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超保険の
ご契約者様であれば、
大手企業でも多数導入されている

「ベネフィット・ステーション」の
会員優待サービスが利用可能に！

140 
 以上！

超保険
ご家族生活支援サービス
GUIDE BOOK

万
件

ベネフィット・ステーションは、
導入企業法人16,103社、会員数1,548万人
の優待サービスです。 ※2022年4月現在

ベネフィット・ステーションは、
導入企業法人16,103社、会員数1,548万人
の優待サービスです。 ※2022年4月現在

「超保険 ご家族生活支援サービス」の
ご利用登録は
マイページアプリから
アクセスできます。

【ご注意】
●超保険 ご家族生活支援サービスは、東京海上日動が提携する株式会社ベネフィット・ワンを通じて「ベネフィット・ステー

ション」をご利用いただくサービスです。超保険契約者のうちご利用規約に同意いただいた方が、会員としてサービスをご利用
いただけます。

●本誌は、会員向けにサービスの概要や利用例をご案内することを目的として作成した冊子です。ご利用方法等の記載が一部
異なる場合がございますので、ご利用にあたっては超保険 ご家族生活支援サービス専用ホームページ（会員専用サイト）を
ご確認ください。

●本誌の掲載内容は、特に記載のある場合を除き2023年3月現在の特典の一例です。また、会員特典は予告なく変更となる
場合がございます。最新の内容は超保険 ご家族生活支援サービス専用ホームページ（会員専用サイト）をご確認ください。

※2023年3月現在

会員優待
サービスは

旅行/レジャー/グルメ/ショッピング/スポーツなど

いつも使っている
あのサービスが
お得に!



超 保 険 東京海上日動マイページのご登録後に｢超保険 ご家族生活支援サービス｣の利用登録をお願いします。

ご家族生活支援サービス
専用ホームページから
ログインします。

「ご家族生活支援サービス」
ご家族生活支援サービスの利用登録には、事前に東京海上日動マイページのご登録が必要です。
東京海上日動マイページの登録方法やマイページアプリのインストール方法・各種設定については、別途チラシをご用意しております。
ご不明点がございましたら、代理店または東京海上日動までお問い合わせください。

ご利用開始！東京海上日動
マイページ
のご登録

ご家族生活支援サービス利用登録

東京海上日動ホームページから

マイページアプリから 初回のみ
利用登録

ご 利 用 の 流 れ

「ベネアカウントの登
録・アクティベーション
キーの入力はこちらか
ら」をタップします。

「アクティベーションキー入力
欄」にマイページ内で確認し
たアクティベーションキーを入
力し、「登録」をタップします。

「アカウントをお持ちで
ないお客様」をタップし
ます。

携帯電話番号あてに
SMSで通知された認証
コードを入力し、「認証」
をタップします。

登録したID（携帯電話
番号）・パスワードを入
力し、ログインします。

会員情報登録画面に
必要事項を入力し利用
規約に同意のうえ、アカ
ウントを登録します。

キーを
入力

ID・
パスワードを
入力

認証コードを
入力

超保険 ご家族生活支援サービス専用ホームページ（会員専用サイト）

超保険 ご家族生活支援サービス専用ホームページ（会員専用サイト）

東京海上日動マイページ

初回登録する場合アプリから

アクティベーションキーの有効期間内で初めてサービスを利用する場合（＊）

�回目以降に利用する場合

ホームページから

1 2

1 2

3

「ベネアカウントの登
録・アクティベーション
キーの入力はこちらか
ら」をタップします。

「アクティベーションキー入力
欄」にマイページ内で確認し
たアクティベーションキーを入
力し、「登録」をタップします。

「ログイン」をタップし
ます。

登録したID（携帯電話
番号）・パスワードを入
力し、ログインします。

「アカウントをお持ち
のお客様」をタップし
ます。

登録したID（携帯電話
番号）・パスワードを入
力し、ログインします。

（＊）アクティベーションキーの有
効期間は4月1日から翌年の
3月31日までで、毎年4月1日に
新しいものに更新されます。

1 2 3 4 5

1 2 3

1 2

4

6

ご利用開始！

ホーム画面または保険契約画面
から「トータルアシスト超保険」の
ご契約を表示し、「ご家族生活支
援サービス」をタップします。

マイページアプリを起
動し、ログインします。

「アクティベーションキー
を表示」をタップします。

アクティベーションキーを確認し、「ご家族生
活支援サービスに戻る」をタップします。
アクティベーションキーはご家族生活支援
サービス専用ホームページ内で入力が必要と
なるため、メモまたはコピー等をお願いします。

「アクティベーションキー照会画面」

キーを
入力

ID・
パスワードを
入力

ID・
パスワードを
入力

初回登録する場合またはアクティベーションキーの
有効期間内で初めてサービスを利用する場合のみ

アクティベーションキー

確認

戻る

「ご家族生活支援サービス」
をタップします。

専用ホームページ上の
「ご家族生活支援サー
ビスを使う」をタップし
ます。

マイページにログイン
します。

ホーム画面または保険契約画面
から「トータルアシスト超保険」の
ご契約を表示し、「ご家族生活支
援サービス」をタップします。

ご確認くだ
さい！
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現在地から
利用できるメニューを検索！

優待サービスから
　　　　　　　　　を探せます！すぐに使えるメニュー　　　　　 

スマートフォンの設定で
「位置情報」をオンにします。

● iOSの場合 
「設定」>「プライバシー」>
「位置情報サービス」

● Androidの場合　
「設定」>「セキュリティと現在地情報」>
「位置情報」

※利用端末によって表示が異なる場合
がございます。 

「ご家族生活支援サービス」
利用開始後、サービスTOP
画面を開きます。

現在地から利用したい特典
のカテゴリを選択します。

「地図検索」を検索します。

現在地から利用可能なメニューを探そう！スマートフォンで

ご利用開始！ すぐに使えるメニューが満載！

全国各地140万件以上全国各地140万件以上お住いの地域やお出かけ先の

ほかにもおすすめ特典が満載！ 今すぐチェック ➡

普段の生活から仕事やおでかけにも
 「超保険 ご家族生活支援サービス」を使えば、
毎日をもっとかしこく、もっとお得に！

現在地から
利用できる

おすすめメニューを
検索！

東京都

全国各地のメニューが
簡単に見つかる！

いつでも
どこでも

1

現在地付近で利用できる特典
がピンで表示されます。

ピンを選択すると特典が
表示されます。

特典を選択すると詳細
が表示されます。

表示されたプランから特典
をお申込みいただけます。

iOSの場合

Androidの場合

神奈川県

大阪府

■特典一例
横浜・八景島シーパラダイス

クーポンで
アクアリゾーツパス 
おとな 
3,300円➡ 2,800円

グリーンランド遊園地

【Famiポート】入園券B
■特典一例

おとな（高校生以上）
2,000円➡　　　　 1,300円

スパワールド 世界の大温泉

入場料　
■特典一例

おとな200円OFF
こども100円OFF

仙台うみの杜水族館 宮城県

京都水族館

入場料　
■特典一例

おとな
2,400円➡ 2,280円

京都府

熊本県

7

2 3 4

5 8

山梨県富士急ハイランド

フリーパス　
■特典一例

一般料金から　
おとな・中高生・小学生➡ 200円OFF

入場料　
■特典一例

おとな
（18歳以上）2,400円➡ 2,200円

東京ドーム天然温泉
スパ ラクーア

スパ ラクーア入館券
■特典一例

18歳以上
3,230円➡2,420円ほか

6
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ドライブや小旅行に

家族みんなで

 P.6

語学・資格取得やジム通い

学びも運動も

 P.16

病気の予防や相談など

健康管理は

 P.20

補助金や各種サポートなど

子育ても介護も

 P.22

家事や仕事、余暇

毎日の生活に

 P.12

観光もビジネスも

旅行は

 P.30

遊園地や水族館で会員特典

レジャーや
日帰り入浴に

 P.24

カフェやランチがお得に

グルメも

 P.28

超保険 ご家族生活支援サービスGUIDE BOOK
◎発行 2023年3月31日発行
◎発行者 株式会社ベネフィット・ワン 観光庁長官登録旅行業第1628号　一般社団法人日本旅行業協会正会員
〒163-1037 東京都新宿区西新宿三丁目7番1号　新宿パークタワー37階

優待特典が140万件以上！

さぁ、使ってみよう。
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使えるコンテンツ、サービス、お店がズラリ！ こんな『会員特典』、使わない手はない！

提供コンテンツ
あなたに「おトク」がきっとある！

140万件

PASSPORT

to

GOOD LIFE

以
上

提携サービス
あなたの「いいね」が見つかる！

35万店約

詳しくは

会員専用

サイトで！
おトクが

 いろいろ

お得 手軽で

Benefit Station

な

H a p p y  L i f e  w i t h

Play, study, travel and more.

BEN
EFIT

STA
TION超保険 ご家族生活支援サービスあなたのお得がきっと見つかります。 で検索！

※本誌をサービス提供企業にご持参いただいても特典適用できませんのでご了承ください。必ず、利用方法をご確認の上サービスをご利用ください。　※原則、他の割引、クーポンと
の併用はできません。　※本誌掲載メニューの特典期間については会員専用サイトをご確認ください。　※ご加入のコースによって、一部ご利用いただけないサービスがございます。
※誌面に掲載の価格は、原則総額表示です。　※サービス料が別途必要となる店舗・施設がございます。　※宿泊施設に関しては、入湯税・宿泊税・冷暖房費などが別途かかる場
合がございます。　※本誌は、2023年2月現在の情報をもとに制作・発行しております。掲載情報は予告なく変更となる場合がございます。最新の情報は、会員専用サイトをご確認く
ださい。　※本誌に掲載されたサービスをご利用いただく際は、事前に会員専用サイトの各メニューページをご確認ください。　※会員特典ご利用の前に、各サービス提供企業の公
式ホームページ等で各施設の営業状況をご確認ください。　※提携メニューや特典プランによって、利用人数、PC対応／スマホ対応などの利用方法に制限がある場合がございます。

ベネ・ステは サービス豊富

ますます使えるベネ・ステを
ぜひご活用ください。

もっとベネフィッ
ト!

新規 提 携も
色々登場。

対象商品のお会計に応じて特典

ヤマダデンキ
家電の事なら「ヤマダデンキ」におまかせ

ヤマダポイントプラス3％付与
プレミアム特典付きポイントカード発行

デサントアウトレット
すべての人々に、スポーツを遊ぶ楽しさを

特典 お会計から 10％OFF

一風堂
福岡発祥のとんこつラーメン専門店

特典 110円OFF
ラーメン1杯 
単品価格より

脱毛サロン「リンリン」
話題のメーカー直営脱毛サロンで安心＆納得の脱毛を

特典 新規ご契約で 最大50％OFF

SHARE LOUNGE
仕事もリラックスも。居心地の良い時間制カフェスペース

特典 １日プラン 15％OFF

チームラボプラネッツ TOKYO DMM
世界各地から観光客が訪れる東京屈指の観光スポット

特典 チケット料金 おとな（18歳以上）

3,200円 ➡ 3,040円ほか

ハピンズ
可愛い癒やしグッズが盛りだくさん！

特典
2,000円以上の
購入で  5％OFF

ジーンズメイト
リーズナブルなカジュアルウェアが豊富

特典 5,000円以上の
購入で 500円OFF
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GOOD LIFE

以
上

提携サービス
あなたの「いいね」が見つかる！
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会員専用

サイトで！
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 いろいろ

お得 手軽で

Benefit Station

な

H a p p y  L i f e  w i t h

Play, study, travel and more.

BEN
EFIT

STA
TION超保険 ご家族生活支援サービスあなたのお得がきっと見つかります。 で検索！

※本誌をサービス提供企業にご持参いただいても特典適用できませんのでご了承ください。必ず、利用方法をご確認の上サービスをご利用ください。　※原則、他の割引、クーポンと
の併用はできません。　※本誌掲載メニューの特典期間については会員専用サイトをご確認ください。　※ご加入のコースによって、一部ご利用いただけないサービスがございます。
※誌面に掲載の価格は、原則総額表示です。　※サービス料が別途必要となる店舗・施設がございます。　※宿泊施設に関しては、入湯税・宿泊税・冷暖房費などが別途かかる場
合がございます。　※本誌は、2023年2月現在の情報をもとに制作・発行しております。掲載情報は予告なく変更となる場合がございます。最新の情報は、会員専用サイトをご確認く
ださい。　※本誌に掲載されたサービスをご利用いただく際は、事前に会員専用サイトの各メニューページをご確認ください。　※会員特典ご利用の前に、各サービス提供企業の公
式ホームページ等で各施設の営業状況をご確認ください。　※提携メニューや特典プランによって、利用人数、PC対応／スマホ対応などの利用方法に制限がある場合がございます。

ベネ・ステは サービス豊富

ますます使えるベネ・ステを
ぜひご活用ください。

もっとベネフィッ
ト!
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家電の事なら「ヤマダデンキ」におまかせ

ヤマダポイントプラス3％付与
プレミアム特典付きポイントカード発行

デサントアウトレット
すべての人々に、スポーツを遊ぶ楽しさを

特典 お会計から 10％OFF

一風堂
福岡発祥のとんこつラーメン専門店

特典 110円OFF
ラーメン1杯 
単品価格より

脱毛サロン「リンリン」
話題のメーカー直営脱毛サロンで安心＆納得の脱毛を

特典 新規ご契約で 最大50％OFF

SHARE LOUNGE
仕事もリラックスも。居心地の良い時間制カフェスペース

特典 １日プラン 15％OFF

チームラボプラネッツ TOKYO DMM
世界各地から観光客が訪れる東京屈指の観光スポット

特典 チケット料金 おとな（18歳以上）

3,200円 ➡ 3,040円ほか

ハピンズ
可愛い癒やしグッズが盛りだくさん！

特典
2,000円以上の
購入で  5％OFF

ジーンズメイト
リーズナブルなカジュアルウェアが豊富

特典 5,000円以上の
購入で 500円OFF
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ベネ・ステ使って

家族でドライブ編

先日、娘の誕生日のお祝いも兼ねて、レンタカーでドライブ旅行に行っ
てきました。行き先は娘が行きたがっていた富士急ハイランド。ベネ・
ステでフリーパスがお得に買えたし、娘が「ジェットコースターに乗り
たい！」と言っていたので、アトラクションを中心に思いっきり楽しみ
ました。パークを出たあとは、私のリクエストで少しまわり道をして日
帰り温泉に。晩ご飯は夫と娘の希望でステーキハウスに向かいました。
帰宅後、夫婦で晩酌を楽しんでいると、ベネ・ステの会員サイトを
見ながら夫が「次はどこに行こうか」と次の予定を考えはじめました。
次の休日も家族の思い出がまた一つ増えそうです。

ベネ・ステでドライブ&レジャーを堪能
素敵な家族の思い出が増えました。

ベネ・ステを使ってみた

レンタカーに乗り込んだら
目的地目指して出発！

レンタカーが

10〜40％OFF
2,530円お得！

富士急ハイランドに到着！
思う存分楽しむぞ！

フリーパスが

200円OFF
3人で 600円お得！

思いっきり遊んだ後は
沼津・湯河原温泉
万葉の湯で寛ぐ！

平日の入館料が

240円OFF
3人で 720円お得！

晩御飯はステーキハウスで
ジューシーなお肉に舌鼓！

ディナーお会計

10％OFF
3人で 520円お得！

ガソリンを満タンにして
お家に向かって出発！

1リットルあたり

1〜2円OFF

べねファミリーの

「夜ご飯はステーキだよ」と伝えると娘
も思わずにんまり。ベネ・ステで探した
おかげでお得に食べられそうです。

※�上記は2023年２月時点での会員特典利用のモデルケースです。特典利用時に内容や条件が異
なる場合がございますのでご注意ください。

遊び疲れた体を

温泉でリフレッシュ

もっとHappy LifeもっとHappy Life

ベネ・ステといっしょ
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あなたのお得がきっと見つかります。

超保険 ご家族生活支援サービス で検索！活用したベネ・ステをCHECK !

［ レジャー ］

 富士急ハイランド
フリーパス 一般料金から
おとな・中高生・小学生

200円OFFほか
特典

ガソリン・軽油・灯油
店頭一般価格より
1リットルあたり

1〜2円OFF

ガソリン・軽油
2円OFF
洗車
100円OFF

特典 特典

［ カーサービス ］

 コスモ石油販売
［ カーサービス ］

 オカモトセルフ

ディナーお会計
1グループ

10%OFFほか

一般料金より
10〜40%OFF

店頭表示価格より
10%OFF
（一部商品を除く）

店内飲食の会計
10%OFF

入館料
平日おとな（中学生以上）
1,700円  ➡

1,460円ほか

【デジタルチケット】
ご入館券
おとな（中学生以上）

2,933円  ➡  1,050円

入園料
おとな 1,800円  ➡  

1,600円ほか

特典

特典 特典

特典

特典 特典

特典

［ 洋食・欧風料理 ］

  ステーキハウス　 
ブロンコビリー

［ レンタカー ］

 タイムズカーレンタル
［ カーサービス ］

  タイヤ館・コクピット

［ 焼肉・ホルモン ］

  ワンカルビ

［ 日帰り温泉・スパ ］

  沼津・湯河原温泉　 
万葉の湯

［ 日帰り温泉・スパ ］

  大江戸温泉物語  
浦安万華郷

［ レジャー ］

  よみうりランド
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ベネ・ステを使ってみた

ビックカメラでスーツケース
やカメラを購入！

購入金額より

3％OFF
1,800円お得！

昼食はイタリアン
母娘の会話に花が咲きます

お会計の

10％OFF
2人で 500円お得！

ホテルにチェックイン。
心地の良いホテルで
ゆっくり過ごします

会員限定価格

帰る前にちょっと寄り道
温泉で旅行疲れを
癒します

土日祝 入館料

200円OFF
2人で 400円お得！

旅の思い出は一冊の
フォトブックにしてプレゼント

フォトブック

200円OFF

べねファミリーの

ベネ・ステ使って

義母と親子旅編

この前の連休に義
お か あ

母さんを誘って京都旅行に行ってきました。旅行
に必要な物はベネ・ステを利用して購入。新しいカメラもお得に買え
たし、歴史を感じる寺社の景観を前に、私も義母さんもシャッターを
押す手が止まりませんでした。
旅行最終日は、帰宅前にちょっと寄り道。「泉天空の湯�有明ガーデン」
で温泉に浸かり、旅の疲れをリフレッシュしました。帰宅後、家族に
写真を見せながら、旅の思い出を話す義母さん。せっかくだからベネ・
ステで見つけた特典を利用して、義母さんにフォトブックをプレゼント
することにしました。義母さんの喜ぶ顔が今から楽しみです。

ベネ・ステを活用した京都観光
最後まで楽しい旅行になりました。

イタリアンランチも

堪能しました。

京都の有名な寺社でひと休み。
自然と調和した美しい庭園に心が
奪われてしまいました。

もっとHappy LifeもっとHappy Life

※�上記は2023年２月時点での会員特典利用のモデルケースです。特典利用時に内容や条件が異
なる場合がございますのでご注意ください。

ベネ・ステといっしょ
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活用したベネ・ステをCHECK !

ビックカメラまたは
コジマ各店舗にて
購入金額より
3％OFF
※一部対象外商品がございます。

お会計の
10%OFF

会員限定価格

お会計の
10%OFF

フルテラピー
10%OFF

「お買物優待カード」のご提示で
お買い物1回につき
商品価格（税抜）より
5％OFF

特典

特典

特典 特典

特典

特典

特典

［ 店舗 ］

 ビックカメラ

［ イタリア料理 ］

 パステル

［ ホテル ］

 京都ブライトンホテル
［ ホテル ］

 三井ガーデンホテル金沢

［ 洋食・欧風料理 ］

 鎌倉パスタ

［ 店舗 ］

 松屋 

土日祝 入館料
（タオル付）

おとな（中学生以上）
3,200円  ➡  

3,000円ほか

2〜4名1室
お１人様／1泊朝食付
10,600円〜36,600円
※料金は一例となります。

特典

［ 日帰り温泉・スパ ］

  泉天空の湯  
有明ガーデン

［ 日帰り温泉・スパ ］

  ハイアットリージェンシー 
箱根リゾート＆スパ  
スパIZUMI

特典
特典

［ 写真・プリント ］
高品質フォトブック・カレンダー・
写真プリントサービス
TOLOT（トロット）

［ 写真・プリント ］
子ども・家族写真の出張撮影
fotowa

【初回注文時限定】
フォトブック
200円OFF

通常料金より
3,300円OFF
(平日・土日祝問わず)

あなたのお得がきっと見つかります。

超保険 ご家族生活支援サービス で検索！
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ベネ・ステ使って

夫婦で週末デート編

今日は夫婦で料理教室の日。共働きで僕が晩ご飯を作ることも増え
たので、妻に料理を教えてもらおうと思ったら「ベネ・ステも利用で
きるし、一緒に行かない？」と誘われたんです。始めは少し億劫でし
たが、今では料理が趣味になってきました。
その後は二人でショッピングに行き、妻に似合うバッグを見つけたの
で購入しました。僕は欲しかった本が無かったので、電子書籍で買
うことに。バッグも書籍もベネ・ステでお得に購入できました。夕食
は久しぶりにホテルのレストランに行って、妻も僕も大満足の休日で
した。明日の晩ご飯は、今日習った料理をさっそく作るつもりです。

夫婦水入らずで過ごす週末デート
ベネ・ステで楽しくお得な一日に。

読みたいときにパッと読める

電子書籍もお得に購入

料理教室は、僕は初心者コースで妻は
上級者コース。早く妻の腕前に追いつ
きたいです。

ベネ・ステを使ってみた

宅配食を利用して
ゆっくり過ごす休日の朝

初回購入

2,000円OFF

夫婦で料理教室に
料理が趣味になってきました

入会金

50％OFF
2人で13,200円お得！

妻に似合うバッグを
見つけて購入しました！

お会計の

5％OFF
2,200円お得！

夕食はちょっと豪勢に
ホテルのレストランで

春ランチビュッフェ
平日おとな

5,200円→4,500円
2人で1,400円お得！

就寝前は読みたかった
本を読んで就寝

3000ポイント購入で

360円OFF

べねファミリーの

もっとHappy LifeもっとHappy Life

※�上記は2023年２月時点での会員特典利用のモデルケースです。特典利用時に内容や条件が異
なる場合がございますのでご注意ください。

ベネ・ステといっしょ
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活用したベネ・ステをCHECK !

