利用方法

世界のおみやげ
（海外・国内）
＆旅行用品割引あっせん

世界のおみやげショップ 株式会社三洋堂
https://www.isanyodo.com/

全福センター

気軽に海外旅行を楽しむなら、
おみやげ予約宅配システムが便利！旅行へ出発する前に注文すれば、
帰国日に合わせてお届け可能。旅先での煩わしさから解放され、旅行を満喫できます！
利

慶弔等給付
人間ドック

特

健康 ＆スポーツ チケット・金券

自己啓発
英会話スクールやパソコンスクール等で会員証を呈示すると、
割引等の特典が受けられます。

レジャー

特 優待割引 他

営 営業時間及び定休日等

所 所在地

他 対象施設
（店舗）
、
その他施設からのお知らせ等

埼玉県さいたま市浦和区

埼玉県さいたま市桜区

護身術空手道 清挙会

シュクル声磨きサロン

5歳から大人まで。礼儀・体力・気力を身につけ、
自身の持つ能力を高
めよう！詳細はお電話で。
月謝：3,000円
（税別）
※兄弟割引あり。

女性限定少人数オンラインクラスで声を磨いて、
潤いあるコミュニケーションと美＆健康を！

☎048-854-4597

トラベル

特典

自己啓発

所

特典

入校時に喉にやさしい
オリジナルハーブティーをプレゼント

入会金無料（通常2,000円）
・無料体験

営

☎048-829-9624 https://vcsucre.com/

水曜17：00～18：00、木曜17：30～20：00
さいたま市桜区上大久保182-25 2F

営
所

埼玉県さいたま市浦和区

埼玉県さいたま市浦和区

☎048-825-8097 https://www.saimusic.jp/

☎048-831-0100 https://total-itschool.com/

音楽教室ギターレ＆エアスト

暮らし

「音楽初めて！」
を楽しむ、大人の音楽教室。楽譜が読めなくても、楽器
がなくても大丈夫！弾いてみたかったギター、
ウクレレ、歌まで、大人に
特化したスクールで、
あなたの人生にすぐ音楽が加わります！

ショッピング

特典

●入会金無料（通常5,500円※税込）
●初月月額授業料無料

営
所

Total IT School（トータル IT スクール）

当スクールでは、中小企業のＩＴ支援を行っています。社員向け研修
やWeb更新サポートも実施中！
お気軽にお問い合わせください。
特典

●入会金無料（通常10,000円※税抜）
●会員事業所向け社内IT研修→10%割引

火～日 11:00～21:00／月、不定休
さいたま市浦和区仲町2-6-1

営
所

グルメ

埼玉県さいたま市南区

9:30～17:00
さいたま市浦和区岸町2-2-18 赤澤ビル2F

埼玉県さいたま市緑区

カーライフ

むさしのくらふと 陶芸スクール

トミーパソコン塾

陶芸家が指導する陶芸教室。
まずは気軽に体験からはじめませんか。

2012年10月に日本情報処理検定試験認定校に！
情報処理検定試験が本校で受けられます。

☎048-882-0696 https://www.0696.jp
特典

陶芸小道具（3,000円相当分）
プレゼント

営
所

☎048-874-2416 http://www.tecjp.net/tep
特典

●初回レッスン無料
（60分）
●特製キーボードシートをプレゼント

10：00～18：00／木曜定休
さいたま市南区太田窪1695-１

営
所
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10：00～18：00／日曜定休
さいたま市浦和区仲町1-15-1エスプリ浦和103号

各種アイコンの説明 ▶

10：00～23：00／木・祝休
さいたま市緑区三室3055-29

資 利用資格

特 特典

営 営業時間及び定休日等

利 利用方法
他 その他

所 所在地

会員証呈示
（正会員／ふろむ会員）

RIZAP ENGLISH

☎0120-466-044

問合せ受付時間 9:00～21:00／年中無休

特典

入会金50,000円無料（一括払い時）
または、分割払い手数料無料

右記QRコードまたは、
ワークジョイさいたまホームページ内の専用URL
「無料カウンセリング・お問い合わせはこちら」
よりお申込みください。
所 全国のRIZAP ENGLISH店舗で利用可能
（RIZAPホームページでご確認ください）
※ご連絡時に
【問合せ番号：RHR095】
を必ずお申し付けください。
利

慶弔等給付

全国

問合せ受付時間 9:00～21:00／年中無休

結果が出るRIZAPプログラム。
特典

入会金50,000円無料（一括払い時）
または、分割払い手数料無料

健康 ＆スポーツ チケット・金券

右記QRコードまたは、
ワークジョイさいたまホームページ内の専用URL
「無料カウンセリング・お問い合わせはこちら」
よりお申込みください。
所 全国のRIZAP COOK店舗で利用可能
（RIZAPホームページでご確認ください）
※ご連絡時に
【問合せ番号：RHR095】
を必ずお申し付けください。
利

全国

資格の大原

☎03-3234-6220 https://www.o-hara.ac.jp/ph/1/

社会人講座受講料5％割引

※キャンペーンとの併用は可能。但し、他の割引制度
（再受講割引など）
との併用は不可とする。

事前に、大原人材開発センターに電話（03-3234-6220）
し、
『さいたま市産業創造財団 勤労者福祉サービ
スセンター』
の会員である旨を告げ、資料と法人割引カード
（5%割引）
を請求してください。
に詳細が掲載されておりますので、
ご確認ください。
※お申込みの流れは、届いた資料（法人割引カードの裏面）
営 9:00~18:00
（土・日・祝休み）

レジャー

合格する人は選んでいます
「資格の大原」。
ご自身のライフスタイルに合わせて受講形態（Web通信、
DVD通信、教室通学）
が選べます。専任講師がしっかり合格までサポートします。
特典

人間ドック

RIZAP COOK

☎0120-169-768

全福センター

結果が出るRIZAPプログラム。

利用方法

全国

利

トラベル

全国

☎0120-286-815 https://www.gaba.co.jp/

Gabaはマンツーマン専門の英会話スクールです。
オンラインでのレッスンも可能になりました。

自己啓発

Gabaマンツーマン英会話
特典

所

専用ページ
（右のQRコード）
から無料体験レッスンや資料請求のお申込みができます。
利用時に会員証を呈示してください。

ショッピング

全国

ニチイの「医療・介護・福祉の資格取得講座」
☎0120-555-212 https://www.e-nichii.net

受講料10%割引

＜注意事項＞
●通学または通学+通信の講座が対象になります。
●受講申込み後の申告は割引の対象外になります。
●その他割引特典との併用はできません。

問合せ時に
「ワークジョイさいたまの会員」
の会員本人または、
その同居
家族である旨を必ず申告し、
申込み時に会員証を呈示。
※
「ニチイのまなびネット」
より全国の教室が検索できます。

