
【給付金】

種類 該当事由 必要書類 対象者

結婚祝金 会員が結婚したとき 婚姻事実が確認できるもの(婚姻届受理証明書、戸籍抄本・謄本等の写し) 会員

出産祝金 会員・会員の配偶者が出産したとき 出生事実と申請者との続柄が確認できるもの　（母子手帳の写し） 〃

会員が死亡したとき 死亡の事実、申請者(会員のご遺族)との続柄が確認できる書類※1 会員のご遺族

会員の配偶者が死亡したとき

会員の一親等血族(実父母、養父母、実子、養子)が死亡したとき

傷病見舞金 会員がケガ・病気により連続して３０日以上欠勤したとき 傷病及び欠勤が確認できるもの　診断書＋欠勤証明書等 〃

災害見舞金 火災等による住宅災害 消防署発行の罹災証明書等 〃

災害見舞金 自然災害による住宅災害 　　　　　　〃　 〃

永年勤続慰労金３５年 申請書のみ 〃(従業員のみ)

永年勤続慰労金２５年 　　〃　　　　　　　　　　　　　　　　　 〃　　　　〃

永年勤続慰労金１５年 　　〃　　　　　　　　　　　　　　　　　 〃　　　　〃

①ハートプル窓口で割引販売しているチケット類(事前に窓口で購入し各施設でご利用ください)
ご利用範囲

シティスポーツクラブWOODY(尼崎)
グンゼスポーツクラブつかしん(尼崎)
サンシビック尼崎屋内プール

ハーティ２１　プール・トレーニング(尼崎)

塚口さんさん劇場　
MOVIX松竹系　
ＴＯＨＯ ＣＩＮＥＭＡＳ東宝系　
吉本興業直営劇場（ＮＧＫ・祇園花月）
つかしん天然温泉　湯の華廊　入場券
関西サイクルスポーツセンター入場+乗り物フリーパス
神戸アンパンマンこどもミュージアム
＆モール＆バイキンひみつ基地
六甲山スノーパーク（冬季限定）

金　券 こども商品券

②ハートプル窓口で配布している割引券類(事前に窓口で受取り後、各施設でご利用ください)
ご利用範囲

東京ディズニーリゾート　

ナガシマスパーランド(長島)　

③ネット予約で割引が受けられる
ご利用範囲

ハートプル
クラブ

キッザニア甲子園(例年４月中旬～２月中旬までの期間) 会員・会員家族

ハートプル
クラブ

キッザニア甲子園(例年４月中旬～３月中旬までの期間) 会員・会員家族

④野球観戦･観劇･コンサート等(機関紙で事前にお知らせしますのでお申し込みください。応募多数の場合は抽選となります)
ご利用範囲

⑤宿泊補助(各施設へ予約後、代金支払いまでにハートプル窓口で割引補助券の発行を受けてください。発行申請手続きはFAX・郵送が便利です。)

ご利用範囲
(香住)こころのお宿「庵月」
(竹野)サイド城崎たけの館
(網野)夕日ケ浦温泉　海舟
(久美浜)時の宿まつだ
(久美浜)丹後神野温泉旅館　すずらん
(宮津)由良民宿組合
(浦富)浦富観光協会
(高浜)良美旅館
(小代)スキー民宿　美方パレス
(村岡)ハチ北観光協会
(篠山)ユニトピアささやま
(播磨)いこいの村はりま(ひょうご憩の宿)
(播磨)赤穂ハイツ(ひょうご憩の宿)
(篠山)新たんば荘(ひょうご憩の宿)
(六甲)六甲保養荘(ひょうご憩の宿)
(淡路島)津名ハイツ(ひょうご憩の宿)
(神戸)ホテル北野プラザ六甲荘
(神戸)シーサイドホテル舞子ビラ神戸
(和歌山)平佐館
(蒜山)ペンションエルモンテ

会員
小学生以上の会員家
族

大人\2,400　子供A・身長110㎝以上\2,100　子供B・身長110㎝未満\1300　シルバー\1，900

入場券 大人・子ども共\1,260　　(年間８枚まで購入可)

