
会員優待

会員証を提⽰すれば，いろいろな会員の優待（宿泊・レンタカー等の割引）が受けられます。受けられる特典（メリットあるいはサービス）の内容は下記をご覧く

ださい。⽀払⽅法等詳細については、予約センターへ直接御連絡下さい．会員優待につきまして御意⾒･御要望がございましたら、会員課（kaiin@ieice.org）まで

お寄せ下さい。 

2019 年 8 ⽉現在 

        
［凡例］ 

宿泊料⾦：全地域を通じて最低〜最⾼を掲載してあります． 

Ｓ：シングルルーム Ｔ：ツインルーム Ｗ：ダブルルームの表⽰です． 

ホテル名 地域 
正規 

宿泊料金 
割引率 利用者条件 予約方法 

あ行           

オークラアクトシティホテル浜松 浜松 

Ｓ11,500～15,000 

Ｔ20,000～41,000 

 

割引率：10％（除外日：年末年始（12

月 31 日～1 月 3 日まで）、ゴールデ

ンウィーク（5 月 3 日～5 日まで） 

10% 
本会会員ならびに 

同伴者 

予約方法：オークラアクトシティホテル浜松予約係  

053-459-0777 

上記に会員である旨を連絡し，チェックイン時に会員証を提示し

て下さい．（期間限定ビジネスプランも別途有．詳細は上記に

お問合せ下さい．） 

か行           

神戸ポートピアホテル 神戸 

S17,500～（税サ別） 

T27,500～（税サ別） 

  

10% 
本会会員ならびに 

同伴者 

予約方法 

東 京 03-3256-5005 

神 戸 078-302-1111 

上記に会員である旨を連絡し御予約下さい．チェックインの時

にもその旨フロントにお伝え下さい． 



た行           

帝国ホテル大阪 大阪 

レギュラーフロア スタンダードタイプ

(30 ㎡) 

ツイン／ダブル 

 

1 室 1 名様ご利用 

正規料金：平日￥41,880   

休前日￥47,820 

割引料金：平日￥22,100   

休前日￥27,100～￥37,600 

 

1 室 2 名様ご利用 

正規料金：平日￥48,120  

休前日￥54,060 

割引料金：平日￥25,000   

休前日￥30,000～￥40,700 

 

※上記料金はすべて、室料のみ、サ

ービス料・消費税・宿泊税込でござい

ます。 

  
本会会員ならびに 

同伴者 

帝国ホテル大阪 

首都圏営業所直通 

03-3539-8078,8079 

上記に会員である旨を連絡して下さい． 

（首都圏営業所予約扱い分のみ対象です） 

東急ホテルズ 

全国

45

か所 

変動料金制 10％～50％ 
本会会員ならびに 

家族 

ご予約は Web からのみ承ります。 

 

下記サイトにアクセスし法人会員番号：301500181、 

パスワード：3041500181 を入力しログインしてご予約くだ 

さい。 

https://www.tokyuhotels.co.jp/biz/ 

 



な行           

ホテルニューオータニ大阪 大阪 

S￥25,000、TB/SB￥38,000、TB

￥42,000（税金・サービス料・宿泊税

別） 

平日 20％、

休前日 10％ 

本会会員ならびに同

伴者 

東京営業所 03-3221-2696(平日 10:00～16:00、土日祝は休

み） 

上記に会員である旨を連絡し，チェックイン時に会員証を提示し

て下さい． 

NASPA ニューオータニ 湯沢 

17,000～ 

 

（1 泊 2 食ｻｰﾋﾞｽ料込．税別） 

11,500～ 
本会会員ならびに同

伴者 

宿泊予約直通 0257-80-6222 

上記に会員である旨を連絡し，チェックイン時に会員証を提示し

て下さい． 

は行           

（株）阪急阪神ホテルズ 

全国

49

か所 

S6,500～ 

T9,000～（税金・サービス料込） 
10％～30％ 

本会会員ならびに同

伴者 

営業所フリーダイヤル 0120-005-101 

上記に直接お電話下さい．その際，会員の旨をお伝えし，チェ

ックイン時に会員証をご提示ください． 

ヒルトン福岡シーホーク 

（福岡ドームに隣接） 
福岡 

S10,972～ 

T25,410～ 

W19,635～ 

デラックス T26,565～ 

(税金・サービス料込み)  

