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Ｈ２８年７月現在

サービス名 提携先 概要・会員メリット 対象 バナー

インターネットセミナー ㈱ブレーン

いつでも無料でセミナー受講が可能！

インターネットによるセミナー（経営実務・
人財育成等）映像配信サービス。自己啓発等
に最適。

会員･一般

セミナーＤＶＤ
レンタルサービス

㈱イー・ブレーン

無料レンタルサービス

経営実務・社員教育・人事労務等様々なジャ
ンルの旬のＤＶＤが無料でレンタルできるも
の。毎月新作が追加される。社員教育等に最
適。

会員

法律相談 羽野島法律事務所

会員限定１時間無料相談！

１会員あたり月１回まで無料で法律相談を受
けられるもの。

会員

ビジネスカード ㈱クレディセゾン

Ｈ２７年１２月スタート！
会員特典付「ＡＭＥＸプラチナカード」
期間限定「永年年会費無料ゴールドカード」

会員限定キャッシュバックでプラチナカード
が初年度年会費（２万円）無料に。法人会だ
けのスペシャル企画。

会員

貸倒保証制度 三井住友海上火災保険㈱

法人会専用の「団体取引信用保険」制度

取引先の法的整理事由の発生または履行遅滞
の発生により売上債権が回収できない場合
に、会員企業様が被る損害の一定部分を保険
金でカバーする保険。

会員(法人)

企業情報・格付情報
照会サービス

ＡＧＳ㈱

会員専用サービス：登録料・基本料０円

インターネットで企業情報（東京商工リサー
チ企業情報＋ＡＧＳの信用格付情報）を取得
できるサービス。与信管理に最適。
１件照会2,000円〔税別〕。（企業情報のみ
の照会は１件1,200円〔税別〕）

会員

余剰在庫の
買取＆販売サービス

㈱リバリュー

Ｈ２７年１月スタート！
余剰在庫の買取＆販売サービス

余剰在庫を現金化します。良質な商品を特別
価格で購入できる会員制ＥＣモールを利用で
きます。

会員

メンバーズローン 都銀・地銀・信金等

優遇条件での融資

法人会会員は提携金融機関から一般より優遇
された条件で融資を受けることができるも
の。
（審査によっては、希望に添えない場合があります）

会員

クルマ関連サービス オリックス自動車㈱

法人会会員価格（もしくは会員優待）

カーリース・カーレンタカー・カーシェアリ
ング各サービス利用にあたって法人会会員メ
リットの適用あり。会員企業とその役員・従
業員、及びその家族が利用可。

会員

福利厚生倶楽部 ㈱リロクラブ

会員限定：入会金半額・月会費特別割引

税制上損金算入できる福利厚生アウトソーシ
ングサービス。従業員の多様なニーズに対応
可能。慶弔見舞金付き特別プラン。

会員

東京法人会連合会　経営支援サービス一覧
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サービス名 提携先 概要・会員メリット 対象 バナー