初回購入金額から
全プラン
2,000円OFF

お会計金額より
10%OFF特典 特典

［ ネットショップ ］
健康的な食卓をお届けいたします 
  nosh（ナッシュ）

［ ネットショップ ］

  ゾフ公式オンラインストア

入会金
13,200円  ➡  

6,600円
特典

［ 趣味・カルチャースクール ］

  ABCクッキングスタジオ

［ ブッフェ・バイキング ］

  マーブルラウンジ ／ 
ヒルトン東京

［ 店舗 ］

  三井アウトレットパーク
［ 雑貨 ］

  BRUNO

［ フランス料理 ］

  ラ ブラスリー ／ 
帝国ホテル 東京

［ ネットショップ ］

  ソニーの電子書籍ストア 
「Reader Store」

［ ネットショップ ］
無料まんが・試し読みが豊富！

ebookjapan

対象の通信講座の
受講料
5%OFF

会員特別価格
春ランチビュッフェ 平日
おとな 5,200円  ➡  4,500円ほか

商品ご購入により
5%OFF

平日限定ランチ（3PLATESランチコース）
通常料金 5,980円  ➡

11:30～13:00 5,500円  13:00以降 5,000円

Reader Store図書券
3000ポイント
3,000円 ➡ 2,640円ほか

特典

特典

特典 特典

特典

特典

特典

［ 資格取得 ］

  ヒューマンアカデミーの
通信講座「たのまな」

お得なスペシャル
クーポンプレゼント

電子書籍の購入金額の
10％分の
プレゼント

あなたのお得がきっと見つかります。

超保険 ご家族生活支援サービス で検索！
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ベネ・ステ使って

働くママの週末ランチ編

もっとHappy LifeもっとHappy Life

朝は何かと忙しいので、我が家では朝食は宅配食を利用しています。
お手軽なのに栄養も摂れるし、仕事が遅くなる日の晩ご飯にも活用
できるから、とても助かっています。生活雑貨などはネットショッピン
グで週末に届くように手配。ベネ・ステを活用して購入しているから
効率的かつベネポも溜まって一石二鳥です。
週末はリラクゼーションで疲れを癒してから、ママ友とアフタヌーン
ティーを堪能。ベネポは別のポイントサービスに交換できるから、普
段使いのポイントを使ってお得にお会計できました。心も体もリフレッ
シュできたし、これでまた一週間、頑張れます。

忙しい平日も楽しい休日も
ベネ・ステを使ってお得で快適に！

来週のスケジュールを

ベネ・ステを見ながら家族と相談

ママ会前にリラクゼーションで平日の疲
れをリフレッシュ。ベビーシッターも
ベネ・ステで利用しています。

ベネ・ステを使ってみた

日用品はネット通販で
まとめ買いして
ポイントゲット

購入金額の1％分の
プレゼント

240円分お得！

何かと忙しい朝は
宅配食で時間短縮！

おためしセット購入で
購入金額（税抜）の
60％分の
プレゼント

1,188円分お得！

ベビーシッターに
お願いして週末の予定を
こなしていきます

ポピンズシッタークーポン

プレゼント

平日に溜まった疲れを
リラクゼーションで癒す

クイーンズウェイギフト券

165円OFF

ママ友とカフェで食事会
美味しいケーキに舌鼓

スイーツが

8％OFF
160円お得！

べねファミリーの

※�上記は2023年２月時点での会員特典利用のモデルケースです。特典利用時に内容や条件が異
なる場合がございますのでご注意ください。

ベネ・ステといっしょ
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活用したベネ・ステをCHECK !

購入金額（税抜）の
1％分の
プレゼント

Oisixおためしセットご購入で
ご購入金額の
60％分の
プレゼント

ポピンズシッター
クーポン
（保育料3％分)
プレゼント

ベビーシッターの初回で使える
キッズラインポイント
3000ポイント
プレゼント

一般料金より通常2週間
無料トライアルのところ

1か月間無料
トライアル権
プレゼント

会員専用サイトから会員登録し
初回注文受取時に
800 
プレゼント

購入金額（税抜）の
1％分の
プレゼント

特典

特典

特典

特典

特典

特典

特典

特典

［ ネットショップ ］

 Yahoo!ショッピング

［ ネットショップ ］

 食材宅配Oisix

［ 託児・ベビーシッター ］

 ポピンズシッター

［ リラクサロン ］

 クイーンズウェイ

［ カフェ・スイーツ ］

  フロプレステージュ 
（FLO PRESTIGE）

［ テイクアウト ］
【テイクアウト・イートイン】

ちよだ鮨　千代田鮨

［ 動画配信サービス ］

 動画配信サービス
 「Hulu」

［ 託児・ベビーシッター ］

 KIDSLINE（キッズライン）

［ 情報サービス ］

  Uber Eats　 
フード デリバリー注文

［ ネットショップ ］

 楽天市場

【デジタルチケット】
クイーンズウェイギフト券
（1,100円券）

1,100円  ➡  935円

お会計の
8%OFF

お会計から
10%OFF特典 特典

あなたのお得がきっと見つかります。

超保険 ご家族生活支援サービス で検索！
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ベネ・ステ使って

同期と週末キャンプ編

通勤中は音楽かオーディオブックを聞きながら出勤しています。実は
両方ともベネ・ステがきっかけで始めたサブスクなんです。「継続して
使うかな？」と思ってなかなか手が出せなかったのですが、会員特
典を利用してお得に始められましたし、じっくり試せたから今では手
放せないサービスの一つです。最近のマイブームは会社の同期と一
緒にするキャンプです。キャンプ場を借りる際に特典はもちろん、ベ
ネポも活用できるから、キャンプ用品の購入やクリーニング、喫茶店
でコーヒーを飲む時にもベネ・ステを使用。お得に利用して溜めたポ
イントでキャンプを満喫できました。

しっかり働き、しっかり遊ぶ！
オンもオフもベネ・ステでいろいろ楽しめる！

ベネ・ステがきっかけで始めた

音楽サブスクはもう手放せないです

打ち合わせの合間にカフェで一息。
メールや資料をチェックして、次の仕事
に備えます。

ベネ・ステを使ってみた

通勤時のお供は
音楽やオーディオブック

新規登録で

710 
プレゼント
710円分お得！

おいしいケーキで一息
店内飲食料金

8％OFF
2人で 80円お得！

溜まったYシャツなどは
週末クリーニングへ

ドライクリーニング1点

500円OFF

次の休日に備えて
必要なアイテムを購入

お会計時

5％アルペン
ポイント還元
300円分お得！

お得に入場できたし、
大自然とキャンプを堪能！

入園料（おとな）が

100円OFF
3人で 300円お得！

べねファミリーの

もっとHappy LifeもっとHappy Life

※�上記は2023年２月時点での会員特典利用のモデルケースです。特典利用時に内容や条件が異
なる場合がございますのでご注意ください。

ベネ・ステといっしょ
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［ カフェ・スイーツ ］

  フロプレステージュ
 （FLO PRESTIGE）

活用したベネ・ステをCHECK !

新規登録で
710
プレゼント

特典

特典

特典

［ Webサービス ］

 Apple Music

［ レジャー ］

  さがみ湖リゾート  
プレジャーフォレスト

［ ネットショップ ］

  エルブレス 
オンラインストア

［ 書籍・新聞 ］
本が聴ける・ながら読書の

「オーディオブック」
Webで使えるオーディオ
ブックポイント 1,220円分
1,100円  ➡  825円ほか

［ 家事・ハウスクリーニング ］

 せんたく便

［ レジャー ］

  成田ゆめ牧場　 
ファミリーオートキャンプ場

［ ラーメン・つけ麺・ちゃんぽん ］

  一風堂

［ 家事・ハウスクリーニング ］

 白洋舍 クリーニングサービス

お会計の
8%OFF

全商品いつでも
10%OFFほか
さらに500 
プレゼント

キャンプ場使用料
宿泊プランより

10%OFF

特典

特典

特典

特典

特典

ラーメン1杯 
単品価格より
110円OFF

1会計で総額3,300円以上
ご利用で
ドライクリーニング1点
500円OFF

購入金額（税抜）の
6％分の 
プレゼント

特典

入園料
おとな 1,900円  ➡  

1,800円ほか

ビックカメラまたは
コジマ各店舗にて
購入金額より
3％OFF

特典

［ 店舗 ］

 ビックカメラ

あなたのお得がきっと見つかります。

超保険 ご家族生活支援サービス で検索！
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自分に合ったスタイルを選んで学ぼう！

英語スタート
支援制度

オンライン英会話スクール
Bizmates（ビズメイツ）の
3回無料体験プレゼント！ほか

18,348円 円15,963

※ご登録後、7日間は無料でご利用いただけます。

32,736円 円ほか28,480

ビジネススキルや語学、資格など
ライフスタイルに合わせてスキルアップをサポート！
ベネフィット・ステーションは皆さんの「学びたい」に応えるコンテンツをご用意しています。
英会話や資格取得など仕事に役立つスキルはもちろん、料理やダンス、音楽など私生活を充実させる講座まで幅広くサポート！
さらにお子さん向けに「初めての英語」「プログラミング教育」なども配信中です！この機会にぜひ、ご家族一人ひとりに合わせた

「学び」をスタートしてみませんか。

語学成長を求めている
あなたに

��������

特典

NOVA
駅前留学・
お茶の間留学

特典
レッスン料金 ％20 OFF

対 面

オン
ライン

DMM英会話
特典

スタンダードプラン／毎日1レッスン

プラスネイティブプラン／毎日1レッスン

オン
ライン

スタディサプリ ENGLISH

特典
ベーシックプラン 
6か月パック

ベーシックプラン
12か月パック

オン
ライン

TOEIC® L&R TEST対策コース

資格を取得したい方、応援します。

資格の大原

資格

特典

ユーキャン資格
通信教育講座

特典

オン
ライン

ＬＥＣ東京リーガルマインド

QUREO（キュレオ）
プログラミング教室

特典
対 面

オン
ライン

対 面

オン
ライン

％5 OFF
％最大33 OFF受講料の

LECの講座が各種
割引適用後プラス

特典
Webからのお問合わせで

％5 OFF受講料

割引の併用で
15%分

のプレゼント

フリーeラーニング
1,200タイトル以上の豊富なラインナップ！

（新たにおとなの教養講座や速読などスキルアップ講座も拡充！）

スマホやタブレットなどいつでも・どこでも受講できます。
※一部パソコンのみのコースもあります。

自分のペースで繰り返し受講できます。

マイページ機能で受講状況の把握ができます。
※一部マイページのないコースもあります。

��
��
��
��

多分野の有識者が出演する
おとなのための教養メディア。講義内容は動画だけでな
くテキストでもご覧いただけます。
毎月ごと新しい講義に入れ替わります。

全講座 受講料無料

BISCUE提供

ビジネススキル・資格取得
対策講座eラーニング ビジネススキル全般からハラスメント対

策や個人情報保護などのコンプライア
ンス対応も豊富。

ビジネススキル全般から資格試験 対
策、TOEIC対策などジャンルが幅広く豊
富です。主に講義を視聴し、テストへ回
答する方式で学びます。

ネットラーニング提供

eラーニング講座

eラーニング講座

● 500冊以上の電子書籍が無料で閲覧可能
● 修了証書の発行がある
● コースは期中で新規追加や改廃あり

P C

講座数主な講座

・経営戦略概論
・リスクマネジメント概論 など

・TOEIC®500点対策
・中国語で学ぶ
  日本のビジネスマナーなど
・Word®　・Excel®
・PowerPoint® など

・マーケティング入門
・日商簿記2級対策
・社会保険労務士試験対策 など

11講座

52講座

19講座

1講座

11講座

373タイトル
約441タイトルカテゴリー

会社経営

語学・
ビジネス文化

PCスキル

マーケティング

資格試験対策

内定者や新人向けのビジネススキルの
基礎から管理職のマネジメントスキル
まで動画視聴形式で学びます。

レビックグローバル提供

テンミニッツTV提供 ゼミネット提供

マイクロラーニング
スマホ

P C

タブ
レット

スマホ

P C

タブ
レット

講座数主な講座

・正しい言葉使い
・電話応対 など

・ソーシャルスタイル
・説得の技術 など

・演繹法と帰納法
・MECE など

・マネジメントの基本
・部下の育成など
・「ない時間」をひねり出すコツ
・仕事の速さを決める鉄則 など

4講座

5講座

4講座

4講座

6講座

319タイトル

118タイトル

カテゴリー

ビジネスマナー

コミュニ
ケーション

ロジカル
シンキング

チーム
マネジメント

倍速仕事術

・速読トレーニングアプリ
  「TERRACE」 1講座速読解力講座 

講座数主な講座

・Python 入門
・アジャイル入門

・2021年版 基本・
  応用情報技術者試験
（C、Python、Javaアセンブラ、など）
・Word®　・Excel®
・PowerPoint® など

・オフィス英語 など

11講座

9講座

7講座

20講座

カテゴリー

最新技術／
動向（W3）

スキル
診断テスト

資格試験対策

語学

ロボットプログラミング教室　
プログラボ

特典
プログラボに新規ご入塾された方全員に

商品券5,000円分をプレゼント

考える力を伸ばし、
作る楽しさを育みます。こどもの習い事※一部、PCのみの環境あり

特典

％20 OFF3か月間授業料

％20 OFF3か月間授業料

フリーeラーニングの始め方

PCやスマートフォン、タブレットなどインターネットを利
用して勉強すること。教室に通うことなくいつでもどこ
でも勉強でき、ちょっと空いた時間を活用できます。

※ゼミネット提供講座のみ、お申込みから専用のＩＤ・ＰＷ発行まで一定
期間お時間をいただきます。詳細は会員専用サイトをご確認ください。

会員専用サイトから学習したい
eラーニングメニューを検索し、申込む。

�������

講座やコースなどの学習内容を選ぶ。�������
受講スタート!�������

eラーニングとは？

毎月約40タイトル

講座数主な講座カテゴリー

・FP技能士（1.2.3級）
・社会保険労務士
・日商簿記（2.3級）
・中小企業診断士
・宅建　・情報処理入門
・衛生管理者
・ビジネス能力検定
・行政書士入門
・情報処理・パソコン

39講座資格取得
講座

講座数主な講座カテゴリー

・政治学
・ミクロ・マクロ経済学
・行政学　・憲法　・民法
・社会学　・国際関係

・新社会人のビジネスマナー
・Excel & Wordの技
・すぐわかる会社数字
・オフィスでできる簡単整体

 35講座

44講座

ナレッジ

ビジネス
スキル

スマホ P C タブ
レット

P C

1000 プレゼント

超保険 ご家族生活支援サービスあなたのお得がきっと見つかります。 で検索！
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自分に合ったスタイルを選んで学ぼう！

英語スタート
支援制度

オンライン英会話スクール
Bizmates（ビズメイツ）の
3回無料体験プレゼント！ほか

18,348円 円15,963

※ご登録後、7日間は無料でご利用いただけます。

32,736円 円ほか28,480

ビジネススキルや語学、資格など
ライフスタイルに合わせてスキルアップをサポート！
ベネフィット・ステーションは皆さんの「学びたい」に応えるコンテンツをご用意しています。
英会話や資格取得など仕事に役立つスキルはもちろん、料理やダンス、音楽など私生活を充実させる講座まで幅広くサポート！
さらにお子さん向けに「初めての英語」「プログラミング教育」なども配信中です！この機会にぜひ、ご家族一人ひとりに合わせた

「学び」をスタートしてみませんか。

語学成長を求めている
あなたに

��������

特典

NOVA
駅前留学・
お茶の間留学

特典
レッスン料金 ％20 OFF

対 面

オン
ライン

DMM英会話
特典

スタンダードプラン／毎日1レッスン

プラスネイティブプラン／毎日1レッスン

オン
ライン

スタディサプリ ENGLISH

特典
ベーシックプラン 
6か月パック

ベーシックプラン
12か月パック

オン
ライン

TOEIC® L&R TEST対策コース

資格を取得したい方、応援します。

資格の大原

資格

特典

ユーキャン資格
通信教育講座

特典

オン
ライン

ＬＥＣ東京リーガルマインド

QUREO（キュレオ）
プログラミング教室

特典
対 面

オン
ライン

対 面

オン
ライン

％5 OFF
％最大33 OFF受講料の

LECの講座が各種
割引適用後プラス

特典
Webからのお問合わせで

％5 OFF受講料

割引の併用で
15%分

のプレゼント

フリーeラーニング
1,200タイトル以上の豊富なラインナップ！

（新たにおとなの教養講座や速読などスキルアップ講座も拡充！）

スマホやタブレットなどいつでも・どこでも受講できます。
※一部パソコンのみのコースもあります。

自分のペースで繰り返し受講できます。

マイページ機能で受講状況の把握ができます。
※一部マイページのないコースもあります。

��
��
��
��

多分野の有識者が出演する
おとなのための教養メディア。講義内容は動画だけでな
くテキストでもご覧いただけます。
毎月ごと新しい講義に入れ替わります。

全講座 受講料無料

BISCUE提供

ビジネススキル・資格取得
対策講座eラーニング ビジネススキル全般からハラスメント対

策や個人情報保護などのコンプライア
ンス対応も豊富。

ビジネススキル全般から資格試験 対
策、TOEIC対策などジャンルが幅広く豊
富です。主に講義を視聴し、テストへ回
答する方式で学びます。

ネットラーニング提供

eラーニング講座

eラーニング講座

● 500冊以上の電子書籍が無料で閲覧可能
● 修了証書の発行がある
● コースは期中で新規追加や改廃あり

P C

講座数主な講座

・経営戦略概論
・リスクマネジメント概論 など

・TOEIC®500点対策
・中国語で学ぶ
  日本のビジネスマナーなど
・Word®　・Excel®
・PowerPoint® など

・マーケティング入門
・日商簿記2級対策
・社会保険労務士試験対策 など

11講座

52講座

19講座

1講座

11講座

373タイトル
約441タイトルカテゴリー

会社経営

語学・
ビジネス文化

PCスキル

マーケティング

資格試験対策

内定者や新人向けのビジネススキルの
基礎から管理職のマネジメントスキル
まで動画視聴形式で学びます。

レビックグローバル提供

テンミニッツTV提供 ゼミネット提供

マイクロラーニング
スマホ

P C

タブ
レット

スマホ

P C

タブ
レット

講座数主な講座

・正しい言葉使い
・電話応対 など

・ソーシャルスタイル
・説得の技術 など

・演繹法と帰納法
・MECE など

・マネジメントの基本
・部下の育成など
・「ない時間」をひねり出すコツ
・仕事の速さを決める鉄則 など

4講座

5講座

4講座

4講座

6講座

319タイトル

118タイトル

カテゴリー

ビジネスマナー

コミュニ
ケーション

ロジカル
シンキング

チーム
マネジメント

倍速仕事術

・速読トレーニングアプリ
  「TERRACE」 1講座速読解力講座 

講座数主な講座

・Python 入門
・アジャイル入門

・2021年版 基本・
  応用情報技術者試験
（C、Python、Javaアセンブラ、など）
・Word®　・Excel®
・PowerPoint® など

・オフィス英語 など

11講座

9講座

7講座

20講座

カテゴリー

最新技術／
動向（W3）

スキル
診断テスト

資格試験対策

語学

ロボットプログラミング教室　
プログラボ

特典
プログラボに新規ご入塾された方全員に

商品券5,000円分をプレゼント

考える力を伸ばし、
作る楽しさを育みます。こどもの習い事※一部、PCのみの環境あり

特典

％20 OFF3か月間授業料

％20 OFF3か月間授業料

フリーeラーニングの始め方

PCやスマートフォン、タブレットなどインターネットを利
用して勉強すること。教室に通うことなくいつでもどこ
でも勉強でき、ちょっと空いた時間を活用できます。

※ゼミネット提供講座のみ、お申込みから専用のＩＤ・ＰＷ発行まで一定
期間お時間をいただきます。詳細は会員専用サイトをご確認ください。

会員専用サイトから学習したい
eラーニングメニューを検索し、申込む。

�������
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超保険 ご家族生活支援サービスあなたのお得がきっと見つかります。 で検索！
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運動がしたい
あなたに
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ゴルフ・テニス

フィットネス
自分に合った通い方で
楽しくトレーニング！

ゴルフダイジェスト・オンライン
特典 GDOゴルフ場予約割引クーポン

1,000円分

目標に合わせた運動スタイルで
「理想のカラダ」を目指しませんか

「運動したいけど何から始めたらいいのか」と悩んでいるそこのあなた！今年こそ会員特典でお得にトレーニングを始めませんか。
初心者の方は動画やライブを見ながら行う「宅トレ」がオススメ。そして運動に慣れてきたらジムやフィットネスに通ってみてはいかがで
しょうか。もちろん、ベネフィット・ステーションなら「宅トレ」と「ジム」、両方ともお得に利用可能です！

1,000円 900円
3,000円分
3,000円 2,700円ほか

SWING24/7
特典

アーカイブ型 ライブ型 アーカイブ型

オンライン
フィットネス
最近の流行りは時間や人の目が
気にならない"宅トレ"
気軽に自分のペースで運動できると大人気の「宅トレ」。ベネフィット・ステーションには、そんな宅トレをサポートするオンライン
対応のフィットネスメニューが充実！レッスンビデオを見ながら隙間時間などに運動したり、ライブ放送でアドバイスをもらいながら
レッスンしたり、あなたのライフスタイルに合わせてお得にトレーニングしちゃいましょう！

LEAN BODY 「通う」オンライン
フィットネス教室アプリ
BeneFitness

特典
LEAN BODY 12か月
23,760円 5,760円 特典

レッスン1か月分の

5%OFF Amazonギフト券
プレゼント

アーカイブ型 ライブ型

録画されたレッスンビデオを見て運動す
るスタイル。好きな時間にスタートして、
自分のタイミングで休憩できるので、マイ
ペースにトレーニングができます。

予約した日時に、ビデオチャットでト
レーニングを行います。リアルタイムで
レッスンを行うので、質問やアドバイス
をその場で聞くことができます。

2つの種類を好みで選べる

はーい！

まずは
腹筋から!

