組織の活性化と生産性を向上し、企業の発展をサポートします。

★「企業倫理ホットライン」とは

■不正行為、行動規範違反などについて電話とWEBを利用して通報できる、社外に設置する外部通報窓口です。

■専任の電話カウンセラーが通報者のプライバシーを守りながら、あらゆる通報への対応をいたします。

■電話での通報時間は、従業員の方が通報しやすい時間に設定しており、ご相談時間の長さに、制限を設けておりません。

■通報内容の詳細を、翌営業日にご担当者へお渡しいたします。また、その後の通報者との連絡もできる限り行います。

★導入のメリット

■マスコミや外部機関への直接の内部告発の防止 / ■問題が小さなうちに、すばやく初期対応が可能

■不正行為の抑止効果 / ■社会的責任に対する姿勢を社会へアピール

【費用イメージ】 『企業倫理ホットライン 契約期間：1年、従業員300名』

初期費用150,000円＋月額費用50,000円×12か月＝750,000円

FAX送信先：050-3737-6864 ※FAX到着後、弊社よりご連絡をさせていただきます。

会員特典
■社員向け告知カード

■告知ポスター

無料提供



 

都内法人会会員の皆さまへ 

FAXにてご返送ください。 
 

『電気料金シミュレーション申込用
紙』に必要事項をご記入ください。 

シミュレーション結果について 
お知らせします。 

※料金メニューによっては比較できない場合がございます。 
※お客さまのご契約状況によってはシミュレーションができない場合がございます。 

 お気軽にお問い合わせください 
 
 
 
 
 
 
 

 

東京ガス株式会社 エネルギー提案推進部エネルギー提案第１グループ 法人会様担当 
 

TEL:0570-050191(※ナビダイヤル) 

 

電話受付時間：月ー土 9:00~19:00（祝日除く） 
〒163-1059 東京都新宿区西新宿3-7-1 新宿パークタワーS棟10階 

ナビダイヤルをご利用になれない場合(IP電話等)：03-6735-8739 
※ナビダイヤルはNTTコミュニケーションズ(株)のサービスです。電話料金はお客さまの
ご負担となります。かけ放題等の定額通話制度等も適用対象外（有料）となります。ご契
約いただいている通信会社の規約をご確認の上、お掛けいただく番号をお選びください。 



 

 

電気料金シミュレーション申込用紙 
 ※東京電力エナジーパートナーの従量電灯B・従量電灯C・低圧電力等が対象となります。料金メニューによっては比較できない場合がございます。 

FAX 
送付先 

東京ガス株式会社 
エネルギー提案推進部 エネルギー提案第1グループ 
 

都内法人会会員さま 担当窓口宛て 

FAX番号 

03-5322-7748 

結
果
ご
連
絡
先 

お客さま名 法人会名 

ご住所 

建物名 電話番号 

〒      ー 

※シミュレーション結果は上記ご連絡先へご郵送させていただきます。お送りいただいた資料はお返しできませんのでご了承ください。 

※お客さま個人のご自宅についてシミュレーションご希望の場合は、別途お問い合わせください。 

電
気
ご
使
用
場
所 

ご契約者名 
建物・ 

マンション名 

ご住所 

電気ご使用
場所用途 

現在の電気料金の 
お支払い方法 

主に使用 
する空調 

 
東京ガスお客さま番号 

〒      ー 

□ 事務所 

□ 口座振替 □ その他（      ） □ 電気空調 □ ガス空調 □ その他（     ） 

東京ガスをお使いの方 

□ 理美容関係 

□ 小売商店（業種：   ） 

□ クリーニング □ 食品関係 □ 医療関係 □ 製造業 □ マンション共用部 

□ その他（    ） □ 車関係 

□ 金融関係 

□ 保育関係 

□ 介護関係 

□ 印刷関係 

□ 新聞販売店 

□ 建築関係 

□ 不動産関係 

以下①②いずれかの方法で現在の電気ご使用状況についてお教えください 

①1か月分以上の電気の検針票（のコピー）の送付 ②下記項目へのご記入※ 

現在の電気契約種別 従量電灯B 従量電灯C 低圧電力 

東京電力エナジーパートナー 
お客さま番号(13桁) 

