
ネット２１ボランティアカード付属サービス概要
契約企業・団体名 優待利用施設 優待対象者 利用方法 優待内容

リソルライフサポート㈱
　　　（リソル／ＲＥＳOL)

ネット２１ホームページ参照 ネット２１ボランティアカード（Ａタイプ）会員とその同伴者 ライフサポート倶楽部ホームページ内から
会員専用ホームページにアクセスして利用

利用施設、プランにより異なる

㈲さくら綜合レジャー ・指定の旅館、ホテル ネット２１ボランティアカード会員本人とその同伴者 予約時にネット２１カード会員である旨を申告 特別料金にて利用可

㈱旅クラブジャパン ・指定の旅館、ホテル ネット２１ボランティアカード会員本人とその同伴者 予約時にネット２１カード会員である旨を申告 特別料金にて利用可

㈱浦和ロイヤルパインズホテル 浦和ロイヤルパインズホテル ネット２１ボランティアカード会員 ・予約時にネット２１カード会員である旨と、
　カード記載の会員番号を申告
・チェックインの時にカードを提示

・宿泊の優先予約
・ホテルへの直接予約に限り、法人顧客料金を適用

那須興業㈱ 那須高原ホテルビューパレス
那須りんどう湖ＬＡＫＥ ＶＩＥＷ

・ネット２１ボランティアカード会員本人とその同伴家族 ・予約時にネット２１カード会員であることを申告し予約
・施設利用時にフロントにカードを提示する

特別料金にて利用可
カード提示にて施設内売店で10％割引

那須高原リゾート開発㈱ 那須どうぶつ王国 ・ネット２１ボランティアカード会員本人とその同伴家族
・連合埼玉組合員

施設利用時に、発券された優待券・カードを提出、提示 特別料金にて入国可

㈱聚楽 水上ホテル聚楽 ネット２１ボランティアカード会員本人とその同伴者 ・予約センターにネット２１カード会員であることを申告し予約
・施設利用時にフロントにカードを提示する
　◇予約センター　0278-72-2521

