
がセットに！

NTTグループ

約140万件の割引サービスが使い放題！
さらに従業員本人さまのみならずご家族もご利用可能！

入会金

不要！
最低契約期間

なし！※

月額1名

380円から
（税込418円）

※（解約月［月末］の前々月5日までの解約手続きにて中途解約可）

入会金不要！月額380円／名（税込418円）から始められる企業（従業員さま）向け会員制割引サービス。
宿泊・グルメ・エンタメ・スポーツ等の約140万件の割引サービスが使い放題で、

さらに介護・育児補助も充実。

入会金不要！月額380円／名（税込418円）から始められる
福利厚生代行サービス！

福利厚生の充実

ワークライフバランスの推進

介護・育児支援

コスト削減

福利厚生代行サービス アソシエ倶楽部

ベネフィット・ステーション
と

NTTグループサービス割引



カテゴリー別の利用件数や利用人数を専用サイトからいつでも閲
覧可能です。

特徴 8 ご利用状況の実績報告等
利用率向上の施策提案

お問い合わせ・お申し込みは、コールセンターからも可能です。
平日はもちろん、土・日・祝日も開設しています。

特徴 7 問い合わせはコールセンタにて対応

福利厚生施設との契約や従業員さまのサービス申し込みへの対応
など、福利厚生の運用業務を代行します。

特徴 6 簡単導入・簡単運用

従業員数に応じた定額料金制でご予算に応じて、3つのコースか
らお選びいただけます。

特徴 5 選べる3つの定額コース（料金）

従業員さまにガイドブックや従業員専用ホームページなどを活用
し、豊富な情報提供を行います。

特徴 4 従業員さま向けのガイドブック等の
情報配信

施設の検索から予約までできる利便性の高い従業員専用ホーム
ページをご用意しています。モバイルにも対応。

特徴 3 便利で使いやすい従業員専用ページ

ご本人さまと配偶者さま、それぞれの二親等内親族でご利用いた
だけます。

特徴 2 従業員さまのご家族も利用可能

従業員さまのさまざまなニーズにお応えする豊富なメニューをご
提供します

特徴 1 充実のサービス内容

アソシエ倶楽部 8つの特徴
アソシエ倶楽部は、多くの企業さまの業務を代行することによって得られるスケールメリットを活
かし、多彩で使いやすいサービスを優待価格でご提供。従業員さまの豊かなくらしと企業力アップ
を導く、アソシエ倶楽部の8つの特長をご紹介します。



■一時保育補助
1時間あたり300円割引（1日2時間/月30時間まで）

■月極保育補助
最大10,000円補助

育児補助サービス

■居宅介護補助
最大50,000円/月補助（介護保険支給限度額超過分）

■月極保育補助
5,000円/月補助

介護補助サービス

育児&介護補助

メニュー例

割引料金　540円/回～

コナミスポーツ、ルネサンス、オアシスなど全
国店舗が割引料金で利用可能

3 フィットネス

メニュー例

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン®

1,800円割引＆貸切企画 など

全国のレジャー施設、野球観戦チケットなど
が割引・入場料無料など。

2 レジャー

メニュー例

映画観賞券

1,800円　 　1,300円　など

TOHOシネマズ、イオンシネマ、109シネマ、
Tジョイなど、全国映画館にてご利用可能

1 映画

使用頻度ランキング

具体的なサービス内容

NTTグループ

旅・グルメ・エンタメ・スポーツ等
約140万件以上の割引サービスが

使い放題！

NTTグループならではの
スペシャルメニュー・特典！
各種サービスが割引に

宿泊・グルメ・エンタメ・スポーツ等、約140
万件の割引サービスが使い放題！
育児・介護サービスも充実のベネフィト・ス
テーションとNTTグループサービス割引が
セットになった会員制割引サービス！

