2005年春から施行されております会員登録制度ですが、多数の企業・団体から法人契約を結んでいただき
会員に対しての特典サービスも充実の度合いを増しています。今後も随時、提携先は追加されていく予定です。
企業名

期間
随時
随時

（時期・場所により
対象外あり）

ハートンホテル

後楽園

高野山
INSPA

シダックスコミュニティー（株）
レストランカラオケシダックス ほか

つきじ海賓
釜福

サンアロハ

炭 火 焼 鳥

らぁめん大山
風神雷神

株式会社
ムラサキスポーツ

はるやま商事
（株）イサミ
ボディメーカー

水道橋店・難波店
マーシャルワールド
水道橋店

神戸クリニック
ユーエルシー接骨師会

優待方法

10％ OFF

web 予約時、
クーポンコード「CS10」と入力して下さい。検索時「
【10%OFF】
法人割引」と表示されます。電話予約時、ご担当者様へ『新極真会会員です』
と告げて下さい。リザベーションセンター :TEL.03-6866-4343

スタンダードプラン料金より 10% 割引 & 朝食無料 web 専用ページ、または『法人予約センター』からご予約下さい。 詳細は
サービスなど。
新極真会ウェブサイト内の提携企業ページをご確認下さい。

随時

ハートンホテルチェーン（南船場、心斎橋、西梅田、
各ホテルへご予約時、新極真会と告げて下さい。
京都、東品川）を特別割引料金にて優待

随時

特別割引料金

宿泊時、新極真会と告げて下さい。◆予約係

TEL.03-3816-4161

随時

特別割引料金

宿泊時、新極真会と告げて下さい。◆予約係

TEL.03-3293-0028

全国の東武トップツアーズ店頭にて旅行申込時に会員カードを提示し、新極
真会であることを告げて下さい。
（現金でのお支払いの時のみ利用可 / 一部割引対象外ツアーを除く）

随時

旅行代金の割引優待

随時

宿泊時、マル秘特典あり

ご予約時、新極真会と告げて下さい。

随時

入会金 10,500 円→ 0 円

店頭で会員カードを提示し、新極真会であることを告げて下さい。

随時

入学金全額免除高校生以上授業料 10％ OFF
中学生以下 5％ OFF

各校窓口にて、入学時に会員カードを提示し、新極真会であると告げて下さい。

初回利用時、法人・団体仮カードと会員カードを提示し、法人・団体本カー
ドに交換。以降は法人・団体本カードを利用時に提示。
（法人・団体仮カードは後日支部道場にお送りします）
店頭で会員カードを提示し、新極真会であることを告げて下さい。
随時
生ビール or ソフトドリンク 1 杯サービス
ご家族が新極真会会員の方は、ご家族の会員カードを提示してもご利用頂け
ます。
ご注文時にクーポン番号
「67」
を伝え、配達時に会員カードを提示して、新極
随時
5％ OFF
真会であることを告げて下さい。電話注文のみ有効で、他のクーポンとの併用
はできません。店舗についてはつきじ海賓ホームページよりご確認ください。
ご注文時にクーポン番号「67」を伝え、配達時に会員カードを提示して、新
随時
5％ OFF
極真会であることを告げて下さい。電話注文のみ有効で、他のクーポンとの
併用はできません。店舗については釜福ホームページよりご確認ください。
『ラバーズ 4』L サイズ（生地はパンピザ、ハンドトス
【電話】各店舗へ直接連絡し、ご注文時に対象商品名とクーポ ン番号「N231」をお伝えください。
2021年
のみ）が 1 回の注文につき 1 枚、デリバリーでも定
【Web】ピザハット公式サイトからご注文。対象商品をカートに入れクーポン番号「N231596」をご入力ください。
3月31日まで 価から半額！ 期間内なら何度でも OK ！
※ピザハットオンライン以外利用不可 https://pizzahut.jp/ または【検索：ピザハット】
日本国内限定
随時