利用補助券 巻末利用補助券
対象施設 （正会員限定）

要申込み
（ワークジョイさいたまへ申込み）

カーライフ

利

グルメ

医療や介護など仕事や生活に生かせる、
さまざまな資格取得のお手伝いをします。
特典

暮らし

①20回・30回・45回・60回・90回・120回・150回のレギュラーコースより選択可
②入会金（通常税込33,000円）無料。但し、20回コースのみ入会金税込16,500円を頂戴致します。
※料金の詳細は右記QRコードよりご確認いただけます。
③レッスン料金は「ワークジョイさいたま」特別料金にてご提供。
④都合に合わせて受講する場所を選べる
「Lesson Anywhere」
オプション無料（通常税込4,400円）

新規提携施設
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利用方法

通信教育

ユーキャン

http://u-can.zenpuku.or.jp/

全福センター

生涯学習のユーキャンは、
「学ぶよろこびをあなたに」
をモットーに、役立つ資格から、趣味、
実講座などさまざまな通信教育をご紹介しています。
特典

通常価格より15％割引【教育訓練給付制度対象の講座あり】

利

慶弔等給付

①右記のQRコードでユーキャンホームページからお申込み。
②WEB上で決済 ※決済画面にて、
コンビニ決済・Pay-easy決済のいずれかをお選びいただけます。
※クレジットカード決済はご利用いただけません。
③ご入金が確認され次第、
ユーキャンより申込者に教材が送付されます。
●システム利用料として300円
（受講料5万円未満の場合）
または500円
（受講料5万円以上の場合）
かかります。
●お客様のご都合による返品・キャンセルはお受けできません。
●ユーキャンへの直接申込みは割引対象外となります。

べる
いろいろ選

資格

人間ドック

ワークジョイさいたま会員向け

健康 ＆スポーツ チケット・金券

オススメ

10

＜注意＞
ユーキャンへの直接申込みは
助成対象外となります。
必ず、
ホームページより
お申し込みください。

スキル

趣味 いろいろ選べる

No.1
人気

No.2
人気

約 13 0 講座

No.3
人気

医療事務

登録販売者

調剤薬局事務

実用ボールペン字

簿記

介護事務

ファイナンシャル
プランナー

認知症介護士

宅地建物取引士

保育士

※割引対象となる講座は上記URLまたはQRコードよりご確認ください。

レジャー

暮らしのサービス

トラベル

冠婚葬祭やエステ等、
日々の暮らしに役立つサービスをお得に受けられます。
特 優待割引 他

所 所在地

営 営業時間及び定休日等

他 対象施設
（店舗）
、
その他施設からのお知らせ等

冠婚葬祭・贈答品、介護関連など

自己啓発

埼玉県さいたま市大宮区

埼玉県さいたま市大宮区

☎0120-339-788／048-641-4738 http://www.angephoto-wedding.jp/

☎048-641-3888 https://www.haregi-marusho1010.com/

アンジェリーク

暮らし

大宮・氷川神社すぐそば。衣裳レンタル、
お支度、撮影してからお参りできます。
ロケーション・フォトも好評。
ぜひお問合せください。

ショッピング

特典
①貸衣装30%割引 お宮参り、
七五三、
子供ドレス、
タキシード、
訪問着、入
学、入園、
ゲストドレス、成人式振袖、紋服、卒業袴、婚礼衣装、留袖、
モー
ニング、長寿祝着、叙勲、
黒フォーマル、
喪服etc
②フォトスタジオ10%割引 ※他の割引プランやパックとの併用を除く

営 ●貸衣裳アンジェリーク

10:00～18:00／火曜定休、年末年始休業
●スタジオ 10：00～18:00／火曜定休、年末年始休業
所 さいたま市大宮区高鼻町1-62

埼玉県さいたま市浦和区

グルメ

結婚相談所 ブライダル

当社は、
ノッツェ正規加盟店です。理想のパートナー探しを、親身なサポート
でお手伝いいたします。
お気軽にお問合せください。

カーライフ

特典

●入会前カウンセリング料無料
●初期費用20%割引
●初回お見合い料2,000円割引

営

婚礼衣裳はもちろん、成人式振り袖、七五三、卒業袴まで…
セレモニーファッションのレンタルショップ。
特典

①貸衣裳のみ20％割引
（税込）
②販売商品5％割引
（税込）

※ただし新品商品のみ
（小物は除く）
※他のDM・割引券・紹介状・小物・写真コースとの併用を除く
営
所

9:30～18:00／火曜定休、
年末年始・夏期休業あり。
（※要問合せ）
さいたま市大宮区天沼町1-45-1

埼玉県さいたま市浦和区

浦和ロイヤルパインズホテル

☎047-827-1122 https://www.royalpines.co.jp/urawa/wedding/
特典

①婚礼料理・飲み物／5%割引
（他の割引との併用不可、
宴会場での披露宴のみ適用）
②宿泊／新郎新婦1泊無料・ご出席者優待割引

所

※料金の詳細は上記URLでご確認ください。
所
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ファーレ

☎050-1206-5756 https://031554.com/460033/

晴れ着の丸昌 大宮店

さいたま市浦和区仲町2-5-1

10:00～18:30／土日祝は要事前予約
さいたま市浦和区上木崎2-1-1グレドールデュオ203

各種アイコンの説明 ▶

資 利用資格

特 特典

営 営業時間及び定休日等

利 利用方法
他 その他

所 所在地

会員証呈示
（正会員／ふろむ会員）

利用方法

埼玉県

冠婚施設 ベルヴィグループ
https://www.alphaclub.co.jp/
特典

大切な結婚式が最高の思い出になるようお手伝いします。

全福センター

～みんながその日のために、
あなたのために～

見積り総額より5％割引（特典条件：大人30名以上の婚礼披露宴であること。衣装・引き出物の持ち込みがないこと）

所〈利用可能施設〉

慶弔等給付

●ベルヴィ武蔵野 ●ベルヴィ ハウス オブ ザ マカロン ●ベルヴィフラールガーデン春日部
●ベルヴィ 大宮サンパレス／グランツ
※埼玉県内他４施設ございます。詳しくはホームページをご確認ください。