充実のサービス内容特徴 1

メニュー例

スーツのAOKI　店内商品10%OFFなど
ベネブック（書籍・CD・DVD購入サイト）購入価格の

10％ポイント還元

全国展開している大手
チェーン店でも各種特典を
ご用意！
1冊目から送料無料！200
万タイトルご用意！

5 ネットショップ

SHOP

メニュー例

ベネフィット・ワン提携施設最安値保証や
Bene楽天・Beneじゃらん利用金額の

3～5％ベネポ還元

全国約25,000の宿泊施設
を、会員特別料金で利用
可能。大手旅行サイトも
特典付きでご利用可能。

4 ホテル



従業員ご本人さまと配偶者さま、また、それぞれの２親等内親族でご利用いただけます。
旅行にグルメにショッピングに、ご家族でお得にお楽しみいただけます

従業員さまの家族も利用可能特徴 2

ご家族とともに

遊園地や動物園、映画やミュージカルなど、全国のレ
ジャー施設やエンターテイメントがお得な価格でご利用で
きます！

ご家族で利用すれば、家族分の割引特典を受けられ、もっ
とお得に！

アソシエ倶楽部をきっかけに、まずは全国のご利用可能施
設・サービスを検索して、ご家族とともに素敵な休日・楽し
い週末をお過ごしください！

お得な特典例

映画鑑賞 通常価格 1,800円　→　会員価格 1,300円

レジャー施設 入場料：10%割引～無料

お食事 ドリンク無料、お会計の10～50%割引

目的に合った施設を見つけやすい、多彩な検索機能を備えた従業員専用ホームペー
ジを開設。ご利用料金はもちろん、リアルタイムの空室状況も確認でき、ホームページ
上で予約まで完了できます。もちろん、24時間アクセスOK。お忙しい従業員さまでも
簡単・便利にご利用いただけます。

便利で使いやすい従業員専用ページ特徴 3

検索・閲覧からご予約まで、スムーズに完了



3 最新のお得情報を毎日更新

2 24時間、ログイン不要で閲覧可能。
※利用の際はログインが必要

1 「今」・「ココ」で使えるサービスを携帯電話・スマートフォンで一発検索！
ホームページと同様の検索機能搭載

ホームページと同様の検索機能を搭載した携帯・スマートフォンホームページをご用意。
いつでも、どこでも、欲しい情報が携帯電話・スマートフォンから確認できます。携帯電話・スマートフォンを会員証としてご利用いただくこと
も可能です。

いつでもどこでも使えるモバイルサイト

ご入会時にすべてのサービスメニューをご紹介したガイドブックをお届けするのをはじめ、季節ごとのおすすめサービスや期間限定サービス
をお知らせする会報誌などをお送りします。また、ホームページでは常に最新情報や格安のアウトレットプランをご覧いただけます。
さまざまな情報媒体を提供して従業員さまへの情報の浸透を図ることで、ご利用を促進します。

従業員さま向けのガイドブック等の情報配信特徴 4

ご利用促進に向けた積極的な情報配信

＜年1回発⾏＞

※イメージ

ご入会時

ガイドブック

［年間総合カタログ］

ご入会時

Webサイト（随時）

スマホや携帯電話にサービスメニュー画
面を表示し、割引が受けられるサービス
もご用意しております。

パソコン・スマホ・携帯電話

ご入会時

メールマガジン

最新情報をメールマガジンで配信。従業
員さまにとって使いやすい、きめ細やかな
情報をお届けします。
（メールマガジンの配信は、従業員さま
からのお申し込みが必要です。）

