
● 「リフレッシュ契約施設共通割引利用券」は、組合員とその家族が利用できます。
● 「リフレッシュ契約施設共通割引利用券」では宿泊施設及び遊園施設での助成金控除の対象となりませんので、お間違いのないようご注意ください。
● 料金は、シーズン及び利用人数等により、異なる場合がありますので、施設に確認してください。

*「リフレッシュ契約施設共通割引利用券」が使用できる施設

◆オーケストラ・公演
住所・電話番号 一　　般　　料　　金 割　引　後　利　用　料　金 備　　考

千葉市中央区本千葉10-23
℡043-222-4231

定期演奏会
　　　　　　　　　　　　　S席　4,000円
　　　　　　　　　　　　　A席　3,000円
　　　　　　　　　　　　　B席　2,000円

ニューイヤーコンサート
　　　　　　　　　　　　　S席　5,000円
　　　　　　　　　　　　　A席　4,000円
　　　　　　　　　　　　　B席　3,000円

全て一般料金の10％引

東京都渋谷区神宮前3-2-14
テイト・チケットセンター
℡03-6379-3144

公演内容等についてはHPにてご確認く
ださい
http://www.tate.jp

一律10％引

・ニニ・ロッソメモリアルコンサー
ト2022
・クリスマス・ゴスペル2022
～グローリー・ゴスペル・シン
ガーズ～

◆レンタカー
住所・電話番号 一　　般　　料　　金 割　引　後　利　用　料　金 備　　考

℡03-6859-6177
受付時間　午前9時～午後5時
（土日祝日.年末年始休業）

◆旅行
住所・電話番号 一　　般　　料　　金 割　引　後　利　用　料　金 備　　考

Ｊ
Ｔ
Ｂ

千葉県内のＪＴＢ　店
舗

（一部、利用できない
店舗がありますので事
前にご確認くださ
い。）

お問い合わせ先
ＪＴＢペリエ千葉店
千葉市中央区新千葉1-1-1
ペリエ千葉6階
℡国内旅行 043-222-3854
　 海外旅行 043-222-3859

Ｈ
Ｉ
Ｓ

株式会社
エイチ.アイ.エス
ベネフィットデスク

東京都渋谷区千駄ヶ谷5-33-8
サウスゲート新宿ビル9階
海外旅行　050-5894-3823
国内旅行　050-5894-3824

◆キャンプ場
住所・電話番号 一　　般　　料　　金 割　引　後　利　用　料　金 備　　考

成田市名木730-3
℡0476-96-1001

日帰り  大人(中学生以上)  1,200円
　　　　  小人(3歳～小学生)   600円
宿泊　  大人(中学生以上)  2,100円
　　　　  小人(3歳～小学生)１,050円

キャンプ場使用料金
　全日　通常料金の10％引

特別料金設定日、パック料金は
除く

新潟県南魚沼市舞子2056-108
TEL025-783-4100
https://www.maiko-resort.com

【ディスクゴルフ(ビギナーコース9ホー
ル)】
大人　1,000円
小学生　700円
※用具レンタル代含む
【グラウンド・ゴルフ(4コース)】
大人　800円
小学生　600円
※用具レンタル代含む

大人　700円
小学生　400円

大人　500円
小学生　300円

レンタル用テント・タープ・シュラ
フ・コロ等あり
数に限りがあるのでお早めにご
予約ください。

◆釣船・釣宿
住所・電話番号 一　　般　　料　　金 割　引　後　利　用　料　金 備　　考

浦安市猫実5-7-10
℡047-351-2544
www.funayado-yoshinoya.com.

近場　　 9,500円
遠征　　10,500円
又、釣り物により料金が異なります。

一般料金の10％引
 (屋形船は15名より受付)

