
いろいろ選べ
る。気軽に使える。

全葬連 　　　　
会員様ご優待サービス

全葬連 　　　　
会員様ご優待サービス

　　     会員のみなさまのお役に立つ、
『レジャーや暮らしを快適にするサービス』

『困ったときにお気軽に電話で相談できるサービス』
さまざまな特典サービスをご用意しております。

特典1
全葬連if共済会 

by ベネフィット・ステーション
旅行・レジャー等 割引サービス

[提供]株式会社ベネフィット・ワン

特典2
暮らしと健康サポート
相談ダイヤル
サービス

2023年4月
サービス提供開始

※　共済会は、個人情報の保護に関する法律、関連法令、ガイドラインを遵守し、プライバシーポリシーに基づき、お客様の個人情報を適切に保護・管理し、厳重に取扱います。

■　共済会加盟店

水周りの急なトラブルに対し、適正な
料金で対応する業者をご紹介します。

片付けやお洗濯、お料理やお買い
物など、多忙な日々をお手伝いし
てくれる家事代行サービス事業
者をご紹介いたします。

ご自宅に送付されてくる検査キット
を説明書の指示通りご自身で血液
など採取いただき、返送いただくだ
けで検査結果をお届けするサービス
をご紹介します。

郵送検査サービスは有料です。

暮らしと健康サポート相談ダイヤルサービス
　共済会の会員向けサービスがいっそう充実しました。
困ったときお気軽にお電話ください。
24時間365日対応します。
一部オプションがありますが、電話での相談は無料です。

ご利用手順

＊サービスはホームネット（株）が提供いたします。　※サービス・特典内容は変更される場合があります。

専用フリーダイヤルにお電話ください。1

会員専用フリーダイヤルにて承ります。

0120-03791924時間365日対応します！

0120-037919

ダイヤル相談サービス

電話口にてif共済会会員の旨、会員番号が必要となります。会員証をお手元にご用意ください。

　相談ダイヤルサービスへ
お電話

ご自分の共済会員番号をお伝えのうえ、利用ください。
サービス内容を裏面のメニューの中から選んでください。
専任のスタッフが懇切丁寧に対応いたします。2 　相談ダイヤルサービスより

ご確認

ご注意 利用料はサービス利用時に
直接お支払いいただきます。

ご注意 利用料はサービス利用時に
直接お支払いいただきます。
※地域によって、ご利用いた
だけない場合があります。

ご注意

スポーツやダイエットなど健康な身体
づくりを一緒に考えてくれるスポーツ
クラブをご紹介いたします。

衣替えの後にかさばる冬物コート
を夏の間はお預かりしてくれる便
利な衣料クリーニング業者を紹介
いたします。

本の読み聞かせやご遊戯などご自宅
でのシッターからお子様の送り迎え
まで、即日対応も可能なベビーシッ
ター事業者をご紹介いたします。

利用料はサービス利用時に
直接お支払いいただきます。
※地域によって、ご利用いた
だけない場合があります。

ご注意

おひとり暮らしの方に安心して暮らしていただけるように定期的にお電話を
いたします。連絡が取れない時は指定のご連絡先へ報告します。

利用料はプランに応じた費用が必要です。
（例）月1回プラン（年払い・前払いとなります。）

500円/月×12ヶ月＝6,000円（税別）
※他プランもございますので、お問合せください。

ご注意

利用料はサービス利用時に
直接お支払いいただきます。

ご注意 利用料はサービス利用時に
直接お支払いいただきます。

ご注意

健康や医療に関する悩みや相談
に、医師や看護師が電話で親切に
対応いたします。
お気軽にご相談ください。

病気のときは症状に合ったお薬で！
現在、日本で使用されている薬品
のデータをもとに、お薬に関する
疑問や質問にお答えいたします。

健康はバランスの良い食事から！
貧血や肥満その他いろいろな症状
など栄養・食事に関することは
どんな些細な質問でもお答えいた
します。

介護が必要な方の相談や介護関連
用品の情報をご提供いたします。

健康・医療相談サービス お薬相談サービス

栄養・食事相談サービス 介護相談サービス

ご要望に応じ、お住まいのお近く
など希望地域の医療機関をご案
内いたします。

糖尿病・高血圧・高脂血症などの
生活習慣病に関するアドバイスを
いたします。

医療機関案内サービス 生活習慣病予防アドバイス

相続手続の専門家による無料の
相続相談（電話orご自宅訪問（注））
ができます。（ご契約後のお手伝い
は有料です。）
（注）ご自宅訪問は、離島、一部地域を

除く場合があります。

相続相談サービス

無料

電話は無
料

利用は有
料

暮らしと健康サポートのメニュー

特典
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■手続きに関するお問い合わせ
全日本葬祭業協同組合連合会 内
〒108-0075 東京都港区港南2丁目4番12号　港南YKビル 4F
TEL:（03）5769-8701　FAX:（03）5769-8702
フリーダイヤル　　　0120-816412 （平日午前9時～午後5時）
※“　共済会”加盟店はすべて、全日本葬祭業協同組合連合会に加盟しています。葬儀に関するすべてのことに関して、ご安心してお任せください。