埼玉県さいたま市浦和区

☎047-355-3350 https://www.okuratokyobay.net/

☎0120-37-4949 https://www.fukushisousai.co.jp/

ホテルオークラ東京ベイ ウェディング

ディズニーリゾートライン
「ベイサイド・ステーション」徒歩３分。
優雅な雰囲気のホテルオークラ東京ベイで楽しいひとときを。
特典

婚礼総費用に対し列席者（大人）1名あたり1,000円割引

所

10：00～19：00
千葉県浦安市舞浜1-8

創業37年、累計施行実績10万件以上。平成26年度施行実績
4,200件（グループ会社含む）。埼玉県・東京都での葬儀ならおまか
せください。
特典

①各特約コースより、52,500円～105,000円
（税込）
の割引
②各特約コース料金の10％相当のサービス
（生花等）

所

さいたま市浦和区領家7-5-3

埼玉県さいたま市緑区

埼玉県

☎0120-11-7634 https://www.kousaiceremo.com

☎0120-021-879 https://www.hakuaisha.jp/

光彩セレモ〈総合葬儀社〉

さいたまを中心に暖かなお想儀式を行う総合葬儀社です。
ご予算に
応じて1人1人に合ったお想儀式をご家族と共に創りあげます。
特典

営
所

24時間365日
（24時間年中無休）
さいたま市緑区東浦和4-13-24

創業以来50年、
さいたま市を中心に各種葬儀に対応しております。
ご依頼
は24時間受付、迅速かつ丁寧な対応ができる体制を整えています。
特典
●葬儀基本プランの10％割引 ●直営式場使用料50％割引
●生花1基サービス Aプランで17万円割引
＜直営式場以外・公営斎場での場合＞●花祭壇の30％割引 ●生花1基サービス

営 24時間365日受付

所 ＜利用可能施設＞●オーロラ･ホール浦和 ●オーロラ･ホール大宮

レジャー

●直営式場無料・直営霊安室無料
●
『想い』のセレモオリジナルプラン10％サービス

博愛社 オーロラ･ホール

健康 ＆スポーツ チケット・金券

営

福祉葬祭

人間ドック

千葉県

●オーロラ･ホール南浦和 ●オーロラ･ホール中央

※さいたま市近隣の所在地一部掲載しております。詳しくはホームページでご確認ください。

トラベル

埼玉県

葬祭施設 さがみ典礼

☎0120-81-3310 https://www.sagamitenrei.net/

自己啓発

～さようならが あたたかい～ 葬儀にまつわるあらゆる場面で皆様のお手伝いをさせていただきます。
どんなことでもお気軽にフリーダイヤルにご相談ください。
特典

施行コースの通常料金から20％割引

所

暮らし

＜利用可能施設＞
●東大宮葬斎センター ●北浦和葬斎センター ●やすらぎホール南浦和 ●やすらぎホール与野
●やすらぎホール埼大通り ●やすらぎホール大宮 ●やすらぎホール岩槻 ●東大成葬斎センター
●東浦和葬斎センター ●大宮駅東口葬斎センター ●東岩槻駅前葬斎センター ●西大宮葬斎センター
※さいたま市近隣の施設を掲載しておりますが、埼玉県内80施設以上ございます。
詳しくはホームページをご確認ください。

全国

☎0120-11-7676 https://www.hasegawa.jp/

☎0120-968-297 https://www.osohshiki.jp/

お仏壇・お墓のはせがわ

特典
①仏壇…定価の10％割引 ②神仏具、墓石…定価の5％割引

※全国のはせがわ各店舗で特典が受けられます。
ただし、特価品、特注品及び墓石の永代
使用料、供養料、年間管理料、一部霊園・一部石種・屋内墓苑は除く。

利用補助券 巻末利用補助券
対象施設 （正会員限定）

要申込み
（ワークジョイさいたまへ申込み）

特典

●小さな火葬式
●小さな一日葬
●小さな家族葬
●小さな一般葬

営
他

185,900円
339,900円
449,900円
669,900円

⇒
⇒
⇒
⇒

174,900円
328,900円
433,400円 ※料金は税込みです。
※火葬料は別途お客様負担と
653,400円
なります。

24時間365日年中無 所 大阪府大阪市西区靭本町1-6-3
全国4,000ヶ所以上の葬儀場が利用可能。営業電話は一切いたしませんので、
お気軽にお問合せください。
（※一部離島を除く）

新規提携施設

カーライフ

営 全店舗共通10：00～18：30／不定休
（SC内店舗はSCに準ずる）
所 ＜埼玉県内の店舗＞●川口芝店 ●草加店 ●新座店 ●上尾店 ●川越店 ●所沢店
●春日部店 ●武蔵浦和店 ●久喜店 ●越谷店 ●大和田店 ●鴻巣店 ●新大宮バイパス店
●ニットーモール熊谷店 ●狭山店 ●モラージュ菖蒲店 ●ララガーデン川口店

【全国対応】
「小さなお葬式」
はお葬式からお墓のことまで、低価格で
揃えた日本全国で利用できる安心の葬儀サービスです。

グルメ

全国132店舗のネットワーク。仏壇・神仏具、墓石・屋内墓苑の販売はもとより、
仏壇の供養、お墓のお引越し、墓じまいまで、
ご供養のすべてをサポートします。

小さなお葬式

ショッピング

全国
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利用方法

埼玉県さいたま市浦和区

あっぷる〈福祉用具の販売・レンタル・住宅改修の専門店〉

☎048-824-2388 ＜介護タクシー専用☎ 0120-55-2948＞

全福センター

広いショールームには400点を超える福祉用具を展示。
介護体験ルームもあります！
特典

全商品12％割引
（お届けまで）※特売品・住宅改修を除く

営
所

平日9：00～17：30、土日10：00～16：00／祝・祭休
さいたま市浦和区常盤9-4-13

慶弔等給付

ヘルス＆ビューティサロン
埼玉県さいたま市大宮区

埼玉県さいたま市見沼区

人間ドック

エステサロンsmiley

シャンテ Relax & Stylish 大宮蓮沼店

大宮駅東口徒歩10分。話題のハイパーナイフによる痛くないダイエット。

ツルツルフェイスが２～３日間持続するマイルドシェービングが好評。
リラックス＆スタイリッシュを詠う人気のサロン。

☎048-700-3999
特典

健康 ＆スポーツ チケット・金券

特典

セルライト撃退実感コース
初回限定6,000円
（通常24,000円）

営
所

☎048-684-2558 http://chante.s2.weblife.me/

●顔剃りとクリームマッサージがついた、
シェーブカットコース5％割引
●クールオレンジ（頭皮洗浄）がついた、
リラックスカットコース5％割引
●ブライダルシェーブ10％割引 ●レディースシェーブ10％割引
●レディースフェイスエステ10％割引