特典

1,980円／回

9,900円
月会費

都度利用

スポーツクラブ 
ルネサンス

特典

880円～2,860円／回

5,390円～14,520円／回
月会費

都度利用

コナミ
スポーツクラブ

特典

1,280円／回（直営店）
年間パスポート

都度利用

141,000円

ゴールドジム

特典

1,210円／回

13,200円～
月会費

都度利用

スポーツクラブ 
ＮＡＳ

特典

2,200円／回
月会費

都度利用

最大1,100円OFF

メガロス

FITNESS CLUB
エスフォルタ

特典

スポーツクラブ
アクトス

月会費

都度利用

1,100円／回（レギュラー店舗）

ー

特典

1,100円～4,400円／回
月会費

都度利用

ー

決済方法を選ぼう

2～3週間に1度程度のライトなジム通
いであれば、都度払いのほうが支払い
もスッキリ。行きたい時に通って、忙し
い時はお休みできる時勢に合った気
軽さもメリットです。

都 度 払 い の メリット
毎月決まった日に支払うサブスク型の月
額払いは、トレーニング上級者におすす
め。都度払いに比べて割安なうえ、1日
の利用時間制限もない場合が多く、集
中してトレーニングに取り組めます。

月 額 払 い の メリット

ー

特典

550円～2,200円／回
月会費

都度利用

セントラル
スポーツ

chocoZAP

※ご契約の条件によりご利用いただけない場合がございます。

5,500円 無料入会金

特典

3,000円 無料
2,000円 無料

入会金

登録事務手数料

超保険 ご家族生活支援サービスあなたのお得がきっと見つかります。 で検索！
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超保険 ご家族生活支援サービスあなたのお得がきっと見つかります。 で検索！
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いつまでも元気で過ごせるように
皆さんの「健康生活」を支えます
ベネフィット・ステーションのそれぞれのニーズに合わせた健康メニューをご用意しています。
例えば体や体調で気になることがあるなら、セミナーやカウンセリングで情報収集。
検診に行く時間が取れないなら、郵送検診キットを活用。生活習慣を見直したいなら、
健康管理アプリや体調に合わせたサプリメントを購入など、皆さんの健康生活をベネフィット・
ステーションがサポートしていきます。

健康が気になる
あなたに

�������
��

無料で知識を深めよう！知識・診療 郵送検査キット

健康管理アプリ

カウンセリング・治療

食品・サプリメント

読売新聞社「ヨミドクター」2大コンテンツが無
料！読売新聞社の医療･健康・介護情報の総合サ
イトです。

医療情報ヨミドクター

コロナ、メタボ、食習慣、運動、睡眠・・・など、気になるテーマを、
現職の講師がわかりやすくお伝えします。受講料は全て無料！お好きな場所で
ご自身の為ご家族の為学んでみませんか？

健康オンラインセミナー

病院の開いていない時間に医師や看護師と相談・ご自宅での診察を手配します。
夜間・休日の急な体調不良やケガの時、
・看護師、医師による医療相談
・必要時には、医師がご自宅で診察する救急往診
・テレビ電話によるオンライン診療　 
を手配します。

【夜間休日の医療相談・救急往診】
ファストドクター

AGAスキンクリニック

60種類以上のホエイプロテインなど
2,000点以上の商品を毎日お安く簡単通販。

マイプロテイン
産婦人科医に相談できる、
オンラインピル処方です。

mederi Pill
140種類以上の野菜を中心とした食材から組み合わせ、
スムージーやスープ、サラダにして、冷凍でお届けします。

GREEN SPOON

特典
人気プロテインや
スポーツサプリメント全商品 45％OFF 40％OFF

特典
冷凍スムージー＆スープ、ホットサラダ   　
初回定期購入者限定で購入金額から   

全国で60院以上を展開する、
発毛・育毛専門クリニックです。

ドラッグストアでは買えない
「家庭常備薬」

頭が痛い！風邪をひいた！
そんな時、すぐ役立つのが家庭用常備薬です。

特別価格

会員向け限定コンテンツの閲覧や
「ヨミドクターセミナー」へのご招待など

オリジナル発毛薬「Rebirth」
コース契約時 治療費の総額から 

特典

家庭用常備薬が

特典

「欧米セレブも実践する
ジャーナリング×AI」で自分を知る

muute
あなたの思考と感情を分析して、新しい自分を知るための
フィードバックをくれるAIジャーナリング・アプリです。

特典

10％OFF

尿一滴で、自宅で簡単に受けられるがん検査

特典
尿検査 がんリスク検査キット 
早期発見 線虫くん

ご購入いただいた方に 
1つのお申込みにつき 

N-NOSE

14,800円

数滴の血液と尿を採取し、郵送するこ
とで、人間ドックで行う血液検査、尿検
査が病院同等精度で検査できます。

特典
郵送PCR検査ICheck

おうちでドック・PCR検査ICheck

1個 8,800円 7,920円
2個セット 16,500円 14,850円
3個セット 23,760円 21,384円

いつでもスマホで簡単に！

自宅にいながら
さまざまな検査ができる！

より健やかな
自分になろう

体の中からサポート！

特典
往診時の医師が
移動する交通費

医療相談

無料最大1,000円

無料

特典

特典
6か月パック
14,850円 円ほか13,850

500円 480円ほか
プレミアム・プラン
6か月間 月額料金

糖質管理などワンランク上の
健康管理サービス。

FiNC Plus

ベーシックコース30　
初月（30日）

FiNC Plus登録から
通常2週間のところ 3か月無料

特典

生理日管理から妊活まで、
女性のためのヘルスケアアプリ。

女性のリズム手帳 写真を撮るだけ！かんたん健康管理アプリ

「カロミル」

特典
カロミル有料機能プレミアムパック

更に最初の2週間   すべての有料機能を

特典

360円 無料 無料でお試し可能！

通常価格1,440円／月 円／月500

野菜がたっぷりの
ヘルシーごはん

プレゼント1000

利用料金

超保険 ご家族生活支援サービスあなたのお得がきっと見つかります。 で検索！
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超保険 ご家族生活支援サービスあなたのお得がきっと見つかります。 で検索！
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妊活から産後サポート、子育てまで
ライフステージに合わせた豊富な支援
妊活には、さまざまな情報や専門家のアドバイスが不可欠。そこで活用していただきたいのが、ベネフィット・
ステーションの妊活サポートメニューです。セミナーや妊活アプリで必要な情報を発信。
産後も相談窓口で不安や疑問にお答えします。また、出産後に利用できる託児所・ベビーシッターの提
携先が約950か所もあり、子育て世帯を助けるサービスが充実しています。

育児で悩んでいる
あなたに

��������
����

妊活サポート 妊娠をする前に知っておきたい知識や
利用できるサービスを学んで準備しましょう

自宅で簡単検査
「F check 卵巣年齢

チェックキット」

特典
プレミアムプランの料金が
一般料金より

不妊症看護認定看護師を中心に、臨床心理士、助
産師、培養士たちがLINEで妊活情報を提供。

famione（ファミワン）

25％OFF

特典

特典

検査キット

特典

自宅での妊活をサポートする定期便サービス。

Myera（マイラ）
「妊活ボイス」は自分と似た妊活者とつながること
ができる、妊活女性のためのSNSです。

妊活ボイス

アマゾンギフトコードプレゼント
1,000円分の

特典

“卵子凍結”の最新情報や不妊治療に関する情報
を知ることができます。（過去実施例） 卵巣年齢をセルフチェックできる検査キットです。

（厚労省承認血液検査キット）

国内最高峰の卵子凍結保存サービスです。ご自身
の卵子を最大15個、保存管理します。

健康オンラインセミナー
（卵子凍結）

グレイスバンク

オンラインセミナー

特典
プレゼント50新規登録で

通常価格21,978円 19,780円

110,000円 104,500円

卵子凍結に関わる保管初期費用

専門家に相談できる 専門家に相談できる 身体について学べる

身体について学べる 身体について学べる 身体について学べる

参加費無料

介護の不安や負担を軽減できる
支援メニューが充実しています
法律・介護・メンタル分野の専門家にいつでも相談できる窓口を開設。
宅配食や見守りメニューなどを活用すれば、就業中の介護の負担も軽減できます。
介護は事前の準備次第で、負担が大きく変わります。できることから始めていきましょう。

介護が不安な
あなたに

�������
���

相談・ケア

【受付時間】平日 10：00～18：00　
【除外日】土・日・祝・年末年始

相談すれば、解決の糸口はきっと見つかる

※電話での受付は行っておりません。

特典

相談料無料 特典
弁護士の電話相談が 30分無料

特典
予約制個別電話相談が30分まで 無料

特典
サロン 入会費用

入会から７日間は

ベネフィット・ステーション
介護相談デスク 介護のお金と

法律相談室
介護専門家
個別相談デスク

・介護のことを相談できる相手がいないなど ・担当とは違うケアマネージャーに
   相談したい

・被介護者が事故、事件に巻き込まれた時
・相続問題　・兄弟間の介護負担など

フリーダイヤル 0120-101-556
会員専用ホームページからお申込みください。

※電話での受付は行っておりません。

会員専用ホームページからお申込みください。

770円 550円

会費無料

家族介護
コミュニティ
介護者の私たちも幸せ
に暮らしていくためのオンラインサロン。
もう、介護の悩みはひとりで抱え込まないで。

知識・予防 事前の知識やチェックが大切！

介護
ｅラーニング制度
すべて無料で介護の基礎
知識が、スマホ・タブレッ
ト、PCで受講できます。

特典
介護ｅラーニング制度

受講料無料

仕事と介護の
両立セミナー

いざというとき慌てずベス
トな 道を 選 択で きるよ
う、介護保険制度のこと
をわかりやすくお伝えする

「仕事と介護の両立セミナー」をご用意しています。

特典
参加費無料

介護支援ダイヤル 介護に関する法律相談介護の専門家 ケアマネージャーに相談
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妊活から産後サポート、子育てまで
ライフステージに合わせた豊富な支援
妊活には、さまざまな情報や専門家のアドバイスが不可欠。そこで活用していただきたいのが、ベネフィット・
ステーションの妊活サポートメニューです。セミナーや妊活アプリで必要な情報を発信。
産後も相談窓口で不安や疑問にお答えします。また、出産後に利用できる託児所・ベビーシッターの提
携先が約950か所もあり、子育て世帯を助けるサービスが充実しています。

育児で悩んでいる
あなたに

��������
����

妊活サポート 妊娠をする前に知っておきたい知識や
利用できるサービスを学んで準備しましょう

自宅で簡単検査
「F check 卵巣年齢

チェックキット」

特典
プレミアムプランの料金が
一般料金より

不妊症看護認定看護師を中心に、臨床心理士、助
産師、培養士たちがLINEで妊活情報を提供。

famione（ファミワン）

25％OFF

特典

特典

検査キット

特典

自宅での妊活をサポートする定期便サービス。

Myera（マイラ）
「妊活ボイス」は自分と似た妊活者とつながること
ができる、妊活女性のためのSNSです。

妊活ボイス

アマゾンギフトコードプレゼント
1,000円分の

特典

“卵子凍結”の最新情報や不妊治療に関する情報
を知ることができます。（過去実施例） 卵巣年齢をセルフチェックできる検査キットです。

（厚労省承認血液検査キット）

国内最高峰の卵子凍結保存サービスです。ご自身
の卵子を最大15個、保存管理します。

健康オンラインセミナー
（卵子凍結）

グレイスバンク

オンラインセミナー

特典
プレゼント50新規登録で

通常価格21,978円 19,780円

110,000円 104,500円

卵子凍結に関わる保管初期費用

専門家に相談できる 専門家に相談できる 身体について学べる

身体について学べる 身体について学べる 身体について学べる

参加費無料

介護の不安や負担を軽減できる
支援メニューが充実しています
法律・介護・メンタル分野の専門家にいつでも相談できる窓口を開設。
宅配食や見守りメニューなどを活用すれば、就業中の介護の負担も軽減できます。
介護は事前の準備次第で、負担が大きく変わります。できることから始めていきましょう。

介護が不安な
あなたに

�������
���

相談・ケア

【受付時間】平日 10：00～18：00　
【除外日】土・日・祝・年末年始

相談すれば、解決の糸口はきっと見つかる

※電話での受付は行っておりません。

特典

相談料無料 特典
弁護士の電話相談が 30分無料

特典
予約制個別電話相談が30分まで 無料

特典
サロン 入会費用

入会から７日間は

ベネフィット・ステーション
介護相談デスク 介護のお金と

法律相談室
介護専門家
個別相談デスク

・介護のことを相談できる相手がいないなど ・担当とは違うケアマネージャーに
   相談したい

・被介護者が事故、事件に巻き込まれた時
・相続問題　・兄弟間の介護負担など

フリーダイヤル 0120-101-556
会員専用ホームページからお申込みください。

※電話での受付は行っておりません。

会員専用ホームページからお申込みください。

770円 550円

会費無料

家族介護
コミュニティ
介護者の私たちも幸せ
に暮らしていくためのオンラインサロン。
もう、介護の悩みはひとりで抱え込まないで。

知識・予防 事前の知識やチェックが大切！

介護
ｅラーニング制度
すべて無料で介護の基礎
知識が、スマホ・タブレッ
ト、PCで受講できます。

特典
介護ｅラーニング制度

受講料無料

仕事と介護の
両立セミナー

いざというとき慌てずベス
トな 道を 選 択で きるよ
う、介護保険制度のこと
をわかりやすくお伝えする

「仕事と介護の両立セミナー」をご用意しています。

特典
参加費無料

介護支援ダイヤル 介護に関する法律相談介護の専門家 ケアマネージャーに相談
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特典一例

こども（3歳～小学生）

1,600円 1,500円

おとな（中学生以上）

2,600円 2,400円

入園料

北海道・東北

関東

中部

近畿

中国・四国

九州・沖縄

© TOKYO-SKY TREE

ブラジリアンパーク
鷲羽山ハイランド

岡山県

入園＋フリーパスポート
特典一例

おとな・こども・幼児・シニア共通

2,500円～3,800円 1,500円ほか

九州・沖縄
富士サファリパーク静岡県

特典一例

北海道・東北

関東

こども（4歳～中学生）

2,000円 1,800円

おとな（高校生以上）

3,200円 2,900円

のとじま水族館石川県

特典一例

中学生以下（3歳以上）

510円 460円

おとな（高校生以上）

1,890円 1,690円

入場券

那須ハイランドパーク栃木県

特典一例

おとな（中学生以上）

5,600円 4,500円

こども（3歳～小学生）・
シニア（65歳以上）

3,900円 3,100円ほか

入園料＋
ファンタジーパスセット

男鹿水族館GAO秋田県

特典一例 入館料

横浜・八景島シーパラダイス
神奈川県

特典一例

5,600円大人・高校生 4,800円

4,000円小・中学生 3,400円

2,300円幼児（4歳以上） 2,000円

ワンデーパス
（水族館4施設＋アトラクション） 

東京スカイツリー®東京都

特典一例 東京スカイツリー天望デッキ・
天望回廊セット 日付指定券
チーズガーデンのケーキワンカット

（510円相当）付

入場料

（入園＋
   対象アトラクション
   利用）

ひらかたパーク大阪府 

特典一例

小学生
4,000円 3,600円
キッズ（2歳～未就学児）

2,800円 2,700円

おとな
4,800円 4,240円

フリーパス
引換券付入園券

京都水族館
京都府

特典一例

グリーンランド遊園地熊本県

こども（3歳～中学生）

1,000円 700円
シニア（65歳以上）

1,000円 700円
おとな（高校生以上）

2,000円 1,500円

入園券A

レオマリゾート
香川県

秋吉台
サファリランド

山口県

特典一例

おとな（中学生以上）、
こども（3歳～小学生）

100円OFF

入園料

マリンワールド
海の中道

福岡県

特典一例

特典一例

特典一例

小・中学生

1,200円 1,100円
幼児（3歳以上～小学生未満）

700円 600円

おとな（高校生以上）

2,500円 2,400円

入館料
ハーモニー
ランド

大分県

4歳～おとな

3,300円 3,200円

パスポートチケット
（入園＋アトラクション利用）

高校生
1,800円 1,710円
中学生・小学生

1,200円 1,140円

おとな
2,400円 2,280円

最大
おとな（18歳以上）

2,700円3,400円

最大
小学生（6～11歳）

1,300円ほか1,550円

最大
中人（12～17歳）

2,150円2,550円

仙台うみの杜水族館宮城県

特典一例
大人（18才以上）

2,200円

入館料

2,400円

中学生・高校生

1,500円1,700円

札幌もいわ山ロープウェイ
北海道

特典一例

おとな

ロープウェイ
＋ミニケーブルカーセット料金（往復）
日本新三大夜景認定ポストカード付

1,890円2,100円
こども

950円1,050円

小学生
1,000円1,200円

ー施設レジャ

お得
で も

入場料

テーマパ
ークや

水族館な
どでも

ベネ・ステ
でお得に

遊べる！

和歌山県

中・高校生

4,300円 4,100円
幼児・小学生（4～11歳）

3,300円 3,100円

おとな（18歳以上）

5,300円 5,100円

特典一例 入園料

アドベンチャーワールド

ラグーナテンボス ラグナシア山梨県

特典一例
パスポート

5％OFF

中国・四国

近畿

志摩スペイン村
パルケエスパーニャ

三重県

特典一例

小人（3～11歳）、
シニア（65歳以上）

3,600円 3,250円

おとな（18～64歳）

5,400円 4,900円

パスポート

中人（中学・高校生）

4,400円 4,000円

富士急ハイランド
山梨県

特典一例

フリーパス 一般料金から

中部

※Webクーポンのプリントのみ適用。
　スマートフォンによる画面提示は対象外。

100円OFF

おとな（高校生以上）、
小中学生いずれも

おとな・
中高生・小学生 200円OFF
幼児・シニア 100円OFF

全国の
レジャー施設を
検索しよう！

ベネフィット・
ステーション

会員専用サイトで
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特典一例

こども（3歳～小学生）

1,600円 1,500円

おとな（中学生以上）

2,600円 2,400円

入園料

北海道・東北

関東

中部

近畿

中国・四国

九州・沖縄

© TOKYO-SKY TREE

ブラジリアンパーク
鷲羽山ハイランド

岡山県

入園＋フリーパスポート
特典一例

おとな・こども・幼児・シニア共通

2,500円～3,800円 1,500円ほか

九州・沖縄
富士サファリパーク静岡県

特典一例

北海道・東北

関東

こども（4歳～中学生）

2,000円 1,800円

おとな（高校生以上）

3,200円 2,900円

のとじま水族館石川県

特典一例

中学生以下（3歳以上）

510円 460円

おとな（高校生以上）

1,890円 1,690円

入場券

那須ハイランドパーク栃木県

特典一例

おとな（中学生以上）

5,600円 4,500円

こども（3歳～小学生）・
シニア（65歳以上）

3,900円 3,100円ほか

入園料＋
ファンタジーパスセット

男鹿水族館GAO秋田県

特典一例 入館料

横浜・八景島シーパラダイス
神奈川県

特典一例

5,600円大人・高校生 4,800円

4,000円小・中学生 3,400円

2,300円幼児（4歳以上） 2,000円

ワンデーパス
（水族館4施設＋アトラクション） 

東京スカイツリー®東京都

特典一例 東京スカイツリー天望デッキ・
天望回廊セット 日付指定券
チーズガーデンのケーキワンカット

（510円相当）付

入場料

（入園＋
   対象アトラクション
   利用）

ひらかたパーク大阪府 

特典一例

小学生
4,000円 3,600円
キッズ（2歳～未就学児）

2,800円 2,700円

おとな
4,800円 4,240円

フリーパス
引換券付入園券

京都水族館
京都府

特典一例

グリーンランド遊園地熊本県

こども（3歳～中学生）

1,000円 700円
シニア（65歳以上）

1,000円 700円
おとな（高校生以上）

2,000円 1,500円

入園券A

レオマリゾート
香川県

秋吉台
サファリランド

山口県

特典一例

おとな（中学生以上）、
こども（3歳～小学生）

100円OFF

入園料

マリンワールド
海の中道

福岡県

特典一例

特典一例

特典一例

小・中学生

1,200円 1,100円
幼児（3歳以上～小学生未満）

700円 600円

おとな（高校生以上）

2,500円 2,400円

入館料
ハーモニー
ランド

大分県

4歳～おとな

3,300円 3,200円

パスポートチケット
（入園＋アトラクション利用）

高校生
1,800円 1,710円
中学生・小学生

1,200円 1,140円

おとな
2,400円 2,280円

最大
おとな（18歳以上）

2,700円3,400円

最大
小学生（6～11歳）

1,300円ほか1,550円

最大
中人（12～17歳）

2,150円2,550円

仙台うみの杜水族館宮城県

特典一例
大人（18才以上）

2,200円

入館料

2,400円

中学生・高校生

1,500円1,700円

札幌もいわ山ロープウェイ
北海道

特典一例

おとな

ロープウェイ
＋ミニケーブルカーセット料金（往復）
日本新三大夜景認定ポストカード付

1,890円2,100円
こども

950円1,050円

小学生
1,000円1,200円

ー施設レジャ

お得
で も

入場料

テーマパ
ークや

水族館な
どでも

ベネ・ステ
でお得に

遊べる！

和歌山県

中・高校生

4,300円 4,100円
幼児・小学生（4～11歳）

3,300円 3,100円

おとな（18歳以上）

5,300円 5,100円

特典一例 入園料

アドベンチャーワールド

ラグーナテンボス ラグナシア山梨県

特典一例
パスポート

5％OFF

中国・四国

近畿

志摩スペイン村
パルケエスパーニャ

三重県

特典一例

小人（3～11歳）、
シニア（65歳以上）

3,600円 3,250円

おとな（18～64歳）

5,400円 4,900円

パスポート

中人（中学・高校生）

4,400円 4,000円

富士急ハイランド
山梨県

特典一例

フリーパス 一般料金から

中部

※Webクーポンのプリントのみ適用。
　スマートフォンによる画面提示は対象外。

100円OFF

おとな（高校生以上）、
小中学生いずれも

おとな・
中高生・小学生 200円OFF
幼児・シニア 100円OFF

全国の
レジャー施設を
検索しよう！

ベネフィット・
ステーション

会員専用サイトで
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東京ドーム天然温泉
スパ ラクーア

東京都

特典一例

5,230円 4,320円ほか

【デジタルチケット】
スパ ラクーア入館+
館内利用券(2,000円分)

特典一例

【デジタルチケット】
平日入館料（タオル付）

箱根小涌園
ユネッサン

神奈川県

特典一例
パスポート

（ユネッサン＋元湯森の湯）入場チケット
※完全予約制導入期・繁忙期
 （ゴールデンウィーク／夏休み期間／
   シルバーウィーク）は利用不可。

おとな（中学生以上）

3,500円 2,500円
こども（3歳～小学生）

1,800円 1,300円

愛媛県

伊予の湯治湯
喜助の湯

特典一例
レンタルタオルセット
無料

大阪府

スパワールド 世界の大温泉
特典一例 入館券

こども
1,000円 900円ほか

おとな
1,500円 1,300円

沖縄県

シギラ黄金温泉
特典一例 入館料

こども（4歳～11歳）

820円 740円

おとな
1,530円 1,380円

京都府 京都るり渓温泉
for REST RESORT

特典一例
お気軽入浴プラン

【平日】
おとな（中学生以上）

700円 500円ほか

長野県

星野温泉
トンボの湯

特典一例 入浴料
こども（3歳～12歳）

800円 700円
おとな（中学生以上）

1,350円 1,150円

岐阜県 土岐 よりみち温泉
特典一例 入浴料【平日】

小人（小学生）

430円 100円ほか

おとな（中学生以上）

850円 750円

三重県

特典一例

入浴料【平日】
おとな（中学生以上）

600円 500円ほか

静岡県 赤沢日帰り温泉館

大江戸温泉物語
浦安万華郷

千葉県

特典一例 ご入館券
おとな（中学生以上）

2,933円 1,050円ほか

特典一例
入館料
おとな（中学生以上）

200円OFF

200円OFF
こども（4歳～小学生）

山梨県

山中湖温泉 紅富士の湯
特典一例 入館料

通常料金から10％OFF

特典一例

入館料
10％OFF

山口県

天然温泉 
和楽の湯 
下関せいりゅう

特典一例

利用料【平日】
中学生以上

980円 780円

利用料【土・日・祝】
中学生以上

1,280円 1,080円

北海道・東北

関東

中部

近畿

中国・四国

九州・沖縄

施設温浴

お得
で も

スパ・温
泉でも

ベネ・ステ
でお得に

リフレッシ
ュ！

中
部

北
海
道
・

    