ビジネス誌の斡旋

㈱日経ＢＰマーケティン
グ
㈱ダイヤモンド社
㈱プレジデント社
㈱東洋経済新報社

法人会会員価格・新規申込特典

主要ビジネス誌の定期購読について会員メ
リット適用あり。
日経ビジネス・日経トップリーダー・週刊ダ
イヤモンド・プレジデント・週刊東洋経済
他

会員

東京ガスのでんき
㈱東京ガス

Ｈ２８年３月スタート！

法人会会員特典あり
電力自由化で、電気料金を削減できるかも。
「電気料金シミューション」実施中

会員

ストレスチェック
サービス

ダイヤル･サービス㈱

Ｈ２７年１２月スタート！
会員特典付「ストレスチェックシステム」

ストレスチェックの義務化（従業員50名以
上）に対応。Ｗｅｂ、ペーパーによる受検を
サポートします。

会員

セコム健康くらぶ セコム医療システム㈱

Ｈ２７年９月スタート！
会員限定：利用権10%ＯＦＦ

最先端医療センター「四谷メディカルキュー
ブ」が誇る高精度の人間ドックと従業員も利
用できる健康・医療に関する電話相談サービ
ス

会員

ホームセキュリティ セコム㈱

会員限定：20,000円（ホーム）
　　　　　初回月額の70%（会社）を還元

会員企業の会社を見守るセキュリティシステ
ムを特典つきでご紹介。

会員

帰宅支援マップサービス ㈱パスコ

会員専用サービス：登録料・基本料０円

地震等の帰宅困難時に備え、ネットで会社と
自宅間の徒歩ルートを検索でき、さらに小冊
子として携行できるようダウンロードできる
もの。
１ＩＤ９５０円（税込み）。

会員

ラフォーレ倶楽部
森トラスト・ホテルズ
＆リゾーツ㈱

ラフォーレ倶楽部
法人会員特別料金で利用できます

会員企業の役員・従業員とその家族が同倶楽
部の宿泊施設等を会員価格で利用できる。利
用は東法連専用サイトから。

会員

四季倶楽部 ㈱四季リゾーツ

パートナープログラムの優遇あり

優良な企業保養所をオールシーズン１泊朝食
付き5,000円で利用できるサービス。予約開
始日の優遇や、年に数回、特別優待プランが
ある。

会員

プリンスホテル ㈱プリンスホテル

各種優待プランあり

日本国内各地のプリンスホテルやゴルフ場・
スキー場が、優待料金で利用できる。

会員

東急ホテルズ ㈱東急ホテルズ

一般向けのネット料金より割安な会員価格

エクセルホテル東急、東急イン等全国の東急
系ホテルを会員価格で利用できる。東急ホテ
ルズ「法人向けサイト」から利用。

会員
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東京法人会連合会からインターネットセミナーのご案内 

