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「えらべる倶楽部」は、「会員専用の福利厚生サービス」です。 

従業員・ご家族の皆様が、日常生活や旅行でご利用いただけるお得で多彩なサービスを取り揃えております。 

サービスは、「会員特典」の他に、「各種補助金」など合わせてご利用いただく仕組みになっています。 

より充実した「福利厚生サービス」がご提供できるよう努力してまいります。ぜひ、「えらべる倶楽部」をご利用ください。 

とは？ 

旅行・レジャー エンターテイメント ショッピング 介護・子育て 

健康 暮らし ライフプラン 婚活・ウェディング 

国内外の宿泊、遊園地など 
メニューが充実！ 

映画鑑賞、エンタメチケットなど 
楽しみがたくさん！ 

お得にお買い物！ 
お気に入りがきっと見つかる！ 

介護・出産・育児・教育の 
お得な情報がたくさん！ 

健康、美容に気を配って 
毎日をもっと楽しく！ 

毎日の暮らしを豊かにする 
サービスがたくさん！ 

生活設計や保険などで 
悩んだときも安心！ 

結婚をサポートする 
サービスが充実！ 

●国内旅行 
●海外旅行 
●レジャー・観光施設 
●トラベル便利サービス 
●フェリー 
●日帰り入浴・スパ    etc... 

●各種チケット 
●映画館、映画作品 
●お笑い 
●観劇 
●プロ野球、Jリーグ観戦 
●ショーレストラン 
●カラオケ    etc... 

●ショッピング・レンタル 
●えらべるポイントモール 
●えらべるモール  etc... 

●介護・福祉 
●出産・育児 
●子供教育  etc... 

●スポーツクラブ 
●健康 
●リラクゼーション 
●ビューティー 
●スポーツ・アウトドア  etc... 

●住宅・引越、家事 
●スキルアップ 
●カルチャー 
●グルメ 
●ビジネスサポート 
●ペット 
●葬祭  etc... 

●ライフプラン 
●暮らし・お金コンシェルジュ 
●えらべる住まい倶楽部 
●えらべる保険倶楽部  etc... 

●結婚・結婚準備 
●結婚情報サービス 
●結婚トータルプロデュース 
●結婚式場、貸衣装  etc... 

サービスのご利用にあたって 

専用 
ガイド
ブック 

会員証 

入会時のみ 

大分県教職員互助会 
現職会員専用ガイドブック 

●お手元に「会員証」と「貴会専用ガイドブック」をお届けいたします。 

会員証台紙イメージ 会員証イメージ ガイドブックイメージ 

情報提供ツール 

会員専用サイト メールマガジン サービス紹介チラシ 

●さまざまな情報を配信！会員専用サイトでは、会報誌などのデジタルパンフレットを掲載！ 

入会時のみ 
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会員特典(一部紹介) 

こちらでご紹介するメニューは、ほんの一例です。地域ごとに利用できるお得なメニューを数多く揃えています。 

詳細やご利用方法、その他サービスメニューは、会員専用サイトでご確認いただけます。利用方法も簡単！ 

JTBベネフィットサービスセンターに 
電話でお申込み 

会員番号と利用サービスを伝えるだけ！ 

直接施設へお申込み 

会員番号と利用サービスを伝えるだけ！ 

会員専用サイトからお申込み 

コンビニで発券 

コンビニ端末で 
発券操作 

レジにて 
支払い・チケット受取り 

当日ご利用！ 

利用可能コンビニ 
-ファミリーマート 
-ローソン 
-セブン-イレブン 
-ミニストップ 
-サークルKサンクス 

※サービスによって事前申込が必要な場合がございます 

現地で会員証呈示 

現地にクーポン持参 

会員専用サイトでクーポンを印刷！ 現地窓口で引換えてご利用！ 

グルメ 

■梅酒工房 うしゅく 

  購入代金→5％引  

   ※お買物合計額3,000円以上の場合のみ特典適用 

■レンブラントホテル大分  

   スイーツ＆ギフトショップ  リトルパレット 

   米粉マドレーヌ1個プレゼント 

   ※1,000円以上お買上の場合のみ特典適用 

ショッピング 

日帰り温泉 

スポーツクラブ 

レジャー・観光施設 

カルチャー・スキルアップ 

■コンタクトのアイシティ 

 店頭価格（税抜）→10％引 

 ※一部特典適用外商品有 

■洋服の青山 

 全商品→10％引 

 タイアップカードオンライン入会の場合さらに 

 初回限定クーポン15％引・3,000円商品割引券 

■湯屋えびす 
 入湯料 →300円引 

■ホテル別府パストラル 
 入浴料800円→500円 

■ひょうたん温泉 
 入場料 
 中学生以上 750円→680円 
 小学生    320円→280円 
 4～６歳   210円→180円 
 ※9:00～18:00のみ特典適用 