地区番号（2桁） 

地点番号（22桁） 03- 03- 03- 

ご契約電力 Ａ kVA kW 

力率 % 

ご使用年月 年     月 年     月 年     月 

ご使用量 kWh kWh kWh 

※お手元に１ヶ月分の電気の検針票をご用意の上、ご記入ください。ご記入方法等でご不明な点がありましたらお気軽にお問合せください。 

【個人情報の取り扱いについて】東京ガスは、お客さまからいただいた個人情報（氏名・住所・電話番号・電気のご利
用状況等）を、東京ガスライフバル、(株)エネット、エネスタ、エネフィット、お住いのマンションの管理会社、その他電力

販売に関する業務提携先と共同利用いたします。なお、東京ガス及び上記共同利用者は、お客さまからいただいた上
記個人情報を、東京ガス及び上記共同利用者のガス・電気・住宅設備機器・機械器具の販売、リフォーム、生活関
連サービス、及びこれらに付帯する業務に関するお知らせ及びアフターサービスの提供のために利用いたします。 

※「1年分」の使用量（検針票など）を添付いただければ、より正確なシミュレーションができます。 

備考欄 
 
 
 

電気検針票(例) 

HO 2018.07 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

※ご所属の法人会名をご記入ください。 







ラフォーレ倶楽部
伊東温泉 湯の庭

伊豆マリオットホテル修善寺
ホテルラフォーレ修善寺
ラフォーレ修善寺＆カントリークラブ

ラフォーレ倶楽部
箱根強羅 湯の棲

軽井沢マリオットホテル

ラフォーレ倶楽部
ホテル白馬八方

リゾートホテル
ラフォーレ那須

富士マリオットホテル山中湖

南紀白浜マリオットホテル

琵琶湖マリオットホテル

ラフォーレ蔵王
リゾート&スパ

優待ゴルフ場
ラフォーレ&
松尾ゴルフ倶楽部

法人会会員企業の皆様の為の福利厚生施設

ラフォーレ倶楽部
ラフォーレ倶楽部は、企業・法人が契約する法人会員制倶楽部。

会員企業の社員の方は、メンバー料金でホテルを利用できます。

また、個人での利用のほか、企業の研修や会議、セミナーやイベ

ント等の法人単位の団体利用も可能です。リゾートにおける

豊かな自然環境と充実したホテル設備を利用した様々な利用

方法があります。

伊豆マリオットホテル修善寺＊

客室数
128室（276名収容）
客室
スーペリアルーム（2名用）／和室（2名用）／和洋室（4名用）／
スーペリアルーム（温泉付）（2名用）／デラックスルーム（温
泉露天風呂付）（2名用）／プレミアルーム（温泉露天風呂
付）（2名用）／ドッグフレンドリールーム（2名用）／ジュニアス
イート（2名用）／エグゼクティブスイート（2名用）
宿泊料金
◎素泊まり：4,500円～ ◎1泊朝食付：大人 8,350円～
◎1泊2食付：大人 15,500円～（洋食）
交通
東海道新幹線・三島駅より伊豆箱根鉄道に乗り換え修
善寺駅下車、送迎バス約25分。

静岡県伊豆市大平1529
0558-72-2011

スーペリアルーム

リゾート＆スパ
ラフォーレ蔵王 宮城県刈田郡蔵王町遠刈田温泉七日原2-1

0224-34-1489

軽井沢マリオットホテル＊

客室数
142室（298名収容）
客室
スーペリアルーム（2名用）／和室（2～3名用）／プレミアルー
ム（温泉ビューバス付・温泉露天風呂付）（4名用）／ドッグ
対応コテージ（2名用）／ジュニアスイート（2名用）／エグゼク
ティブスイート（2名用）
宿泊料金
◎素泊まり：4,500円～ ◎1泊朝食付：大人 8,350円～
◎1泊2食付：大人 15,500円～（セットメニュー）
交通
北陸新幹線・軽井沢駅下車、タクシーまたは送迎車（要予
約）約15分。または、しなの鉄道・中軽井沢駅下車、タク
シーまたは送迎車（要予約）約5分。