インターネットセミナーとは、インターネットに接続できるパソコンがあれば24時間いつで

もセミナーが無料で受講できるオンデマンド型サービスになります。 

開催時間が決まっている集合研修は、忙しい経営者やキーマンにとって一番頭の痛い問題です。インターネット・

セミナーなら24時間アクセス可能で時間を気にせず何時でも受講できます 

遠くのセミナー会場までわざわざ足を運ぶのは面倒。インターネット・セミナーなら、交通のアクセスなど気にせず

会社・自宅・出先などインターネットに接続できるパソコンがあれば何処でも受講できます。 

いろいろなセミナーの中から受講したいと思えるセミナーが選択でき、聞きたいところだけを選んで短時間で受講し

たい、などインターネット・セミナーなら多彩なコンテンツの中から好きな物だけを選んで何回でも受講できます。

社員が年間を通じてセミナーの受講ができ、繰り返しいろいろなセミナーが選択できるようなシステムがほしい。 

などインターネット・セミナーなら常時セミナーを多数掲載。社員それぞれに合ったセミナーを自由に選択できます。

セミナー名 講師 分数 セミナー名 講師 分数 

研
修
・
人
材
育
成

電話応対マナー《パート1》 大井 澄子 36分 

一
般
経
営

驚異のリピート率93％ おづつみ園 
商売繁盛の秘訣 

有限会社 
おづつみ園 

58分 

聴いて広がるコミュニケーション 坪内 美樹 44分 ★ ビジネスに活かせる奇術の技 
７つ道具 TSUKASA 59分 

新入社員向けビジネスマナー お客様
に信頼される社員になる3つの切り札 

七條  
千恵美 

38分 日本経済を牽引する企業へ！ 本橋 聡 65分 

怪しい取引先の見抜き方 元刑事が 
教える騙されない為のポイント 森 透匡 30分 禅のこころ 松原 信樹 82分 

元刑事が教える！ビジネスや日常生活
で役立つ ウソ（人間心理）の見抜き方 

森 透匡 50分 

税
務
・
労
務

簿記の基礎が9割わかる動画セミナー 
（第４回試算表で一覧表にする方法） 

石川 和男 42分 

お客さまとの対話を広げる  
従業員のマナー研修 

能勢  
みゆき 46分 中小企業の海外赴任 労務のポイント 木津 朋之 48分 

ミスが少ない人は必ずやっている5S 西原 裕 47分  ★ 給与計算 入門の入門 塩谷 則子 63分 

本サービス導入法人会のホームページより指定されたIDとパスワードにてログインする事により、豊富なセミナーコンテンツ

の中から「見たいセミナーを、見たい時に、好きなだけ」全て受講ができるようになります。 

本サービスの導入法人会・視聴手順等につきましては東京法人会連合会までお問合せ下さい。 TEL：03-3357-0771

掲載講師やタイトルは変更になる場合がございます。 

（★印は一般の方もご覧いただけます。掲載されているタイトルは、ご覧いただけるものの一部です）

会員は専用IDとパスワードを入れて

ログインする事により多くのコンテ

ンツが視聴可能となります。 
ログインID パスワード ログイン 

ログインIDとパスワードを入力してログインしてください 

●●●●● ●●●●● 

本サービス導入法

人会のホームペー

ジにあるバナーを

クリックします。 

ログインはこちら

をクリックしてID

とパスワードを入

力します。 
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」

No.548-01
誰でもわかる 
決算書の読み方セミナー(前編) 
ジャパン・ビジネス・アシュアランス株式会社 公認会計士

川口 宏之 

No.386
簿記の基礎が9割わかる動画セミナー 
（第１回） ～簿記のキソの基礎～ 
合格率ナンバーワン簿記講師  税理士 

石川 和男 

No.544
ここが変わった！ 
Windows10新機能講座 
株式会社ブレーン パソコンセミナー専任講師 

岩見 誠 

その他、ＤＶＤ約310本、ＣＤ22本、好評レンタル中! 

詳しくは所属法人会（もしくは東京法人会連合会）ホームページより! ! 

「セミナーＤＶＤレンタルサービス」とは、ビジネス、経営、人材育成等に役立つビジネス向けセミナーDVD、CD をインター
ネットから手軽にレンタルできる法人会の会員専用のサービスです。会員であれば無料でご利用することができます。借

りたい作品を申し込むと、登録した住所に郵送でお届けします。返却は郵便ポストに投函するだけです。

〈月間レンタルＴＯＰ３〉 

2 3

無料!! セミナーＤＶＤレンタルサービス
法人会のＨＰから申込みができます 法人会 DVDﾚﾝﾀﾙ 検索 

●利用できる方 

法人会の会員企業 

会員企業の役員および従業員 

●レンタル本数  １回につき３本 

●レンタル期間  ２週間 

●レンタル費用  無料 

（レンタル料、送料ともに無料） 

●利用方法 法人会or東法連のホームページより、セミナーDVDレンタルサービスのページへ

●ご利用イメージ 

1

DVDタイトル 分数 DVD No. DVDタイトル 分数 DVD No. 

研
修
・
人
材
育
成

「空気を読む」を見える化する 

微表情から察する相手のホンネ 
34分 530 

パ
ソ
コ
ン

劇的に文字入力のスピードを上げる 

6つのポイント 
29分 447 

これだけは知っておきたい 

ビジネスマナー(1) 
34分 557-01 中小企業のためのパソコンセキュリティ 25分 493 

これだけは知っておきたい 
ビジネスマナー(2) 

50分 557-02 
社会人必須！ 
「出張報告書」の作成から学ぶ 
社内文書の作り方 

31分 448 

外国人観光客に伝わる！ 
「やさしい日本語接客」実践講座 

42分 521 

一
般
経
営

航空業界から学ぶ 業務上の事故や失敗を 

防ぐエラーマネジメント術 
44分 515 

労
務
・
法
律

明るい職場をつくる ハラスメントの対処法 39分 524 
女性の能力を最大に活かす 

組織運営のポイント 
46分 545 

小さな会社のための「はじめての就業規則」 39分 511 
小さな会社でも実践できる 

1人で100人分の成果が出る IT活用戦略 
40分 504 

税
務
・
財
務

誰でもわかる 
決算書の読み方セミナー(後編)  