■スポーツクラブNAS 
 ご利用料金/1回→1,300円 

■スポーツクラブルネサンス  
 ご利用料金/1回→1,620円 
  会員証発行手数料 5,400円→1,080円 

■ABCクッキングスタジオ 
  入会金12,960円→6,480円 

■COCO塾 
  入会金32,400円→無料 

■イーオンこども英会話 
  入会金10,800円→無料 

■英会話イーオン 
  入会金32,400円→無料 
  授業料→10％引 

■べっぷ地獄めぐり共通観覧券 
 大人     2,000円 高校生 1,350円  
  中学生 1,000円  小学生    900円   

■別府 ラクテンチ 
 大人 →100円引 
 小人 →  50円引  

→10％引 

ご利用方法 

※特典対象人数など詳細は会員専用サイトをご確認ください  ※予告なくサービス内容が変更になる場合があります 

※セブン・イレブンは、映画館チケット補助適用の発券はできません 
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えらべる倶楽部 会員専用サイトTOPページ 
初めての方へ 
使い方などわかりやすい動画で説明！ 

フリーワードで探す 
施設名の一部やキーワードなどから
検索できます！ 

地図で探す 
自宅や職場の周り等、特定の場所 
のサービスを探すのに便利です！ 

新着・キャンペーン情報・特集 
最新情報などまとめて確認できます！ 

スマホアプリ 
えらべる倶楽部公式アプリ 
「えらべるclub」のご紹介・ 
ご利用方法が確認できます！ 

会報誌 
季節ごとのおすすめサービスのご
紹介。最新の会報誌をデジタル
パンフレットで見られます！ 

お役立ち情報 
会員限定イベント、今月の特集、 
お得なキャンペーンなど、 
注目メニューを掲載しています！ 

貴会 専用サービス 
各種補助金のお申込みや 
予約の確認、その他独自サービスが 
利用できます！ 

各カテゴリ 
各種補助金のお申込みや 
予約の確認、その他独自サービスが 
利用できます！ 

えらべる倶楽部 会員専用サイトでパスワードを登録しよう！ 

 「えらべる倶楽部」会員専用サイトでは、サービスの詳細や利用方法をはじめ最新情報を配信しています。 

 会員専用サイトをご利用いただくには、パスワード登録が必要です。 

え ら べ る 検索 http://www.elavel-club.com まずはアクセス! 

ログインはこちら 

※お手元に会員証をご用意ください。仮パスワードは、会員証台紙に記載されています 

パスワード登録方法 

1 「ログインはこちら」をクリック 2 「初めてログインされる方」をクリック 

▶ 初めてログインされる方 

3 「会員番号」と「仮パスワード」を入力 

会員番号 
仮パスワード 

4 パスワード本登録 5 リマインダー登録 

登録完了！ 
本パスワードへの更新ページが表示され
ます。本パスワードを登録してください。 
確認のため同じ内容を2回入力します。 

リマインダーとは、万が一パスワードを忘れて
しまった時に、パスワードの再発行を行うた
めの本人確認機能です。ご自身だけが
知っている質問と答えを設定してください。 

「えらべる倶楽部」のサービスを 
お楽しみください。 

楽しくてお得なフェアやセール、 
イベント・セミナーなど、タイムリーな 
お知らせをラインナップ！ 

特集やコラム 

最新情報 
見逃したくない新着・キャンペーンの 
お知らせをはじめ、新しく登場した 
サービスもここでチェックができます！ 

貴会 カスタマイズボタン 
特におススメのメニューを 
選りすぐって表示！ 
目的のページへ「 ワンクリック 」！ 

制作中 
制作中 

制作中 

制作中 

制作中 

制作中 

制作中 

大分県教職員互助会の皆様は、2017年3月21日からパスワード登録ができます 
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スマートフォン・携帯電話版サイトのご利用方法 

スマートフォン 
携帯電話 

携帯電話 
スマホからも 
ログインOK! 