10:00～21:00／月曜定休
さいたま市大宮区東町
1-89-9
コワーキングオフィス24-1階

営
所

9：00～19：30／月曜、第2・第3火曜休
さいたま市見沼区蓮沼514

暮らしの支援
埼玉県さいたま市近郊

レジャー

出張写真撮影サービス

KOMICHI photograph

☎ホームページ内の問合せフォームから https://www.komichiphotograph.com/
“心が温かくなる記憶”を写真とともに
特典

トラベル

「フレーム付き２Lプリント」
プレゼント（基本料金含め25,000円（税込）以上ご購入者が対象）
※PORTRAIT PLAN、OTHER PLAN、SENIOR PHOTO PLANは対象外。 ※他のサービスと併用不可。

自己啓発

＜プラン例＞
●BASIC：誕生日／百日記念／初節句／入園入学／卒園卒業／長寿祝い 等
●KIMONO：お宮参り／七五三／1/2成人式／成人式／初詣 等
●MATERNITY ●CADUAL WEDDING：カジュアルに結婚の思い出を残したい方
所 出張エリア：さいたま市近郊
（HP参照）
他

埼玉県さいたま市見沼区

畳店

埼玉県さいたま市見沼区

銀虎

☎048-812-5773 https://gintora.co.jp/
暮らし

畳も、人も、長い付き合いを。
畳の張り替えは、
さいたま市の畳店 銀虎へ。

ショッピング

※見積費用は無料 ※他の割引との併用不可

グルメ
カーライフ
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営

9:00～17:00／不定休
所 さいたま市見沼区堀崎町520-4
営

所

デルフィ

パソコン販売・設置、WEBサイト制作からモバイル機器を活用した
ソーシャル・ネットワーキング・サービスの構築をお手伝い。
携帯電話基地局の設計業務も行っています。
特典

ホームページ制作 スタンダードプラン20％割引

所

8：00～19：00／日曜定休
さいたま市見沼区東大宮2-7-24

埼玉県さいたま市緑区

☎048-678-0070 http://www.derufyi.com

営

洗いから仕上げまで、全工程を店内で行う個人のお店。
クリーニング師による手作業で、一点一点を大切に仕上げてくれます。

ドライクリーニング全品10％割引 ※特殊品を除く

畳工事の見積価格（税抜）から10％割引

街の便利なパソコン屋さん

☎048-667-8551
特典

特典

埼玉県さいたま市中央区

クリーニング ライク・ワン

9：00～17：00／定休日：土・日・祝祭日
●本社：さいたま市中央区上峰2-9-21
●浦和オフィス：さいたま市浦和区高砂3-10-4 埼玉建設会館2階

各種アイコンの説明 ▶

テックジャパン

☎048-874-2416 http://www.tecjp.net/tec

ワード、
エクセルからプログラミングまで何でも指導！
パソコンやネットワークのトラブル解決も任せて安心。
特典

●各種サービス料10％割引（一部除外のサービスあり）
●パソコン家庭教師の初回受講料50％割引

営
所

8：30～17：30／土・日・祝休
さいたま市緑区三室3055-29

資 利用資格

特 特典

営 営業時間及び定休日等

利 利用方法
他 その他

所 所在地

会員証呈示
（正会員／ふろむ会員）

利用方法

全国

桧家住宅

☎03-3830-7650（営業企画部） https://www.hinokiya.jp
特典

①注文住宅 建築請負契約の建物本体価格（税別）の4.5％割引
②戸建分譲住宅 契約価格（税別）
の１％割引
③不動産売買
（土地・住宅） 仲介手数料の18％割引

り、
「紹介カード」
を申込み
【無料】
②３営業日以内に、
ご指定場所（自宅or
事業所）
に発送。
③紹介カードが届いたら、
「 桧家住宅
営業企画部」
宛にFAXまたはメール。
④初回商談時に、
紹介カードを提出。

埼玉県さいたま市浦和区

関東近県

ペンタくん

人と地球に優しいリフォームをテーマに、皆様の住環境づくりをお手伝い
します。住まいに関することなら、何でもご相談ください！

外壁・屋根塗装、
内装リフォーム、耐震工事等大切な住まいの事なら
すべてペンタくんにおまかせください！点検・お見積もり無料です。

☎0120-858-251 http://www.credeal.co.jp/

☎0120-616-132（通話料無料） https://www.pentakun.co.jp/
特典

特典

※キャンペーン等、
他の割引特典とは併用はできません。
営

9:00～17:45 ※日曜・祝日は休みの場合有
所 さいたま市浦和区針ヶ谷 3-7-7-101
営

受付時間 月～土9:00～18:00（年末・年始を除く）

他 お問い合わせの際には必ず
「ワークジョイさいたま

の会員である」
旨をお伝えください。
当社提携ローン
利用可
（ローン会社所定の審査がございます）

埼玉県さいたま市浦和区

認可外保育園＆民間学童 はっぴぃきゃすけっと

☎048-731-9616 http://happy-casket.com
特典

①Nursery（保育）、After School（学童）
、Study Hall（自立型学習塾）
ご利用時の入会金無料
（通常28,000円）

②学習塾、英語教室、
そろばん教室 ご利用時の入会金無料（通常6,000円）
このほか、
「入園仮予約の受付」
や
「優先入園の受付」特典があります。
さいたま市浦和区常盤3-10-6 北浦和駅西口より徒歩4分

埼玉県さいたま市浦和区

埼玉県

ニチイの家事代行サービス「ニチイライフ」

かゆい所に手が届く地元工務店の便利屋さん。
お掃除や草取りなど、
様々なご依頼に対応できます。
まずはお気軽にお電話ください！

忙しい方にはゆとりを、家事が苦手な方には快適を、
サポートが必要
な方には安心をお届けするサービスです。

☎0120-0510-13 http://www.magonote-takuhaibin.jp/
特典

初回作業費半額

特典

●「デビュープラン」の利用3,980円（税込）※スタッフ1名、1.5時間、1住所1回限りの利用
●「スポットプラン」
「定期プラン」5%割引 ※お客様の希望にあわせて、1回からご利用出来るプラン

＜サービス提供内容＞●忙しい方にオススメ：お掃除代行サービス、
お手伝いサービス、
お片付
けサービス、長期留守宅管理サービス ●妊産婦・育児中の方にオススメ：お子様安心サービ
ス、入退院安心サービス、産前産後サービス ●ご高齢の方、障がいをお持ちの方にオススメ：
シニアお手伝いサービス、
高齢者・障がい者ケアサービス

暮らし

9:00～17:45
※日曜・祝日は休みの場合有
所 さいたま市浦和区針ヶ谷3-7-7-101
営

☎0120-212-295 https://www.nichiiweb.jp/kaji

自己啓発

まごの手宅配便

トラベル

所

レジャー

習い事のできる認可外保育園と民間学童。
その他午後は、英語保育、
そろばん等のプログラムを
習い事としてもご利用いただけます。一時預かりも可能です。

健康 ＆スポーツ チケット・金券

工事見積価格
（税抜）
より5％引き

リフォーム工事 見積価格（税抜）
より
5％割引

人間ドック

クリディアル

慶弔等給付

さらに
●経験豊富な責任者クラスの営業を担当として選任。
●資金計画や資産運用などのご相談を希望の場合には、
専門家FPとのファイナンシャル・プランニングを無料にて提案

利 ①ワークジョイさいたま会員ページよ

全福センター

桧家住宅にて、
お求めの条件に合う家づくりをご検討ください!!