59分 548-02 
健
康 
・
高
齢
化 

ハーブビズ 
ストレス社会に負けない 
心と身体が喜ぶ働き方 

43分 540 

お金の流れを先読みできる 
会社のやりくり術！（前編） 

59分 542-01 
塩をもっと食べて100歳まで現役！ 
「適塩ライフ」のススメ 

63分 496 

※月間レンタルTOP3は2016年月の集計になります。タイトルは変更になる場合がございます。 

□新 □新

□新 □新

□新

□新
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無料法律相談 

1時間の無料法律相談をご利用いただけます。 

■利用対象者 

都内法人会の会員企業および経営者等。 

（同一企業の相談は月１回に限らせていただきます） 

■相談内容 

 法律全般 

（近隣トラブル等、内容によってはご相談に応じられない場合があります） 

■提携法律事務所・相談場所

 羽野島法律事務所 ℡：０３－３５９２－０５４１ 

 東京都港区西新橋１－２０－３ 虎ノ門法曹ビル５０１号 

（電話での相談はお受けしておりません） 

■利用手続き 

１．東京法人会連合会あて電話でお申し込みください。 

  ℡：０３－３３５７－０７７１ 

  ①所属法人解明②法人名③相談者名④連絡先TEL･FAX 

  をお知らせください。 

２．お申し込み後、別途、羽野島法律事務所へお電話いただき、 

  相談日時等をお打合せください。 

  その際、必ず「東京法人会連合会の法律相談」利用の旨を 

  告げてください。 

（法律事務所の都合により、お申し込みからご相談まで 

  お待ちいただくことがあり、急なご相談に応じられない場合もあります） 

無 料 法 律 相 談 
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インターネット経由で「東京商工リサーチの企業情報（評点付）」と「ＡＧＳの
信用格付情報」がセットで入手できる

法人会会員様だけのサービスです。

都内法人会会員の皆様へ都内法人会会員の皆様へ

国内・海外の取引先情報の収集がネットで簡単・見やすい！

取引先情報を使った
与信・債権管理がしたい

国内・海外の
企業情報を

手軽に入手したい

ホームページには良い
情報しか載っていない

新規取引の可否判断
なるべく多く情報が欲しい

情報収集のコストを
抑えたい

格付情報が欲しい

取引先情報の収集や管理 こんな課題はありませんか？

金融機関の融資審査ノウハウで

９段階で信用格付
一年間の倒産予測

全国約１７５万社以上の情報

基本情報／業績
評点／概況 など

東京商工リサーチ

国内企業情報 ＡＧＳ信用格付情報

データ無しや情報が古い時は

新規調査を発注
電話取材で１３営業日以内に調査結果返却

東京商工リサーチ

簡易取材調査

登録料・基本料０円！

海外企業の新規調査を発注
３～１６営業日以内に調査結果返却

エクスペリアンジャパン

海外企業調査レポート

詳細・登録（仮申込）・お申込みは、法人会もしくは東京法人会連合会のホームページから
「企業情報・格付情報照会サービス」のバナーをクリックしてください。
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東京商工リサーチ ＴＳＲ企業情報

【お問い合わせ先】

ＡＧＳ株式会社

TEL：０４８－８７７－３３５９

一般社団法人東京法人会連合会
TEL：０３－３３５７－０７７１

～法人会では、別途、独自の「貸倒保証制度」も設けております～

企業情報・格付情報照会サービス ご利用料金

［基本情報］
本社所在地・住所・電話番号・ＦＡＸ番号・業種など
［ＴＳＲ評点］
ＴＳＲの採点基準でつけられた評点
［ＴＳＲ概況］
ＴＳＲの調査による企業概況を文章で表示
［属性情報］
資本金、設立年月、取引銀行、従業員数など
［業績］
最大３期分の業績、売上高・利益金伸び率