提供内容

ｻｰﾋﾞｽｺｰﾄﾞ予約サイトからｻｰﾋﾞｽｺｰﾄﾞ を入力しｸﾚｼﾞｯﾄ決済で\500割引
サービスコード【KH1071335】

アイビーシート（共済特別価格）
内・外野自由(共済特別価格）

ｻｰﾋﾞｽｺｰﾄﾞ予約サイトからｻｰﾋﾞｽｺｰﾄﾞ を入力しｸﾚｼﾞｯﾄ決済で\500割引
サービスコード【KH1071334】

提携施設名等

大人\830温　泉

提携施設名等

提供内容

(全国)セラヴィリゾート泉郷

割引券　コーポレートプログラム\500割引券　　(年間10枚まで発行可)

入場割引券　入場券\800　小学生\300　幼児(2才以上)￥0　パスポート等割引有

提供内容

提携施設

　
会員
小学生以上の会員家
族
年度内　４回

ちぐさ旅館･津山国際ホテル・奥津温泉みやま荘・ﾘﾊﾞｰｻｲﾄﾞまるやま荘･お
じろ観光事業(協)･ﾎﾃﾙﾓﾝﾃﾛｰｻﾞ･民宿旅館つね乃家･まるしもや波華桜･
民宿まるふじ･浦風・旅館ナラヤ・ﾌﾞﾙｰﾘｯｼﾞﾎﾃﾙ･旅館夕日ケ浦　等

会員一泊\2,000　会員家族一泊\1,000補助
(年間会員・会員家族４泊まで補助可)
各施設へ予約後、代金支払いまでにハートプル窓口で割引補助券の発行を受けてくだ
さい

会員･家族１泊\1,000補助(年間会員・会員家族４泊まで補助可)
予約は電話050-5846-1234かネット(初回のみ利用者登録が必要。ｾﾗｳﾞｨﾘｿﾞｰﾄ泉郷→
団体様専用ﾍﾟｰｼﾞ→ﾈｯﾄ予約→初めてご利用される方→企業ID:64825591　ﾊﾟｽﾜｰ
ﾄﾞ:amakyosai)
予約後、代金支払いまでにハートプル窓口で割引補助券の発行を受けてください

提供内容

提携施設名等
甲子園入場割引券

会員・会員家族オリックス・バッファローズ大阪・神戸　観戦券
神戸国際会館･新歌舞伎座・宝塚大劇場ほか観劇･コンサート等 割引観劇券･割引鑑賞券等(共済特別価格）

映画鑑賞券 大人\1200　　(1回４枚まで購入可)
劇場鑑賞券 大人 ＮＧＫ\3,400・祇園花月\2,700   (1回4枚まで購入可)

映　画
吉本直営劇場

映画鑑賞券 大人\1,060　小人\520

利用券 トレーニング15才以上\410   プール+トレーニング15才以上ﾞ\640
          プール15才以上\490　プール15才未満\190

2022年11月現在(内容は変更になる場合があります。お問い合わせください。)　

給付金額

１０，０００円

１０，０００円

３５，０００円

　　該当事由が発生したら６か月以内に給付申請書に必要書類を添えて事業所を通じて事務局へ申請してください。
　　(必要書類については事務局にお問い合わせください)

ハートプル（尼崎市中小企業勤労者福祉共済）通年サービス一覧
他のサービス(家庭常備薬のあっ旋･ブッフェ利用補助・日帰入浴利用補助など)は機関紙を通じてお知らせいたします。

死亡弔慰金

会員・会員家族

トイカード（500円分）　\400　（会員1回6枚まで購入可）

会員死亡の事実、申請者(会員)との続柄が確認できる書類※1

入園引換券　大人\1,580　小人\820　※シーズンにより変動あり

レジャーランド

利用券 高校生以上\530　(1回4枚まで購入可)

映画鑑賞券 大人\1200　　(1回４枚まで購入可)

１５，０００円

５，０００円

１５，０００円

30,000円～150,000円

4,500円～45,000円

３０，０００円

２０，０００円

１０，０００円

※1　死亡診断書・死亡届・全部個人事項証明・除籍謄本・戸籍謄本等の写し

【福利厚生等(施設優待･野球観戦･観劇･コンサート･各種利用補助(宿泊･旅行･還暦旅行･人間ドツク･事業所健診・予防接種など)】
　　　※「ご利用範囲」欄説明         会員：会員本人、会員家族：会員の配偶者、父母、義父母、子