各種法人特典

随時

お会計 10％ OFF（選手 20％ OFF）

店頭で会員カードを提示し、新極真会であることを告げて下さい。
◆ご注文・ご予約 TEL.03-5808-2808

期間限定特別割引

利用時、特別割引券を提示下さい。
（割引券は支部道場へお送りします）

随時

アミノバイタル各種を特別割引価格にて優待

支部道場備え付けの申込用紙に必要事項をご記入いただき、
直接お申込み下さい。

随時

お会計 10％ OFF

来店時に会員カードを提示し、新極真会であることを告げて下さい。

随時

お会計 10％ OFF

来店時に会員カードを提示して頂き、新極真会であることを告げて下さい。
※会員カードをお忘れの場合でも、会員名をスタッフへお伝え頂ければ適用
させて頂きます。

随時

お会計 10％ OFF

店頭で会員カードを提示し、新極真会であることを告げて下さい。

随時

お会計 10％ OFF

店頭で会員カードを提示し、新極真会であることを告げて下さい。

随時

あじ玉サービス

店頭で会員カードを提示し、新極真会であることを告げて下さい。

随時

生ビール一杯サービス
※お子様はデザート

店頭で会員カードを提示し、新極真会であることを告げて下さい。

随時

飲食代の 10％ OFF

精算時、会員カードを提示し、新極真会であると告げて下さい。

随時

定価から 10％ OFF

専用フリーダイヤルでクーポンコード「SK」をお伝えください。
TEL 0120-24-1000 または、提携企業ページをご確認下さい。

随時

株式会社アレック
（有限会社ラッキーウエスト）

優待内容

九州 VIP メンバーズ優待料金（福岡、長崎、佐世保、沖縄） 各ホテル専用ダイヤルで予約、新極真会であることを告げて下さい。

随時

不定期

（有）PEC・OR

詳しくは新極真会のオフィシャルホームページ

（http://www.shinkyokushinkai.co.jp/teikei/）をご参照ください。

「家事代行サービス定期プラン」
を初回のみ 10％ off

専用フリーダイヤルでクーポンコード「SK」をお伝えください。
TEL 0120-24-5676 または、提携企業ページをご確認下さい。
お見積り時、会員カードを提示し『新極真会会員です』と告げてください。
お申し込みは WEB 又は TEL 0120-5109-45

随時

10％ OFF

随時

定期プラン通常価格より 5％ OFF（会員様と 2 親等 サニーメイドサービス Web サイト、お電話（0120-32-2017）にてお問い合わせ
以内のご親族様）
の際、新極真会であることを告げて下さい。初回利用時に会員カードを提示下さい。

随時

引越料金割引（法人割引料金）

随時

（TEL：03-6901-6207）
契約事務手数料 20％割引・運営業務手数料率 1 ～ 2％ 担当：山田様までお問い合わせください。
割引※リロケーションプランご利用の場合になります。 新極真会であることを告げてください。

随時

店頭での購入時 5%OFF（対象外商品あり、セール品は除く） 店頭で購入時に会員カードを提示し、新極真会であることを告げて下さい。

随時

Fit Fight ボディバランステープを特別割引価格にて
支部道場にてご注文下さい。
優待

随時

店頭での商品購入時 5％ OFF（一部対象外店舗あり
店頭で購入時に会員カードを提示し、新極真会であることを告げて下さい。
／他のキャンペーン、クーポンとの併用不可）

随時

店頭で商品購入時、現金の場合 10％ OFF クレジッ
店頭で購入時に会員カードを提示し、新極真会であることを告げて下さい。
トカードの場合 5％ OFF（一部除外商品あり）

随時

｢紳士服はるやま｣・｢紳士服マスカット｣・｢ P・S・
店頭で購入時に会員カードを提示し、新極真会であることを告げて下さい。
ＦＡ｣ 各店舗にて商品購入時、10％ＯＦＦ

随時

店頭での商品購入に限り 10％ OFF
（winning 社製、D&M 社製など一部商品除く）

フリーダイヤル 0120-0123-55 までお申込みいただき、新極真会である事
と会員 No. を告げて下さい。
（※必ずフリーダイヤルでお申し込み下さい）

店頭で購入時に会員カードを提示し、新極真会であることを告げて下さい。

毎月第 2
土曜日（予定）

店頭での商品購入に限り 5％ OFF

店頭で購入時に会員カードを提示し、新極真会であることを告げて下さい。

随時 2 店舗
限定

店頭での商品購入で 10％ OFF（一部商品除く）

店頭で購入時に会員カードを提示し、新極真会であることを告げて下さい。

随時

店頭での商品購入で 10％ OFF（一部商品除く）

店頭で購入時に会員カードを提示し、新極真会であることを告げて下さい。
TEL.03-5684-1405 年中無休

随時

店頭で商品購入時、10％ OFF（一部除外品あり／
ネット購入時及びレストラン利用時は除く）

店頭で購入時に会員カードを提示し、新極真会であることを告げて下さい。

随時

割引チケットプレゼント

随時

ユーエルシー接骨師会相談料無料

予約後割引チケットを郵送「お客様相談センター」
：0120-049-035
「予約担当 山下様」
：090-9887-4936
担当／三瓶様まで直接ご連絡下さい。TEL.048-999-3400