［スコアリング結果］
Ａ：財務情報、Ｂ：企業情報どちらか９段階で判定
［予測年間倒産確率］
今後一年間の倒産確率を数値で表示

ＡＧＳ企業信用格付

取得情報 内容 金額

企業情報（評点あり） 業績等、評点算出可能な情報を取得 ５,０００円

企業ダイジェスト（評点なし） 業績等、評点算出可能な情報が取得不可能 ３,０００円

取材不能報告
調査の結果、倒産・合併・廃業等で調査不能
（報告内容には倒産理由などを記載）

１,０００円

東京商工リサーチ 簡易取材調査（電話取材）のご利用料金（税別）

ご利用料金（税別）

企業情報＋格付情報 ２，０００円

一部の企業は格付判定対象外です。格付不能の場合は企業情報のみ１，２００円
（税別）です。

電話による取材です。調査期間は最大１３営業日です。調査先の状況によって取材受付が出来ない場合もありますので予めご了承下さい。

ＩＤ発行には２週間程度お時間を頂きます。先ずは利用登録（無料）を頂きＩＤを取得されることをお勧め致します

※本サービスについて

本サービスは、東京都内法人会の会員の皆様に対して、㈱東京商工
リサーチやエクスペリアンジャパン㈱の情報をＡＧＳ㈱が提供する
サービスです。会員の皆様はＡＧＳ㈱に利用申込をしていただきます。
尚、当チラシはサービスの概要をご案内したものです。詳しくは、利用
申込後にお送りする利用約款等をご覧下さい。

http://www.ags.co.jp/

エクスペリアンジャパン 海外企業調査レポートのご利用料金（税別）

納期

レポート

普通 特急 超特急 優先サービス

16営業日
（*10-15営業日）

１２営業日
（*6-12営業日）

6営業日
（*4-6営業日）

３営業日

各国標準版 20,000円 25,000円 30,000円 35,000円

中国詳細版 48,000円 53,000円 58,000円 -

韓国詳細版 32,000円 37,000円 42,000円 -

統一評価版* 近日開始予定 22,000円 27,000円 32,000円 -

翻訳サービスは別途５日間。１レポート25,000円（税別）です。調査対象国によっては予め日本語レポートを選択することも可能です。
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●リース期間：6年（72回均等払い） ●メンテナンスリース（6ヶ月毎の点検） ●月間走行距離：1,500km以下

＜修復歴 有無＞
修復歴  

ご契約条件

オリックス自動車保証の詳細につきましてはお問合せください。

※初年度登録年月・走行距離数・使用歴・ボディーカラー・装備等の車両の情報につきましては、提供車両をご提案させていただく際に、当社スタッフよ
りご連絡いたしますのでご契約前にご確認いただけます。
※リース契約には審査が必要です。審査の結果ご希望に添えない場合もございますので、あらかじめご了承ください。
※本チラシ掲載のリース料は2016年3月時点(消費税額等込み)のリース料です。消費税率が変更された場合など、リース料は予告なく変更する場合が
ございますので、あらかじめご了承ください。

中古車 状態 左右    ”安心” の商品設計

【メンテナンスサービスの内容】 ●車検 ●法定点検 ●当社基準による点検（6ヶ月毎） ●一般整備・一般消耗品交換 ●タイヤ交換（夏タイヤ込み。※冬タイヤ込みのリース契約の場合は別途リース料設定あり）
●故障修理 ●エンジンオイル交換●バッテリー交換（必要個数） ●代車提供（事故時を除き、車検・修理まで48時間以上の所要が見込まれる場合）

車両本体価格/登録時手数料/登録時車検整備費用/納車陸送費/   期間中       料（車検整備 法定点検 
６ヶ月毎の当社基準による点検）/重量税（   期間分）/自賠責保険料（   期間分）/自動車税（   期間分）
※     料金    契約   不要   ※北海道 沖縄      納車 場合  陸送費用   上記   料 別途月額＜５４０円（税込）＞ 加算 必要      

   終了時 取 扱     
    返却  契約終了      （※買取はできません）

   料 含   費用

■ 「法人のみなさま」のお問い合わせ・お申し込み先 （オリックス自動車）

【電 話】 オリックス自動車 マイカーデスク第二課 担当：大浦、吉村、山田
フリーダイヤル： 0120－094－773 受付時間：平日9:00～18:00（土、日、祝日休み）
※お問い合わせの際、必ず「ご加入の法人会名」を申し出てください。
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◆ビジネスレンタカーの特徴◆