東
北北海道

登別万世閣
（日帰り入浴）

特典一例

日帰り入浴

こども
550円 400円

おとな
1,100円 800円

愛媛県 媛彦温泉
入浴料

一般おとな（シニア含む） 550円 400円

おとな（中学生以上）

2,600円 2,400円

福島県

スパリゾート
ハワイアンズ

特典一例 入場券

こども（小学生）

2,250円 1,530円
幼児（3歳～未就学児）

1,640円 920円ほか

おとな（中学生以上）

3,570円 2,250円

福岡県

宗像王丸・
天然温泉
やまつばさ
特典一例 入浴料金

土日祝 
1,420円 1,170円

おとな（12歳以上）
平日
1,220円 1,000円

大分県

CITYSPA
てんくう

中
国・四
国

特典一例

泉天空の湯有明ガーデン
東京都

九
州・沖
縄

特典一例 入浴料

中学生 830円 400円
小学生 500円 250円

おとな 900円 450円

宮城県

奥州秋保温泉
蘭亭

（日帰り入浴）

関
東

横浜みなとみらい 
万葉倶楽部

神奈川県

特典一例

全日 セット入館料＋岩盤浴付
おとな（中学生以上）

3,807円 2,770円

アクアイグニス

兵庫県 有馬温泉 太閤の湯
特典一例

入浴料【平日】

こども（小学生）

1,239円 1,080円ほか

おとな（中学生以上）

2,750円 2,160円

特典一例 入館料
おとな（中学生以上）100円OFF

和歌山県

白浜温泉 とれとれの湯

空庭温泉
OSAKA BAY TOWER

特典一例 入館料【平日】

こども（4歳～小学生）

1,320円 1,188円ほか

おとな（中学生以上）

2,640円 2,376円

近
畿

大阪府

ゆったり
日帰り温浴を
検索しよう！

ベネフィット・
ステーション

会員専用サイトで
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東京ドーム天然温泉
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東京都

特典一例

5,230円 4,320円ほか
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道
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2,250円 1,530円
幼児（3歳～未就学児）

1,640円 920円ほか

おとな（中学生以上）

3,570円 2,250円

福岡県

宗像王丸・
天然温泉
やまつばさ
特典一例 入浴料金

土日祝 
1,420円 1,170円

おとな（12歳以上）
平日
1,220円 1,000円

大分県

CITYSPA
てんくう

中
国・四
国

特典一例

泉天空の湯有明ガーデン
東京都

九
州・沖
縄

特典一例 入浴料

中学生 830円 400円
小学生 500円 250円

おとな 900円 450円

宮城県

奥州秋保温泉
蘭亭

（日帰り入浴）

関
東

横浜みなとみらい 
万葉倶楽部

神奈川県

特典一例

全日 セット入館料＋岩盤浴付
おとな（中学生以上）

3,807円 2,770円

アクアイグニス

兵庫県 有馬温泉 太閤の湯
特典一例

入浴料【平日】

こども（小学生）

1,239円 1,080円ほか

おとな（中学生以上）

2,750円 2,160円

特典一例 入館料
おとな（中学生以上）100円OFF

和歌山県

白浜温泉 とれとれの湯

空庭温泉
OSAKA BAY TOWER

特典一例 入館料【平日】

こども（4歳～小学生）

1,320円 1,188円ほか

おとな（中学生以上）

2,640円 2,376円

近
畿

大阪府

ゆったり
日帰り温浴を
検索しよう！

ベネフィット・
ステーション

会員専用サイトで
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安楽亭

食べ放題コース10%OFF

新 鮮 素 材 が
美 味しい

100円OFF又は

8%OFF
お会計の

Gourmet
ベネ・ステ

も

グルメ

和食
�������������

����

特典

家族亭グループ
こだわりの蕎麦とダシを厳選素材と
ともに気軽に楽しんでいただく。

店内飲食お一人様500円
以上のご利用で

フロプレステージュ
（FLO PRESTIGE）
旬のフルーツを使ったタルトや、
素材にこだわったケーキなど。

カフェ・
スイーツ
�������������

拉 麺
�����

元 気いっぱい

肉 料 理
ベネ

・ステはおいしい。

お得で美味しい

特典

店内飲食の会計 10%OFF特典

特典

京都北白川
ラーメン魁力屋
あっさりとした中にも
コクと深みがある
『特製醤油ラーメン』が看板商品。

一風堂
世界へすする喜びを、
福岡発祥のとんこつ
ラーメン専門店。

自然な美味しさと鮮度にこだわった
本物だけをご提供。

梅の花
湯葉と豆腐という日本の伝統食材を
使った四季折々の創作懐石料理。

円 7,6008,100円

極（引き上げ湯葉コース）
＋飲み放題

特典
選べる110円トッピング

特典 1品無料

ラーメン1杯 単品価格より
特典

らーめん 一刻魁堂

ディナー飲食代・
テイクアウト料金から

10%OFF
特典

麺のコシ、スープのコクと
熱さにこだわった
ラーメンです。

みんな大好き

不二家レストラン

お会計（お食事代）の

10%OFF
特典

伝統の洋食とパフェやホットケーキの
スイーツメニューに加え、お子様メニューも
バラエティー豊富な笑顔あふれるレストラン。

ディナーにて
お会計の

10%OFFほか

特典

ステーキ宮
創業の味『宮のタレ』で
お召し上がりいただく、
ステーキ専門レストラン。

居酒屋 でも使えます!  チェーン店 でもO K!

ワンカルビ
ゆったりとした上質な空間で家族や
大切な人との絆を深める2時間を
お過ごしください。

和食しゃぶしゃぶ
かごの屋

店内飲食のご注文につき特典

和食屋ならではの旬の食材を使用し、
出来たての美味しさをご提供。

110円OFF

おいしいグルメを
検索しよう！

まだまだあります!

おいしいGourmet

抹茶プリン1つサービス

ソフトドリンク1杯
プレゼント 超保険 ご家族生活支援サービスあなたのお得がきっと見つかります。 で検索！

ベネフィット・ステーション
会員専用サイトで
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安楽亭

食べ放題コース10%OFF

新 鮮 素 材 が
美 味しい

100円OFF又は

8%OFF
お会計の

Gourmet
ベネ・ステ

も

グルメ

和食
�������������

����

特典

家族亭グループ
こだわりの蕎麦とダシを厳選素材と
ともに気軽に楽しんでいただく。

店内飲食お一人様500円
以上のご利用で

フロプレステージュ
（FLO PRESTIGE）
旬のフルーツを使ったタルトや、
素材にこだわったケーキなど。

カフェ・
スイーツ
�������������

拉 麺
�����

元 気いっぱい

肉 料 理
ベネ

・ステはおいしい。

お得で美味しい

特典

店内飲食の会計 10%OFF特典

特典

京都北白川
ラーメン魁力屋
あっさりとした中にも
コクと深みがある
『特製醤油ラーメン』が看板商品。

一風堂
世界へすする喜びを、
福岡発祥のとんこつ
ラーメン専門店。

自然な美味しさと鮮度にこだわった
本物だけをご提供。

梅の花
湯葉と豆腐という日本の伝統食材を
使った四季折々の創作懐石料理。

円 7,6008,100円

極（引き上げ湯葉コース）
＋飲み放題

特典
選べる110円トッピング

特典 1品無料

ラーメン1杯 単品価格より
特典

らーめん 一刻魁堂

ディナー飲食代・
テイクアウト料金から

10%OFF
特典

麺のコシ、スープのコクと
熱さにこだわった
ラーメンです。

みんな大好き

不二家レストラン

お会計（お食事代）の

10%OFF
特典

伝統の洋食とパフェやホットケーキの
スイーツメニューに加え、お子様メニューも
バラエティー豊富な笑顔あふれるレストラン。

ディナーにて
お会計の

10%OFFほか

特典

ステーキ宮
創業の味『宮のタレ』で
お召し上がりいただく、
ステーキ専門レストラン。

居酒屋 でも使えます!  チェーン店 でもO K!

ワンカルビ
ゆったりとした上質な空間で家族や
大切な人との絆を深める2時間を
お過ごしください。

和食しゃぶしゃぶ
かごの屋

店内飲食のご注文につき特典

和食屋ならではの旬の食材を使用し、
出来たての美味しさをご提供。

110円OFF

おいしいグルメを
検索しよう！

まだまだあります!

おいしいGourmet

抹茶プリン1つサービス

ソフトドリンク1杯
プレゼント 超保険 ご家族生活支援サービスあなたのお得がきっと見つかります。 で検索！

ベネフィット・ステーション
会員専用サイトで
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全国に約580あるＪＴＢ店舗※が
ご利用いただけます！
「JTBブランド」の国内・海外ツアーが「JTB店舗」・
「JTB総合提携店」でご予約、お買い求めいただけます！ 

国内宿泊旅行代金の
をプレゼント%分の3

%5 OFF
海外ツアー旅行代金の

エクスペディア 宿泊予約（国内・海外）

旅行代金の1％分の
プレゼント

更にエクスペディアポイントも貯まる
宿泊代金の7％分の プレゼント

宿泊代金の7％分の プレゼント

Hotels.com（ホテルズドットコム）

更に10泊で1泊無料
宿泊代金の5％分の プレゼント

特典 特典

特典特典 特典

特典 特典

特典 特典

アゴダホテルズコンバインド -HotelsCombined -

通常料金より5%OFF

Booking.Com

宿泊料金の4～8％分の プレゼント

旅行代金の1％分の プレゼント

JAL海外ダイナミック
パッケージ

JALダイナミック
パッケージ楽天トラベルダイナミックパッケージ

【楽パック】

旅行代金の1％分の
プレゼント

ANAトラベラーズ
国内ダイナミックパッケージ

旅行代金の2％の プレゼント

※

※

特典内容

さ
ぁ
、

ベ
ネ
・
ス
テ
を
使
っ
て

旅
に
出
よ
う
。

国内
特典

海外
特典

もちろん
うれしい

です!!
“特典”付き

※ JTB各店舗の所在や営業時間等の詳細は「JTBホームページ」からご確認ください。
※ 混雑緩和のため、事前にご来店予約の会員を優先的にご案内させていただく場合があります。
※ ご来店予約のご協力をお願いいたします。
※ 3%分のベネポプレゼントおよび5%OFFの各特典は現金決済のみとなります。

※店舗イメージ

会員専用サイトなら

他にも多彩な提携サイトから
厳選ツアー・宿泊施設が

見つかる！

超保険 ご家族生活支援サービスあなたのお得がきっと見つかります。 で検索！三井ガーデンホテル ダイワロイネットホテル ホテル京阪ホテルＪＡＬシティ チサン ホテル ドーミーイン

【 料金一例 】

（一例）

直営 おもてなしの宿
ベネフィット･ステーション熱海伊豆山

2～4名1室 お1人様 ／ 1泊2食付
10,700円 ～16,120円

9,700円 ～15,120円

ご旅行代金の

ご旅行代金の お支払い金額の1%分の
楽天ポイント還元

国内宿泊予約をすると …

ベネ・ステと一緒なら思いっきり楽しめる!

�������������������
Go to TRIP!

ベネフィット・ステーションならではの
会員特別料金

2%分 還元
ご所属の企業・団体のご加入コースにより、特典内容が異なる場合がございます。

※楽天ポイントは税別金額が対象です。還元
  

約1,000施設国内

天然温泉の露天風呂と旬の海の幸を堪能。地場の素材を生かした自慢の料理と癒しの贅沢空間
を心ゆくまでお楽しみください。

プランで
国内宿泊予約をすると…

約35,000施設国内

プランで

ご旅行代金に応じて で還元

Wで貯まる!

宿 泊 施 設  ＆  ツアー の 特 典 紹 介

PASSPORT

A会員

B会員

【 料金一例 】

直営 おもてなしの宿　
ベネフィット･ステーション箱根宮城野

2～4名1室 お1人様 ／ 1泊2食付
10,430円 ～15,850円

9,430円 ～14,850円

天下の嶮と名高い箱根。早雲山の雄大な姿を間近に望み、早川が深い谷間を蛇行する宮城野は森
の緑濃く、原始的な雰囲気が大地のエネルギーを感じさせます。

A会員

B会員

ヒルトン広島

BELLUSTAR TOKYO, 
A Pan Pacific Hotel

�������
�

����

5% 6～10%A会員 B会員

������
��

HOTEL GROOVE SHINJUKU, 
A PARKROYAL Hotel

まちのグルーヴを堪能するた
めの拠点。歌舞伎町のまち
を遊びつくすための拠点とな
るライフスタイルホテル。

【 料金 】

会員特別価格

都市の中にある静寂のプラ
イベート空間。特別な空間
を楽しむ都会のラグジュア
リーホテル。

【 料金 】

会員特別価格

【 料金 】

会員特別価格

【 料金 】

会員特別価格
ユネスコ世界遺産「原爆ドーム」、
平和記念公園や「厳島神社」など、
様々な史跡に簡単にアクセスできる
絶好のロケーションを誇ります。

ダブルツリー byヒルトン富山

富山が誇る美しい立山連峰をモチ
ーフにしたデザインが施された客室
は、モダンながらも明るい木目を基
調にした優しい空間で、お客様に快
適なご滞在を提供いたします。

直営宿泊施設

新規提携ホテル

ビジネスホテル
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全国に約580あるＪＴＢ店舗※が
ご利用いただけます！
「JTBブランド」の国内・海外ツアーが「JTB店舗」・
「JTB総合提携店」でご予約、お買い求めいただけます！ 

国内宿泊旅行代金の
をプレゼント%分の3

%5 OFF
海外ツアー旅行代金の

エクスペディア 宿泊予約（国内・海外）

旅行代金の1％分の
プレゼント

更にエクスペディアポイントも貯まる
宿泊代金の7％分の プレゼント

宿泊代金の7％分の プレゼント

Hotels.com（ホテルズドットコム）

更に10泊で1泊無料
宿泊代金の5％分の プレゼント

特典 特典

特典特典 特典

特典 特典

特典 特典

アゴダホテルズコンバインド -HotelsCombined -

通常料金より5%OFF

Booking.Com

宿泊料金の4～8％分の プレゼント

旅行代金の1％分の プレゼント

JAL海外ダイナミック
パッケージ

JALダイナミック
パッケージ楽天トラベルダイナミックパッケージ

【楽パック】

旅行代金の1％分の
プレゼント

ANAトラベラーズ
国内ダイナミックパッケージ

旅行代金の2％の プレゼント

※

※

特典内容

さ
ぁ
、

ベ
ネ
・
ス
テ
を
使
っ
て

旅
に
出
よ
う
。

国内
特典

海外
特典

もちろん
うれしい

です!!
“特典”付き

※ JTB各店舗の所在や営業時間等の詳細は「JTBホームページ」からご確認ください。
※ 混雑緩和のため、事前にご来店予約の会員を優先的にご案内させていただく場合があります。
※ ご来店予約のご協力をお願いいたします。
※ 3%分のベネポプレゼントおよび5%OFFの各特典は現金決済のみとなります。

※店舗イメージ

会員専用サイトなら

他にも多彩な提携サイトから
厳選ツアー・宿泊施設が

見つかる！

超保険 ご家族生活支援サービスあなたのお得がきっと見つかります。 で検索！
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1位で
ゴールしたら

2000 ！

の付いたメニューのお支払いなど
に活用！ 

お買い物やゲームなどで  が貯まる !

他社ポイントや電子マネーなどに交換！

マークの
サービスに対して

100 100円
から
使える!

知ってお得！

で

イ活

買い物以外でも が
貯まるって本当ですか？

毎週ゴールにたどり着いた   

先着1,000名様  に
 をプレゼント!

遊んで! 貯める! ベネワンすごろく

ポチってたまる  @ゲムステ

アンケート・ステーション

全60のマスでできたマップを、1日2回サイコロを振って1週
間でゴールを目指します。早くゴールしてランキング入りすれ
ばベネポをプレゼント。

やればやるほどベネポが貯まる! 新ゲー
ムコンテンツが登場。毎日参加可能なか
んたんゲームで遊ぶだけでポイントが貯
まります! どのゲームもルールはかんたん
なので、どなたでもクリアできます。

1か月で1000ポイント以上ゲットも可能! 
初回アンケートに回答すると、あなたに
合ったアンケートが随時追加されます! 
アンケートに、答えれば答えるほど新し
いアンケートが追加されていきますので、 
どんどん答えてどんどん貯めましょう!

会員専用サイトで宿泊料金の
お支払い時にも が利用可能です。

会員専用サイトでショッピング。
もちろん も使えます。

話題の家電やビューティーアイテムから、
食料品、お酒まで人気の商品がそろっています。

ベ ネポ が 使えるサービス

※商品は一例となります。

毎日遊べて
が貯まる！

PC・スマホでも
簡単に

参加できます!

使う
貯める
交換す

る
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マークがある
サービスを使うと

LINEポイント ANA SKY コイン

スターバックス
カード チャージ

エディオンポイント

が貯まる!

※交換レートはポイントごとに異なります。詳細は会員専用サイトをご確認ください。

と交換できる他社ポイント・
電子マネーの種類はどんどん増加中! 

くわしくは
会員専用サイトで
チェック!

交 換 ポ イ ント 例ベ ネポ が 貯まるサービス

交換できます!

交換できます!

交換できます!

交換できるの？

ドットマネー by Ameba

楽天ポイント

nanacoポイント

300

130

100

300
マネー

100

100

楽天
ポイント

nanaco
ポイント

どんなポイントに
定額または、ご利用額に応じて

ドットマネーなら
Amazonギフト券などの
電子マネーに交換も

可能です！

アクアクララ
特典 「サンキューセット」をご購入で

5000  プレゼント

hibiyakadan.com (日比谷花壇)

特典 参考価格より5％OFF
更に購入金額の

5％分の プレゼント

大塚家具オンラインショップ
特典 ご購入金額（税抜）の

3％分の  プレゼント

ニッセン
特典 ご購入金額（税抜）の

1％分の プレゼント

ヤフーショッピング
特典 購入金額（税抜）の

1％分の プレゼント

ベルメゾン
特典 ご購入金額（税抜）の

1％分の プレゼント

ディノス
特典 ご購入金額の

2％分の プレゼント

マツモトキヨシ
特典 購入金額の

4％分の プレゼント

ORIBIS
特典 購入金額の

3％分の プレゼント

33
超保険 ご家族生活支援サービスあなたのお得がきっと見つかります。 で検索！



54

個人情報保護方針

（1）本人の同意なく無断で個人情報を取得、利用又は提供しません。利用について本人の
同意を得た場合でも、特定された利用目的の達成に必要な範囲内でのみ使用し、ま
た、提供を同意されない限り、第三者に提供することはありません。

（2）当社の保有する個人情報を安全かつ適正に管理するため、漏洩、滅失、毀損等の防
止及び是正を図りID・パスワードの管理、個人情報の保存・管理・廃棄ルールの徹底、
ファイアウォールの構築、アクセスログの監視、サーバー室への入室制限、外来者の入
退室管理などを実施します。

（3）個人情報の取扱いに関する諸法令及び社内規程を遵守します。個人情報を取扱う業務
を遂行するにあたり、「個人情報保護マネジメントシステムに関する要求事項
（JISQ15001）」を遵守するとともに、社内罰則規定に準拠した行動を実践します。

（4）本人から、個人情報の開示・訂正・追加・削除、利用又は提供の停止及び苦情・相談
を受けたときは、誠意をもって適切に対応します。�

（5）個人情報保護マネジメントシステムを構築し、役員、社員及び関係スタッフに周知・徹
底するほか、これを定期的に見直し、時代の趨勢に合わせてその改善に努めます。

（6）個人情報保護マネジメントシステムの適正な運営を確保するため、定期的な監査を実
施します。

個人情報保護に関するお問合せは下記にお願いいたします。
【当社】
担　当：㈱ベネフィット・ワン　個人情報取扱い事務局
E-mail：privacy@benefit-one.co.jp

【所属する認定個人情報保護団体及び連絡先】
一般財団法人　日本情報経済社会推進協会
T E L：03-5860-7565／0120-700-779

当社は、当社の事業領域において、情報の安全管理を厳守することが重要な社会的責任であると認識し、
プライバシー保護を企業活動における最優先事項のひとつとして位置づけています。

また、これを確実に実践していくために以下の個人情報保護方針を定め、役員並びに社員はこの方針に
従い、個人情報の適切な取扱い、管理に努めております。

　制定日�2002年6月1日　最終改定日�2019年7月1日
株式会社ベネフィット・ワン��代表取締役社長��白石 徳生

ベネフィット・ステーション（個人）会員規約
第１条　目的

株式会社ベネフィット・ワン（以下「当社」という）の運営するベネフィット・ステーション（以下「本会」という）は、福利
厚生サービス（健康管理サービス及び教育・研修サービス等を含む。以下同じ）を通じて会員企業・団体の発展と
その役職員又は構成員のより豊かな生活を実現することを目的とする。

第２条　会員
１.�本会の目的に賛同し法人会員規約及び本規約を承認の上、入会申込みを行い、当社が承認をした企業・団体
等を法人会員、また、その役職員又は構成員を個人会員と称する。なお、個人会員は、本規約を承認すること
により、本会のサービスを利用することができるものとする。

２.�個人会員の会員資格の取得及び喪失は、第９条に定める場合を除き、法人会員が当社所定の月次の締切日
までに当社に届け出ることにより行う。個人会員は、法人会員が当該個人会員の資格取得について届け出た
月の翌月１日（ただし、当社所定の月次の締切日後に行われた届出については、翌々月１日とする）から、法人会
員が当該個人会員の資格喪失について届け出た月の末日まで、本会のサービスを利用することができる。

第３条　会員サービスの種類・内容
個人会員は、法人会員が本会への入会に関して当社との間で締結する契約に応じて指定されるサービスの提
供を受けることができる。本会の個々のサービスの内容、利用価格、利用方法等は、当社より個人会員に配布され
る配布物及びホームページ等で指定される。