提携施設名等 提供内容

レジャーランド
温泉

プール
会員・会員家族

利用券 大人小人共通\510　(1回4枚まで購入可)
スポーツ

トレーニング
利用券 大人\480　小中学生\270

予約



⑥旅行補助(提携会社で旅行予約後、代金支払いまでにハートプル窓口で割引補助券の発行を受けてください。発行申請手続きはFAX・郵送が便利です。)

ご利用範囲

ANAトラベルズ・クラブメッドなど　　会員\2,000　家族\1,000補助

⑦還暦旅行補助(提携会社で旅行予約後、代金支払いまでにハートプル窓口で割引補助券の発行を受けてください。発行申請手続きはFAX・郵送が便利です。)

ご利用範囲

会員(60歳になった歳
から1年間または申請
後半年以内)

⑧人間ドック受診補助(提携受診機関予約後、代金支払いまでにハートプル窓口で割引補助券の発行を受けてください。発行申請手続きはFAX・郵送が便利です。)

ご利用範囲

⑨事業所健診受診補助(事業所単位でご希望の提携健診機関を選び、ハートプル事務局へお申込ください。詳しくは事務局へお問い合わせください)

ご利用範囲

⑩予防接種補助(申請時期は機関紙でお知らせします。接種後､領収書等の接種費用の支払金額がわかるものを保存しておいてください)

ご利用範囲

⑪ハートプル会員証提示で割引等が受けられる施設(現地提携施設でハートプル会員証を提示してください・ﾊｰﾄﾌﾟﾙｸﾗﾌﾞのメニューもご利用ください)

ご利用範囲
尼崎テクノランド(ゴルフ練習場) 会員・家族

尼崎スポーツの森　プール・フィットネス 会員と同伴３名まで
尼崎スポーツの森　プール 会員と同伴３名まで
尼崎スポーツの森　ウォーターパークアマラーゴ 会員と同伴３名まで
尼崎スポーツの森　アイススケート 会員と同伴３名まで
グリーンアリーナ神崎(ゴルフ練習場) 会員・家族

タイヨーパークレーン(ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ) 会員・家族

スカイバレースキー場(村岡)　冬季 会員・家族

おじろスキー場 会員

尼崎総合文化センター文化教室 会員・家族

尼崎総合文化センター美術ホール 会員と同伴３名まで
尼崎市中小企業センターパソコン教室 会員・家族

英会話7アクト 会員と会員からの紹介者
杭瀬自動車学校(尼崎) 会員・家族・同伴２名まで

武庫川自動車学校(尼崎) 会員・家族・同伴２名まで
服部緑地乗馬センター(豊中) 会員・家族

極楽湯（尼崎店） 会員

有馬温泉金の湯 会員と同伴３名まで
有馬温泉銀の湯 会員と同伴３名まで
大江戸温泉物語箕面温泉スパーガーデン 会員と同伴４名まで
関西サイクルスポーツセンター(河内長野) 会員と同伴４名まで
太陽公園(姫路) 会員と同伴４名まで
神戸どうぶつ王国 会員と同伴４名まで
UCCコーヒー博物館(神戸) 会員と同伴者
姫路市立手柄山温室植物園(姫路) 会員と同伴４名まで
奇跡の星の植物館　県立淡路夢舞台温室(淡路島) 会員と同伴１名まで
遊園地・テーマパーク　ユニトピアささやま(篠山) 会員・家族