法人（会員企業）のみなさま お問い合わせについて

レンタカーのご案内

◆      法人会会員  優待料金◆ 車種 一例    24時間 利用  比較   料金 単位 円(税込)。
割引率 基本料金        割引率 表記       

カーシェアリングのご案内

月に数回多忙な日が
ある！！

メリット
①

社有車     
時に！！

メリット
②

出張先での移動の
足に！！

メリット
③

◆カーシェアリングの特徴◆

安 楽
●WEB・モバイルからカンタン予約
●カード1枚でカーステーションの
全てのクルマが利用可能

●24時間365日貸出OK
●最短30分～利用可能

◆     料金    ◆

※1 上記料金   消費税等額 含    
※2 個人プランには「A    以外  月額基本料 無料 時間料金(15分あたり)300円の「Bプラン」もございます。但し、上記特別特典は適用されません。詳細
はWEBサイトをご覧下さい。
※3 特典適用期間中  無料利用時間料金 適用        

個人（役員・従業員・その家族）のみなさま お問い合わせについて

問合先：     自動車株式会社 法人営業部
電 話：03-6436-6306

（受付時間：平日9時 17時 土日祝日年末年始 除 ）
お問い合わせの際は、必ず「ご加入の法人会名」を申し出てください。

       利用方法 事前 会員登録 不要  ！！ 
ご予約は「ホームページからの受付」か、下記予約センターへお電話のみと
なります。※ご予約の際は、必ず、下記プラン名でお問い合わせ下さい。
料金等詳細         覧下   
             自動車 東京都内 法人会             
http://car.orix.co.jp/affiliate_cp/wr/campaign/plan_tkyHojin/index.html

     自動車     予約    
0120-30-5543
（受付時間：平日8時 20時、土日祝日8時 17時）

カーシェアリングのご入会方法
     自動車(オリックスカーシェア)webサイトのトップ画面より 【ご
入会はこちら】          入会申込手続  行  下   
その際、運転免許証とクレジットカードをご用意下さい。

【入会申込ページ】
http://orix-carshare.com/join/index.php
※「キャンペーン(識別)    欄  所定     必 入力            入力   場
合、法人会の特典をご享受いただけません。
コードについては、法人会ホームページに掲載の当サービスに関わるバナーからお入りいただき「カーシェ
アリング(個人)」のページをご覧ください。

クラス 車種例
一般料金
(24時間）

法人会会員特別料金
法人（24時間） 個人（24時間） ハイシーズン料金

乗
用
車

ＫＳ タント・ＮＢＯＸ等 7,020 5,400  5,967  7,160
SA デミオ、フィット、ヴィッツ等 8,100 5,400  6,885  8,262
ＥＡ フィットハイブリッド等 9,720 6,048  7,582  9,098

ワ
ゴ
ン
ＷＡ セレナ、ステップワゴン等 20,520 11,124  16,211  19,453

商
用
車

VA プロボックスバン等 10,260 5,400  6,977  8,372
VOA ライトエースバン 11,340 6,588  7,031  8,437
ＶＯＣ ハイエースバン等 15,660 8,424  7,830  9,396

※消費税込みとなります。 ※免責保障料は、含みません。

※ハイシーズン期間は、ＧＷ：4/29～5/5、夏季：8/10～8/16、年末年始：12/29～1/3となります。

個人Ａプランのみ特典が適用されます。
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ラフォーレ倶楽部の宿泊施設等を法人会会員特別料金でご利用いただけます。

■利用対象者 

都内法人会会員企業およびその企業の役員・従業員とその家族 

■主な施設 
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■利用手続き 

【ネットでのご予約】 

  東京法人会連合会ホームページの会員専用ページもしくは 

  ラフォーレプラスにアクセス  

【電話でのご予約】 

ネット予約には法人会員番号・法人パスワードが必要です。 

電話予約には法人会員番号・会員名・法人会番号が必用です。 

詳細は、東京法人会連合会ホームページ→会員専用ページ→会員専用ＷＥＢサイト 

でご確認ください。 こちらでご確認ください 
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優良な企業の保養所をオールシーズン１泊朝食付き 5,000 円でご利用いただ