長野県北佐久郡軽井沢町長倉4339
0267-44-4489

スーペリアルーム

客室数
274室（596名収容）
客室
スーペリアルーム（2名用）／和室（4名用）／デラックスルーム
（2名用）／プレミアルーム（温泉付・温泉ビューバス付）（2名用）
／ジュニアスイート（2名用）／エグゼクティブスイート（2名用）
宿泊料金
◎素泊まり：4,500円～
◎1泊朝食付：大人 8,350円～
◎1泊2食付：大人 15,500円～（洋食）
交通
JR琵琶湖線・守山駅下車、路線バス約40分またはJR湖
西線・堅田駅よりタクシーまたは、送迎バス約15分。

デラックスルーム

南紀白浜マリオットホテル＊
和歌山県西牟婁郡白浜町2428

0739-43-7000

客室数
182室（380名収容）
客室
スーペリアルーム（2名用）/和室（4名用）/和洋室(4～5名用）/
デラックスルーム（2名用）/プレミアルーム(温泉ビューバス付）
（2名用）／ジュニアスイート（2名用）／エグゼクティブスイート（2名用）
宿泊料金
◎素泊まり：4,500円～
◎1泊朝食付：大人 8,350円～
◎1泊2食付：大人 15,500円～（洋食・和食）
交通
京都・新大阪・天王寺よりＪＲ特急にて紀勢本線・白浜駅下車、
タクシー約10分。または、南紀白浜空港よりタクシー約7分。

プレミアルーム

富士マリオットホテル山中湖＊
山梨県南都留郡山中湖村平野1256-1

0555-65-6711

客室数
105室（220名収容）
客室
スーペリアルーム（2名用）／和室（4名用）／和洋室（4名用）／
プレミアルーム（温泉付）（2名用）／エグゼクティブスイート（2名用）
宿泊料金
◎素泊まり：4,500円～
◎1泊朝食付：大人 8,350円～
◎1泊2食付：大人 15,500円～（洋食）
交通
新宿より中央高速バスにて約135分、山中湖ターミナル（旭
日丘）停留所下車。旭日丘より送迎バス約15分（要予約）。

プレミアルーム

琵琶湖マリオットホテル＊
滋賀県守山市今浜町十軒家2876

077-585-6300

※現在クローズしております。
　営業再開日など詳細が決まり次第WEBサイトにてご案内いたします。



●利用対象者
法人会会員企業の役員・従業員とその家族。

●利用当日
フロントで企業名を確認いたしますので、健康保険証など企業名を明らかに
できるものをご持参ください。

●予約開始日
ご予約は利用日の4か月前の月の1日から、
ラフォーレ＆松尾ゴルフ倶楽部は3か月前の月の1日から。
※トップシーズンは予約方法・予約開始日が異なります。

●キャンセル料
利用日の前週同曜日の17：00以降キャンセル料が発生します。
※団体利用、トップシーズンの利用はキャンセル料発生日が異なります。ご予約の際にご確認ください。

※初回予約時には利用者登録が必要です。

●予約方法
【電話】各ホテル・ゴルフ場へ電話
電話予約の際には、「法人会員No.20052」・「法人会員名（一社）
東京法人会連合会」・所属法人会番号（2桁）・企業名・利用される方
のお名前、連絡先等を申し出てください。

【WEB】www.laforet.co.jp/tohoren/
「法人会員No.20052」「法人パスワード 20052cc」

ラフォーレ倶楽部内のスポーツ・レジャー施設

＊チェックインの際、デポジットとしてクレジットカードのプリントまたは現金をお預かりさせていただきます。また、
ラフォーレ倶楽部会員料金でご利用の場合、マリオット リワード会員特典の対象外となります。
※掲載の料金は、定員利用時1名様あたりのサービス料を含む料金で、別途消費税および入湯税（松尾を
除く）を申し受けます。※ホテル・日程により1泊2食付のご予約に限らせていただく場合がございます。
※シーズンごとに各種プランをご用意いたします。詳しくはラフォーレ倶楽部WEBサイトをご覧ください。※写真は
イメージです。※掲載の内容は2018年7月時点のものです。

温泉 ゴルフ テニス プール 体育館

プラネタリウム 美術館 カラオケ 宴会場 研修・会議室 ブライダルスパ

フィットネスセンター 岩盤浴

客室数
44室（178名収容）
客室
和室（4名用）／和洋室（2～6名用）／プレミアルーム（温泉
付・温泉露天風呂付・温泉露天風呂付ドッグルーム）（2～
6名用）
宿泊料金
◎素泊まり：5,500円～
◎1泊朝食付：大人 8,000円～
◎1泊2食付：大人 17,000円～（和フレンチ）
交通
東海道新幹線または小田急線・小田原駅より箱根登山
鉄道に乗り換え強羅駅下車。強羅駅よりケーブルカーに
乗り換え中強羅駅（右手）下車、徒歩約5分。