下記のサービスはオプションです。別途費用が発生します。問い合わせに関しては無料です。
オプションサービス

水周りかけつけ紹介サービス 家事代行紹介サービス郵送検査紹介サービス

スポーツクラブ紹介サービス 収納クリーニング紹介サービスベビーシッター紹介サービス

お元気コールサービス



「ベネフィット・ステーション」では、日本全国でご利用いただける140万件の割引優待特典が使い放題！
使えば使うほど、毎日の生活がおトクで楽しくなるサービスです。

●国内宿泊プラン
●国内パッケージプラン
●海外パッケージプラン
●海外個人旅行

●チェーンホテル
●海外サービス
●空港サービス
●トラベル便利サービス

カテゴリ

※アクセス後、本パンフレット記載の手順に沿って、ご登録ください。

※本サービスは、2023年4月1日より、ご登録、ご利用いただけます。全葬連　共済会
by ベネフィット・ステーション
●Benefit Stationは、全葬連if共済会が提携する株式会社ベネフィット・ワンを通じて「ベネフィット・ステーション」をご利用いただくサービスです。if共済会加入者のうちご利用規約に
同意いただいた方が、会員としてサービスをご利用いただけます。

●このチラシは、会員向けにサービスの概要や利用例を案内することを目的として作成したチラシです。ご利用にあたっては会員専用サイトをご確認ください。
●掲載内容は、特に記載のある場合を除き2023年4月現在の内容の一例です。また、会員特典は予告なく変更となる場合がございます。最新の内容は会員専用サイトをご確認ください。

特集コンテンツ 期間限定特典
抽選プレゼント
キャンペーン企画

宿泊
生活全体
フィットネス
レジャー　エンタメ
グルメ
自己啓発（フリーeラーニング）
リラクゼーション
ポイント
利用方法

国内  約42 ,000施設　　海外  約270万施設
約56 ,000施設～
約13 ,600施設
約12 ,900施設
約24 ,300施設
約500コース
約98 ,000施設
ベネポ（映画や旅行などの会員特典にも利用可能）
スマホ・PC

各カテゴリーの大人気特典が

期間限定で更にお得な特別価格に！

抽選に当たると、人気レジャー施設、

宿泊施設、レストラン、家電等が

限定価格や無料でGET！

人気レジャー施設等が日付限定で

無料・ワンコイン で楽しめます♪

トラベル レジャー
エンタメ

リラク
ビューティー

出会い・結婚 暮らし グルメ

スポーツ育児 スキルアップ 健康 介護 ショッピング

旅行サービス

●スポーツ（ゴルフ・テニス・アウトドアなど）
●日帰り入浴 ●スパ
●レジャー
（テーマパーク・遊園地・水族館・観光施設など）

カテゴリ

レジャーサービス

●健康・スポーツクラブ●リラクゼーション・ビューティー
●婚活・ウェディング●出産・育児・子供教育
●住宅・引越 ●スキルアップ●資産形成・ライフプラン
●介護 ●暮らし ●グルメ●ショッピング・レンタル
●映画・エンタメチケット・カラオケ ●車・レンタカー

カテゴリ

生活サービス

全国の提携施設で会員特典をご用意

サービス内企画も常時盛りだくさん！

オトクなサービス一覧

https : //boak .benefit -one . inc/
　　※サービスのご利用には会員登録が必要となります。

※2023年1月時点の情報です。

オリジナルポイント　　　　　はベネフィット・ステーションを

利用すればするほど溜まるオトクなポイントです。

貯めたポイントは特典利用時に100　　　　　=100円で利用可能！

他社ポイントサービスも豊富なラインナップをご用意♪

オリジナルポイント「ベネポ」

イフ特典
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2023年4月サービス提供開始 会員登録／利用方法

「新しいアクティベーションキーが
届いたお客様はこちら」を選択

会員情報入力後、「規約同意」をチ
ェックし「登録」を選択

if共済会ホームページ内「会員様ご
優待サービス」ページへアクセス

ベネフィットステーション利用ペー
ジへ

アクティベーションキー取得へ

登録完了、サービスをご利用する場
合は「ログイン」を選択

登録した「ログインID」と「パスワー
ド」でログイン

SMSにて認証コードを受領 指定の認証コードを入力し「認証」
を選択

アクティベーションキーを入力し、
「登録」ボタンを選択

「アカウントをお持ちでないお客様」
を選択

会員登録に関するお問い合わせ先サービスに関するお問い合わせ先

0120-816412全葬連if共済会本部　

1 2 3

4 5 6

7 8 9

10 11 12 サービス
登録完了！

0800-9192-919Benefit Stationのご利用に関するお問い合わせは
受付時間　10:00～18:00（年末年始を除く）

例）ぜんそう

例）たろう

例）00000000000

例）000000000000000

会員登録は
こちらから

i f共済会