ショッピング

グルメ
カーライフ

利用補助券 巻末利用補助券
対象施設 （正会員限定）

要申込み
（ワークジョイさいたまへ申込み）

新規提携施設
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利用方法
全福センター

ショッピング
市内中心の専門店で、
お得にお買い物できます。
特 優待割引 他

営 営業時間及び定休日等

所 所在地

他 対象施設
（店舗）
、
その他施設からのお知らせ等

慶弔等給付

埼玉県さいたま市北区

てしごと屋

埼玉県さいたま市大宮区

盆栽村店

☎048-783-4168 https://www.tokyo-craft.com/

人間ドック

伝統のつまみ細工を始め、様々なお祝い用
髪飾り、
アクセサリーなどの製作販売。
つまみ
細工教室は通年開催。

石原スポーツ

☎048-645-2222 http://www.ishihara-sports.com

プロ野球選手のグローブの
「湯もみ型付け」
も手掛ける野球用品店。
使い心地のいいグローブを手に入れることができます。
特典

特典

10～20％割引

つまみ細工教室体験時、1割引

（お連れの方2名までOK）

営

健康 ＆スポーツ チケット・金券

11:00～20:00／水曜休
さいたま市大宮区大門町3-32-2F
FAX.048-645-2224

営

所

埼玉県さいたま市大宮区

埼玉県さいたま市大宮区

☎048-644-9877 https://el-poeta.com

https://www.dor-ogawa.jp

11：00～17：00／月木定休
教室は10：30～
所 さいたま市北区盆栽町84-2

Gallery エル・ポエタ、エル・ポエタ+

広々とした開放感のある空間、
自然彩光を取り込んだ明るい環境の
画廊です。壁の色は濃紺、藍色、
オレンジ・紫と個性的な空間を演出
し、作品創りに一役貢献しています。毎月上旬に作品展画廊、下旬に
絵画教室を行っています。

レジャー

特典

所

オガワ

1931年創業の宝石・時計・メガネの専門店。
ブライダルジュエリーも充実。
オンラインショップ「ドールオガワ」
も好評！
特典

めがね10％割引、宝飾品10％割引（一部除外品有）

営

お買い上げ代金より5％割引

営

宝石・時計・メガネ

所

11：00～18：00／不定休
エル・ポエタ：さいたま市大宮区高鼻町2-285-8
エル・ポエタ+：さいたま市大宮区下町2-4-2F

10:00～18:30／水曜日定休
＜利用可能店舗＞

●オガワ本店 ●ドール・オガワ
●メガネのオガワ中央店 ●メガネのオガワ地下店
●ドールオガワ楽天市場店

トラベル

埼玉県さいたま市見沼区

埼玉県さいたま市大宮区

マツザワ

自己啓発

花 Fumi

ギフトショップ

大切な贈り物の花選び・花束・アレンジメントラッピングなど心を込
めて御希望に満足していただける様お作りさせていただきます。

贈答品、記念品、賞品、景品など販促品やノベルティグッズを販売。
結婚式の引き出物などのカタログギフトもあります。

☎048-643-8787
特典

生花5%割引

☎048-685-0220 https://www.gift-matsuzawa.jp/
特典

店内表示価格より10％割引（但し、特価品を除く）

暮らし
ショッピング

営

10：00～18：00／日曜休
※時間外でも注文、配達を行います
所 さいたま市大宮区吉敷町3-16-1 ルクシア1F

営

埼玉県さいたま市見沼区

埼玉県さいたま市南区

☎048-812-5908 https://www.p-felicitations.com/

☎048-799-2283 https://www.bloomhearing.jp

所

パティスリー フェリシタシオン

ショートケーキやシュークリーム、焼菓子もおすすめ。種類は少なめ
ですが、一つ一つ素材にこだわって心を込めてお作りしています。
特典

グルメ

500円以上のお買い物でポイントカードにさらに
スタンプ１つ押印（ポイントカード：通常、500円毎
にスタンプ１つ押印。24ポイントで500円相当の
お買い物に利用できるもの。）

営
所

10:00～19:00／火・水曜定休（祝日の場合は振替など変更あり）
さいたま市見沼区東門前62-3コーポプラザⅡ-101

9:00～17:00／土・日・祝休
さいたま市見沼区東宮下496-1

補聴器専門店 ブルーム武蔵浦和店

聞こえを良くすることで、豊かな人生を。
そう思うからこそ、
あなたの
耳にぴったりの補聴器をお届けしたい。
お客さまから信頼される補聴
器専門店として、
ひとりひとりの声に真摯に向き合います。
特典

①補聴器全品5％割引※市区町村助成を受ける場合
には、助成金控除後の金額から割引となります。
②2週間補聴器体験 無料（通常価格2,000円）

営
所

9:30～18:00／日祝定休
さいたま市南区白幡3-10-11細淵ビル1F（武蔵浦和駅東口から徒歩5分）

カーライフ
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各種アイコンの説明 ▶

資 利用資格

特 特典

営 営業時間及び定休日等

利 利用方法
他 その他

所 所在地

会員証呈示
（正会員／ふろむ会員）

PANPOX：パンポックス（サービス提供：株式会社エスタージェ）
https://www.panpox.shop（パンポックス公式サイトURL）

特典

全商品5％割引（但し、送料除く）

利

埼玉県

https://store.alpen-group.jp/corporate/business/stores/

初心者の方も、上級者の方も、一人ひとりのお客様にピッタリな商品とスポーツライフをご提案します。
特典

所

＜利用可能店舗＞埼玉県内全店
（アウトレット店は対象外）

●スポーツアルペン
（ミエルかわぐち店、
デオシティ新座店、岩槻店） ●スポーツデポ 北本店
●ゴルフ５
（大宮吉野店、北本店、川越店、春日部店、坂戸店、
デオシティ新座店、浦和店、川口朝日店、
グリーンガーデン武蔵藤沢店、和光店、草加店）