第４条　会員サービスの対象者の範囲　
1.�本会のサービスを受けることができる者は、原則として個人会員本人、その配偶者及び各々の二親等以内の
親族（以下、「配偶者等」と総称する）とする。個人会員は、自己の責任において配偶者等に本会のサービスを
利用させ、配偶者等をして本規約の内容を遵守させるものとする。

２.�前項に基づき、配偶者等に本会のサービスを利用させる場合、当該配偶者等による本会のサービスの利用は、
個人会員本人による本会のサービスの利用とみなす。

３.�個人会員は、個人会員及び配偶者等以外の第三者に本会のサービスを利用せしめてはならない。

第５条　会員証の発行
当社は、個人会員に対し、原則として会員証（紙媒体、電子媒体等の形態を問わない。以下同じ）を発行し、個人
会員は交付された会員証の提示をもって本会のサービスを利用できるものとする。

第６条　会員証の再発行
個人会員が紛失等により会員証の再発行を必要とするときは、個人会員は、所定の様式にて当社に届出を行う
ものとする。再発行の費用は個人会員の負担とする。

第７条　個人会員ＩＤ・パスワード
１.�個人会員は、会員証並びに個人会員ＩＤ及びパスワードを第三者に譲渡又は貸与してはならず、個人会員ＩＤ
及びパスワードは、開示・漏洩等しないよう秘密として厳重に管理しなければならない。ただし、個人会員が第４
条に基づき、配偶者等に本会のサービスを利用させるために会員証を貸与する場合はこの限りではない。

２．�個人会員ＩＤ及びパスワードが当社所定の方法により入力され、本会のサービスが利用された場合には、当社
は、当該利用を当該個人会員による本会のサービス利用とみなすことができるものとする。ただし、当該利用
が、当社の故意又は重大な過失による個人会員ＩＤ及びパスワードの漏洩等に基づくものであるときはこの限り
ではない。　

３.�当社に故意又は重大な過失がない場合、当社は、会員証、個人会員ＩＤ又はパスワードを用いた第三者の本会
のサービス利用等による個人会員の不利益及び損害について、一切の責任を負わない。

第８条　遵守事項
１．個人会員は、次の事項を遵守しなければならない。
（１）�登録事項に変更が生じた場合、速やかに自己が属する法人会員を通じて当社に届出を行うものとする。
（２）�本会の提供するサービス（本会のサービスをその要素とするサービスを含む）を、直接的であると間接的で

あるとを問わず、第三者から収益を得る目的で使用してはならない。
（３）�料金を支払う規定のある本会のサービスについては、所定の料金を支払わなければならない。
（４）本会のサービスの利用に際してはその施設等の利用規約に従うものとする。
２.�個人会員は、本会のサービスの利用に際し、その施設等に対して故意又は過失により損害を与えたときは、そ
の損害を賠償するものとする。

第９条　会員資格の喪失
１.�個人会員は、法人会員が退会又はその他の事由により会員資格を喪失した場合には、法人会員の会員資格
喪失日付けで、会員資格を喪失するものとする。

２.�当社は、次のいずれかの場合には、催告を行うことなく個人会員の会員資格を喪失させることができる。この場
合、個人会員は当社が個人会員の会員資格の喪失を通知した日付けで会員資格を喪失するものとする。
（１）個人会員が本規約に定める事項又はその他の規約、特約等に違反したとき
（２）�個人会員が不適切なサービス利用その他の行為により本会の正常な運営を妨げ若しくは信用を傷つけ、

又はそのおそれがあると当社が判断したとき
（３）�個人会員が不適切な目的（第８条第１項第２号に定める目的を含むが、これに限られない）で本会のサービ

スを利用し、又は利用しようとしたとき、その他個人会員の会員資格の継続を認めることが妥当ではないと
当社が判断したとき

（４）個人会員に反社会的勢力との関わりが生じたと当社が判断したとき
（５）前各号に準ずる事由が生じたとき
３.�前各項に基づいて個人会員が会員資格を喪失した場合は、法人会員と当社とが別途合意した場合を除き、当
該個人会員は、会員資格を喪失した日以降、本会のサービス（会員資格喪失日の前に申込みを行ったサービス
を含む）を一切受けることができないものとする。

４.�当社は、個人会員に対し、個人会員が会員資格を喪失し、本会のサービスを利用できないことをもって個人会
員に生じた損害について一切の責任を負わない。

第10条�個人情報の取扱い
１.�当社は、会員登録に際して法人会員又は個人会員より届けられた「個人情報の保護に関する法律」（平成15
年5月30日法律第57号）（以下「個人情報保護法」という）第２条第１項に定める個人情報（以下「個人情報」と
いう）並びに本会のサービスを利用する際に個人会員又は他の利用者（配偶者等並びに個人会員及び配偶
者等の同伴者をいう。以下同じ。また、個人会員とあわせて、以下「個人会員等」と総称する）より取得した個人
情報を、当社が別に定める「個人情報保護方針」等に従い、適切に管理するものとする。なお、個人会員は、他
の利用者に本会のサービスを利用させるにあたり、本条及び第12条の内容を承認させるものとする。

２.�当社は、個人会員等に係る個人情報を厳に秘密として管理し、本人の事前の承諾なく第三者に提供又は開示
しないものとする。ただし、次の各場合には、本人の事前の同意なくして当社は、第三者に対して個人情報を提
供又は開示できるものとする。
（１）法令に基づく場合
（２）�人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
（３）�公衆の衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を

得ることが困難であるとき
（４）�国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して

協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれ
があるとき

（５）個人情報保護法及びその他関係諸規則に違反しない方法で提供する場合
（６）�当社と業務提携を行っている宿泊施設等のサービス提供企業及び本会に係る事務等において当社と提

携する企業（以下、サービス提供企業を含めて「提携事業者」と総称する）に対して、個人会員等が本会
のサービスを利用するために必要な範囲内で提供する場合

３.当社は、個人情報を次の目的に限定して利用するものとする。
（１）当社が法人会員及び個人会員等に本会のサービスを提供するため
（２）個人会員に対する本会の会員証、配布物の発送及び当社のサービスの案内
（３）会員情報の管理
（４）その他本会のサービス提供に必要な業務
４.�第２項の規定にかかわらず、当社は、前項の利用目的の達成に必要な範囲内において、個人情報の取扱いを
第三者に対して業務委託する場合がある。�

５.�第２項の規定にかかわらず、当社は、個人会員にかかる個人情報について、福利厚生サービスの委託元であ
る法人会員と共有する場合がある。

６.�法人会員の退会、個人会員の退職等により個人会員が会員資格を失った場合、その個人情報については、当
社は、原則として、提供するサービスの内容に応じて法人会員との契約又は協議により消去又は廃棄する。た
だし、法令等諸規則に基づき当社が継続して保有する必要がある情報についてはこの限りではない。

第11条�サービス内容の変更及び本規約の改定
１．�当社は、提携事業者との提携条件の変更や提携解消等により、個人会員への事前の告知を行うことなく、サー
ビス内容を変更（サービスの終了を含む）することができる。

２．�前項のサービス内容の変更を行う場合、個人会員に対して遅滞なくインターネット上の掲示、メール又はファック
スによる通知のいずれかの方法で、これを告知又は周知するものとする。

３．�当社は、本会の健全な運営を図るため、又は法令の改正等により、当社が必要と判断した場合には、本規約を
改定（変更及び廃止を含む）することができる。

４．�前項の改定を行う場合、本規約を改定する旨及び改定後の内容並びにその効力発生時期について、個人会
員に対して事前にホームページにより告知又は周知するものとし、当該改定は、告知等に定める日より適用され
るものとする。

第12条�免責
1.�当社は次の場合、何らの法的責任を負わない。ただし、当社は、（２）の場合には、可能な範囲で、個人会員と提
携事業者との間の紛争の解決に努めるものとする。
（１）�不可抗力により、又はその他当社の故意若しくは重大な過失によらずに、サービス提供が中断又は停止し

た場合、個人会員が本会に送信したメッセージ若しくは情報が消失等した場合、及びその他サービスの利
用に関して個人会員が損害を被った場合

（２）�個々のサービスの利用において個人会員と提携事業者との間で紛争が発生した場合
２.�提携事業者が提供するサービス又は情報の利用の結果、個人会員又は他の利用者が損害又は傷害を被っ
た場合には、当該個人会員又は他の利用者は、当該損害又は傷害が当社の故意又は重大な過失に基づく場
合を除き、当社に対して何らの請求も行いえないものとする。

第13条�サービスの中断・停止等　
当社は次の場合、個人会員への事前の通知を行うことなく、サービスの全部又は一部を中断又は停止等の必要
な措置を採ることができるものとする。
（１）�本会のサービス用のハード、ソフト又は通信機器設備等に関わるメンテナンスや修理を定期的又は緊急に

行う場合
（２）アクセス過多等の予期せぬ要因でシステムに負荷が集中した場合
（３）個人会員のセキュリティを確保する必要が生じた場合
（４）火災、停電、その他不慮の事故等によりサービスの提供が困難な場合
（５）前各号に準ずる事由が生じた場合

第14条�準拠法及び管轄裁判所
本規約に関する準拠法は、日本法とする。個人会員と当社との間で紛争が生じたときは、東京地方裁判所を第一
審の専属的合意管轄裁判所とする。

第15条�言語
本規約は、日本語を正本として作成され、日本語の正本が、他の言語へのいかなる翻訳にもかかわらず、優越す
るものとする。

付　則　「ＣＲＭサービス」として本会のサービスを提供する場合の特約
企業・団体等が、本会のサービスを顧客満足度向上支援サービス（本付則において「ＣＲＭサービス」という）として、
サービス利用料を自ら負担した上で、自らの取引先である顧客に対して提供する場合は、次の規定に従うものとする。
１．�本規約第１条中の「福利厚生サービス（健康管理サービス及び教育・研修サービス等を含む。以下同じ）」を
「CRMサービス」、「その役職員又は構成員」を「その顧客」とそれぞれ読み替える。
２．�本規約第２条第１項を、次のとおり全面的に読み替える。
「１.　本会の目的に賛同し本規約を承認の上、当社との間で業務提携契約等の契約（以下「基本契約」とい
う）を締結した企業・団体等を法人会員、また、法人会員が本会のサービスを利用する者として指定した法人
会員の顧客を個人会員と称する。
なお、個人会員は、本規約を承認することにより、本会のサービスを利用することができるものとする。」

３．本規約第３条を、次のとおり全面的に読み替える。
「１．個人会員は、法人会員が当社との間で締結する基本契約に応じて指定されるサービスの提供を受けるこ
とができる。本会の個々のサービスの内容、利用価格、利用方法等は、当社より個人会員に提供される配布物
及びホームページ等で指定される。
２．本会の呼称については、法人会員と当社との合意により、変更することができるものとする。」

４．�本規約第８条第１項第１号中の「自己が属する法人会員」を「自己に本会のサービスを提供する法人会員」と
読み替える。

５．��本規約第９条第１項を、次のとおり全面的に読み替える。
「１．個人会員は、法人会員と当社との間の基本契約が期間満了又は解除等により終了した場合は、法人会員
と当社との間で特約がある場合を除き、当該基本契約の終了日付けで、会員資格を喪失するものとする。」

６．�本規約第10条第５項中の「福利厚生サービスの委託元である法人会員」を「ＣＲＭサービスの提供元である
法人会員」と読み替える。

７．本規約第10条第６項を、次のとおり全面的に読み替える。
「６.　法人会員と当社との間の基本契約の終了、又は法人会員による第２条第２項に基づく個人会員の会員
資格の資格喪失の届出等により個人会員が会員資格を失った場合、その個人情報については、当社は、原則
として、提供するサービスの内容に応じて法人会員との契約又は協議により消去又は廃棄する。ただし、法令
等諸規則に基づき当社が継続して保有する必要がある情報についてはこの限りではない。」

（2020年4月1日改定）
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個人情報保護方針

（1）本人の同意なく無断で個人情報を取得、利用又は提供しません。利用について本人の
同意を得た場合でも、特定された利用目的の達成に必要な範囲内でのみ使用し、ま
た、提供を同意されない限り、第三者に提供することはありません。

（2）当社の保有する個人情報を安全かつ適正に管理するため、漏洩、滅失、毀損等の防
止及び是正を図りID・パスワードの管理、個人情報の保存・管理・廃棄ルールの徹底、
ファイアウォールの構築、アクセスログの監視、サーバー室への入室制限、外来者の入
退室管理などを実施します。

（3）個人情報の取扱いに関する諸法令及び社内規程を遵守します。個人情報を取扱う業務
を遂行するにあたり、「個人情報保護マネジメントシステムに関する要求事項
（JISQ15001）」を遵守するとともに、社内罰則規定に準拠した行動を実践します。

（4）本人から、個人情報の開示・訂正・追加・削除、利用又は提供の停止及び苦情・相談
を受けたときは、誠意をもって適切に対応します。�

（5）個人情報保護マネジメントシステムを構築し、役員、社員及び関係スタッフに周知・徹
底するほか、これを定期的に見直し、時代の趨勢に合わせてその改善に努めます。

（6）個人情報保護マネジメントシステムの適正な運営を確保するため、定期的な監査を実
施します。

個人情報保護に関するお問合せは下記にお願いいたします。
【当社】
担　当：㈱ベネフィット・ワン　個人情報取扱い事務局
E-mail：privacy@benefit-one.co.jp

【所属する認定個人情報保護団体及び連絡先】
一般財団法人　日本情報経済社会推進協会
T E L：03-5860-7565／0120-700-779

当社は、当社の事業領域において、情報の安全管理を厳守することが重要な社会的責任であると認識し、
プライバシー保護を企業活動における最優先事項のひとつとして位置づけています。

また、これを確実に実践していくために以下の個人情報保護方針を定め、役員並びに社員はこの方針に
従い、個人情報の適切な取扱い、管理に努めております。

　制定日�2002年6月1日　最終改定日�2019年7月1日
株式会社ベネフィット・ワン��代表取締役社長��白石 徳生

ベネフィット・ステーション（個人）会員規約
第１条　目的

株式会社ベネフィット・ワン（以下「当社」という）の運営するベネフィット・ステーション（以下「本会」という）は、福利
厚生サービス（健康管理サービス及び教育・研修サービス等を含む。以下同じ）を通じて会員企業・団体の発展と
その役職員又は構成員のより豊かな生活を実現することを目的とする。

第２条　会員
１.�本会の目的に賛同し法人会員規約及び本規約を承認の上、入会申込みを行い、当社が承認をした企業・団体
等を法人会員、また、その役職員又は構成員を個人会員と称する。なお、個人会員は、本規約を承認すること
により、本会のサービスを利用することができるものとする。

２.�個人会員の会員資格の取得及び喪失は、第９条に定める場合を除き、法人会員が当社所定の月次の締切日
までに当社に届け出ることにより行う。個人会員は、法人会員が当該個人会員の資格取得について届け出た
月の翌月１日（ただし、当社所定の月次の締切日後に行われた届出については、翌々月１日とする）から、法人会
員が当該個人会員の資格喪失について届け出た月の末日まで、本会のサービスを利用することができる。

第３条　会員サービスの種類・内容
個人会員は、法人会員が本会への入会に関して当社との間で締結する契約に応じて指定されるサービスの提
供を受けることができる。本会の個々のサービスの内容、利用価格、利用方法等は、当社より個人会員に配布され
る配布物及びホームページ等で指定される。

第４条　会員サービスの対象者の範囲　
1.�本会のサービスを受けることができる者は、原則として個人会員本人、その配偶者及び各々の二親等以内の
親族（以下、「配偶者等」と総称する）とする。個人会員は、自己の責任において配偶者等に本会のサービスを
利用させ、配偶者等をして本規約の内容を遵守させるものとする。

２.�前項に基づき、配偶者等に本会のサービスを利用させる場合、当該配偶者等による本会のサービスの利用は、
個人会員本人による本会のサービスの利用とみなす。

３.�個人会員は、個人会員及び配偶者等以外の第三者に本会のサービスを利用せしめてはならない。

第５条　会員証の発行
当社は、個人会員に対し、原則として会員証（紙媒体、電子媒体等の形態を問わない。以下同じ）を発行し、個人
会員は交付された会員証の提示をもって本会のサービスを利用できるものとする。

第６条　会員証の再発行
個人会員が紛失等により会員証の再発行を必要とするときは、個人会員は、所定の様式にて当社に届出を行う
ものとする。再発行の費用は個人会員の負担とする。

第７条　個人会員ＩＤ・パスワード
１.�個人会員は、会員証並びに個人会員ＩＤ及びパスワードを第三者に譲渡又は貸与してはならず、個人会員ＩＤ
及びパスワードは、開示・漏洩等しないよう秘密として厳重に管理しなければならない。ただし、個人会員が第４
条に基づき、配偶者等に本会のサービスを利用させるために会員証を貸与する場合はこの限りではない。

２．�個人会員ＩＤ及びパスワードが当社所定の方法により入力され、本会のサービスが利用された場合には、当社
は、当該利用を当該個人会員による本会のサービス利用とみなすことができるものとする。ただし、当該利用
が、当社の故意又は重大な過失による個人会員ＩＤ及びパスワードの漏洩等に基づくものであるときはこの限り
ではない。　

３.�当社に故意又は重大な過失がない場合、当社は、会員証、個人会員ＩＤ又はパスワードを用いた第三者の本会
のサービス利用等による個人会員の不利益及び損害について、一切の責任を負わない。

第８条　遵守事項
１．個人会員は、次の事項を遵守しなければならない。
（１）�登録事項に変更が生じた場合、速やかに自己が属する法人会員を通じて当社に届出を行うものとする。
（２）�本会の提供するサービス（本会のサービスをその要素とするサービスを含む）を、直接的であると間接的で

あるとを問わず、第三者から収益を得る目的で使用してはならない。
（３）�料金を支払う規定のある本会のサービスについては、所定の料金を支払わなければならない。
（４）本会のサービスの利用に際してはその施設等の利用規約に従うものとする。
２.�個人会員は、本会のサービスの利用に際し、その施設等に対して故意又は過失により損害を与えたときは、そ
の損害を賠償するものとする。

第９条　会員資格の喪失
１.�個人会員は、法人会員が退会又はその他の事由により会員資格を喪失した場合には、法人会員の会員資格
喪失日付けで、会員資格を喪失するものとする。

２.�当社は、次のいずれかの場合には、催告を行うことなく個人会員の会員資格を喪失させることができる。この場
合、個人会員は当社が個人会員の会員資格の喪失を通知した日付けで会員資格を喪失するものとする。
（１）個人会員が本規約に定める事項又はその他の規約、特約等に違反したとき
（２）�個人会員が不適切なサービス利用その他の行為により本会の正常な運営を妨げ若しくは信用を傷つけ、

又はそのおそれがあると当社が判断したとき
（３）�個人会員が不適切な目的（第８条第１項第２号に定める目的を含むが、これに限られない）で本会のサービ

スを利用し、又は利用しようとしたとき、その他個人会員の会員資格の継続を認めることが妥当ではないと
当社が判断したとき

（４）個人会員に反社会的勢力との関わりが生じたと当社が判断したとき
（５）前各号に準ずる事由が生じたとき
３.�前各項に基づいて個人会員が会員資格を喪失した場合は、法人会員と当社とが別途合意した場合を除き、当
該個人会員は、会員資格を喪失した日以降、本会のサービス（会員資格喪失日の前に申込みを行ったサービス
を含む）を一切受けることができないものとする。

４.�当社は、個人会員に対し、個人会員が会員資格を喪失し、本会のサービスを利用できないことをもって個人会
員に生じた損害について一切の責任を負わない。

第10条�個人情報の取扱い
１.�当社は、会員登録に際して法人会員又は個人会員より届けられた「個人情報の保護に関する法律」（平成15
年5月30日法律第57号）（以下「個人情報保護法」という）第２条第１項に定める個人情報（以下「個人情報」と
いう）並びに本会のサービスを利用する際に個人会員又は他の利用者（配偶者等並びに個人会員及び配偶
者等の同伴者をいう。以下同じ。また、個人会員とあわせて、以下「個人会員等」と総称する）より取得した個人
情報を、当社が別に定める「個人情報保護方針」等に従い、適切に管理するものとする。なお、個人会員は、他
の利用者に本会のサービスを利用させるにあたり、本条及び第12条の内容を承認させるものとする。

２.�当社は、個人会員等に係る個人情報を厳に秘密として管理し、本人の事前の承諾なく第三者に提供又は開示
しないものとする。ただし、次の各場合には、本人の事前の同意なくして当社は、第三者に対して個人情報を提
供又は開示できるものとする。
（１）法令に基づく場合
（２）�人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
（３）�公衆の衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を

得ることが困難であるとき
（４）�国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して

協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれ
があるとき

（５）個人情報保護法及びその他関係諸規則に違反しない方法で提供する場合
（６）�当社と業務提携を行っている宿泊施設等のサービス提供企業及び本会に係る事務等において当社と提

携する企業（以下、サービス提供企業を含めて「提携事業者」と総称する）に対して、個人会員等が本会
のサービスを利用するために必要な範囲内で提供する場合

３.当社は、個人情報を次の目的に限定して利用するものとする。
（１）当社が法人会員及び個人会員等に本会のサービスを提供するため
（２）個人会員に対する本会の会員証、配布物の発送及び当社のサービスの案内
（３）会員情報の管理
（４）その他本会のサービス提供に必要な業務
４.�第２項の規定にかかわらず、当社は、前項の利用目的の達成に必要な範囲内において、個人情報の取扱いを
第三者に対して業務委託する場合がある。�

５.�第２項の規定にかかわらず、当社は、個人会員にかかる個人情報について、福利厚生サービスの委託元であ
る法人会員と共有する場合がある。

６.�法人会員の退会、個人会員の退職等により個人会員が会員資格を失った場合、その個人情報については、当
社は、原則として、提供するサービスの内容に応じて法人会員との契約又は協議により消去又は廃棄する。た
だし、法令等諸規則に基づき当社が継続して保有する必要がある情報についてはこの限りではない。

第11条�サービス内容の変更及び本規約の改定
１．�当社は、提携事業者との提携条件の変更や提携解消等により、個人会員への事前の告知を行うことなく、サー
ビス内容を変更（サービスの終了を含む）することができる。

２．�前項のサービス内容の変更を行う場合、個人会員に対して遅滞なくインターネット上の掲示、メール又はファック
スによる通知のいずれかの方法で、これを告知又は周知するものとする。

３．�当社は、本会の健全な運営を図るため、又は法令の改正等により、当社が必要と判断した場合には、本規約を
改定（変更及び廃止を含む）することができる。

４．�前項の改定を行う場合、本規約を改定する旨及び改定後の内容並びにその効力発生時期について、個人会
員に対して事前にホームページにより告知又は周知するものとし、当該改定は、告知等に定める日より適用され
るものとする。

