
公 立 学 校 共 済 組 合 神 奈 川 支 部 専 用

ベネフィット・ステーション利用ガイド

「えらべる倶楽部」で実施していた、公立学校共済組合神奈川支部組合員専用の

「神奈川支部特別メニュー」は引き続きご利用いただけます。

ベネフィット・ステーションをはじめよう！

会員の皆様の毎日に健康と豊かさをお届けする、福利厚生サービスです。
オフタイムを楽しく過ごすためのレジャー・旅行・グルメ・ショッピン
グや日々の生活でいざというときに役立つ、育児・健康・介護・自己啓
発まで幅広いカテゴリで１５０万点以上の便利で快適なサービスを取り
揃えています。

ベネフィット・ステーションは、家族みんなで使えます！

会員本人と配偶者をはじめ、それぞれの二親等以内のご親族
(ご両親、お子様など)がサービスの会員特典を受けられます。

家族で使うとこんなに便利！
会員本人がいなくても､利用する方のアカウントを登録すれば、
お買い物、育児、自由に特典を受けられます。

令和５年4月1日より「えらべる倶楽部」は
「ベネフィット・ステーション」に移行します。

他団体（「神奈川県厚生福利振興会」「横浜市職員厚生会」等）のサービス内容とは異なります。

ベネフィット・ステーションへの移行により、一部の施設(スポーツジム等)では窓口で再度会員登録をする必要があり、 別途料金が

かかる場合もございます。大変ご迷惑をおかけいたしますが、ご理解の程よろしくお願いいたします。

1

会員証はWeb会員証になります！

ご利用方法は「ベネアカウント登録方法」を参照ください。
Web会員証はパソコンからプリントアウトして
ご利用いただく事も可能です。

紙の会員証をご希望の場合は、会員サイトからの申し込みまたは
「ベネフィット・ステーション カスタマーセンター」あてに
電話でご連絡ください。無料で作成いたします。

カスタマーセンター 0800-9192-919
受付時間 平日 10:00～18:00（土日・祝祭日・年末年始休業）



何度でもご利用いただけます

Beneオリジナル

通常料金から（お一人様1泊あたり）会員特別価格にてご提供＋ベネポ2%還元

詳細は会員サイトをご確認ください
※会員サイトでお申込み

利用方法

JTB国内パッケージ商品

通常料金から（お一人様1泊あたり）べネポ ３%還元

詳細は会員サイトをご確認ください
※JTB店舗、JTB総合提携店でお申込み／電話でお申込み

利用方法

Bene楽天トラベル

通常料金から（お一人様1泊あたり）べネポ 5%還元 ＋楽天ポイント1%還元

詳細は会員サイトをご確認ください ※会員サイトでお申込み
※Bene楽天トラベルプランお申込時には、楽天会員IDとパスワードが必要となります。

利用方法

近畿日本ツーリストパーソナリップ商品 憧れの宿の場合は大人小人共通500円補助

通常料金から（お一人様1泊あたり） 大人 1,000円補助 小人 500円補助

詳細は会員サイトをご確認ください
※近畿日本ツーリスト直営店でお申込み／電話でお申込み

利用方法

※掲載された内容は2023年3月時点の情報です。予告なく変更となる場合がございますので、最新の情報やそのほかの特典、利用方法など詳細は
会員専用サイトをご確認ください。

1会員様①②合わせて年度内4枚まで申込みが可能です。
詳細は会員サイトをご確認ください
※JTB店舗、JTB総合提携店、近畿日本ツーリスト直営店でお申込み

①東京ディズニーリゾート®

大人・中人・シニア・小人 1,500円補助/枚
詳細は会員サイトをご確認ください

※JTB店舗、JTB総合提携店でテーマパーク補助ご利用時は宿泊とセットの場合に限り補助がご利用いただけます。ご注意ください。
※キッザニア東京・甲子園は小人500円／枚、大人250円／枚 割引・利用制限なしで提供いたします。