神奈川県足柄下郡箱根町強羅1320
0460-86-1489

プレミアルーム

ラフォーレ倶楽部

箱根強羅 湯の棲
リゾートホテル

ラフォーレ那須
客室数
118室（470名収容）
客室
洋室（2名用）／和室（4名用）／和洋室（4名用）／コテージ（6～7
名用）／デラックスルーム（2名用）／ドッグコテージ（4～7名用）
宿泊料金
◎素泊まり： 4,000円～
◎1泊朝食付：大人 6,500円～
◎1泊2食付：大人 11,100円～（和洋コース）
交通
東北新幹線・那須塩原駅下車、送迎バス約30分（要予
約）。

栃木県那須郡那須町湯本206-959
0287-76-3489

デラックスルーム

ラフォーレ倶楽部

伊東温泉 湯の庭
客室数
84室（360名収容）
客室
和室（2～3名用）／和室ベッドスタイル（2～3名用）／プレミア
ルーム（温泉付）（3～5名用）
宿泊料金
◎素泊まり：4,000円～
◎1泊朝食付：大人 6,500円～
◎1泊2食付：大人 13,300円～（和食）
交通
東海道新幹線・熱海駅より伊東線に乗り換え伊東駅下
車、徒歩約8分。（東京より直通JR特急「踊り子」号あり）

静岡県伊東市猪戸2-3-1
0557-32-5489

足湯テラス

ホテルラフォーレ修善寺

客室数
212室（1,212名収容）
客室
デラックスルーム（2・3名用）／コテージ（2～12名用）／ドッグコ
テージ（4～5名用）／山紫水明（3～5名用）
宿泊料金
◎素泊まり：4,000円～
◎1泊朝食付：大人 6,500円～
◎1泊2食付：大人 11,100円～（和食）
交通
東海道新幹線・三島駅より伊豆箱根鉄道に乗り換え修
善寺駅下車、送迎バス約25分。

静岡県伊豆市大平1529
0558-74-5489

山紫水明

森の湯

ラフォーレ倶楽部

ホテル白馬八方
客室数
45室（188名収容）
客室
洋室（2名用）／和洋室（3～5名用）
宿泊料金
◎素泊まり：4,500円～
◎1泊朝食付：大人 7,000円～
◎1泊2食付：大人 11,600円～（グリル・セットメニュー）
交通
JR大糸線（新宿より直通あり）・白馬駅下車、タクシー約
10分。または、北陸新幹線・長野駅より特急バスにて白
馬駅下車、タクシー約10分。

長野県北安曇郡白馬村北城2937
0261-75-5489

露天風呂

ラフォーレ修善寺＆カントリークラブ 静岡県伊豆市大平1529
0558-74-5489

ラフォーレ＆松尾ゴルフ倶楽部優待ゴルフ場 千葉県山武市松尾町八田1563
0479-86-6400

［コース］18ホール／パー72 ／ 6,356ヤード
［付帯施設］ゴルフ練習場／パッティング練習場／アプローチ練習場
［ゴルフプレイ料金］1ラウンド（セルフプレイ）／ 1名様
平日：5,000円　土曜：11,000円　日曜・祝日・12/30～1/3：9,000円
［交通］東名高速・沼津ＩＣまたは新東名高速・長泉沼津ICより約35km。
※掲載の料金のほかに、別途消費税および1ラウンドあたりゴルフ場利用税（800円）・ゴルフ振興基金（50円）を申し受けます。

［コース］18ホール／パー72／6,561ヤード
［付帯施設］ゴルフ練習場
［ゴルフプレイ料金］1ラウンド（セルフプレイ）／1名様
平日：7,000円　土曜・日曜・祝日：13,500円
［交通］千葉東金道路・松尾横芝ICより約0.8km。
※12/31は特別料金、1/1はクローズとなります。
※掲載の料金のほかに、別途消費税および1ラウンドあたりゴルフ場利用税（900円）を申し受けます。※リノベーション工事のため9/18～12/21まで全館クローズ
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