※希望者のみ



サービス内容

＼約140万件の割引サービス／
（コース共通）

スタンダードコース ゴールドコース

主
な
サ
ー
ビ
ス

宿泊料金
※現地清算

例）宿泊費10,000円

例）宿泊費7,000円

通常料金より
最大約30%割引

さらに！ 最安値保証
プライス・ギャランティー

例）宿泊費5,000～5,500円

通常料金より
最大約30%割引

さらに
宿泊補助1,500～2,000円

さらに！ 満足度保証
あんしん宿泊サポート

ベネじゃらん・ベネ楽天
※ベネポ還元

ご利用金額の
3%ポイント還元

ご利用金額の
5%ポイント還元

育児補助
（一時保育補助）※現地清算

1時間あたり 300円割引
（1日2時間/月30時間）

1時間あたり 700円割引
（1日2時間/月30時間）

介護補助
（消耗品への補助金）
※申請後キャッシュバック

介護保険対象外となる
紙おむつ・尿取りパッド・防水シーツ・
介護用シーツ・清拭タオルの購入

上限5,000円/月

介護保険対象外となる
紙おむつ・尿取りパッド・防水シーツ・
介護用シーツ・清拭タオルの購入
上限10,000円/月

選べる3つの定額コース（料金） ～スタンダードコース・ゴールドコース特徴 5

スタンダードとゴールドの違い

最低契約期間 なし
（解約月［月末］の前々月5日までの解約手続きにて中途解約可）

※ガイドブック・会報誌なし

ゴールドコース（WEB版）※ 810円/名（税込891円）

ゴールドコース（ガイドブック版） 850円/名（税込935円）

スタンダードコース（WEB版）※ 340円/名（税込374円）

スタンダードコース（ガイドブック版） 380円/名（税込418円）

プラン 通常価格

入会金 不要



STEP 1 アソシエ倶楽部をご契約

STEP 2 従業員さま（会員さま）にガイドブック・WEBで情報提供

STEP 3
従業員さま（会員さま）がWEB・モバイル・会員証などを提示して
サービス利用

STEP 4
従業員さま（会員さま）が利用券・チケット・会員証などを提示して
サービス利用

STEP 5
福利厚生ご担当者さま専用サイトより、ご担当者さまがいつでも
利用実績を閲覧可能

毎月 専用サイトへの会員増減登録、サービス利用料金のお支払

ご担当者さま 従業員さま

アソシエ倶楽部をご契約いただくと、従業員さまへ、お一人ずつにガイドブック、会員専用ホームページにより、福利厚生サービスの情報をご
提供します。

サービスのご利用時は、従業員さまが会員専用ホームページ、モバイル、カスタマーセンターで直接お申し込みをいただいたり、会員証の呈
示のみでサービス利用が可能な施設も多数ございますので、貴社の福利厚生ご担当者さまで利用券の発行や施設の予約などの業務は必要
ありません。

簡単導入・簡単運用特徴 6

サービスご利用も簡単でお手軽



付加価値の高いサービス、親切な対応で予約成約率が高いPoint2

予約受付対応

代案紹介機能1
希望施設が満室でお取りできなかった場合は、近隣で代案施設を紹介

コンシェルジュ機能2
会員さまのご希望をお伺いし、ご希望に沿った施設をご紹介

お客さま

アソシエ倶楽部

え…ABCホテルいっぱいなの？

申し訳ありません。ABCホテルと同じランク、
同じエリアにあるXYZホテルはいかがでしょうか？

お客さま

アソシエ倶楽部

お盆なんだけど、伊豆の温泉旅館どこか予約できる？

伊豆ですね…
長岡で有名なDEF旅館が空いております。

いつでもつながるPoint1

営業日　： 年中無休（年末年始を除く）

営業時間：平日・土日祝日：10：00～18：00

通話料　：フリーダイヤル（固定電話・携帯電話とも通話料無料）

受付時間が長く、いつでもつながりやすいカスタマーセンター。ご希望の施設がお取りできなかった場合に代案をご提案したり、ご希望に
添った施設をご紹介するなど、付加価値の高いきめ細やかな対応を行うことで、高い予約成約率を実現しています。

サービスに関する問い合わせ対応はコールセンタにて対応特徴 7

つながる、使える、だから満足



具体的な施策例

新入従業員向けの勉強会実施

・利用促進向上の為利用実態アンケートを実施し課題抽出

社内アンケートの推進

・社内ホームページへの「アソシエ倶楽部（会員ログイン）」のバナー設置やインフォメーション欄への特集掲載
・アソシエ倶楽部契約企業さま専用サイト（ECOステーション）による、毎月の特集コンテンツの利用

社内広報活用（社内ホームページ掲載等）

レジャーやグルメ等カテゴリ毎の利用状況等を毎月情報提供します。
なお、専用のWebサイトより閲覧も可能です。

ご利用状況の実績報告等利用率向上の施策提案特徴 8

利用状況の報告

企業（従業員）さまに合った利用促進施策の提案


