
【優待割引制度】

下記財団指定店を利用する際に「山口県健康福祉財団会員証」を提示すれば割引等の特典を受けることができます。

※予約時には、公益財団法人山口県健康福祉財団会員である旨を告げ、利用時には「会員証」を提示してください。

※優待料金、割引料金については変更される場合がありますので、事前に各指定店に確認してください。

○旅行

施設名 所在地 割引内容 電話番号

東武トップツアーズ　山口支店 山口市
国内・海外（自社）企画商品価格の３％引き
（１部対象外の商品あり）

083-972-5454

名鉄観光　山口支店 山口市 各種ツアー３～５％引 083-923-2600

防長トラベル　徳山支店 周南市 0834-31-1241

防長トラベル　岩国柳井支店 岩国市 0827-21-3148

防長トラベル　山口支店 山口市 083-922-7543

防長トラベル　萩支店 萩市 0838-22-1861

防長トラベル　長門支店 長門市 0837-22-0357

防長トラベル　下関支店 下関市 083-232-1324

グリーントラベル山口中央旅行社 山口市 日本旅行主催のＪＲパック商品　３％引き 083-989-5686

NTAトラベル　萩本店 萩市 0838-21-0020

NTAトラベル　小郡支店 山口市 083-974-0055

NTAトラベル　周南支店 周南市 0834-61-0551

NTAトラベル　山口県庁内支店 山口市 083-932-0792

NTAトラベル　シーモール下関支店 下関市 083-227-3144

NTAトラベル　おのだサンパーク支店 山陽小野田市 0836-81-3815

○　旅館・ホテル

施設名 所在地 割引内容 電話番号

柳井クルーズホテル 柳井市 宿泊料　通常金額の１０％引き　(会員のみ） 0820-23-6000

防府グランドホテル 防府市 宿泊料　１０％(会員とその家族） 0835-25-1133

ホテル西長門リゾート 下関市
1泊2食　（規定料金）　１０％引き
注：利用に際し、会員である旨を告げ予約すること
　：優待割引は同伴者を含め６名まで適用

083-786-2111

ホテル楊貴館 長門市
宿泊料　１０％引き
(指定プラン・直接予約・会員に限る）

0837-32-1234

レゾネイトクラブくじゅう 大分県 シーズン設定があるため直接施設へ照会のこと 0974-76-1223

ホテル別府パストラル 大分県 宿泊料５～１０％引き・食事料５％引き（同行者５名まで） 0977-23-4201

○　結婚式場

施設名 所在地 割引内容 電話番号

ノートルダム周南 周南市 0834-25-5210

防府グランドホテル 防府市 0835-22-1805

ノートルダム宇部 宇部市 0836-32-1165

ノートルダム下関 下関市 083-235-0214

○　レンタカー

施設名 所在地 割引内容 電話番号

トヨタレンタリース山口新山口駅前店 山口市 093-973-0100

トヨタレンタリース山口新岩国駅前店 岩国市 0827-43-0100

トヨタレンタリース山口岩国錦帯橋空港店 岩国市 0827-29-3100

トヨタレンタリース山口徳山新幹線口店 周南市 0834-32-0100

1日利用料金の約１５％～５５％引
車種により料金設定有り
車両借り受け時に会員証を提示すること

JTBの宿泊を伴う国内及び海外旅行パッケージ商品の３％
割引 （カード支払いは割引不可、現金払いのみ、本人利用
分のみ）

フレンズツアー３％割引 （一部ツアーを除く）

結婚式(プランと重複する場合は割引の適用がありません）
・挙式料２万円引き
・披露宴会場使用料@300×人数分引き
・記念写真、控室料等（他の割引との併用不可）
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トヨタレンタリース山口防府店 防府市 0835-27-1010

トヨタレンタリース山口宇部浜町店 宇部市 0836-22-0100

トヨタレンタリース山口山口宇部空港店 宇部市 0836-37-2030

トヨタレンタリース山口宇部店 宇部市 0836-43-9755

トヨタレンタリース山口新下関駅前店 下関市 083-256-0100

トヨタレンタリース山口萩店 萩市 0838-24-0100

○　進物品

施設名 所在地 割引内容 電話番号

大進本店　岩国店 岩国市 0827-24-4111

大進本店　徳山店 周南市 0834-22-4111

大進本店　防府店 防府市 0835-25-4111

大進本店　下松店 下松市 0833-43-2211

大進本店　山口店 山口市 083-932-4111

大進本店　下関店 下関市 083-251-4111

大進本店　宇部店 宇部市 0836-29-4111

アド　柳井店 柳井市 友の会価格にて利用可 0820-22-0777

○　スポーツ用品

施設名 所在地 割引内容 電話番号

グリーンスポーツ本店 山口市 083-924-0520

グリーンスポーツ長門店 長門市 0837-22-3131

グリーンスポーツ萩店 萩市 0838-22-8444

○　レジャー施設

施設名 所在地 割引内容 電話番号

グリーンスティながうら 周防大島町
テニスコート１面１時間 （平日)1,040円　（土日祝）1,270円
屋内多目的運動場全面２時間2,980円　延長１時間1,700円