平日 20% 

休前日 10% 

本会会員ならびに同

伴者 

ホテル直通 0120-75-1122 

上記に会員である旨を連絡し，チェックイン時に会員証を提示し

て下さい 

プリンスホテル 

ホテ

ル：

42

か所 

ゴル

フ

場：

23

か所 

プリンスホテルＨＰ をご参照下さい。 

プリンスホテ

ル規約 HP を

ご参照くださ

い。 

本会会員ならびに同

伴者 

予約係 0120-33-8686 

プリンスホテル契約ＨＰをご参照ください。 

予約の際は、会員であることおよび会員番号を必ず伝え、チェ

ックイン時に会員証を提示して下さい。 



ホテル法華クラブグループ 

全国 

19

か所 

S7,000～19,500 

T13,000～35,000 

（サービス料込・税別） 

10% 
本会会員ならびに同

伴者 

ホテル法華クラブ 

札幌 011-221-2141 

函館 0138-52-3121 

仙台 022-224-3121 

新潟長岡 0258-30-3151 

浅草 03-5806-2311 

湘南藤沢 0466-27-6101 

京都 075-361-1251 

大阪 06-6313-3171 

広島 082-248-3371 

福岡 092-271-3171 

熊本 096-322-5001 

大分 097-532-1121 

鹿児島 099-223-0551 

那覇新都心 098-860-6611  

ホテル法華イン東京日本橋 03-5643-3211 

アルモントホテル仙台 022-212-6551 

アルモントホテル湘南藤沢 0466-55-2441 

アルモントホテル京都 075-681-2301 

アルモントホテル那覇県庁前 098-866-3811 

上記に会員である旨を連絡し，チェックイン時に会員証を提示し

て下さい． 

 

 

 

 

 

 



ら行           

ラマダホテル大阪 

全国 

1 か

所 

S14,000～17,500 

W20,000～30,000 

（税金・サービス料別） 

10% 
本会会員ならびに同

伴者 

ラマダホテル大阪予約係 

（大 阪）06-6375-4990 

（東京予約センター） 

03-4570-8210 

上記に会員である旨を連絡し，チェックイン時に会員証を提示し

て下さい． 

（期間限定ビジネスプランも別途有．詳細は東京予約センター

まで） 

 

 

会社名 地域 特典 利用者条件 申込方法 

アート引越センター 全国 

①引越基本料金（車輛費+人件費）

25％OFF 

②ダンボール最大 50 枚、ガムテープ

最大 3 個進呈 

会員ならびに家族 

希望者はコールセンターに連絡し、会員である旨を申告し見積を依頼して下さい。 

会員特典は見積時に適用されます。 

（3/20～4/10 は春季繁忙期間のため特典除外となります） 

 

フリーダイヤル 0120-0123-05 

（8：00～20：00 12/31～1/3 の年末年始休暇を除く） 

 

HP：http://www.the0123.com/ 

 

 



 

会社名 営業所数 レンタル料金 予 約 方 法 予 約 セ ン タ ― 

日産 

レンタカー 

全国約

360 か所 

基本料金の 5％引（ただし特定地

域・車種を除きます） 

希望者は予約センターで会員である旨を連絡し(コード番号 Z295)予約の

うえ，当日，当該店舗で会員証を提示して手続きをし，乗車して下さい． 

全国フリーダイヤル 0120-00-4123 

【営業時間】 

平日：8：00～20：00 

土日祝：9：00～18：00 

ホームページ http://nissan-rentacar.com 

携帯電話から http://m.nissan-rentacar.com 

ニッポン 

レンタカー 

全国約

630 店 

一般料金の 20～最大 55％割引 

＊24 時間料金比較 

「ワンデイスキップ」 ＊インターネット限定＊ 

専用ページでお申し込みください。（電話注文不可） 

● 予約変更取消もお客様が全てパソコンで行ないます。 

①レンタカー予約～お支払いを済ませ、営業所に行くだけ 

②２時間前まで予約可能です。 

③クレジットカード払いのみ。 

 

〔車種と料金（一例）〕１日 

●乗用車  

 S-S クラス（フィット等）  8,100 円→6,480 円 

 E-B クラス(プリウス）  11,880 円→8,316 円 

●ワゴン車  

 W-A クラス（ｽﾃｯﾌﾟﾜｺﾞﾝ等） 20,520 円→13,608 円 

《ワゴン車(W クラス，Y クラス)はハイシーズン期間中、1 日/2,160 円の追

加料金がかかります。》 

＊その他車種も取り扱いあります＊  

【ワンデイスキップ問合せ】 

03-6859-6177 9:00～17:00 

（土日祝日・年末年始は休み） 

 

（ＩＤ／パスは案内係までお問合せください。） 

 



タイムズ 

カーレンタ

ル 

全国約 

450 か所 

限定キャンペーン利用で 25％～

35％OFF（内容は時期により異な

ります・一部キャンペーン対象外

期間は 15％OFF） 

【提携企業様ご優待プラン】専用ページ内キャンペーンでお得に使え

る！  

専用 WEB ページからお申し込みください。 

 

【WEB 予約】 

①専用 WEB ページからレンタカーを予約後、店舗へお越しください  

②最短３０分前まで予約可能です。 

●ポイントその 1 

専用 WEB ページでは常に季節限定キャンペーンをご案内しています。  

最大 35％OFF など、全国でいつもお得！対象期間など詳しくはページ内

キャンペーンバナーをクリック！  

 

●ポイントその 2 

レンタル代は WEB でクレジットカード決済可能。 さらに「クイックチェックイ

ン」を選べば、時間のかかる補償の説明などもすべて WEB で事前に手続

き完了。利用当日お待たせしません。 

 

●ポイントその 3  

安心補償コース（1,080 円/24 時間）を選択すると、万が一の事故でもお

客様負担金ゼロ。しかも無料ロードサービス付帯で安心です。 

 

※WEB 予約の場合、予約の変更や取消も全て WEB で行えます。【URL・

予約番号はお送りする予約完了メールに記載しています】  

0120-63-5656 

 （提携企業ご優待プランとお伝えください） 

 

 

 

 
 