第12条�免責
1.�当社は次の場合、何らの法的責任を負わない。ただし、当社は、（２）の場合には、可能な範囲で、個人会員と提
携事業者との間の紛争の解決に努めるものとする。
（１）�不可抗力により、又はその他当社の故意若しくは重大な過失によらずに、サービス提供が中断又は停止し

た場合、個人会員が本会に送信したメッセージ若しくは情報が消失等した場合、及びその他サービスの利
用に関して個人会員が損害を被った場合

（２）�個々のサービスの利用において個人会員と提携事業者との間で紛争が発生した場合
２.�提携事業者が提供するサービス又は情報の利用の結果、個人会員又は他の利用者が損害又は傷害を被っ
た場合には、当該個人会員又は他の利用者は、当該損害又は傷害が当社の故意又は重大な過失に基づく場
合を除き、当社に対して何らの請求も行いえないものとする。

第13条�サービスの中断・停止等　
当社は次の場合、個人会員への事前の通知を行うことなく、サービスの全部又は一部を中断又は停止等の必要
な措置を採ることができるものとする。
（１）�本会のサービス用のハード、ソフト又は通信機器設備等に関わるメンテナンスや修理を定期的又は緊急に

行う場合
（２）アクセス過多等の予期せぬ要因でシステムに負荷が集中した場合
（３）個人会員のセキュリティを確保する必要が生じた場合
（４）火災、停電、その他不慮の事故等によりサービスの提供が困難な場合
（５）前各号に準ずる事由が生じた場合

第14条�準拠法及び管轄裁判所
本規約に関する準拠法は、日本法とする。個人会員と当社との間で紛争が生じたときは、東京地方裁判所を第一
審の専属的合意管轄裁判所とする。

第15条�言語
本規約は、日本語を正本として作成され、日本語の正本が、他の言語へのいかなる翻訳にもかかわらず、優越す
るものとする。

付　則　「ＣＲＭサービス」として本会のサービスを提供する場合の特約
企業・団体等が、本会のサービスを顧客満足度向上支援サービス（本付則において「ＣＲＭサービス」という）として、
サービス利用料を自ら負担した上で、自らの取引先である顧客に対して提供する場合は、次の規定に従うものとする。
１．�本規約第１条中の「福利厚生サービス（健康管理サービス及び教育・研修サービス等を含む。以下同じ）」を
「CRMサービス」、「その役職員又は構成員」を「その顧客」とそれぞれ読み替える。
２．�本規約第２条第１項を、次のとおり全面的に読み替える。
「１.　本会の目的に賛同し本規約を承認の上、当社との間で業務提携契約等の契約（以下「基本契約」とい
う）を締結した企業・団体等を法人会員、また、法人会員が本会のサービスを利用する者として指定した法人
会員の顧客を個人会員と称する。
なお、個人会員は、本規約を承認することにより、本会のサービスを利用することができるものとする。」

３．本規約第３条を、次のとおり全面的に読み替える。
「１．個人会員は、法人会員が当社との間で締結する基本契約に応じて指定されるサービスの提供を受けるこ
とができる。本会の個々のサービスの内容、利用価格、利用方法等は、当社より個人会員に提供される配布物
及びホームページ等で指定される。
２．本会の呼称については、法人会員と当社との合意により、変更することができるものとする。」

４．�本規約第８条第１項第１号中の「自己が属する法人会員」を「自己に本会のサービスを提供する法人会員」と
読み替える。

５．��本規約第９条第１項を、次のとおり全面的に読み替える。
「１．個人会員は、法人会員と当社との間の基本契約が期間満了又は解除等により終了した場合は、法人会員
と当社との間で特約がある場合を除き、当該基本契約の終了日付けで、会員資格を喪失するものとする。」

６．�本規約第10条第５項中の「福利厚生サービスの委託元である法人会員」を「ＣＲＭサービスの提供元である
法人会員」と読み替える。

７．本規約第10条第６項を、次のとおり全面的に読み替える。
「６.　法人会員と当社との間の基本契約の終了、又は法人会員による第２条第２項に基づく個人会員の会員
資格の資格喪失の届出等により個人会員が会員資格を失った場合、その個人情報については、当社は、原則
として、提供するサービスの内容に応じて法人会員との契約又は協議により消去又は廃棄する。ただし、法令
等諸規則に基づき当社が継続して保有する必要がある情報についてはこの限りではない。」

（2020年4月1日改定）
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個人情報保護方針

（1）本人の同意なく無断で個人情報を取得、利用又は提供しません。利用について本人の
同意を得た場合でも、特定された利用目的の達成に必要な範囲内でのみ使用し、ま
た、提供を同意されない限り、第三者に提供することはありません。

（2）当社の保有する個人情報を安全かつ適正に管理するため、漏洩、滅失、毀損等の防
止及び是正を図りID・パスワードの管理、個人情報の保存・管理・廃棄ルールの徹底、
ファイアウォールの構築、アクセスログの監視、サーバー室への入室制限、外来者の入
退室管理などを実施します。

（3）個人情報の取扱いに関する諸法令及び社内規程を遵守します。個人情報を取扱う業務
を遂行するにあたり、「個人情報 保護マネジメントシステムに関する要求事 項
（JISQ15001）」を遵守するとともに、社内罰則規定に準拠した行動を実践します。

（4）本人から、個人情報の開示・訂正・追加・削除、利用又は提供の停止及び苦情・相談
を受けたときは、誠意をもって適切に対応します。 

（5）個人情報保護マネジメントシステムを構築し、役員、社員及び関係スタッフに周知・徹
底するほか、これを定期的に見直し、時代の趨勢に合わせてその改善に努めます。

（6）個人情報保護マネジメントシステムの適正な運営を確保するため、定期的な監査を実
施します。

個人情報保護に関するお問合せは下記にお願いいたします。
【当社】

担　当：㈱ベネフィット・ワン　個人情報取扱い事務局
E-mail：privacy@benefit-one.co.jp

【所属する認定個人情報保護団体及び連絡先】
一般財団法人　日本情報経済社会推進協会

T E L：03-5860-7565／0120-700-779

当社は、当社の事業領域において、情報の安全管理を厳守することが重要な社会的責任であると認識し、
プライバシー保護を企業活動における最優先事項のひとつとして位置づけています。

また、これを確実に実践していくために以下の個人情報保護方針を定め、役員並びに社員はこの方針に
従い、個人情報の適切な取扱い、管理に努めております。

　制定日 2002年6月1日　最終改定日 2022年7月1日
株式会社ベネフィット・ワン  代表取締役社長  白石 徳生

ベネフィット・ステーション（個人）会員規約
第１条　目的

株式会社ベネフィット・ワン（以下「当社」という）の運営するベネフィット・ステーション（以下「本会」という）は、福利
厚生サービス（健康管理サービス及び教育・研修サービス等を含む。以下同じ）を通じて会員企業・団体の発展と
その役職員又は構成員のより豊かな生活を実現することを目的とする。

第２条　会員
体団・業企たしを認承が社当、い行をみ込申会入、上の認承を約規本び及約規員会人法し同賛に的目の会本 .１

等を法人会員、また、その役職員又は構成員を個人会員と称する。なお、個人会員は、本規約を承認すること
により、本会のサービスを利用することができるものとする。

日切締の次月の定所社当が員会人法、き除を合場るめ定に条９第、は失喪び及得取の格資員会の員会人個 .２
までに当社に届け出ることにより行う。個人会員は、法人会員が当該個人会員の資格取得について届け出た
月の翌月１日（ただし、当社所定の月次の締切日後に行われた届出については、翌々月１日とする）から、法人会
員が当該個人会員の資格喪失について届け出た月の末日まで、本会のサービスを利用することができる。

第３条　会員サービスの種類・内容
個人会員は、法人会員が本会への入会に関して当社との間で締結する契約に応じて指定されるサービスの提
供を受けることができる。本会の個々のサービスの内容、利用価格、利用方法等は、当社より個人会員に配布され
る配布物及びホームページ等で指定される。

第４条　会員サービスの対象者の範囲　
の内以等親二の々各び及者偶配のそ、人本員会人個てしと則原、は者るきでがとこるけ受をスビーサの会本 .1

親族（以下、「配偶者等」と総称する）とする。個人会員は、自己の責任において配偶者等に本会のサービスを
利用させ、配偶者等をして本規約の内容を遵守させるものとする。

、は用利のスビーサの会本るよに等者偶配該当、合場るせさ用利をスビーサの会本に等者偶配、きづ基に項前 .２
個人会員本人による本会のサービスの利用とみなす。

。いならなはてめしせ用利をスビーサの会本に者三第の外以等者偶配び及員会人個、は員会人個 .３

第５条　会員証の発行
当社は、個人会員に対し、原則として会員証（紙媒体、電子媒体等の形態を問わない。以下同じ）を発行し、個人
会員は交付された会員証の提示をもって本会のサービスを利用できるものとする。

第６条　会員証の再発行
個人会員が紛失等により会員証の再発行を必要とするときは、個人会員は、所定の様式にて当社に届出を行う
ものとする。再発行の費用は個人会員の負担とする。

第７条　個人会員ＩＤ・パスワード
ＤＩ員会人個、ずらなはてし与貸は又渡譲に者三第をドーワスパび及ＤＩ員会人個にび並証員会、は員会人個 .１

及びパスワードは、開示・漏洩等しないよう秘密として厳重に管理しなければならない。ただし、個人会員が第４
条に基づき、配偶者等に本会のサービスを利用させるために会員証を貸与する場合はこの限りではない。

社当、はに合場たれさ用利がスビーサの会本、れさ力入りよに法方の定所社当がドーワスパび及ＤＩ員会人個 ．２
は、当該利用を当該個人会員による本会のサービス利用とみなすことができるものとする。ただし、当該利用
が、当社の故意又は重大な過失による個人会員ＩＤ及びパスワードの漏洩等に基づくものであるときはこの限り
ではない。　

会本の者三第たい用をドーワスパは又ＤＩ員会人個、証員会、は社当、合場いなが失過な大重は又意故に社当 .３
のサービス利用等による個人会員の不利益及び損害について、一切の責任を負わない。

第８条　遵守事項
１．個人会員は、次の事項を遵守しなければならない。
（１） 登録事項に変更が生じた場合、速やかに自己が属する法人会員を通じて当社に届出を行うものとする。

で的接間とるあで的接直、を）む含をスビーサるすと素要のそをスビーサの会本（スビーサるす供提の会本 ）２（
あるとを問わず、第三者から収益を得る目的で使用してはならない。

。いならなばれけなわ払支を金料の定所、はていつにスビーサの会本るあの定規う払支を金料 ）３（
（４）本会のサービスの利用に際してはその施設等の利用規約に従うものとする。

そ、はきとたえ与を害損りよに失過は又意故てし対に等設施のそ、し際に用利のスビーサの会本、は員会人個 .２
の損害を賠償するものとする。

第９条　会員資格の喪失
格資員会の員会人法、はに合場たし失喪を格資員会りよに由事の他のそは又会退が員会人法、は員会人個 .１

喪失日付けで、会員資格を喪失するものとする。
場のこ。るきでがとこるせさ失喪を格資員会の員会人個くなとこう行を告催、はに合場のかれずいの次、は社当 .２

合、個人会員は当社が個人会員の会員資格の喪失を通知した日付けで会員資格を喪失するものとする。
（１）個人会員が本規約に定める事項又はその他の規約、特約等に違反したとき

、けつ傷を用信はくし若げ妨を営運な常正の会本りよに為行の他のそ用利スビーサな切適不が員会人個 ）２（
又はそのおそれがあると当社が判断したとき

ビーサの会本で）いなれら限にれこ、がむ含を的目るめ定に号２第項１第条８第（的目な切適不が員会人個 ）３（
スを利用し、又は利用しようとしたとき、その他個人会員の会員資格の継続を認めることが妥当ではないと
当社が判断したとき

（４）個人会員に反社会的勢力との関わりが生じたと当社が判断したとき
（５）前各号に準ずる事由が生じたとき

当、き除を合場たし意合途別がと社当と員会人法、は合場たし失喪を格資員会が員会人個ていづ基に項各前 .３
該個人会員は、会員資格を喪失した日以降、本会のサービス（会員資格喪失日の前に申込みを行ったサービス
を含む）を一切受けることができないものとする。

会人個てっもをとこいなきで用利をスビーサの会本、し失喪を格資員会が員会人個、し対に員会人個、は社当 .４
員に生じた損害について一切の責任を負わない。

第10条 個人情報の取扱い
51成平（」律法るす関に護保の報情人個「たれらけ届りよ員会人個は又員会人法てし際に録登員会、は社当 .１

と」報情人個「下以（報情人個るめ定に項１第条２第）ういと」法護保報情人個「下以（）号75第律法日03月5年
いう）並びに本会のサービスを利用する際に個人会員又は他の利用者（配偶者等並びに個人会員及び配偶
者等の同伴者をいう。以下同じ。また、個人会員とあわせて、以下「個人会員等」と総称する）より取得した個人
情報を、当社が別に定める「個人情報保護方針」等に従い、適切に管理するものとする。なお、個人会員は、他
の利用者に本会のサービスを利用させるにあたり、本条及び第12条の内容を承認させるものとする。

示開は又供提に者三第くな諾承の前事の人本、し理管てしと密秘に厳を報情人個る係に等員会人個、は社当 .２
しないものとする。ただし、次の各場合には、本人の事前の同意なくして当社は、第三者に対して個人情報を提
供又は開示できるものとする。

（１）法令に基づく場合
（２） 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき

を意同の人本、てっあで合場るあが要必に特にめたの進推の成育な全健の童児は又上向の生衛の衆公 ）３（
得ることが困難であるとき

てし対にとこるす行遂を務事るめ定の令法が者たけ受を託委のそは又体団共公方地はくし若関機の国 ）４（

協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれ
があるとき

（５）個人情報保護法及びその他関係諸規則に違反しない方法で提供する場合
提と社当ていおに等務事る係に会本び及業企供提スビーサの等設施泊宿るいてっ行を携提務業と社当 ）６（

携する企業（以下、サービス提供企業を含めて「提携事業者」と総称する）に対して、個人会員等が本会
のサービスを利用するために必要な範囲内で提供する場合

３.当社は、個人情報を次の目的に限定して利用するものとする。
（１）当社が法人会員及び個人会員等に本会のサービスを提供するため
（２）個人会員に対する本会の会員証、配布物の発送及び当社のサービスの案内
（３）会員情報の管理
（４）その他本会のサービス提供に必要な業務

をい扱取の報情人個、ていおに内囲範な要必に成達の的目用利の項前、は社当、ずらわかかに定規の項２第 .４
第三者に対して業務委託する場合がある。 

５ あで元託委のスビーサ生厚利福、ていつに報情人個るかかに員会人個、は社当、ずらわかかに定規の項２第 .
る法人会員と共有する場合がある。

当、はていつに報情人個のそ、合場たっ失を格資員会が員会人個りよに等職退の員会人個、会退の員会人法 .６
社は、原則として、提供するサービスの内容に応じて法人会員との契約又は協議により消去又は廃棄する。た
だし、法令等諸規則に基づき当社が継続して保有する必要がある情報についてはこの限りではない。

第11条 サービス内容の変更及び本規約の改定
ーサ、くなとこう行を知告の前事のへ員会人個、りよに等消解携提や更変の件条携提のと者業事携提、は社当 ．１

ビス内容を変更（サービスの終了を含む）することができる。
クッァフは又ルーメ、示掲の上トッネータンイくな滞遅てし対に員会人個、合場う行を更変の容内スビーサの項前 ．２

スによる通知のいずれかの方法で、これを告知又は周知するものとする。
を約規本、はに合場たし断判と要必が社当、りよに等正改の令法は又、めたる図を営運な全健の会本、は社当 ．３

改定（変更及び廃止を含む）することができる。
会人個、ていつに期時生発力効のそにび並容内の後定改び及旨るす定改を約規本、合場う行を定改の項前 ．４

員に対して事前にホームページにより告知又は周知するものとし、当該改定は、告知等に定める日より適用され
るものとする。

第12条 免責
提と員会人個、で囲範な能可、はに合場の）２（、は社当、しだた。いなわ負を任責的法のら何、合場の次は社当 .1

携事業者との間の紛争の解決に努めるものとする。
し止停は又断中が供提スビーサ、にずらよに失過な大重はくし若意故の社当他のそは又、りよに力抗可不 ）１（

た場合、個人会員が本会に送信したメッセージ若しくは情報が消失等した場合、及びその他サービスの利
用に関して個人会員が損害を被った場合

合場たし生発が争紛で間のと者業事携提と員会人個ていおに用利のスビーサの々個 ）２（
っ被を害傷は又害損が者用利の他は又員会人個、果結の用利の報情は又スビーサるす供提が者業事携提 .２

た場合には、当該個人会員又は他の利用者は、当該損害又は傷害が当社の故意又は重大な過失に基づく場
合を除き、当社に対して何らの請求も行いえないものとする。

第13条 サービスの中断・停止等　
当社は次の場合、個人会員への事前の通知を行うことなく、サービスの全部又は一部を中断又は停止等の必要
な措置を採ることができるものとする。

に急緊は又的期定を理修やスンナテンメるわ関に等備設器機信通は又トフソ、ドーハの用スビーサの会本 ）１（
行う場合

（２）アクセス過多等の予期せぬ要因でシステムに負荷が集中した場合
（３）個人会員のセキュリティを確保する必要が生じた場合
（４）火災、停電、その他不慮の事故等によりサービスの提供が困難な場合
（５）前各号に準ずる事由が生じた場合

第14条 準拠法及び管轄裁判所
本規約に関する準拠法は、日本法とする。個人会員と当社との間で紛争が生じたときは、東京地方裁判所を第一
審の専属的合意管轄裁判所とする。

第15条 言語
本規約は、日本語を正本として作成され、日本語の正本が、他の言語へのいかなる翻訳にもかかわらず、優越す
るものとする。

付　則　「ＣＲＭサービス」として本会のサービスを提供する場合の特約
企業・団体等が、本会のサービスを顧客満足度向上支援サービス（本付則において「ＣＲＭサービス」という）として、
サービス利用料を自ら負担した上で、自らの取引先である顧客に対して提供する場合は、次の規定に従うものとする。

を」）じ同下以。む含を等スビーサ修研・育教び及スビーサ理管康健（スビーサ生厚利福「の中条１第約規本 ．１
「CRMサービス」、「その役職員又は構成員」を「その顧客」とそれぞれ読み替える。

。るえ替み読に的面全りおとの次、を項１第条２第約規本 ．２
「１.　本会の目的に賛同し本規約を承認の上、当社との間で業務提携契約等の契約（以下「基本契約」とい
う）を締結した企業・団体等を法人会員、また、法人会員が本会のサービスを利用する者として指定した法人
会員の顧客を個人会員と称する。
なお、個人会員は、本規約を承認することにより、本会のサービスを利用することができるものとする。」

３．本規約第３条を、次のとおり全面的に読み替える。
「１．個人会員は、法人会員が当社との間で締結する基本契約に応じて指定されるサービスの提供を受けるこ
とができる。本会の個々のサービスの内容、利用価格、利用方法等は、当社より個人会員に提供される配布物
及びホームページ等で指定される。
２．本会の呼称については、法人会員と当社との合意により、変更することができるものとする。」

と」員会人法るす供提をスビーサの会本に己自「を」員会人法るす属が己自「の中号１第項１第条８第約規本 ．４
読み替える。

。るえ替み読に的面全りおとの次、を項１第条９第約規本  ．５
「１．個人会員は、法人会員と当社との間の基本契約が期間満了又は解除等により終了した場合は、法人会員
と当社との間で特約がある場合を除き、当該基本契約の終了日付けで、会員資格を喪失するものとする。」

るあで元供提のスビーサＭＲＣ「を」員会人法るあで元託委のスビーサ生厚利福「の中項５第条01第約規本 ．６
法人会員」と読み替える。

７．本規約第10条第６項を、次のとおり全面的に読み替える。
「６.　法人会員と当社との間の基本契約の終了、又は法人会員による第２条第２項に基づく個人会員の会員
資格の資格喪失の届出等により個人会員が会員資格を失った場合、その個人情報については、当社は、原則
として、提供するサービスの内容に応じて法人会員との契約又は協議により消去又は廃棄する。ただし、法令
等諸規則に基づき当社が継続して保有する必要がある情報についてはこの限りではない。」

（2020年4月1日改定）
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個人情報保護方針

（1）本人の同意なく無断で個人情報を取得、利用又は提供しません。利用について本人の
同意を得た場合でも、特定された利用目的の達成に必要な範囲内でのみ使用し、ま
た、提供を同意されない限り、第三者に提供することはありません。

（2）当社の保有する個人情報を安全かつ適正に管理するため、漏洩、滅失、毀損等の防
止及び是正を図りID・パスワードの管理、個人情報の保存・管理・廃棄ルールの徹底、
ファイアウォールの構築、アクセスログの監視、サーバー室への入室制限、外来者の入
退室管理などを実施します。

（3）個人情報の取扱いに関する諸法令及び社内規程を遵守します。個人情報を取扱う業務
を遂行するにあたり、「個人情報保護マネジメントシステムに関する要求事項
（JISQ15001）」を遵守するとともに、社内罰則規定に準拠した行動を実践します。

（4）本人から、個人情報の開示・訂正・追加・削除、利用又は提供の停止及び苦情・相談
を受けたときは、誠意をもって適切に対応します。�

（5）個人情報保護マネジメントシステムを構築し、役員、社員及び関係スタッフに周知・徹
底するほか、これを定期的に見直し、時代の趨勢に合わせてその改善に努めます。

（6）個人情報保護マネジメントシステムの適正な運営を確保するため、定期的な監査を実
施します。

個人情報保護に関するお問合せは下記にお願いいたします。
【当社】
担　当：㈱ベネフィット・ワン　個人情報取扱い事務局
E-mail：privacy@benefit-one.co.jp

【所属する認定個人情報保護団体及び連絡先】
一般財団法人　日本情報経済社会推進協会
T E L：03-5860-7565／0120-700-779

当社は、当社の事業領域において、情報の安全管理を厳守することが重要な社会的責任であると認識し、
プライバシー保護を企業活動における最優先事項のひとつとして位置づけています。

また、これを確実に実践していくために以下の個人情報保護方針を定め、役員並びに社員はこの方針に
従い、個人情報の適切な取扱い、管理に努めております。

　制定日�2002年6月1日　最終改定日�2019年7月1日
株式会社ベネフィット・ワン��代表取締役社長��白石 徳生

ベネフィット・ステーション（個人）会員規約
第１条　目的

株式会社ベネフィット・ワン（以下「当社」という）の運営するベネフィット・ステーション（以下「本会」という）は、福利
厚生サービス（健康管理サービス及び教育・研修サービス等を含む。以下同じ）を通じて会員企業・団体の発展と
その役職員又は構成員のより豊かな生活を実現することを目的とする。