埼玉県・栃木県

大川家具

Https://www.oh-kawa.co.jp

レジャー

埼玉で家具といえば大川家具！ 良い品を安く、
末永いお付き合い。
特典

通常価格より8%割引 ※特価品除く、他割引併用不可

営
所

健康 ＆スポーツ チケット・金券

（通常は購入ランクにより1％～）
ポイントサービス5％還元！
※除外商品を除き、
税抜き販売価格に対し、
ポイント還元特典を得られます。
※接客時に会員証を呈示することで、一部のゴルフクラブは最安値で購入できる場合があります。
※アプリのダウンロードなどが必要です。

人間ドック

アルペン／ゴルフ５／スポーツデポ

慶弔等給付

パンポックス公式サイトURLまたはQRコードより公式サイトへアクセス → ご注文される商品
の
「カートへ入れる」
をクリック →「ご購入手続きへ進む」
をクリック →「会員登録後に購入」
をクリック → 新規会員登録後、
お支払い方法選択画面へ → クーポンコード
「SAITAMA」
を
入力し、
「利用」
をクリック → お支払い方法を選択し、
ご購入。

全福センター

PANPOX：スペイン・バスク語で
「素敵」
の意。
大胆な構図と繊細なタッチが魅力のスペインアートからインスピレーションを受けてデザインされました。
カラフルで元気なグラフィックが特徴のレディース・メンズとしてもご着用いただける腕時計です。

利用方法

全国

トラベル

平日11:00～19:00
土日祝10:00～20:00／元旦休業
＜利用可能店舗＞
●大宮店 ●所沢店 ●東浦和店
●戸田店 ●鶴ヶ島店 ●宇都宮店

自己啓発
暮らし
ショッピング

グルメ
カーライフ

利用補助券 巻末利用補助券
対象施設 （正会員限定）

要申込み
（ワークジョイさいたまへ申込み）

新規提携施設
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利用方法
全福センター

グルメ
市内飲食店をはじめ、
ホテル内のレストランがお得な特典付きでご利用いただけます。
特 優待割引 他

営 営業時間及び定休日等

所 所在地

他 対象店舗、
その他施設からのお知らせ等

慶弔等給付

埼玉県さいたま市西区

埼玉県さいたま市大宮区

人間ドック

アルタビスタガーデン

おきなわくゎっちー処

四季折々の緑豊かな美しい庭園が魅力のイタリアンレストラン。
従来とは異なる新しい結婚式場としても話題です。

沖縄家庭料理をメインに、
うちなータイムをお楽しみください。

☎048-620-1001 https://www.altavista-garden.com/
特典

ランチタイム：ドリンク１杯無料

☎048-708-6724

空人

特典

飲食代金10％割引（ランチタイムを除く）

健康 ＆スポーツ チケット・金券

●平日11:30～13:30、17:00～24:00
（フードラストオーダー23:00）
●土曜・祝日17:00～24:00
（フードラストオーダー23:00）
日曜・他不定休
所 さいたま市大宮区宮町4-107-1-103
営

●ランチタイム 月～金
11：00～15：30（L.O 14：30）
●ディナータイム 月～日
18：00～22：00（L.O 21：00）／火曜定休
所 さいたま市西区宮前町1992-1
営

埼玉県さいたま市大宮区

埼玉県さいたま市大宮区

☎048-647-0080 https://www.totenko.co.jp/

☎048-783-5123 https://hikawa-brewery.com

東天紅 JACK大宮店

JR大宮駅西口より徒歩5分。地上18階の大展望レストラン。
眼下に街並みを眺めながらグリル、美味しい中国料理が楽しめます。
特典

レジャー

グリルレストランでのお客様 ご飲食代10％割引 ※個室宴会は除く

平日 11:30～15:30（L.O 14:30）、17:00～21:00（L.O 20:00）
土日祝 11:30～21：00
（L.O 20:00）
年中無休 ※変更となる場合がありますので、HP等でご確認ください。
所 さいたま市大宮区錦町682-2大宮情報文化センター
（JACK大宮）18階
営

氷川の杜（さいたま市クラフトビール）
特典

おつまみ１品をサービス

●月・水～金／17：30～22：30
●土／16：00～22：30
●日／12:00～20:00 ※ＬＯ閉店30分前
火曜定休
所 さいたま市大宮区高鼻町1-36-1
（氷川神社参道二の鳥居から徒歩２分）
営

トラベル

埼玉県さいたま市大宮区

パレスホテル大宮

☎048-647-3300 https://www.palace-omiya.co.jp

自己啓発

本格フレンチ、
中国料理、
日本料理、
カフェ、夜はバーと、
バラエティ豊富なレストラン。
カジュアルな
ランチから本格的なコースディナーまで、
お好みやスタイルに合わせてお選びいただけます。
特典

レストランのご利用 通常料金より10％割引

利
他

※イベント等一部対象外のメニュープランあり
※パレスベーカリーにて一部割引対象外商品あり

暮らし

会員証呈示
（5名まで） 所 さいたま市大宮区桜木町1-7-5
対象店舗
１Ｆ ●クラウンレストラン
（フランス料理）●カフェレストラン パルテール ●サロンドゥカフェ
（ラウンジ）
２Ｆ ●中国料理 瑞麟 ●和食堂 欅（日本料理） ●和食堂 欅（寿司） ●和食堂 鉄板焼 和 ～NAGOMI～
●バー ロイヤルオーク ●パレスベーカリー（売店）