季節によりまして釣り物が変わ
り、それにともない料金も異なっ
てきますので、お問い合わせ下
さいませ。

◆健康ランド・クアハウス・温泉
住所・電話番号 一　　般　　料　　金 割　引　後　利　用　料　金 備　　考

木更津市清見台南5-1-40
℡0438-97-2683
http:www/kazusanoofuroyasan.com

　　　　  　　 平日　　　土・日・祝
大人　 　 　 640円　　　　740円
小人　  　 　350円　　　　400円

　　　　　　　     平日　    土・日・祝
大人　　　　　　590円　　　　690円
小人　　　　　　300円　　　　350円

初回のみ窓口で手続きをしてく
ださい。

施　　設　　名

施　　設　　名

かずさのお風呂屋さん

【新規】
舞子高原
オートキャンプ場

施　　設　　名

船宿　吉野屋

リフレッシュ契約施設一覧

千葉交響楽団

テイト・コーポレーション

ニッポンレンタカー

施　　設　　名

施　　設　　名

｢全国の店舗で一般料金より１７％から最大５５％割引｣※24時間利用時比較
”ﾘﾌﾚｯｼｭ共通割引利用券”の提出は不要です。

●ワンデイスキップ（インターネット限定商品/2時間前予約可能/スマホ予約可能/クーポン券不要）
　　下記ＵＲＬにアクセス後　レンタカーの予約とクレジットカードでのお支払いを済ませるだけの
　　 簡単レンタル。　https://www.nipponrentacar.co.jp/ods/（ＩＤ：6641　パスワード：37343）
　
　　 注意点　＊ご出発の７日前までにクレジットカードにてお支払いください。
                      出発予定日まで７日を過ぎている場合、予約操作当日にお支払いください。
                 　　 期日までにお支払いのない予約は、自動取消となります。
　　　　　　　    ＊所定の日数を過ぎると予約取消手数料がかかります。
　　　　　　　　　　 詳しくは、上記ワンデイスキップ専用ページをご確認ください。

海外/国内パッケージツアー
50,000円以上で旅行代金2％引き

割引特典を受けられるのは、専用ダイヤルにてご予約のお客様のみが対象となります。

成田ゆめ牧場
ファミリー
オートキャンプ場

施　　設　　名

①　海外旅行：ルックJTB（宿泊を伴う基本旅行代金）　３％
　　＊２１年度新設のルックJTB My STYLE含む
②　国内旅行：㈱JTBが企画・実施する国内募集型企画旅行　３％
※対象外商品
　＜国内・海外＞ロイヤルロード銀座商品、JTBクルーズ、宿泊単品
　＜海外＞ダイナミックJTB　旅のアウトレット、ガクタビなどルックJTB以外のブランド及び単品
　＜国内＞日帰りプラン

・お支払につきましては、現金または弊社の指定した方法に限らせていただきます。



◆健康ランド・クアハウス・温泉
住所・電話番号 一　　般　　料　　金 割　引　後　利　用　料　金 備　　考

長生郡長生村一松3445
℡0475-32-5550
http://www.taiyounosato.co.jp

　　　　　     平日    土・日・祝・ハイシーズン

大人　　　 1,700円　　　　2,000円
小人　　　　 800円 　　　　 800円

　　　　         平日　　土・日・祝・ハイシーズン

大人　　　　 1,530円　　　　1,800円
小人　　　　　 720円       　  720円

館山市下真倉305-1
℡0470-25-1126
http://www.satominoyu.com

大人　　　 　平日　　　　　　 1,200円
　　　　　　土日祝・特定日　1,480円
小人　　　　　　　　　 　　　　　 500円

大人        　　980円

小人            500円
営業時間10:00～23：00

千葉県浦安市日の出７－３－１２
℡047-304-4126

大人　　　　　平日　　　　2,200円
　　　　　　　　土日祝　　 2,600円
小人　　　　　平日　　　　1,000円
　　　　　　　　土日祝　　 1,300円
特定日　　　 大人　　　　2,800円
　　　　　　　  子供　　　　1,300円

大人　　　　　平日　　　 1,800円
　　　　　　　　土日祝　  1,800円
小人　　　　　平日　　　　 700円
　　　　　　　　土日祝　　  700円
特定日　　　 大人　　　　2,000円
　　　　　　　  子供　　　　　800円

◆遊覧船・クルーザー
住所・電話番号 一　　般　　料　　金 割　引　後　利　用　料　金 備　　考

神奈川県横浜市中区海岸通1-1-4
横浜港大さん橋国際客船ﾀｰﾐﾅﾙ2F
「チケットカウンター」
℡045-662-6125
www.royalwing.co.jp

乗船料（消費税込み）

ランチクルーズ
12:00～13:50(110分）
　　　　　　　　　　　　　大人　　2,200円
　　　　　　　　　　　　 小学生　1,100円
ティークルーズ
14：45～16：15（90分）
　　　　　　　　　　　　　大人　   1,800円
　　　　　　　　　　　　　小学生    900円
ディナークルーズ
17:00～18：50（110分）
19:30～21：20（110分）
　　　　　　　　　　　　　 大人　　2,800円
　　　　　　　　　　　　　小学生  1,400円