今すぐ 
アプリを 

ダウンロード 
しよう! 

http://www.elavel-club.com/smp/ スマートフォン▶ 

http://elavel.jp/ 携帯電話  ▶ 

※PCサイトにて本パスワード登録済みの方は、本パスワードでログインしてください 携帯電話版サイト スマートフォン版サイト 

「えらべる倶楽部」TOPページへ 

「会員番号によるログイン」を選択 

「会員番号」と「仮パスワード」を入力 

本パスワードを登録 

登録完了!! 

※お手元に会員証をご用意ください。仮パスワードは、会員証台紙に記載されています 

1 

2 

3 

4 

1 

2 

3 

4 
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パスワード登録方法 

モバイル会員証 
表示方法 

0000 0000 0000 0000 

2017/xx/xx 
※モバイル会員証の有効期限は 
   取得月の翌月末日までとなります。 
   ふた月に1度程度の定期的な 
   ログインが必要となります。 
 

◀「えらべる倶楽部」TOPページ▶ 
携帯会員証 

えらべる倶楽部 公式アプリ 「 えらべるclub 」 を活用しよう！ 

パスワードを登録した後は、公式アプリ 「 えらべるclub 」 が便利！ 

iOS Android 

簡単ログインでいつでもアクセス！お得な情報も逃さずチェック！ 

会員証を忘れても安心、モバイル会員証を表示！ 

公式アプリのダウンロードは、「えらべる倶楽部」で検索！ 
▶iOSは「App Store」 
▶Androidは「Play ストア」にGO! 

スマートフォンとアプリを使えば、外出先でもスムーズにサービスがご利用いただけます。 

ログインはこちら！ 

モバイル会員証 

JTB店舗検索 

「自動ログイン」または、「会員番号のみ
保存する」の設定でモバイル会員証の
表示ができます。 

JTB店舗を検索できます。 

会報誌 
最新の会報誌をご覧いただけます。 

設定 
ログイン、通知など各種設定ができます。 

専用サービス 

貴会専用のサービスやご案内を 
一覧で確認できます。 

マイページ機能 

自分の好きなメニューを 
マイページに登録できます。 

マイページ背景 

自分の好きな背景やアイコンに 
変更できます。 

モバイル会員証 

こちらからもモバイル会員証の 
表示ができます。 

自動ログイン機能で2回目以降は 
「会員番号」や「パスワード」の 
入力が不要！ 

※アプリからパスワード登録はできません。PC版またはスマートホン版、携帯電話版の会員専用サイトからご登録ください 

※2017年3月21日からパスワード登録可能 

http://www.elavel-club.com/cam/ktai_reserve.html
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JTB九州各店舗および全国のJTBグループ店舗でご利用できます 

現地でご利用 

お申込み時は、会員証を呈示して、補助金の利用をお伝えください。(モバイル会員証でもOK！) 