大阪府立大型児童館ビッグバン(堺) 会員と同伴４名まで
武庫川渡船　BBQ広場 会員・同伴家族

ミュージックグルメ船コンチェルト神戸 会員と家族５名まで

六甲有馬ロープウェー 会員と同伴４名まで
ジャンボカラオケ尼崎 会員・家族

フェリーさんふらわあ大阪・神戸 会員・家族

神姫バス株式会社神姫観光 会員・家族

都ホテルニューアルカイック尼崎 会員・家族

居酒屋「万」尼崎 会員・家族

宝塚動物霊園宝塚 会員・家族

ハヤセ発毛倶楽部尼崎 会員

家庭薬膳料理教室　大恵西宮 会員・家族・同伴者

大人\440　小人\230　幼児\90

大人(平日)\1,280(土日祝)\1,680　小学生\780　幼児\480

約２0%OFF

大人\1700  ｼﾙﾊﾞｰ\1200  小人\950  幼児\250

大人\240　以下無料

提供内容

提供内容

\20,000以上の旅行\8,000補助　\20,000未満代金の40%補助

10%OFF

温浴
温泉

レジャー

交通

飲食
その他

入学金\2,160免除ほか特典多数

入場料10%OFF

一部受講料10%OFF

入会金\3,400免除

普通科教習\10,000OFF

普通四輪～大型二輪　\5,000～\3,000OFF

体験乗馬5,060

大人\160　小人\50

ｼﾆｱ\270　大人\540　高校生\270　中学生以下無料　

入場料10%OFF

入場20%OFF

大人\2,200　女性\2,000　高校生\1,900 中学生\1,500 小学生\1,000　幼児は無料

大人\1,100　小人\550

大人\810/\1,460　小人\410/\730　片道/往復

15名以上幹事1名無料　宴会以外10%OFF

貸ﾀｵﾙ､貸ﾊﾞｽﾀｵﾙ無料

大人\520　小人\270　幼児\110

市民健康開発センター　ハーティ２１

友の会入会金\5,400免除

3ゲーム \1,250

リフト1日+1，000円食事券　平日\4,000　休日\4,500

ＪＴＢ　ｲｵﾝﾓｰﾙ伊丹店

提供内容

提携会社

株式会社三洋航空サービス　六甲道営業所
ＪＴＢ　ｲｵﾝﾓｰﾙ伊丹店

提携受診機関

提携会社

スポーツ

大人リフト1日券（ゴンドラ+リフト）　平日\3,500　土日祝\3,900

　※⑥旅行補助　⑦還暦旅行補助　併用は不可です。

対象予防接種
インフルエンザ 会員

提携施設名等

会員１人につき１回のみ\1,300補助　※年度により変更あり

提供内容
ﾏｲﾔｰﾃﾞｰｼﾞｶｰﾄﾞ入会金額の10%OFF(\3000以上)

大人\1,000　高齢者（70歳以上）￥500

大人\750　　中・高生\400　小学生\300　高齢者（70歳以上）￥400

大人\1,200　中・高生\700　小学生\600　高齢者（70歳以上）￥700

大人\1,200　中・高生\700　小学生\500　高齢者（70歳以上）￥700

初回\2,000ほか

教室\3,300/人・回　貸しｷｯﾁﾝ\4,800(10:00-14:00)

一般ﾙｰﾑ料金20%(3名以下は10%)OFF

20%OFF

ﾊｰﾄﾂｱｰ募集型企画旅行全商品3%OFF

宿泊S\8,000 T\12,000～　ウエディング料理等10%OFF

まなぶ

島田クリニック
ヒューマンメディカル　尼崎新都心病院検診センター
兵庫県予防医学協会
医療法人明医会
カーム尼崎健診プラザ

大隈病院(尼崎)
大原病院(尼崎)
関西ろうさい病院(尼崎)
近畿中央病院(尼崎)
合志病院(尼崎)
尼崎新都心病院(尼崎)
市民健康開発センター　ハーティ２１(尼崎)

尼崎中央病院(尼崎)

会員

辻クリニック(尼崎)
つかぐち病院(尼崎)
カーム尼崎健診プラザ(尼崎)

診断料\20,000以上で\5,000補助

提供内容

Ａｾｯﾄ\2,000補助
Bｾｯﾄ\1,000補助

会員

提携健診機関

株式会社日本旅行Tis　三ノ宮支店
日旅ｻｰﾋﾞｽあまがさきｷｭｰｽﾞﾓｰﾙ営業所
東武トップツアー株式会社　神戸支店

エース・ルック･ﾀﾞｲﾅﾐｯｸなど　　　会員\2,000　家族\1,000補助
提供内容

ＷＥＮＳ赤い風船・マッハ･ベストなど　　会員\2,000　家族\1,000補助

ＦＥＥＬなど　　会員\2,000　家族\1,000補助

会員
小学生以上の会員家
族
年度内　４回

株式会社三洋航空サービス　六甲道営業所

10%OFF