利用方法

詳細確認

②ユニバーサル・スタジオ・ジャパン®

大人・シニア・こども 1,500円補助/枚
詳細は会員サイトをご確認ください詳細確認

テーマパーク補助

利用方法

サービス名 通常価格 通常会員特典 補助金適用

ＴＯＨＯシネマズ 1,900円 1,500円 1,200円

イオンシネマ 1,800円 1,300円 1,000円

ユナイテッドシネマ 1,800円 1,300円 1,000円

映画館補助 300円補助

詳細は会員サイトをご確認ください利用方法

補助対象例

1会員様あたり年度合計3枚まで利用条件

・対象のメニューページの表示金額は補助金適用後の金額です。
・団体様により補助金に利用上限があります。上限に達した場合お申込みできません。
・補助金が利用上限に達した場合でも、通常会員特典での利用は可能です。対象施設名等で再検索のうえご利用ください。
・利用方法は対象施設により異なりますので、各プランの詳細をご確認ください。

注意事項

宿泊補助

※JTB店舗、JTB総合提携店、近畿日本ツーリスト直営店では、来店予約が必要な場合があります。詳しくは各店舗にお問い合わせください。



※掲載された内容は2023年3月時点の情報です。予告なく変更となる場合がございますので、最新の情報やそのほかの特典、利用方法など詳細は
会員専用サイトをご確認ください。

ベネフィット・ステーション 育児補助金補助

育児補助は「すくすく倶楽部」にご入会後にご利用いただけます。

すくすく倶楽部会員様のファミリーサポート利用料を一部負担いたします。

3,000円補助

1か月3000円以上利用した場合

●0歳～小学校6年生までのお子様
●「すくすく倶楽部」にご登録済みの方ご利用対象者

すくすくファミリーサポート 会員専用サイト

※会員様お一人に対して
月に一人分まで

すくすく倶楽部は、子育てをするベネ・ステ会員を応援する育児サポート
コミュニティです。「仕事や用事があり子どもを預けたいけれど費用が心
配・・・」そんなときはすくすく倶楽部にお任せください！

すくすく倶楽部とは

●0歳～小学校6年生までのお子様
●「すくすく倶楽部」にご登録済みでお手元にすくすく手帳をお持ちの方ご利用対象者

ベネ・ステで紹介している託児所やベビーシッター・学童保育施設の一時保育
サービスをご利用される場合に、一部補助金が受けられる制度です。

700円補助
※月30時間まで

1時間

一時保育補助制度 すくすくえいど 会員専用サイト

このマークを
チェック！

ベネ・ステで紹介している託児所の月極保育サービスを
ご利用される場合、一部補助金が受けられる制度です。

●0歳～満3歳となった3月31日までのお子様
●「すくすく倶楽部」にご登録済みの方ご利用対象者

月極保育補助制度 すくすくmonthly 会員専用サイト

補助額一例 月額の保育料により、「すくすくmonthly」の補助額は下記のとおりとなります。

このマークを
チェック！

すくすく倶楽部会員様が病児保育を利用した場合、利用料を一部負担いたします。

5,000円/年補助

年間利用料金5,000円以上で

●0歳～小学校6年生までのお子様
●「すくすく倶楽部」にご登録済みの方ご利用対象者

病児保育補助 会員専用サイト

※会員様お一人に対して
月に一人分まで

❶お申込フォームより必要事項を入力の上お申し込みください。
❷別途、必要証明書類を郵送またはWeb添付にて「すくすく倶楽部事務局」
までお送りください。

すくすく倶楽部へ入会

スターバックス補助 300円補助

1会員様あたり年度合計2枚まで

利用方法

利用店舗

注意事項

詳細は会員サイトをご確認ください

スターバックス各店

・日本国内のスターバックス コーヒー店舗でご利用いただけます。 一部ご利用いただけない店舗がございます。
・店舗で引き換える際に店舗内が圏外になる可能性がございます。チケット画面をあらかじめご用意の上、店舗でご利用ください。
・ギフトチケットには、有効期限があります。チケット画面にて期限をお確かめの上、有効期限内にご利用ください。
・商品交換はスマートフォンに対応しております。パソコンの場合は、用紙に印刷いただくことで交換することができます。
・複写、改竄などの不正行為が発生した場合、利用を停止することがございます。
・ドリンク代が500円（税込）を超える場合は、超えた分の金額をお支払いください。
ドリンク代が500円未満の場合、お釣りはでません。あらかじめご容赦ください。

・ドリンク1杯に対して複数のドリンクチケットを利用することはできません。また複数のドリンクの合計額に対し、
ドリンクチケットを使用することはできず、ドリンク1杯に対してのみ500円分割り引かれることになります。（例：290円のコーヒーを2杯注文
して合計580円に対してドリンクチケットを使った場合、290円のドリンク1杯分に対してのみ適用され、お釣りはでません）