けます。特別優待プランの実施、予約開始日の優遇、会員専用ダイヤルなどさま

ざまな特典があります。 

■利用対象者 

 都内法人会会員企業およびその企業の役員・従業員とその家族 

■施設の詳細 

 四季倶楽部ホームページをご覧ください（http://www.shikiresorts.com/）。 
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■利用手続き 

【ネットでのご予約】 

【電話でのご予約】 

 パートナー企業・団体会員専用予約センターにお電話ください。 

■注意事項その他 

 四季倶楽部ホームページの  ご予約の前に  をご確認ください。 

 ・お支払い方法は「現金」のみとなっています。 

 ・地域によっては別途入湯税が必要となることがあります。 

 ・和室の布団の上げ下げはお客様自身にお願いしています。 

ご予約には所属団体名・パートナー企業コードが必要です。 

詳細は、東京法人会連合会ホームページ→会員専用ページ→四季倶楽部 

でご確認ください。 

初回予約時に 

マイページ登録が

必要です。 

ＴＥＬ：０３－５６９５－２５００ 

（年中無休）9:00～19:00 
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日本国内各地のプリンスホテルやゴルフ場・スキー場が、優待料金でご利用

になれます。 

■利用対象者 

 法人会会員企業及びその企業の役員・従業員とその家族 

■施設・利用料金等 

 プリンスホテル契約団体専用ホームページをご覧ください。 

http://www.princehotels.co.jp/keiyaku/top.html
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■ご利用方法 

■お問い合わせ 

ご予約には団体名が必要です。 

詳細は、東京法人会連合会ホームページ→会員専用ページでご確認ください。 
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全国の東急系ホテルを、一般向けネット料金より割安な会員価格でご利用いた

だけます。 

■利用対象者 

 都内法人会会員企業およびその企業の役員・従業員とその家族 

■料金イメージ 

■ホテル一覧 

●北海道・東北 

釧路東急イン 
帯広東急イン 

札幌エクセルホテル東急 
札幌東急イン 
ホテルグランデコ 

●関東（東京以外） 

成田エクセルホテル東急 
横浜ベイホテル東急 

●九州・沖縄 

小倉東急イン 
博多エクセルホテル東急 

ホテル東急ビズフォート博多 
熊本東急イン 
鹿児島東急イン 

ホテル東急ビズフォート那覇 
宮古島東急リゾート 

●近畿 

京都東急ホテル 
和歌山東急イン 
大坂東急イン 

ヴィアーレ大坂 
新大阪江坂東急イン 
神戸東急イン 

ホテル東急ビズフォート神戸本町 

●東京 

ザ・キャピトルホテル東急 
赤坂エクセルホテル東急 
セルリアンタワー東急ホテル 

渋谷エクセルホテル東急 
渋谷東急イン 
羽田エクセルホテル東急 

新橋愛宕山東急イン 
大森東急イン 
吉祥寺東急イン 

●東海・中部 

新潟東急イン 
上田東急イン 
松本東急イン 

富山エクセルホテル東急 
金沢エクセルホテル東急 
名古屋東急ホテル 

名古屋栄東急イン 
白馬東急ホテル 
蓼科東急リゾート 

伊豆今井浜東急リゾート 
下田東急ホテル 

●中国・四国 

松江東急イン 

ホテル東急ビズフォート広島 
下関東急イン 
徳島東急イン 

高松東急イン 
松山東急イン 
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■ 利用手続き 

【ネットでのご予約】 

 東急ホテルズ 契約法人サイト http://www.tokyuhotels.co.jp/ja/biz/

スマートフォン・モバイルサイト 

   http://www.tokyuhotels.co.jp/biz-m/ 

ご予約には法人会員番号とパスワードが必要です。 

詳細は、東京法人会連合会ホームページ→会員専用ページ→東急ホテルズ 

でご確認ください。 
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【お問い合わせ先】 

一般社団法人 東京法人会連合会 
ＴＥＬ：０３－３３５７－０７７１  ＦＡＸ：０３－３３５７－０７７２ 

ＵＲＬ：http://www.tohoren.or.jp
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