（代）

 0820-79-0021

長浦スポーツ海浜スクエア 周防大島町
テニスコート１面１時間（平日）1,040円（土日祝日）1,270円
多目的人工芝総合グランド全面２時間2,980円　延長１時間
1,700円

（代）

 0820-79-0021

ダイビングスクールWITH 山口市 優待料金 ダイビング入門コースHPより1,000円引き 0836-65-5102

ボウリング王国スポルト小郡店 山口市 １ゲームにつき５０円引き 083-976-1900

○　ゴルフ

施設名 所在地 割引内容 電話番号

徳山国際カントリー倶楽部 周南市 0834-63-4111

徳山カントリークラブ 周南市 0834-88-0500

中須ゴルフ倶楽部 周南市 0834-89-0011

プレジデントカントリー倶楽部山陽 山陽小野田市 0836-72-1611

厚狭ゴルフ倶楽部 山陽小野田市 0836-73-1881

山陽グリーンゴルフコース 山陽小野田市 0836-73-1551

○　スイミング

施設名 所在地 割引内容 電話番号

ＳＳＳ岩国スイミングスクール 岩国市 0827-32-1133

柳井スイミングスクール 柳井市 0820-23-2188

スポーツクラブＮＡＰ 山口市 083-932-1717

周南スイミングクラブ 周南市 0834-31-8819

スイミングセンター徳山 周南市 0834-26-0581

1日利用料金の約１５％～５５％引
車種により料金設定有り
車両借り受け時に会員証を提示すること

定価の20％引き
一部商品を除く

・大進会員価格
・大進会員ポイント　２倍
・大進指定店（結婚式場など）を利用する場合は除く

割引料金は直接指定店にご照会ください。
（年末年始等割引がない場合があります）

入会金の５０％引き（本人のみ）
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SSS防府スイミングスクール 防府市 0835-24-0505

SSS吉敷スイミングスクール 山口市 083-925-6666

SSS大内スイミングスクール 山口市 083-927-5665

SSS宇部スイミングスクール 宇部市 0836-33-1000

小野田スイミングクラブ 山陽小野田市 0836-84-5151

下関スイムクラブ上田中校 下関市 083-234-1188

下関スイムクラブ山の田校 下関市 083-253-2311

太陽フィットネスクラブ長門 長門市 0837-22-1600

太陽フィットネスクラブ萩（本社） 萩市 0838-25-5656

太陽フィットネスクラブ防府 防府市 0835-28-7588

○　冠婚葬祭

施設名 所在地 割引内容 電話番号

下関典礼会館 下関市 083-257-1112

下関西典礼会館 下関市 083-261-0494

綾羅木典礼会館 下関市 083-251-2595

生野典礼会館 下関市 083-254-1221

下関東典礼会館 下関市 083-281-1970

下関中央典礼会館 下関市 083-229-3469

菊川典礼会館 下関市 083-288-0455

宇部典礼会館 宇部市 0836-32-0933

宇部東典礼会館 宇部市 0836-51-7747

宇部中央典礼会館 宇部市 0836-21-4950

小野田典礼会館 山陽小野田市 0836-81-4343

小野田西典礼会館 山陽小野田市 0836-81-1180

山口典礼会館 山口市 083-927-3011

山口中央典礼会館 山口市 083-934-6110

防府典礼会館 防府市 0835-26-5308

周南典礼会館 周南市 0834-22-4844

周南東典礼会館 周南市 0834-29-4790

下松典礼会館 下松市 0833-43-5970

柳井典礼会館 柳井市 0820-23-2960

光典礼会館 光市 0833-74-0447

萩典礼会館 萩市 0838-25-7006

川西典礼会館 岩国市 0827-44-1121

岩国南典礼会館 岩国市 0827-34-0265

玖珂・周東典礼会館 岩国市 0827-83-1115

岩国家族葬ホール 岩国市 0827-37-0800

由宇典礼会館 岩国市 0827-62-1055

豊北典礼会館 下関市 083-782-0223

美祢典礼会館 美祢市 0837-52-9131

周南中央典礼会館 周南市 0834-33-8988

岩国中央典礼会館 岩国市 0827-22-2525

○交通機関

施設名 所在地 割引内容 電話番号

周防灘フェリー 徳山営業所（本社） 周南市 0834-34-3000

周防灘フェリー竹田津営業所　 大分県 0978-84-0114

会員証以外に優待割引券が必要です。山口県健康福祉財団083-925-2404までお電話ください。

入会金無料（本人のみ）

祭壇２０％割引 生花又は花輪１対のみ２０％割引
典礼会館　会場使用料無料 安置室使用料　１日無料
 （他の割引との併用不可）

車一台につき２０％割引
「優待割引券」持参 (事前に乗船港へ予約）

入会金の５０％引き（本人のみ）

R4.8