千葉県

埼玉県さいたま市大宮区

ショッピング

Blue Bird Cafe

ホテルオークラ東京ベイ レストラン

農薬を使わずに育てた野菜を使用し、極力無添加で作る食事、
良質な
芸術や音楽、
トップスペシャリティーコーヒーをご用意しております。

ディズニーリゾートライン
「ベイサイド・ステーション」徒歩３分。
優雅な雰囲気のホテルオークラ東京ベイで楽しいひとときを。

☎080-5530-3894
特典

グルメ

お持ち帰り用トップスペシャリティー
コーヒー１杯分プレゼント

営
所

https://www.okuratokyobay.net/

特典

お食事、お飲物を通常料金より10%割引 ※イベント等一部対象外メニューがあります

所

月火水土 12:00～18:00
さいたま市大宮区寿能町1-16-11

他

大宮公園からすぐ
（大宮公園駅より徒歩
４分／大宮駅より徒歩27分）

千葉県浦安市舞浜1-8
対象店舗
●レストラン
「フォンタナ」●和食レストラン
「羽衣」
●中国レストラン
「桃花林」

カーライフ
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各種アイコンの説明 ▶

資 利用資格

特 特典

営 営業時間及び定休日等

利 利用方法
他 その他

所 所在地

会員証呈示
（正会員／ふろむ会員）

利用方法

埼玉県さいたま市中央区

ホテルメトロポリタン さいたま新都心 カフェクロスヤード

☎048-851-1127（直通） https://saitama-shintoshin.metropolitan.jp/cafe/index.html

全福センター

憩いのホテルカフェで記念日や女子会などいつもと少し違うひとときを。
特典

レストランのご利用 通常料金より10％割引 ※他の割引特典との併用は不可。

利
所

会員証呈示
（5名まで）
さいたま市中央区新都心11-１
（JRさいたま新都心ビル5F）

慶弔等給付

埼玉県さいたま市中央区

ラフレさいたま

https://www.rafre.co.jp
他

レストランのご利用 通常料金より5％割引
※他の割引特典との併用は不可。
※イベント等、
一部割引対象外商品あり。

利

会員証呈示
（5名まで）
さいたま市中央区新都心3-2

埼玉県さいたま市南区

埼玉県さいたま市

トラットリア・アズーリ

☎048-710-5300 http://north.co.jp/trattoria-azzurri

薪釜で焼くナポリピッツァや、
さいたま市産のヨーロッパ野菜を使ったメ
ニューがおすすめ。開放的な空間で上質なカジュアルをご堪能ください。
特典

平日ランチセットのサラダを前菜盛り合わせにグレードアップ

☎048-824-1511（浦和店）・048-643-2000（大宮店） http://north.co.jp

銘柄肉を富士溶岩を使った特注のグリル板で焼き上げる骨太イタリアン
さいたま市内で採れた新鮮なイタリア野菜もご一緒にどうぞ！
特典

ソフトドリンク１杯サービス

ランチ11:30～15:00
（L.O14:00）、
土日11:30～15:30（L.O14:30）
ディナー18:00～22:00
（LO21:00）
他 対象店舗
●ディアボラ 浦和店 ●ディアボラ 大宮店
営

レジャー

●ランチ 11:30～15:00（L.O14:00）
●ディナー 18：00～22：00（LO21:00)
●土・日 17:00～22:00
（L.O21:00）
所 さいたま市南区別所7-1-16
営

バール・トラットリア ディアボラ 浦和店・大宮店

健康 ＆スポーツ チケット・金券

所

対象店舗
●2F「秋ヶ瀬庵
（日本料理）
」
☎048-600-5514
●3F「彩賓楼
（中国料理）」
☎048-600-5515
●15F 展望レストラン
「レガーロ」☎048-600-5516

人間ドック

特典

東京都

トラベル

京王プラザホテル 新宿

☎03-3344-0111 https://www.keioplaza.co.jp/
特典

ご飲食代金を10％割引

※他の優待・割引・ポイント付与との併用は不可 ※除外日：12/31～1/3

他

東京都新宿区西新宿2-2-1
対象店舗

【バー・ラウンジ】
鉄板焼「やまなみ」
本館45階 スカイラウンジ
「オーロラ」
本館 3階 カクテル＆ティーラウンジ
本館 3階 アートラウンジ
「デュエット」
本館 2階 日本酒バー
「天乃川」
（和食
「かがり」
内）
南館 2階 メインバー
「ブリアン」

暮らし

※優待除外：すし
「久兵衛」
（本館７階）、
「麓屋」
（本館１階）、
フードブティック
「ポピンズ」
（本館２階）、
コンビニエンス
ストア
「生活彩花」
（南館２階）、
【特別プラン・お食事券・お
持ち帰り商品】

ショッピング

【レストラン】
本館7階 天麩羅「しゅん」
本館7階 鉄板焼「やまなみ」
本館2階 オールデイダイニング
「樹林」
本館2階 スーパーブッフェ
「グラスコート」
（ランチ除外、
ディナー2時間制）
本館2階 中国料理「南園」
本館2階 和食
「かがり」
本館2階 懐石
「蒼樹庵」
南館2階 フレンチ＆イタリアン
「デュオ フルシェット」
南館2階 コリアンダイニング
「五穀亭」

自己啓発

所

東京都

グランドニッコー東京 台場

☎03-5500-6711 https://www.tokyo.grandnikko.com
特典

通常料金より10％割引

所

利用補助券 巻末利用補助券
対象施設 （正会員限定）

東京都港区台場2-6-1（ゆりかもめ台場駅直結）
対象店舗
●
「The Grill On 30th」
（30F）
●
「The Bar ＆ Lounge」
（30F）
●鉄板焼「銀杏」
（30F）
●中国料理「桃李」
（2F）
●
「The Lobby Cafe」
（2F）
●
「GARDEN DINING」
（1F）

要申込み
（ワークジョイさいたまへ申込み）

新規提携施設

GARDEN DINING

カーライフ

※クリスマス、年末年始、特別催事等の期間は割引対象
外になります。
※特別催事商品、他特典、割引、
クーポン、ポイント加算
等の併用はできません。
※お車でお越しの際は、
ご利用料金に応じて駐車券を発
行致します。
※詳細は各店舗にお問合せいただくか、
グランドニッコー
東京台場ホームページにてご確認ください。

他

グルメ

ゆりかもめで新橋より15分、優雅さと落ち着きを兼ね備えた空間「グランドニッコー東京 台場」
内の
レストランで上質なひとときを。
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利用方法

東京都

阪急阪神第一ホテルグループ レストラン
https://www.hankyu-hotel.com

全福センター

阪急阪神第一ホテルグループの数あるホテルの中でもラグジュアリークラスの５ホテル。
ホテルレストランの落ち着いた空間で最上の時間を提供します。
特典

通常料金より10％割引

他

対象店舗

ホテル名

レストラン名
「一徹」
「
、ラウンジ21」
「
、アンシャンテ」
、
「明石」
「
、エトワール」
「
、一寿し」
」
「ラ・パランツァ」
第一ホテルアネックス
（千代田区）
「
、天王洲」
第一ホテル東京シーフォート
（品川区）「グランカフェ」
吉祥寺第一ホテル
（武蔵野市）
「パークストリート」「
、むさしの吉祥」「
、一寿し」
第一ホテル両国
（墨田区）
「さくら」
「
、アゼリア」
第一ホテル東京
（港区）

慶弔等給付

第一ホテル東京
「エトワール」

東京都

人間ドック

ホテルメトロポリタン

☎ホームページでご確認ください https://ikebukuro.metropolitan.jp/
圧倒される美しさ。季節の装飾でお出迎え。
特典

健康 ＆スポーツ チケット・金券

通常料金より10％割引
（5店舗共通）

所
他

※除外日なし
※ご利用の際は、会計時に会員証を呈示し
てください。
※他の割引・特別プランとの併用は不可

東京都豊島区西池袋1-6-1
対象店舗
●オールデイダイニング
「クロスダイン」
（1F）
●日本料理
「花むさし」
（2F）
●日本料理
「花むさし 旬香」
（2F）
●中国料理「桂林」
（2F）
●キュイジーヌ
「エスト」
（25F）
●ダイニング＆バー
「オーヴェスト」
（25F）