①②は月1回①または②のいずれかを申請いただけます。

ベネフィット・ステーション 介護補助金 介護補助金サービス
スタンダードコースA

お申込みは会員専用サイトより、必要項目をご入力いただき、必要書類の画像ファイルをアップロードしてください。
審査後の振込時期、審査後の振込時期等に関する詳細は会員専用サイトをご確認ください。

ご申請の際は、必ず会員専用サイトにログインの上、加入コースおよび補助金額、補助適用条件をご確認ください。

介護保険支給限度額を超えた分に対し、

最大50,000円/月補助
左記マークのついたメニュー
（当社提携の介護事務所）
※介護保険サービス、福祉用具の購入
住宅改修、特定施設入所者生活介護は対象外

会員専用サイトより、検索して必要項目をご入力いただき、必要書類の画像
ファイルをアップロードしてください。
詳細は会員専用サイトをご確認ください。

①居宅介護サービス利用の場合

1度の申請につき

最大5,000円分/月補助
フランスベット ホームケア全科オンライン
（旧フランベット介護宅外便）
エリエールオンラインショップ（介護用品）
介護用品の通信販売まごころサポート

②介護用品購入の場合

介護旅行補助

月額最大

最大5,000円分/月補助
宿泊を伴う介護旅行のあ・える倶楽部を利用
した場合

honto補助

購入金額の7％をポイント還元

利用方法

注意事項

会員サイトからお申込

電子書籍ストアのみ特典適用

※書店店頭受取りにつきましては、本会員特典の対象外となります

** 電子書籍は国内最大級の品揃え！**
hontoは紙の書籍と電子書籍を一つのサイトで購入できる、ハイブリッド型総合書店です。人気のコミック、雑誌、ビジネス書まで豊富な品揃え。
丸善・ジュンク堂・文教堂でも使えるhontoポイントが貯まります！

利用方法



ベ ネ ア カ ウ ン ト 登 録 方 法
「えらべる倶楽部」で会員専用サイトにログインされていた方も

新たに「ベネアカウント」を登録する必要があります。
登録には組合員証番号（６桁の数字または６桁の英数字）が必要です。

スマホの方は画面右上のハンバーガーマークをクリック後
ログインボタンをクリック。
PCの方は画面右上のログインボタンをクリック。

1

ベネアカウント新規登録画面に遷移します。

今後IDとして使用したいメールアドレスとパスワードを入力して、

新規登録をクリック。規約へ同意し、仮登録が完了します。

3

本人確認画面に遷移します

❸で設定したメールアドレスとパスワードを

入力してください。

5

パスワードリマインダ設定のため、

一度ログインしてください。7
パスワードリマインダとして登録する

第二メールアドレスの設定と、秘密の質問・答えを設定して

ください。画面の案内に従って進めていただきますと、

ベネアカウントの発行が完了いたします。

8

ご所属の企業・団体で登録されている姓名が入力された

本人画面に遷移します。間違いないか確認の上、

送信をクリックしてください

続けて、パスワードリマインダの設定へとお進みください。

6

❸でログインIDとして登録したメールアドレスに、

アカウント登録メールが届きます。URLにアクセスしてください。

※件名：[ベネワン・プラットフォーム]アカウント登録案内メール

4

初回ログイン画面下に「【団体ID】【認証キー1・2】を

入力し、ログインをクリック。
2

URLをクリック

IDとして設定した

メールアドレス

設定したパスワード

ベネアカウント

の登録完了

今後IDとして使用したい

メールアドレス

今後使用したいパスワード

※画面デザインなど、記載の情報は変更となる可能性もございます。

ベネアカウントID・パスワード問合せ
操作方法や設定が出来ない場合などは
ベネフィット・ステーション カスタマーセンターへお問合せください

0800-9192-919（無料）
受付時間 平日10:00～18:00（土日・祝祭日・年末年始休業）
つながらない場合はこちら 03-6870-3716（有料）

ベネフィット・ステーション

ログインURL：https://bs.benefit-one.inc/

※2023年2月現在の情報です

団 体 I D   : C1000C5DS
※ C.ｲﾁ.ｾﾞﾛ.ｾﾞﾛ.ｾﾞﾛ.C.5.D.S
※ 半角英数・ｱﾙﾌｧﾍﾞｯﾄは大文字

認証キー１：組合員証番号6桁
認証キー２：生年月日西暦8桁

（例 19700401 ）