乗船料（消費税込み）

 

大人　　1,540円
小学生　　770円

 
大人　   1,260円
小学生　　630円
　

　
大人　　1,960円
小学生    980円

食事代は別途かかります。
※会員証提示（１枚で5名まで）
※乗船料30％割引
※団体パックプラン10％割引
※婚礼（料理・飲み物に対して）
　 10％割引
※室料50％割引

東京都港区1-16-1
℡03-5472-9999
http://www.tokaikisen.co.jp

東海汽船全航路　全等級
10％割引
東海汽船企画旅行　10％割引
（旅行代金のみ）
東京湾納涼船　10％割引

◆テニススクール
住所・電話番号 一　　般　　料　　金 割　引　後　利　用　料　金 備　　考

千葉市中央区神明町24-33
℡043-244-8686
http://www.kens-tennis.jp

体験レッスン　1100円
入会金　　   　8,800円
月会費　　 　12,210円～14,190円

ご入会後キャッシュバックされます
免　除
受講料一律

保険料100円/月

四街道市鹿渡1135-2
℡043-421-1000
http://www.kens-tennis.jp

体験レッスン　1100円
入会金　　   　8,800円
月会費　　 　11,430円～13,190円

ご入会後キャッシュバックされます
免　除
受講料一律

保険料100円/月

成田市ウイング土屋156-2
℡0476-23-3338
http://www.kens-tennis.jp

体験レッスン　1100円
入会金　　   　8,800円
月会費　　 　11,540円～12,860円

ご入会後キャッシュバックされます
免　除
受講料一律

保険料100円/月

千葉市美浜区ひび野1-1
幕張国際研修センター内
℡043-276-0088
http://www.kens-tennis.jp

体験レッスン　1100円
入会金　　   　8,800円
月会費　　　　  8,085円 ～10,450円
レンタルコート 平日　　　     1,540円
(ナイター含）   土日・祝日   2,980円

ご入会後キャッシュバックされます
免　除
受講料一律
       　　      　　　     　   990円
　　　　　　　　　 　　   　 2,480円

保険料100円/月

千葉市美浜区ひび野2-120-3
℡043-213-2113
http://www.kens-tennis.jp

体験レッスン　  1100円
入会金　　　　  8,800円
月会費　　　　  9,900円 ～11,550円
レンタルコート 平日　　　     2,200円
(ナイター含）   土日・祝日   2,750円

ご入会後キャッシュバックされます
免　除
受講料一律
                 　　　     　1,540円
　　　　　　　　　 　　   　2,000円

保険料100円/月

◆乗馬
住所・電話番号 一　　般　　料　　金 割　引　後　利　用　料　金 備　　考

千葉市若葉区北谷津町286
℡043-228-5531
http://www.uma-crane.com

乗馬体験1回コース
                         5,500円

 
  3,850円

別途費用必要
ﾚﾝﾀﾙ料　1,650円
保険料    　210円

◆観光農園
住所・電話番号 一　　般　　料　　金 割　引　後　利　用　料　金 備　　考

南房総市富浦町青木123-1
℡0470-33-4611
www.mboso-etoko.jp

びわソフトクリーム　   　450円   通常料金の50円引

◆ロープウエイ・スキー場
住所・電話番号 一　　般　　料　　金 割　引　後　利　用　料　金 備　　考

新潟県南魚沼郡湯沢町
大字神立4121-1
℡025-788-0111

リフト1日券大人        5,200円
リフト1日券小学生　　3,500円

1日券　大人               3,900円
　　　　　小学生           2,500円

（大人）レンタルセット
（一般）スクール
　　　　割引付

新潟県南魚沼郡湯沢町
湯沢490
℡025-784-3326
http://www.yuzawakogen.com

ロープウエイ
大人                 　     2,600円
子供(3歳～小学生)    1,300円

リフト1日券　(ロープウエイ料金含む)
大人                  　 　 未定
子供(小学生)　　　　　 未定
ｼﾆｱ（55才以上）  　   未定