JTB旅の予約センターへ 
電話でお申込み 予約・支払い完了！ 現地でご利用 

お申込み時は、えらべる倶楽部の会員であることと会員番号(16桁)、補助金の利用をお伝えください。 

予約完了！ 現地でご利用 

JTB店舗、総合提携店、 
PTS店舗でお申込み 1 

Step 

旅のプロにあれこれ 
相談しながら 

申込めるのね！ 

予約・支払い完了！ 

補助金を差引いて 
支払いができるのね！ 

旅のプロにあれこれ 
相談しながら 

申込めるのね！ 

会員専用サイトから 
お申込み 

24時間いつでも 
申込めるから助かる！ 

JTB旅の予約センターへお電話でのお申込み 

えらべる倶楽部会員専用サイトからのお申込み 

会員専用サイトでも 
補助金を差引いて 

支払いができるのね！ 
後は画面に従って進めばいいのね！ 

補助金を差引いて 
支払いができるのね！ 

 旅行・宿泊 申込方法 

2 
Step 

3 
Step 

1 
Step 

2 
Step 

3 
Step 

1 
Step 

2 
Step 

3 
Step 

JTB店舗 

電話 
JTB旅の予約センター 

会員専用サイト 

宿泊補助券 

対象宿泊施設に 
直接予約！ 補助券申請！ 

現地で補助券持参・ 
差額支払い・ご利用 1 

Step 

2 
Step 

3 
Step 

会員専用サイトか、 
電話(JTBベネフィットサービスセンター)で 

補助券申請するのね！ 
あとは補助券の到着を待つだけ！ 

宿泊施設に直接ご予約後、宿泊日7日前までに補助券申請が必要です 

豊泉荘(お宿ネット) 宿泊施設に直接ご予約後、宿泊日5日前までに補助金申請が必要です 

対象宿泊施設に直接予約！ 補助金申請！ 現地で差額支払・ご利用 1 
Step 

2 
Step 

3 
Step 

まずは、 
宿泊施設に予約ね！ 

会員専用サイトか、 
電話(JTBベネフィットサービスセンター)で 

補助金申請するのね！ 
あとは宿泊施設で補助金を 
差引いて支払いなのね！ 

宿泊施設ご予約時に、えらべる倶楽部の会員であること、会員番号(16桁)ことと補助金利用であることをお伝えください。 

宿泊施設ご予約時に、えらべる倶楽部の会員であること、会員番号(16桁)ことと補助券利用をお伝えください。 

まずは、 
宿泊施設に予約ね！ 

※JTBベネフィットより 
  補助券を郵送いたします 

※お申込みは、2017年3月21日から可能です 

※対象4施設限定 
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お申込み方法がご不明な場合はこちら  

JTBベネフィット 
総合インフォメーション 

   03-5646-5522 
営業時間 平日10:00~21:00 土日 10:00~17:00 

休業日    祝日･年末年始(12/30~1/3) 

生活・レジャーに関するお申込み 

えらべる倶楽部 会員専用サイト 
※ログインは、2017年3月21日からです 

     PC版  http://www.elavel-club.com   

     スマホ版  http://www.elavel-club.com/smp/ 

     携帯電話版 http://elavel.jp/ 

          公式アプリ 「えらべるclub」 

JTBベネフィット サービスセンター 

     03-5646-5540 

     0120-924-033 
営業時間 平日10:00~21:00 土日 10:00~17:00 

休業日    祝日･年末年始(12/30~1/3) 
※フリーコールは携帯電話・PHS・一部一般電話からはご利用いただけません。 

チケット専用ダイヤル 
※映画館チケットなどのお申込み 
※お申込みは、2017年4月1日からです 

     03-5646-5539 

   0120-924-101 
営業時間 平日10:00~21:00 土日 10:00~17:00 

休業日    祝日･年末年始(12/30~1/3) 
※フリーコールは携帯電話・PHS・一部一般電話からはご利用いただけません。 
※チケット等をご購入いただくサービスは、ご入金確認後の商品発送となります。 
  なお、商品の到着まで1週間~10日ほどお時間をいただく場合があります。 
※お申込み後の変更取消はできません。 

宿泊・旅行に関するお申込み 

えらべる倶楽部 会員専用サイト 上記をご参照ください。 

JTB旅の予約センター 

国内宿泊 

国内ツアー 

海外ツアー    

  0570-035-660 
  0570-039-660(九州・沖縄発) 

  0570-040-660 

営業時間 9:00~20:30 休業日 年中無休 

大分県教職員互助会 
専用フリーダイヤル   

   0120-177-332 
営業時間 9:00~20:30 休業日 年中無休  

全国のJTB店舗、JTB総合提携店 会員専用サイトの支店一覧をご参照ください。 

ナビダイヤルは、一般回線をご利用の場合、
全国一律1分10円(携帯電話:20秒10円)
でご利用いただけます。 

パスワードのお問合せ 

パスワードお問合せ専用ダイヤル 

   03-5646-5545 
営業時間 平日10:00~21:00 土日祝 10:00~18:00 

※パスワードは個人情報のため、会員ご本人様からのお問合せに限ります 
※えらべる倶楽部会員番号(16桁)をお知らせください 

各種サービスに関するお問合せは2017年3月21日より開始いたします 

※2017年3月21日 
   10:00から 