キュイジーヌ「エスト」

レジャー

カーライフ

トラベル

運転免許取得から自動車メンテナンスまで、幅広いメニューでカーライフの充実が図れます。
特 優待割引 他

営 営業時間及び定休日等

所 所在地

他 その他施設からのお知らせ等

自動車教習所

自己啓発

埼玉県さいたま市西区

埼玉県さいたま市西区

暮らし

アン・モータースクール

ファインモータースクール指扇（旧指扇自動車教習所）

埼玉県公安委員会指定自動車教習所。
大型二種から二輪まで全車種を取り扱う総合自動車教習所です。

日本で唯一のエコドライブを取り入れた教習で環境大臣賞を受賞。
安全で地球とお財布に優しい運転が身につきます。

☎0120-455-886 http://www.anms.co.jp
特典

大型+大特+フォークリフト連続教習割引あり ※他、組合せ多数あり

特典

①普通車（MT/AT）3,000円割引
②中型車 3,000円割引 ③二輪車 3,000円割引

平日9：00～20：00、
日・祭9：00～18：00
年中無休
（年末年始を除く）
所 さいたま市西区二ツ宮797-1

営

埼玉県さいたま市見沼区

埼玉県さいたま市南区

※他のサービスとの併用割引はできません

営

ショッピング

グルメ
カーライフ
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☎0120-05-6553 http://www.ﬁne-motorschool.co.jp/

9:30～20:30 ※時期によって営業時間が異
なります。詳しくはHPをご覧ください。
休校日：スクール指定日
（2・3・8・9月は無休）
所 さいたま市西区高木1635

大宮自動車教習所

うらわ自動車教習所

送迎バスは
「大宮駅」
「さいたま新都心駅」
をはじめ、多方面に運行。
新しい
「オシャレなカフェスタイル」
の校舎が人気です！

南浦和駅より徒歩13分（無料送迎バスで5分）。
線路沿い、浦和実業高校となりの自動車教習所です。

☎048-683-6580 https://www.omiya-ds.co.jp/
特典

☎048-861-6631 http://www.e-menkyo.co.jp/
特典

普通車（MT/AT）10,000円割引

①普通車
（MT/AT）10,000円割引
②二輪車5,000円割引

※学生割引との併用割引はできません

※他のサービスとの併用割引はできません。

平日・土・日・祝日8：30～19：30
（時期によって変動あり）
月曜休、年末年始
所 さいたま市南区文蔵3-11-9
営

火～土9：00～19：00
日・祝 9：00～17：00／月曜定休・年末年始
所 さいたま市見沼区新右衛門新田111
営

各種アイコンの説明 ▶

資 利用資格

特 特典

営 営業時間及び定休日等

利 利用方法
他 その他

所 所在地

会員証呈示
（正会員／ふろむ会員）

ファインモータースクール上尾

浦和中央自動車教習所

☎0120-45-7112 http://www.ﬁne-motorschool.co.jp/

☎0120-142-194（いっしょにいくよ） https://www.ucds-net.co.jp
特典

特典

①普通車追加技能教習3時間分サービス

①普通車（MT/AT）、準中型車3,000円割引
②中型車3,000円割引 ③二輪車 3,000円割引

（11,000円相当）

②二輪車追加技能教習2時間分サービス

※他のサービスとの併用割引はできません。

（3,740円相当）

平日 9：30～20：00
土・日9：30～18：00／木曜休
所 さいたま市緑区大崎910
営

埼玉県戸田市

人間ドック

埼玉とだ自動車学校

☎0120-885-529 https://www.toda-drive.com
JR埼京線戸田駅から徒歩３分。平日は夜９時まで営業。
技能オーバーの追加料金がない
「安心プラン」
が人気！
特典

所

平日9：00～21：00、
土・日・祝9：00～18：00
第３月曜定休
（1～3月を除く）
埼玉県戸田市新曽20

カーメンテナンス
埼玉県さいたま市南区

埼玉県さいたま市緑区

☎0120-026-240 https://www.nissho-jidosha.co.jp/

☎048-874-1108

自動車の整備と車検に関するカーライフをサポート。
地域に密着した様々なサービスを提供しています。

特典

①車検整備時、
オイル代サービス
②代車無料貸し出し

営
所

8：30～18：30／日曜・祝・祭休
所 さいたま市緑区馬場2-1-13
営

10：00～18：00／日・祝祭日休
さいたま市南区辻8-24-16

トラベル

①車検、定期点検整備時、
エンジンオイル交換サービス
②引取り、納車無料（但し、半径５km以内に限る）
③代車無料貸出し

特典

レジャー

日章自動車興業株式会社

日啓自工

健康 ＆スポーツ チケット・金券

普通車
（AT/MT）
5,500円割引

※限定解除・ペーパー教習を除く ※学生割引との併用は可
※その他のキャンペーン・割引との併用はできません。
営

慶弔等給付

9:30～20:30 ※時期によって営業時間が異な
ります。詳しくはHPをご覧ください。
休校日：スクール指定日
（2・3・8・9月は無休）
所 埼玉県上尾市大字平塚596-5
営

全福センター

日本で唯一のエコドライブを取り入れた教習で環境大臣賞を受賞。
安全で地球とお財布に優しい運転が身につきます。

埼玉県公安委員会指定自動車教習所。普通車最短15日で卒業できる
「ハイスピードコース」
が大好評！

利用方法

埼玉県上尾市

埼玉県さいたま市緑区

自己啓発

レンタカー
埼玉県

☎0120-209-100 https://toyota-rlss.co.jp/

安心・安全のトヨタレンタカー！
埼玉県内のカーリースの見積もりやレンタカー予約は当社にお任せください。
レンタカー基本料金
（通常料金）
より10％割引

※下記は割引対象外になります。
①割引対象外車種 ②3時間レンタカー
③軽自動車 ④他の割引との併用は不可
※詳細については、
お気軽にお問い合わせください。

利

営

①当社予約センターへ、
「ワークジョイさいたま」
の会
員の旨を告げ、
レンタカーの予約をしてください。
②店舗にて、
ご利用時に
「ワークジョイさいたま」の
会員証を必ずご呈示ください。
予約センター受付時間 9：00～19：00

ショッピング

特典

暮らし

トヨタレンタリース新埼玉

グルメ
カーライフ

利用補助券 巻末利用補助券
対象施設 （正会員限定）

要申込み
（ワークジョイさいたまへ申込み）

新規提携施設
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