ロープウエイ　　　定価より
　　　　　　　　　　　　200円引き

リフト1日券　　　　定価より
　　　　　　　　　　　　500円引き

冬季2022-2023シーズンの料
金。レンタルスキー又はスノー
ボードセット（大人1日、子ども1
日）1,000円引。

スパ＆リゾート
九十九里　太陽の里

施　　設　　名

ロイヤルウイング　横浜港

南総城山温泉
里見の湯

大江戸温泉物語
浦安万華郷

東海汽船株式会社

ＫＥＮ’Ｓ
ｲﾝﾄﾞｱﾃﾆｽｽｸｰﾙ成田

ＫＥＮ’Ｓ
ﾃﾆｽﾊﾟｰｸ海浜幕張

ＫＥＮ’Ｓ
ﾃﾆｽﾊﾟｰｸホテルニュー
オータニ幕張

施　　設　　名

ＫＥＮ’Ｓ
ｲﾝﾄﾞｱﾃﾆｽｽｸｰﾙ千葉

ＫＥＮ’Ｓ
ｲﾝﾄﾞｱﾃﾆｽｽｸｰﾙ四街道

施　　設　　名

施　　設　　名

乗馬クラブ
クレイン千葉

道の駅とみうら
枇杷倶楽部

施　　設　　名

神立スノーリゾート

湯沢高原ロープウエイ／
スキー場

施　　設　　名



◆ロープウエイ・スキー場
群馬県利根郡片品村
東小川4658-58
℡0278-58-2211
https://www.marunuma.jp

リフト1日券
大人        5,500円
シニア　　 5,000円

リフト1日券
大人        4,500円
シニア　　 4,000円

※料金は2022-2023シーズンの
料金です。2023-2024シーズン
は変更になる場合がございま
す。

新潟県南魚沼市舞子2056-108
TEL025-783-4100
https://www.maiko-resort.com

大人　　　　　　　　　　5,500円
中高生・55歳以上 　5,000円
小学生　　　　 　　　　3,000円

大人　　　　　　　　　　4,200円
中高生・55歳以上 　3,800円
小学生　　　　 　　　　2,400円

レンタルセット300円OFF・スクー
ルレギュラーレッスン300円
OFF・日帰りスキーセンタースパ
200円OFF
※料金は全て2022-2023シーズ
ンの金額です。

◆スポーツクラブ
住所・電話番号 一　　般　　料　　金 割　引　後　利　用　料　金 備　　考

Monthlyコーポレート会員（月払い）
月会費：9,570円（税込）/月

スクールコーポレート会員（月払い）
月会費：施設、スクールの種類ごとに異なり
ます

1Dayコーポレート会員（都度払い）
利用料：1,980円（税込）/回

＜登録に必要なもの＞
①リフレッシュ契約施設共通割
引利用券
②会員証発行等事務手数料
1,650円（税込）

月払い：3,850円（税込）/月
都度払い：1,100円（税込）/回

法人オンライン会員（月払い）
利用料：1,100円（税込）/月

<登録に必要なもの>
①法人専用クーポンコード
②クレジットカード
※登録（WEB）・クーポンコード
は左記専用URLよりご確認くだ
さい。

【キャンペーン実施のお知らせ】
実施期間　春：2023年4月1日（土）～2023年5月28日（日） 　／　夏：2023年7月1日（土）～2023年8月13日（日）
　　　　　　　秋：2023年9月23日（土）～2023年11月5日（日）　／　新春：2024年1月8日（月/祝）～2024年2月12日（月/祝）
Monthlyコーポレート会員新規入会特典：事務手数料無料、月会費1ヵ月分無料、オールレンタル用品最大2ヵ月間無料
スクールコーポレート会員新規入会特典：事務手数料無料、月会費1ヶ月分無料
1Dayコーポレート会員新規入会特典：入会当日オールレンタル無料
法人オンライン会員新規入会特典：1カ月分の月会費無料（上記実施期期間に関わらず、通年で適用）
※事情により期間やキャンペーン特典が変更になる場合もございます。情報は専用URLよりご確認ください。
※新規でご入会いただく方にのみ上記特典適用の対象となります。

＜登録に必要なもの＞
①リフレッシュ契約施設共通割
引利用券
②会員証発行等事務手数料
1,650円（税込）
③月会費2ヶ月分
④口座番号がわかるもの

＜代表＞
東京都墨田区両国2-10-14
両国シティコア3F
（株）ルネサンス

専用URL
https://hpmgt.s-
re.jp/840011316005

お問い合わせフォーム
https://www.s-
re.jp/inquiry/index.do

その他一般料金については、
各施設にお問い合わせください

施　　設　　名

丸沼高原スキー場

スポーツクラブ
ルネサンス

【新規】
舞子スノーリゾート