◇Ａタイプ：通常宿泊料金10％割引+
　　　　　　　夕食時ワンドリンクサービス
◇Ｂタイプ：通常宿泊力金5％割引+
　　　　　　　夕食時ワンドリンクサービス

㈱スパサンフジ 湯楽の里・喜楽里　全１９店 ネット２１ボランティアカード会員本人とその同伴者 利用時にカードを提示 利用施設により異なる

(一社)埼玉県物産観光協会 埼玉県物産観光館「そぴあ」 ネット２１ボランティアカード会員とその同伴家族 利用時にカードを提示 全品10％割引（一部除外商品あり）

㈱新井園本店 新井園本店 ・ネット２１ボランティアカード会員
・連合埼玉組合員

・ネット２１ホームページより申込書をダウンロード→ＦＡＸにより
申し込み

狭山茶ペットボトル
1ケース（350ml×24本）を2,160円
1ケース(500ml×24本）を2,500円
いずれも2ケース以上、偶数ケースにて注文

㈱広沢園 広沢園 ・ネット２１ボランティアカード会員
・連合埼玉組合員

・ネット２１ホームページより申込書をダウンロード→ＦＡＸにより
申し込み

狭山茶ペットボトル
1ケース(500ml×24本）を2,500円
2ケース以上、偶数ケースにて注文

有限会社美やま温泉 ホテル美やま ・ネット２１ボランティアカード会員本人とその同伴者
・連合埼玉組合員とその同伴者

予約時にネット２１カード会員、もしくは連合埼玉組合員本人で
ある旨を申告

優待料金にて利用
また、ネットカード会員本人とその同伴者に対し、ウエルカム
ドリンクの提供

㈱かんなん丸 ・「庄や」・「日本海庄や」　など、
『かんなん丸グループ』の店舗

ネット２１ボランティアカード会員 「ネット２１カード」のロゴマークがレジ等に貼付されている店舗
において、会計時にカードを提示

飲食料金１０％割引

ホリイフードサービス㈱ ・「隠れ菴 忍家」「北海道九州紀行 忍家」
　「ジャパニーズダイニング味斗」を含む店舗
※「しゃぶしゃぶ三昧 巴」を除く

ネット２１ボランティアカード会員 会計時にカードを提示 飲食料金１０％割引(月～木曜日、日祝日)
※金～土曜日、祝前日は５％割引

㈱イーストン いただき コッコちゃん 浦和店 ネット２１ボランティアカード会員 会計時にカードを提示 飲食料金１０％割引

㈱東天紅 中国料理　東天紅ＪＡＣＫ大宮店 ネット２１ボランティアカード会員 ・会計前にカードを提示
・宴会で利用の場合は、申込時にカード利用を申告

飲食料金１０％割引

㈱埼玉種畜牧場
（サイボクハム）

レストラン サイボク ネット２１ボランティアカード会員本人とその同伴者 ①注文時にカードを提示
・割引対象メニューを注文
②会計時にカードを提示

対象メニュー10％割引

㈱アクロスリング 昔ばなし / うみ道楽 / 土佐宿毛マーケット
カラオケビッグウェーブ　　　の指定店舗

ネット２１ボランティアカード会員本人とその同伴者 会計時にカードを提示 利用金額10％割引

健康中華庵 青蓮 さいたま新都心店 健康中華庵　青蓮　さいたま新都心店 ネット２１ボランティアカード会員本人とその同伴者 　 利用金額10％割引(ランチ利用時100円引)

熟成和牛焼肉 丸喜 熟成和牛焼肉　丸喜 ネット２１ボランティアカード会員本人とその同伴者 会計時にカードを提示 利用金額10％割引

浦和ワシントンホテル㈱ 浦和椿山荘 ネット２１ボランティアカード会員本人とその同伴者 会計時にカードを提示 利用金額10％割引

函館パターテ㈱ 川越パターテ ネット２１ボランティアカード会員本人とその同伴者 会計時にカードを提示 ジェラート全種類定価の10％割引

㈱モンテローザ 目利きの銀次(和光市南口駅前・浦和西口駅前・本川越駅前）

山内農場(和光市南口駅前・川越西口駅前・大宮東口駅前・大宮駅西口駅

前・浦和西口駅前）

魚民(川越西口駅前・大宮東口駅前・大宮西口駅前・浦和東口駅間・浦和駅

西口駅前）

月の宴(大宮東口駅前）　/　N白木屋(大宮東口駅前）

千年の宴(浦和西口駅前）　/　笑笑(本川越駅前）

ネット２１ボランティアカード会員本人とその同伴者 会計時にカードを提示 ◇利用金額の10％割引（ただし、飲食の合計が2,000円以上
より利用可、値引き上限5,000円まで、ランチ対象外）
◇宴会コース(飲み放題付き）6名以上の利用で対象コース1
名分の料金無料(一部対象外コースあり）
いずれも他の優待サービス（単品飲み放題含む)との併用不
可

牛タン大衆酒場　べこたん浦和店 牛タン大衆酒場　べこたん浦和店 ネット２１ボランティアカード会員本人とその同伴者 予約・注文時にカード提示 ①９名以下で利用の際は、乾杯ドリンクをサービス
②１０名以上で利用の際は、乾杯ドリンクおよび牛タン一皿
をサービス
③１０名以上でコースを利用の際は、特別サービス

浦和原価酒場 はかた商店 浦和原価酒場 はかた商店 ネット２１ボランティアカード会員本人とその同伴者 入店時にカード提示 飲み物を原価料金の半額にて提供。ただし利用上限は2,000
円まで

㈱グランドボウル 新狭山グランドボウル ◇優待対象者
　連合埼玉組合員とその家族・同伴者

◇特別優待対象者
　ネット２１ボランティアカード会員本人

◇優待対象者
　専用クーポン券を利用前にフロントに提出

◇特別優待対象者
  利用時にネット２１カードをフロントに提示

◇優待対象者
・ボウリング１ゲーム100円引き
・団体パック料金より1名様100円引き
◇特別優待対象者
・優待内容に加え、フリードリンクをサービス

㈱浦和スプリングレーンズ ①浦和スプリングレーンズ
　　さいたま市南区鹿手袋1-1-1
②川口スプリングレーンズ
　　川口市川口6-3-34

・連合埼玉組合員と同伴家族
・ネット２１ボランティアカード会員本人と同伴家族

施設利用の際、フロントに優待対象者であることを申告 ◇連合埼玉組合員
　例）ボウリング１ゲーム　通常料金より50円引き
◇ネット２１カード会員
　・ボウリング１ゲーム　通常料金より100円引き
　・大人パック、ファミリーパック　1人につき100円引き
　・大人パック、ファミリーパック　１人につき50円引き