第２条　会員
１.�本会の目的に賛同し法人会員規約及び本規約を承認の上、入会申込みを行い、当社が承認をした企業・団体
等を法人会員、また、その役職員又は構成員を個人会員と称する。なお、個人会員は、本規約を承認すること
により、本会のサービスを利用することができるものとする。

２.�個人会員の会員資格の取得及び喪失は、第９条に定める場合を除き、法人会員が当社所定の月次の締切日
までに当社に届け出ることにより行う。個人会員は、法人会員が当該個人会員の資格取得について届け出た
月の翌月１日（ただし、当社所定の月次の締切日後に行われた届出については、翌々月１日とする）から、法人会
員が当該個人会員の資格喪失について届け出た月の末日まで、本会のサービスを利用することができる。

第３条　会員サービスの種類・内容
個人会員は、法人会員が本会への入会に関して当社との間で締結する契約に応じて指定されるサービスの提
供を受けることができる。本会の個々のサービスの内容、利用価格、利用方法等は、当社より個人会員に配布され
る配布物及びホームページ等で指定される。

第４条　会員サービスの対象者の範囲　
1.�本会のサービスを受けることができる者は、原則として個人会員本人、その配偶者及び各々の二親等以内の
親族（以下、「配偶者等」と総称する）とする。個人会員は、自己の責任において配偶者等に本会のサービスを
利用させ、配偶者等をして本規約の内容を遵守させるものとする。

２.�前項に基づき、配偶者等に本会のサービスを利用させる場合、当該配偶者等による本会のサービスの利用は、
個人会員本人による本会のサービスの利用とみなす。

３.�個人会員は、個人会員及び配偶者等以外の第三者に本会のサービスを利用せしめてはならない。

第５条　会員証の発行
当社は、個人会員に対し、原則として会員証（紙媒体、電子媒体等の形態を問わない。以下同じ）を発行し、個人
会員は交付された会員証の提示をもって本会のサービスを利用できるものとする。

第６条　会員証の再発行
個人会員が紛失等により会員証の再発行を必要とするときは、個人会員は、所定の様式にて当社に届出を行う
ものとする。再発行の費用は個人会員の負担とする。

第７条　個人会員ＩＤ・パスワード
１.�個人会員は、会員証並びに個人会員ＩＤ及びパスワードを第三者に譲渡又は貸与してはならず、個人会員ＩＤ
及びパスワードは、開示・漏洩等しないよう秘密として厳重に管理しなければならない。ただし、個人会員が第４
条に基づき、配偶者等に本会のサービスを利用させるために会員証を貸与する場合はこの限りではない。

２．�個人会員ＩＤ及びパスワードが当社所定の方法により入力され、本会のサービスが利用された場合には、当社
は、当該利用を当該個人会員による本会のサービス利用とみなすことができるものとする。ただし、当該利用
が、当社の故意又は重大な過失による個人会員ＩＤ及びパスワードの漏洩等に基づくものであるときはこの限り
ではない。　

３.�当社に故意又は重大な過失がない場合、当社は、会員証、個人会員ＩＤ又はパスワードを用いた第三者の本会
のサービス利用等による個人会員の不利益及び損害について、一切の責任を負わない。

第８条　遵守事項
１．個人会員は、次の事項を遵守しなければならない。
（１）�登録事項に変更が生じた場合、速やかに自己が属する法人会員を通じて当社に届出を行うものとする。
（２）�本会の提供するサービス（本会のサービスをその要素とするサービスを含む）を、直接的であると間接的で

あるとを問わず、第三者から収益を得る目的で使用してはならない。
（３）�料金を支払う規定のある本会のサービスについては、所定の料金を支払わなければならない。
（４）本会のサービスの利用に際してはその施設等の利用規約に従うものとする。
２.�個人会員は、本会のサービスの利用に際し、その施設等に対して故意又は過失により損害を与えたときは、そ
の損害を賠償するものとする。

第９条　会員資格の喪失
１.�個人会員は、法人会員が退会又はその他の事由により会員資格を喪失した場合には、法人会員の会員資格
喪失日付けで、会員資格を喪失するものとする。

２.�当社は、次のいずれかの場合には、催告を行うことなく個人会員の会員資格を喪失させることができる。この場
合、個人会員は当社が個人会員の会員資格の喪失を通知した日付けで会員資格を喪失するものとする。
（１）個人会員が本規約に定める事項又はその他の規約、特約等に違反したとき
（２）�個人会員が不適切なサービス利用その他の行為により本会の正常な運営を妨げ若しくは信用を傷つけ、

又はそのおそれがあると当社が判断したとき
（３）�個人会員が不適切な目的（第８条第１項第２号に定める目的を含むが、これに限られない）で本会のサービ

スを利用し、又は利用しようとしたとき、その他個人会員の会員資格の継続を認めることが妥当ではないと
当社が判断したとき

（４）個人会員に反社会的勢力との関わりが生じたと当社が判断したとき
（５）前各号に準ずる事由が生じたとき
３.�前各項に基づいて個人会員が会員資格を喪失した場合は、法人会員と当社とが別途合意した場合を除き、当
該個人会員は、会員資格を喪失した日以降、本会のサービス（会員資格喪失日の前に申込みを行ったサービス
を含む）を一切受けることができないものとする。

４.�当社は、個人会員に対し、個人会員が会員資格を喪失し、本会のサービスを利用できないことをもって個人会
員に生じた損害について一切の責任を負わない。

第10条�個人情報の取扱い
１.�当社は、会員登録に際して法人会員又は個人会員より届けられた「個人情報の保護に関する法律」（平成15
年5月30日法律第57号）（以下「個人情報保護法」という）第２条第１項に定める個人情報（以下「個人情報」と
いう）並びに本会のサービスを利用する際に個人会員又は他の利用者（配偶者等並びに個人会員及び配偶
者等の同伴者をいう。以下同じ。また、個人会員とあわせて、以下「個人会員等」と総称する）より取得した個人
情報を、当社が別に定める「個人情報保護方針」等に従い、適切に管理するものとする。なお、個人会員は、他
の利用者に本会のサービスを利用させるにあたり、本条及び第12条の内容を承認させるものとする。

２.�当社は、個人会員等に係る個人情報を厳に秘密として管理し、本人の事前の承諾なく第三者に提供又は開示
しないものとする。ただし、次の各場合には、本人の事前の同意なくして当社は、第三者に対して個人情報を提
供又は開示できるものとする。
（１）法令に基づく場合
（２）�人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
（３）�公衆の衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を

得ることが困難であるとき
（４）�国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して

協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれ
があるとき

（５）個人情報保護法及びその他関係諸規則に違反しない方法で提供する場合
（６）�当社と業務提携を行っている宿泊施設等のサービス提供企業及び本会に係る事務等において当社と提

携する企業（以下、サービス提供企業を含めて「提携事業者」と総称する）に対して、個人会員等が本会
のサービスを利用するために必要な範囲内で提供する場合

３.当社は、個人情報を次の目的に限定して利用するものとする。
（１）当社が法人会員及び個人会員等に本会のサービスを提供するため
（２）個人会員に対する本会の会員証、配布物の発送及び当社のサービスの案内
（３）会員情報の管理
（４）その他本会のサービス提供に必要な業務
４.�第２項の規定にかかわらず、当社は、前項の利用目的の達成に必要な範囲内において、個人情報の取扱いを
第三者に対して業務委託する場合がある。�

５.�第２項の規定にかかわらず、当社は、個人会員にかかる個人情報について、福利厚生サービスの委託元であ
る法人会員と共有する場合がある。

６.�法人会員の退会、個人会員の退職等により個人会員が会員資格を失った場合、その個人情報については、当
社は、原則として、提供するサービスの内容に応じて法人会員との契約又は協議により消去又は廃棄する。た
だし、法令等諸規則に基づき当社が継続して保有する必要がある情報についてはこの限りではない。

第11条�サービス内容の変更及び本規約の改定
１．�当社は、提携事業者との提携条件の変更や提携解消等により、個人会員への事前の告知を行うことなく、サー
ビス内容を変更（サービスの終了を含む）することができる。

２．�前項のサービス内容の変更を行う場合、個人会員に対して遅滞なくインターネット上の掲示、メール又はファック
スによる通知のいずれかの方法で、これを告知又は周知するものとする。

３．�当社は、本会の健全な運営を図るため、又は法令の改正等により、当社が必要と判断した場合には、本規約を
改定（変更及び廃止を含む）することができる。

４．�前項の改定を行う場合、本規約を改定する旨及び改定後の内容並びにその効力発生時期について、個人会
員に対して事前にホームページにより告知又は周知するものとし、当該改定は、告知等に定める日より適用され
るものとする。

第12条�免責
1.�当社は次の場合、何らの法的責任を負わない。ただし、当社は、（２）の場合には、可能な範囲で、個人会員と提
携事業者との間の紛争の解決に努めるものとする。
（１）�不可抗力により、又はその他当社の故意若しくは重大な過失によらずに、サービス提供が中断又は停止し

た場合、個人会員が本会に送信したメッセージ若しくは情報が消失等した場合、及びその他サービスの利
用に関して個人会員が損害を被った場合

（２）�個々のサービスの利用において個人会員と提携事業者との間で紛争が発生した場合
２.�提携事業者が提供するサービス又は情報の利用の結果、個人会員又は他の利用者が損害又は傷害を被っ
た場合には、当該個人会員又は他の利用者は、当該損害又は傷害が当社の故意又は重大な過失に基づく場
合を除き、当社に対して何らの請求も行いえないものとする。

第13条�サービスの中断・停止等　
当社は次の場合、個人会員への事前の通知を行うことなく、サービスの全部又は一部を中断又は停止等の必要
な措置を採ることができるものとする。
（１）�本会のサービス用のハード、ソフト又は通信機器設備等に関わるメンテナンスや修理を定期的又は緊急に

行う場合
（２）アクセス過多等の予期せぬ要因でシステムに負荷が集中した場合
（３）個人会員のセキュリティを確保する必要が生じた場合
（４）火災、停電、その他不慮の事故等によりサービスの提供が困難な場合
（５）前各号に準ずる事由が生じた場合

第14条�準拠法及び管轄裁判所
本規約に関する準拠法は、日本法とする。個人会員と当社との間で紛争が生じたときは、東京地方裁判所を第一
審の専属的合意管轄裁判所とする。

第15条�言語
本規約は、日本語を正本として作成され、日本語の正本が、他の言語へのいかなる翻訳にもかかわらず、優越す
るものとする。

付　則　「ＣＲＭサービス」として本会のサービスを提供する場合の特約
企業・団体等が、本会のサービスを顧客満足度向上支援サービス（本付則において「ＣＲＭサービス」という）として、
サービス利用料を自ら負担した上で、自らの取引先である顧客に対して提供する場合は、次の規定に従うものとする。
１．�本規約第１条中の「福利厚生サービス（健康管理サービス及び教育・研修サービス等を含む。以下同じ）」を
「CRMサービス」、「その役職員又は構成員」を「その顧客」とそれぞれ読み替える。
２．�本規約第２条第１項を、次のとおり全面的に読み替える。
「１.　本会の目的に賛同し本規約を承認の上、当社との間で業務提携契約等の契約（以下「基本契約」とい
う）を締結した企業・団体等を法人会員、また、法人会員が本会のサービスを利用する者として指定した法人
会員の顧客を個人会員と称する。
なお、個人会員は、本規約を承認することにより、本会のサービスを利用することができるものとする。」

３．本規約第３条を、次のとおり全面的に読み替える。
「１．個人会員は、法人会員が当社との間で締結する基本契約に応じて指定されるサービスの提供を受けるこ
とができる。本会の個々のサービスの内容、利用価格、利用方法等は、当社より個人会員に提供される配布物
及びホームページ等で指定される。
２．本会の呼称については、法人会員と当社との合意により、変更することができるものとする。」

４．�本規約第８条第１項第１号中の「自己が属する法人会員」を「自己に本会のサービスを提供する法人会員」と
読み替える。

５．��本規約第９条第１項を、次のとおり全面的に読み替える。
「１．個人会員は、法人会員と当社との間の基本契約が期間満了又は解除等により終了した場合は、法人会員
と当社との間で特約がある場合を除き、当該基本契約の終了日付けで、会員資格を喪失するものとする。」

６．�本規約第10条第５項中の「福利厚生サービスの委託元である法人会員」を「ＣＲＭサービスの提供元である
法人会員」と読み替える。

７．本規約第10条第６項を、次のとおり全面的に読み替える。
「６.　法人会員と当社との間の基本契約の終了、又は法人会員による第２条第２項に基づく個人会員の会員
資格の資格喪失の届出等により個人会員が会員資格を失った場合、その個人情報については、当社は、原則
として、提供するサービスの内容に応じて法人会員との契約又は協議により消去又は廃棄する。ただし、法令
等諸規則に基づき当社が継続して保有する必要がある情報についてはこの限りではない。」

（2020年4月1日改定）
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個人情報保護方針

（1）本人の同意なく無断で個人情報を取得、利用又は提供しません。利用について本人の
同意を得た場合でも、特定された利用目的の達成に必要な範囲内でのみ使用し、ま
た、提供を同意されない限り、第三者に提供することはありません。

（2）当社の保有する個人情報を安全かつ適正に管理するため、漏洩、滅失、毀損等の防
止及び是正を図りID・パスワードの管理、個人情報の保存・管理・廃棄ルールの徹底、
ファイアウォールの構築、アクセスログの監視、サーバー室への入室制限、外来者の入
退室管理などを実施します。

（3）個人情報の取扱いに関する諸法令及び社内規程を遵守します。個人情報を取扱う業務
を遂行するにあたり、「個人情報保護マネジメントシステムに関する要求事項
（JISQ15001）」を遵守するとともに、社内罰則規定に準拠した行動を実践します。

（4）本人から、個人情報の開示・訂正・追加・削除、利用又は提供の停止及び苦情・相談
を受けたときは、誠意をもって適切に対応します。�

（5）個人情報保護マネジメントシステムを構築し、役員、社員及び関係スタッフに周知・徹
底するほか、これを定期的に見直し、時代の趨勢に合わせてその改善に努めます。

（6）個人情報保護マネジメントシステムの適正な運営を確保するため、定期的な監査を実
施します。

個人情報保護に関するお問合せは下記にお願いいたします。
【当社】
担　当：㈱ベネフィット・ワン　個人情報取扱い事務局
E-mail：privacy@benefit-one.co.jp

【所属する認定個人情報保護団体及び連絡先】
一般財団法人　日本情報経済社会推進協会
T E L：03-5860-7565／0120-700-779

当社は、当社の事業領域において、情報の安全管理を厳守することが重要な社会的責任であると認識し、
プライバシー保護を企業活動における最優先事項のひとつとして位置づけています。

また、これを確実に実践していくために以下の個人情報保護方針を定め、役員並びに社員はこの方針に
従い、個人情報の適切な取扱い、管理に努めております。

　制定日�2002年6月1日　最終改定日�2019年7月1日
株式会社ベネフィット・ワン��代表取締役社長��白石 徳生

ベネフィット・ステーション（個人）会員規約
第１条　目的

株式会社ベネフィット・ワン（以下「当社」という）の運営するベネフィット・ステーション（以下「本会」という）は、福利
厚生サービス（健康管理サービス及び教育・研修サービス等を含む。以下同じ）を通じて会員企業・団体の発展と
その役職員又は構成員のより豊かな生活を実現することを目的とする。

第２条　会員
１.�本会の目的に賛同し法人会員規約及び本規約を承認の上、入会申込みを行い、当社が承認をした企業・団体
等を法人会員、また、その役職員又は構成員を個人会員と称する。なお、個人会員は、本規約を承認すること
により、本会のサービスを利用することができるものとする。

２.�個人会員の会員資格の取得及び喪失は、第９条に定める場合を除き、法人会員が当社所定の月次の締切日
までに当社に届け出ることにより行う。個人会員は、法人会員が当該個人会員の資格取得について届け出た
月の翌月１日（ただし、当社所定の月次の締切日後に行われた届出については、翌々月１日とする）から、法人会
員が当該個人会員の資格喪失について届け出た月の末日まで、本会のサービスを利用することができる。

第３条　会員サービスの種類・内容
個人会員は、法人会員が本会への入会に関して当社との間で締結する契約に応じて指定されるサービスの提
供を受けることができる。本会の個々のサービスの内容、利用価格、利用方法等は、当社より個人会員に配布され
る配布物及びホームページ等で指定される。

第４条　会員サービスの対象者の範囲　
1.�本会のサービスを受けることができる者は、原則として個人会員本人、その配偶者及び各々の二親等以内の
親族（以下、「配偶者等」と総称する）とする。個人会員は、自己の責任において配偶者等に本会のサービスを
利用させ、配偶者等をして本規約の内容を遵守させるものとする。

２.�前項に基づき、配偶者等に本会のサービスを利用させる場合、当該配偶者等による本会のサービスの利用は、
個人会員本人による本会のサービスの利用とみなす。

３.�個人会員は、個人会員及び配偶者等以外の第三者に本会のサービスを利用せしめてはならない。

第５条　会員証の発行
当社は、個人会員に対し、原則として会員証（紙媒体、電子媒体等の形態を問わない。以下同じ）を発行し、個人
会員は交付された会員証の提示をもって本会のサービスを利用できるものとする。

第６条　会員証の再発行
個人会員が紛失等により会員証の再発行を必要とするときは、個人会員は、所定の様式にて当社に届出を行う
ものとする。再発行の費用は個人会員の負担とする。

第７条　個人会員ＩＤ・パスワード
１.�個人会員は、会員証並びに個人会員ＩＤ及びパスワードを第三者に譲渡又は貸与してはならず、個人会員ＩＤ
及びパスワードは、開示・漏洩等しないよう秘密として厳重に管理しなければならない。ただし、個人会員が第４
条に基づき、配偶者等に本会のサービスを利用させるために会員証を貸与する場合はこの限りではない。

２．�個人会員ＩＤ及びパスワードが当社所定の方法により入力され、本会のサービスが利用された場合には、当社
は、当該利用を当該個人会員による本会のサービス利用とみなすことができるものとする。ただし、当該利用
が、当社の故意又は重大な過失による個人会員ＩＤ及びパスワードの漏洩等に基づくものであるときはこの限り
ではない。　

３.�当社に故意又は重大な過失がない場合、当社は、会員証、個人会員ＩＤ又はパスワードを用いた第三者の本会
のサービス利用等による個人会員の不利益及び損害について、一切の責任を負わない。

第８条　遵守事項
１．個人会員は、次の事項を遵守しなければならない。
（１）�登録事項に変更が生じた場合、速やかに自己が属する法人会員を通じて当社に届出を行うものとする。
（２）�本会の提供するサービス（本会のサービスをその要素とするサービスを含む）を、直接的であると間接的で

あるとを問わず、第三者から収益を得る目的で使用してはならない。
（３）�料金を支払う規定のある本会のサービスについては、所定の料金を支払わなければならない。
（４）本会のサービスの利用に際してはその施設等の利用規約に従うものとする。
２.�個人会員は、本会のサービスの利用に際し、その施設等に対して故意又は過失により損害を与えたときは、そ
の損害を賠償するものとする。

第９条　会員資格の喪失
１.�個人会員は、法人会員が退会又はその他の事由により会員資格を喪失した場合には、法人会員の会員資格
喪失日付けで、会員資格を喪失するものとする。

２.�当社は、次のいずれかの場合には、催告を行うことなく個人会員の会員資格を喪失させることができる。この場
合、個人会員は当社が個人会員の会員資格の喪失を通知した日付けで会員資格を喪失するものとする。
（１）個人会員が本規約に定める事項又はその他の規約、特約等に違反したとき
（２）�個人会員が不適切なサービス利用その他の行為により本会の正常な運営を妨げ若しくは信用を傷つけ、

又はそのおそれがあると当社が判断したとき
（３）�個人会員が不適切な目的（第８条第１項第２号に定める目的を含むが、これに限られない）で本会のサービ

スを利用し、又は利用しようとしたとき、その他個人会員の会員資格の継続を認めることが妥当ではないと
当社が判断したとき

（４）個人会員に反社会的勢力との関わりが生じたと当社が判断したとき
（５）前各号に準ずる事由が生じたとき
３.�前各項に基づいて個人会員が会員資格を喪失した場合は、法人会員と当社とが別途合意した場合を除き、当
該個人会員は、会員資格を喪失した日以降、本会のサービス（会員資格喪失日の前に申込みを行ったサービス
を含む）を一切受けることができないものとする。

４.�当社は、個人会員に対し、個人会員が会員資格を喪失し、本会のサービスを利用できないことをもって個人会
員に生じた損害について一切の責任を負わない。

第10条�個人情報の取扱い
１.�当社は、会員登録に際して法人会員又は個人会員より届けられた「個人情報の保護に関する法律」（平成15
年5月30日法律第57号）（以下「個人情報保護法」という）第２条第１項に定める個人情報（以下「個人情報」と
いう）並びに本会のサービスを利用する際に個人会員又は他の利用者（配偶者等並びに個人会員及び配偶
者等の同伴者をいう。以下同じ。また、個人会員とあわせて、以下「個人会員等」と総称する）より取得した個人
情報を、当社が別に定める「個人情報保護方針」等に従い、適切に管理するものとする。なお、個人会員は、他
の利用者に本会のサービスを利用させるにあたり、本条及び第12条の内容を承認させるものとする。

２.�当社は、個人会員等に係る個人情報を厳に秘密として管理し、本人の事前の承諾なく第三者に提供又は開示
しないものとする。ただし、次の各場合には、本人の事前の同意なくして当社は、第三者に対して個人情報を提
供又は開示できるものとする。
（１）法令に基づく場合
（２）�人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
（３）�公衆の衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を

得ることが困難であるとき
（４）�国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して

協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれ
があるとき

（５）個人情報保護法及びその他関係諸規則に違反しない方法で提供する場合
（６）�当社と業務提携を行っている宿泊施設等のサービス提供企業及び本会に係る事務等において当社と提

携する企業（以下、サービス提供企業を含めて「提携事業者」と総称する）に対して、個人会員等が本会
のサービスを利用するために必要な範囲内で提供する場合

３.当社は、個人情報を次の目的に限定して利用するものとする。
（１）当社が法人会員及び個人会員等に本会のサービスを提供するため
（２）個人会員に対する本会の会員証、配布物の発送及び当社のサービスの案内
（３）会員情報の管理
（４）その他本会のサービス提供に必要な業務
４.�第２項の規定にかかわらず、当社は、前項の利用目的の達成に必要な範囲内において、個人情報の取扱いを
第三者に対して業務委託する場合がある。�

５.�第２項の規定にかかわらず、当社は、個人会員にかかる個人情報について、福利厚生サービスの委託元であ
る法人会員と共有する場合がある。

６.�法人会員の退会、個人会員の退職等により個人会員が会員資格を失った場合、その個人情報については、当
社は、原則として、提供するサービスの内容に応じて法人会員との契約又は協議により消去又は廃棄する。た
だし、法令等諸規則に基づき当社が継続して保有する必要がある情報についてはこの限りではない。

第11条�サービス内容の変更及び本規約の改定
１．�当社は、提携事業者との提携条件の変更や提携解消等により、個人会員への事前の告知を行うことなく、サー
ビス内容を変更（サービスの終了を含む）することができる。

２．�前項のサービス内容の変更を行う場合、個人会員に対して遅滞なくインターネット上の掲示、メール又はファック
スによる通知のいずれかの方法で、これを告知又は周知するものとする。

３．�当社は、本会の健全な運営を図るため、又は法令の改正等により、当社が必要と判断した場合には、本規約を
改定（変更及び廃止を含む）することができる。

４．�前項の改定を行う場合、本規約を改定する旨及び改定後の内容並びにその効力発生時期について、個人会
員に対して事前にホームページにより告知又は周知するものとし、当該改定は、告知等に定める日より適用され
るものとする。

第12条�免責
1.�当社は次の場合、何らの法的責任を負わない。ただし、当社は、（２）の場合には、可能な範囲で、個人会員と提
携事業者との間の紛争の解決に努めるものとする。
（１）�不可抗力により、又はその他当社の故意若しくは重大な過失によらずに、サービス提供が中断又は停止し

た場合、個人会員が本会に送信したメッセージ若しくは情報が消失等した場合、及びその他サービスの利
用に関して個人会員が損害を被った場合

（２）�個々のサービスの利用において個人会員と提携事業者との間で紛争が発生した場合
２.�提携事業者が提供するサービス又は情報の利用の結果、個人会員又は他の利用者が損害又は傷害を被っ
た場合には、当該個人会員又は他の利用者は、当該損害又は傷害が当社の故意又は重大な過失に基づく場
合を除き、当社に対して何らの請求も行いえないものとする。

第13条�サービスの中断・停止等　
当社は次の場合、個人会員への事前の通知を行うことなく、サービスの全部又は一部を中断又は停止等の必要
な措置を採ることができるものとする。
（１）�本会のサービス用のハード、ソフト又は通信機器設備等に関わるメンテナンスや修理を定期的又は緊急に

行う場合
（２）アクセス過多等の予期せぬ要因でシステムに負荷が集中した場合
（３）個人会員のセキュリティを確保する必要が生じた場合
（４）火災、停電、その他不慮の事故等によりサービスの提供が困難な場合
（５）前各号に準ずる事由が生じた場合

第14条�準拠法及び管轄裁判所
本規約に関する準拠法は、日本法とする。個人会員と当社との間で紛争が生じたときは、東京地方裁判所を第一
審の専属的合意管轄裁判所とする。

第15条�言語
本規約は、日本語を正本として作成され、日本語の正本が、他の言語へのいかなる翻訳にもかかわらず、優越す
るものとする。

付　則　「ＣＲＭサービス」として本会のサービスを提供する場合の特約
企業・団体等が、本会のサービスを顧客満足度向上支援サービス（本付則において「ＣＲＭサービス」という）として、
サービス利用料を自ら負担した上で、自らの取引先である顧客に対して提供する場合は、次の規定に従うものとする。
１．�本規約第１条中の「福利厚生サービス（健康管理サービス及び教育・研修サービス等を含む。以下同じ）」を
「CRMサービス」、「その役職員又は構成員」を「その顧客」とそれぞれ読み替える。
２．�本規約第２条第１項を、次のとおり全面的に読み替える。
「１.　本会の目的に賛同し本規約を承認の上、当社との間で業務提携契約等の契約（以下「基本契約」とい
う）を締結した企業・団体等を法人会員、また、法人会員が本会のサービスを利用する者として指定した法人
会員の顧客を個人会員と称する。
なお、個人会員は、本規約を承認することにより、本会のサービスを利用することができるものとする。」

３．本規約第３条を、次のとおり全面的に読み替える。
「１．個人会員は、法人会員が当社との間で締結する基本契約に応じて指定されるサービスの提供を受けるこ
とができる。本会の個々のサービスの内容、利用価格、利用方法等は、当社より個人会員に提供される配布物
及びホームページ等で指定される。
２．本会の呼称については、法人会員と当社との合意により、変更することができるものとする。」

４．�本規約第８条第１項第１号中の「自己が属する法人会員」を「自己に本会のサービスを提供する法人会員」と
読み替える。

５．��本規約第９条第１項を、次のとおり全面的に読み替える。
「１．個人会員は、法人会員と当社との間の基本契約が期間満了又は解除等により終了した場合は、法人会員
と当社との間で特約がある場合を除き、当該基本契約の終了日付けで、会員資格を喪失するものとする。」

６．�本規約第10条第５項中の「福利厚生サービスの委託元である法人会員」を「ＣＲＭサービスの提供元である
法人会員」と読み替える。

７．本規約第10条第６項を、次のとおり全面的に読み替える。
「６.　法人会員と当社との間の基本契約の終了、又は法人会員による第２条第２項に基づく個人会員の会員
資格の資格喪失の届出等により個人会員が会員資格を失った場合、その個人情報については、当社は、原則
として、提供するサービスの内容に応じて法人会員との契約又は協議により消去又は廃棄する。ただし、法令
等諸規則に基づき当社が継続して保有する必要がある情報についてはこの限りではない。」

（2020年4月1日改定）

第1条 目的
株式会社ベネフィット・ワン（以下「当社」という）の運営するベネフィット・ステーション（以下「本会」
という）は、福利厚生サービス（健康管理サービス及び教育・研修サービス等を含む。以下同じ）を通じ
て会員企業・団体の発展とその役職員又は構成員のより豊かな生活を実現することを目的とする。

第2条 会員
1． 本会の目的に賛同し法人会員規約及び本規約を承認の上、入会申込みを行い、当社が承認をした企

業・団体等を法人会員、また、その役職員又は構成員を個人会員と称する。なお、個人会員は、本規約
を承認することにより、本会のサービスを利用することができるものとする。

2． 個人会員の会員資格の取得及び喪失は、第8条に定める場合を除き、法人会員が随時当社に届け出る
ことにより行う。

第3条 会員サービスの種類・内容
個人会員は、法人会員が本会への入会に関して当社との間で締結する契約に応じて指定されるサービ
スの提供を受けることができる。本会の個々のサービスの内容、利用価格、利用方法等は、当社ホーム
ページ等で指定される。

第4条 会員サービスの対象者の範囲
1． 本会のサービスを受けることができる者は、原則として個人会員本人、その配偶者及び各々の二親

等以内の親族（以下、「配偶者等」と総称する）とする。個人会員は、自己の責任において配偶者等に本
会のサービスを利用させ、配偶者等をして本規約の内容を遵守させるものとする。

2． 前項に基づき、配偶者等に本会のサービスを利用させる場合、当該配偶者等による本会のサービス
の利用は、個人会員本人による本会のサービスの利用とみなす。

3． 個人会員は、個人会員及び配偶者等以外の第三者に本会のサービスを利用せしめてはならない。

第5条 会員証の発行
当社は、個人会員に対し、原則として会員証（電子媒体に限る。以下同じ）を発行し、個人会員は交付さ
れた会員証の提示をもって本会のサービスを利用できるものとする。

第6条 個人会員ID・パスワード
1． 個人会員は、個人会員ID及びパスワード（これらには、当社が発行する電子媒体の会員証を含むもの

とする。以下同じ）を第三者に譲渡又は貸与してはならず、個人会員ID及びパスワードは、開示・漏洩
等しないよう秘密として厳重に管理しなければならない。ただし、個人会員が第4条に基づき、配偶
者等に本会のサービスを利用させるために貸与する場合はこの限りではない。

2． 個人会員ID及びパスワードが当社所定の方法により入力され、本会のサービスが利用された場合に
は、当社は、当該利用を当該個人会員による本会のサービス利用とみなすことができるものとする。
ただし、当該利用が、当社の故意又は過失による個人会員ID及びパスワードの漏洩等に基づくもの
であるときはこの限りではない。

3． 当社は、個人会員ID又はパスワードを用いた第三者の本会のサービス利用等による個人会員の不利
益及び損害について、一切の責任を負わない。ただし、当該利用等が、当社の故意又は過失による個
人会員ID及びパスワードの漏洩等に基づくものであるときはこの限りではない。

第7条 遵守事項
1．個人会員は、次の事項を遵守しなければならない。
　（1） 登録事項に変更が生じた場合、速やかに自己が属する法人会員を通じて当社に届出を行うものと

する。
　（2） 本会の提供するサービス（本会のサービスをその要素とするサービスを含む）を、直接的であると

間接的であるとを問わず、第三者から収益を得る目的で使用してはならない。
　（3） 料金を支払う規定のある本会のサービスについては、所定の料金を支払わなければならない。
　（4） 本会のサービスの利用に際してはその施設等の利用規約に従うものとする。
2． 個人会員は、本会のサービスの利用に際し、その施設等に対して故意又は過失により損害を与えた

ときは、その損害を賠償するものとする。

第8条 会員資格の喪失
1． 個人会員は、法人会員が退会又はその他の事由により会員資格を喪失した場合には、法人会員の会

員資格喪失日付けで、会員資格を喪失するものとする
2． 当社は、次のいずれかの場合には、催告を行うことなく個人会員の会員資格を喪失させることがで

きる。この場合、個人会員は当社が個人会員の会員資格の喪失を通知した日付けで会員資格を喪失
するものとする。

　（1） 個人会員が本規約に定める事項又はその他の規約、特約等に違反したとき
　（2） 個人会員が不適切なサービス利用その他の行為により本会の正常な運営を妨げ若しくは信用を

傷つけ、又はそのおそれがあると当社が判断したとき
　（3） 個人会員が不適切な目的（第7条第1項第2号に定める目的を含むが、これに限られない）で本会の

サービスを利用し、又は利用しようとしたとき、その他個人会員の会員資格の継続を認めること
が妥当ではないと当社が判断したとき

　（4） 個人会員に反社会的勢力との関わりが生じたと当社が判断したとき
　（5） 前各号に準ずる事由が生じたとき
3． 前各項に基づいて個人会員が会員資格を喪失した場合は、法人会員と当社とが別途合意した場合を

除き、当該個人会員は、会員資格を喪失した日以降、本会のサービス（会員資格喪失日の前に申込み
を行ったサービスを含む）を一切受けることができないものとする。

4． 当社は、個人会員に対し、個人会員が会員資格を喪失し、本会のサービスを利用できないことをもっ
て個人会員に生じた損害について一切の責任を負わない。

第9条 個人情報の取扱い
1． 当社は、会員登録に際して法人会員又は個人会員より届けられた「個人情報の保護に関する法律」
（平成15年5月30日法律第57号）（以下「個人情報保護法」という）第2条第1項に定める個人情報（以下
「個人情報」という）並びに本会のサービスを利用する際に個人会員又は他の利用者（配偶者等並び
に個人会員及び配偶者等の同伴者をいう。以下同じ。また、個人会員とあわせて、以下「個人会員等」
と総称する）より取得した個人情報を、当社が別に定める「個人情報保護方針」等に従い、適切に管理
するものとする。なお、個人会員は、他の利用者に本会のサービスを利用させるにあたり、本条及び
第11条の内容を承認させるものとする。

2． 当社は、個人会員等に係る個人情報を厳に秘密として管理し、本人の事前の承諾なく第三者に提供
又は開示しないものとする。ただし、次の各場合には、本人の事前の同意なくして当社は、第三者に
対して個人情報を提供又は開示できるものとする。

　（1） 法令に基づく場合
　（2） 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難

であるとき
　（3） 公衆の衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同

意を得ることが困難であるとき
　（4） 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに

対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を
及ぼすおそれがあるとき

　（5） 個人情報保護法及びその他関係諸規則に違反しない方法で提供する場合
　（6） 当社と業務提携を行っている宿泊施設等のサービス提供企業及び本会に係る事務等において当

社と提携する企業（以下、サービス提供企業を含めて「提携事業者」と総称する）に対して、個人会
員等が本会のサービスを利用するために必要な範囲内で提供する場合

3． 当社は、個人情報を次の目的に限定して利用するものとする。
　（1） 当社が法人会員及び個人会員等に本会のサービスを提供するため

　（2） 個人会員に対する当社のサービスの案内
　（3） 会員情報の管理
　（4） その他本会のサービス提供に必要な業務
4． 第2項の規定にかかわらず、当社は、前項の利用目的の達成に必要な範囲内において、個人情報の取

扱いを第三者に対して業務委託する場合がある。
5． 第2項の規定にかかわらず、当社は、個人会員等にかかる個人情報について、福利厚生サービスの委

託元である法人会員と共有する場合がある。
6． 法人会員の退会、個人会員の退職等により個人会員が会員資格を失った場合、その個人情報につい

ては、当社は、原則として、提供するサービスの内容に応じて法人会員との契約又は協議により消去
又は廃棄する。ただし、法令等諸規則に基づき当社が継続して保有する必要がある情報については
この限りではない。

第10条 サービス内容の変更及び本規約の改定
1． 当社は、提携事業者との提携条件の変更や提携解消等により、個人会員への事前の告知を行うこと

なく、サービス内容を変更（サービスの終了を含む）することができる。
2． 前項のサービス内容の変更を行う場合、個人会員に対して、可能な限り事前に、又は事前が困難であ

る場合には事後速やかに、インターネット上の掲示、メール又はファックスによる通知のいずれか
の方法で、これを告知又は周知するものとする。

3． 当社は、本会の健全な運営を図るため、又は法令の改正等により、当社が必要と判断した場合には、
本規約を改定（変更及び廃止を含む）することができる。

4． 前項の改定を行う場合、本規約を改定する旨及び改定後の内容並びにその効力発生時期について、
個人会員に対して事前にホームページにより告知又は周知するものとし、当該改定は、告知等に定
める日より適用されるものとする。

第11条 免責
1． 当社は次の場合、何らの法的責任を負わない。ただし、当社は、（2）の場合には、可能な範囲で、個人会

員等と提携事業者との間の紛争の解決に努めるものとする。
　（1） 不可抗力により、又はその他当社の故意若しくは過失によらずに（個人会員が予め了承している

ものとして、第8条及び第12条の事由によりサービスを利用できない場合は、当社の責に帰すべき
事由がある場合に該当しないものとする）、サービス提供が中断又は停止した場合、法人会員又は
個人会員等が本会に送信したメッセージ若しくは情報が消失等した場合、及びその他サービスの
利用に関して法人会員又は個人会員等が損害を被った場合

　（2） 個々のサービスの利用において個人会員等と提携事業者との間で紛争が発生した場合
2． 提携事業者が提供するサービス又は情報の利用の結果、個人会員等が損害又は傷害を被った場合に

は、当該個人会員等は、当該損害又は傷害が当社の故意又は過失に基づく場合を除き、当社に対して
何らの請求も行いえないものとする。

3． 当社が本会のサービスに関し個人会員等に対し法的責任を負うべき場合において、当社が負うべき
責任は、当社に故意又は重大な過失がある場合を除き、個人会員等に現実に発生した直接かつ通常
の損害に限り、予見可能性の有無を問わず特別の事情から生じた損害や逸失利益を含まないものと
する。

第12条 サービスの中断・停止等
当社は次の場合、個人会員への事前の通知を行うことなく、サービスの全部又は一部を中断又は停止
等の必要な措置を採ることができるものとする。
　（1） 本会のサービス用のハード、ソフト又は通信機器設備等に関わるメンテナンスや修理を定期的又

は緊急に行う場合
　（2） アクセス過多等の予期せぬ要因でシステムに負荷が集中した場合
　（3） 個人会員のセキュリティを確保する必要が生じた場合
　（4） 火災、停電、その他不慮の事故等によりサービスの提供が困難な場合
　（5） 前各号に準ずる事由が生じた場合

第13条 準拠法及び管轄裁判所
本規約に関する準拠法は、日本法とする。個人会員と当社との間で紛争が生じたときは、東京地方裁判
所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

第14条 言語
本規約は、日本語を正本として作成され、日本語の正本が、他の言語へのいかなる翻訳にもかかわら
ず、優越するものとする。

第15条 存続条項
本規約に基づくサービスの終了後も、第6条（個人会員ID・パスワード）第3項、第9条（個人情報の取扱
い）第6項、第11条（免責）、第13条（準拠法及び管轄裁判所）及び本条の規定は、なお効力を有するものと
する。

付　則　「CRMサービス」として本会のサービスを提供する場合の特約
企業・団体等が、本会のサービスを顧客満足度向上支援サービス（本付則において「ＣＲＭサービス」と
いう）として、サービス利用料を自ら負担した上で、自らの取引先である顧客に対して提供する場合
は、次の規定に従うものとする。
1． 本規約第1条中の「福利厚生サービス（健康管理サービス及び教育・研修サービス等を含む。以下同

じ）」を「CRMサービス」、「その役職員又は構成員」を「その顧客」とそれぞれ読み替える。
2． 本規約第2条第1項を、次のとおり全面的に読み替える。
　 「1．本会の目的に賛同し本規約を承認の上、当社との間で業務提携契約等の契約（以下「基本契約」と

いう）を締結した企業・団体等を法人会員、また、法人会員が本会のサービスを利用する者として指
定した法人会員の顧客を個人会員と称する。

　 なお、個人会員は、本規約を承認することにより、本会のサービスを利用することができるものとす
る。」

3． 本規約第3条を、次のとおり全面的に読み替える。
　 「1．個人会員は、法人会員が当社との間で締結する基本契約に応じて指定されるサービスの提供を

受けることができる。本会の個々のサービスの内容、利用価格、利用方法等は、当社ホームページ等
で指定される。

　 2．本会の呼称については、法人会員と当社との合意により、変更することができるものとする。」
4． 本規約第7条第1項第1号中の「自己が属する法人会員」を「自己に本会のサービスを提供する法人会

員」と読み替える
5． 本規約第8条第1項を、次のとおり全面的に読み替える。
　 「1．個人会員は、法人会員と当社との間の基本契約が期間満了又は解除等により終了した場合は、法

人会員と当社との間で特約がある場合を除き、当該基本契約の終了日付けで、会員資格を喪失する
ものとする。」

6． 本規約第9条第5項中の「福利厚生サービスの委託元である法人会員」を「CRMサービスの提供元であ
る法人会員」と読み替える。

7． 本規約第9条第6項を、次のとおり全面的に読み替える。
　 「6．法人会員と当社との間の基本契約の終了、又は法人会員による第2条第2項に基づく個人会員の

会員資格の資格喪失の届出等により個人会員が会員資格を失った場合、その個人情報については、
当社は、原則として、提供するサービスの内容に応じて法人会員との契約又は協議により消去又は
廃棄する。ただし、法令等諸規則に基づき当社が継続して保有する必要がある情報についてはこの
限りではない。」

（2022年11月1日改定）

　当社は、当社の事業領域において、情報の安全管理を厳守することが重要な社会的責任であると認識し、
プライバシー保護を企業活動における最優先事項のひとつとして位置づけています。
　また、これを確実に実践していくために以下の個人情報保護方針を定め、役員ならびに社員はこの方針に 
従い、個人情報の適切な取り扱い、管理に努めております。

（1） 本人の同意なく無断で個人情報を取得、利用又は提供しません。利用について本人
の同意を得た場合でも、特定された利用目的の達成に必要な範囲内でのみ使用し、
また、提供を同意されない限り、第三者に提供することはありません。

（2） 当社の保有する個人情報を安全かつ適正に管理するため、漏洩、滅失、毀損等の防止
及び是正を図りID・パスワードの管理、個人情報の保存・管理・廃棄ルールの徹底、
ファイアウォールの構築、アクセスログの監視、サーバー室への入室制限、外来者の
入退室管理などを実践します。

（3） 個人情報の取扱いに関する諸法令及び社内規定を遵守します。個人情報を取扱う
業務を遂行するにあたり、「個人情報保護マネジメントシステムに関する要求事項

（JISQ15001）」を遵守するとともに、社内罰則規定に準拠した行動を実践します。
（4） 本人から、個人情報の開示・訂正・追加・削除、利用又は提供の停止および苦情・相談

を受けたときは、誠意をもって適切に対応します。

（5） 個人情報保護マネジメントシステムを構築し、役員、社員及び関係スタッフに周知・
徹底するほか、これを定期的に見直し、時代の趨勢に合わせてその改善に努めます。

（6） 個人情報保護マネジメントシステムの適正な運営を確保するため、定期的な監査を
実施します。

34



超保険 ご家族生活支援サービスはどんなサービスですか？
日本全国でご利用いただける約140件の割引優待特典をご提供しています。 
使えば使うほど日常生活がもっと便利にオトクになるサービスです。

お答え
します!

アクティベーションキーはどこで確認できますか？
東京海上日動マイページ内でご確認いただけます。
会員制のサービスであるため、ビジターでのご利用はできません。

お答え
します!

お答え
します!

自分が予約した内容を確認したい場合はどうしたらよいですか？
超保険 ご家族生活支援サービス専用ホームページ（会員専用サイト）にて、ログイン後に画面右に表示される
マイページの「ご利用履歴」からご確認いただけます。
また、過去のご利用履歴やベネポの獲得状況もご確認いただけます。
※ご利用方法が直接申し込みや会員証提示の場合はご確認いただけません。

お答え
します!

各種サービスメニューの利用方法について教えてください。
超保険 ご家族生活支援サービス専用ホームページ（会員専用サイト）にログイン後、
各メニューのページでプラン別の利用方法をご確認いただけます。
※ログイン方法は「超保険 1〜超保険 2」ページをご参照ください。

お答え
します!

国内宿泊の内容変更（日程の変更）をしたいのですが、 
どのようにしたらいいですか?
変更手続きは超保険 ご家族生活支援サービス専用ホームページ（会員専用サイト）上からは承っておりません。
超保険　ご家族生活支援サービス専用デスクまでお電話でお問い合わせください。
※ 変更につきましてはご予約キャンセル後の再手配となりますので、減員・増員・プラン変更が受け承れない場合がございます。 

また、予約変更については、キャンセル規定に則って変更・取消し手数料が発生いたします。あらかじめご了承ください。
※Bene楽天トラベルなどの予約サイト経由での変更手続きの場合を除きます。

お答え
します!

直接、現地へ予約しました。 
超保険 ご家族生活支援サービスからの予約に変更できますか?
ご予約のお振り替えは承りかねます。あらかじめご了承ください。

※掲載内容は2023年3月現在の情報となります。

あなたの
困ったを解決します！
よくあるご質問を

まとめました！
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超保険 ご家族生活支援サービス専用ホームページ
（会員専用サイト）

https://bs.benefit-one.inc/contents/customized/tch/

検索超保険 ご家族生活支援サービス

E65-11440（3）改定202304

超保険ご家族生活支援サービス
専用デスク

［受付時間］10：00～18：00
（年末年始は除きます）