㈱アイエス 　　（音楽・演芸・映画等の鑑賞） ・ネット２１ボランティアカード会員とその家族
・一社）埼玉労福協の役職員およびその家族

メール、電話、FAXによる、チケットの申込 イベントチケットの特別価格による販売

シダックス・コミュニティー㈱ 指定店舗 ネット２１ボランティアカード会員 仮カードとネット２１カードを持参し、シダックス会員になった上
で利用可

・会員料金で利用可
・ルーム料金、飲食料金等の年間の累計
　金額の１％がネット21に還元（寄付）

全栄企画㈱ 中京テレビ（株）が企画・運営する「ディズニー・ライ
ブ」、「ディズニーオンアイス」など

・ネット２１ボランティアカード会員とその家族
・一社）埼玉労福協の構成団体の役職員およびその関係者

優待価格の鑑賞用入場券に関するチラシ等記載の方法にて利
用

鑑賞用入場券の料金を優待価格にて提供

㈱乗馬クラブクレイン 乗馬クラブ　クレイン伊奈 ネット２１ボランティアカード会員本人とその家族 受付時にカードを提示 乗馬スクール1回コースの30％割引
ならびにワンドリンクサービス
（※別途レンタル・保険料は必要）

㈱キョードー東京 ネット２１ボランティアカード会員本人とその同伴者 メール、電話、FAXによる、チケットの申込 イベントチケットの特別価格による販売

那須八溝物産㈱ ①那須小川ゴルフ
　　栃木県那須郡那珂川町三輪1283番地
②南平台温泉ホテル
　　栃木県那須郡那珂川町小口1342

・ネット２１ボランティアカード会員
・連合埼玉組合員と同伴者

予約時に優待対象者である旨を申告
　◇東京予約センター　　03-5256-7066
　◇担当者直通(毛利）　 090-2679-0313

例）那須小川ゴルフクラブ
　　　平日　7,900円→5,580円
　　南平台温泉ホテル
　　　平日　13,000円→9,000円

リソルゴルフマネジメント東日本㈱ 北武蔵カントリークラブ ・ネット２１ボランティアカード会員
・連合埼玉組合員

西東京ゴルフ倶楽部

スパ＆ゴルフリゾート久慈

南栃木ゴルフクラブ

伊香保ゴルフ倶楽部

㈱ダイワリゾート ①ゴルフ＆ホテル ベルセルバ市原コース
　　千葉県市原市平蔵2579-1
②ゴルフ＆ホテル ベルセルバさくらコース
　　栃木県さくら市鹿子畑1408-2

ネット２１ボランティアカード会員 予約申し込み時に、ネット２１会員である旨を申告

那須陽光ゴルフクラブ㈱ 那須陽光ゴルフクラブ
那須陽光ホテル

ネット２１ボランティアカード会員本人とその同伴者 予約時に「ネットワーク２１運動」である旨を告知し、受付にて
ネット２１カードを提示

①優待料金で利用
②那須陽光ゴルフクラブにて練習場ボール1籠サービス

葬祭事業協同組合埼玉こすもす 加盟葬儀社、指定斎場 ネット２１ボランティアカード会員 ネット２１カード会員である旨を申告 ・総合葬祭サービスの提供
・葬儀施行の清算書の２％がネット21に還元(寄付）

アルファクラブ武蔵野㈱ ベルヴィ武蔵野　/　ベルヴィギャザホール
ハウス オブ ザ マカロン　/　ベルヴィアイトピア
ベルヴィ・ザ・グラン　/　ディアナ・マリエール
アズ グレイス　/　フラールガーデン春日部
ベル・ブラージュ

ネット２１ボランティアカード会員本人と
その同伴者

予約時に「ネットワーク２１運動」である旨を告知し、受付にて
ネット２１カードを提示

①婚礼においては、契約時見積もりより5％引き
②宴会使用時は、乾杯酒を人数分サービス

㈱日本トリム 　
・ネット２１ボランティアカード会員
・連合埼玉組合員

予約申し込み時に、ネット21カード会員もしくは連合埼玉の組合
員である旨を申告

特別価格にて提供
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①予約申し込み時に、ネット21カード会員もしくは連合埼玉の組
合員である旨を申告
②当日までにネットホームページより専用サイトに入り、クーポ
ンを印刷
③当日受付時に、ネット21カードならびにクーポン券を提示す
る。

◇ネット21カード（Ａタイプ）会員：
　特典１ 土日祝：1,500円引、平日：500円引
　特典２ モーニングコーヒー１杯サービス
　特典３ 粗品プレゼント
◇ネット21カード（Ｂタイプ）会員ならびに
　 連合埼玉組合員：
　特典１ 土日祝：1,000円引、平日：300円引
　特典２ モーニングコーヒー１杯サービス


