＜互助会契約割引施設＞

互助会契約割引施設一覧
（令和 2 年 4 月 1 日現在）

[担当]互助会管理係
内
容 次表の施設等と契約し、互助会員とその家族が、通常よりも割り引いた料金で利用できます。
利用方法 「 広島市職員互助会の会員」 であることを告げて、直接施設に予約してください。
利用時には『互助会会員証』を提示してください。

施 設 名

一般料金

利用方法・TEL等

三滝ゴ ルフ
（ゴルフ練習場）
西区三滝本町2-13-10

ラブゴ ルフ
（ゴルフ練習場）
安佐南区相田69-29-10

長沼静きもの学院
（着物着付け教室）
中区立町2-30
ウツミ屋証券ビルB1階

互助会会員証（又は職員
身分証明書）を提示。
会員の家族も割引可。
☎082-237-1585
互助会会員証（又は職員
身分証明書）を提示。
割引は会員のみ。
☎082-878-1122
互助会会員証（又は職員
身分証明書）を提示。
会員の家族も割引可。
☎082-240-4521

き
も
の
着
付
科

475円

一般コース

（３ヶ月）21,600円
（7ヶ月）47,600円
らくらくコース

（3ヶ月）37,800円
(7ヶ月）84,000円
（６ヶ月）36,000円
一般コース（12か月）

ｰ

144,000円
196,800円

127,900円

施設名

備

考

使用料 200円
(別途必要)

1,650円
使用料
420円 夜間照明料
(別途必要)

210円
210円

レッスンは週1回2時間
19,440円 都合に合わせて振替も
42,840円 可能。
〔授業日〕
34,020円 月曜～土曜の希望日
75,600円 午前（10：00～）
午後（14：00～）
32,400円
夜間（18:30～）
※土曜は午前・午後
129,600円
表示価格は全て税別

らくらくコース（12か月）

互助会会員証（又は職員
身分証明書）を提示。
会員の家族も割引可。
☎082-543-5118
Fax082-246-5710

大手町校（中区大手町1-1-20）
紙屋町校（中区紙屋町2-2-2）
アルパーク校（西区草津新町2-26-1ｱﾙﾊﾟｰｸ
東棟４階ｸﾞﾘｰﾝｻｲﾄﾞ）
ヒュ ーマンア カデミー広島校 （教育・資格講座）
中区鉄砲町8-18 広島日生みどりビル1階
☎082-212-4551
LEC 東京リーガルマインド広島本校
（教育・資格講座）
中区基町11-13
☎082-511-7001

1,700円

60球につき

ｺ 着
付
ｽ 師
養
成

資格スクール 大栄
パソコンスクール ア ビバ （教育・資格講座）
※３教室共通総合受付
☎0 1 2 0 - 0 0 2 - 1 6 6

1,450円

土日祝2時間

科 ひ く
も み

（ 一財） 尾道海技学院
二級小型船舶
操縦士免許講習
中区南吉島1丁目1番
ﾎﾞｰﾄﾊﾟｰｸ広島内

割引料金（円）

１日打ち放題
平日 1,500円

177,120円
左記料金は、海技免状
のない方の料金。
115,000円 問題集無料。

割引内容等
入学金免除
受講料 10％割引

備考
教材費および施設費を除く

国家試験、公務員
経理、税理士、パソコン
国家試験、公務員、経理、税理士、パソコン
通学制・通信制の全講座受講料（入学金+
授業料）10％割引

教材費を除く

通学・通信講座

LECの全通学・通信講座対
象。ただし、司法試験、司法
書士、弁理士講座、法人・団
体様向け通信教育講座、e通信教育講座、e-ﾗｰﾆﾝｸﾞｺｰ
ｽは除く。

※受講対象者申込先はLEC広島本校に限る
※入学金および書籍等購入費用は割引対象外
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各種割引適用後5％割引
（一部併用不可の割引あり）

＜互助会契約割引施設＞

施設名
総合資格学院 広島校 （教育・資格講座）
中区中町7-35 和光中町ビル4階
☎082-542-3811

割引内容等
１万円～３万円割引

<互助会契約割引施設>
備考
互助会会員証を提示

※講座により割引金額が異なります。
詳しくは、総合資格学院広島校へお問い合わせ
ください。
[割引対象講座]
1級建築士講座、2級建築士講座、1級建築施工
管理技士講座、宅建講座、インテリアコーディネ
－ター講座等

ニチイ学館広島支店 （教育・資格講座等）
ニチイ学館広島支店
中区立町2-23 野村不動産広島ﾋﾞﾙ8階
☎082-543-6621
C OC O塾広島校
中区立町2-23 野村不動産広島ﾋﾞﾙ8階
☎082-545-8195
C OC O塾ジ ュ ニア
(ﾎｰﾑｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ教室、提携塾教室）
フランチャイズ教室は各地で展開中。
☎082-545-8195
㈱ホーム メイドクッ キング （料理教室）
※割引に関する問い合わせ先☎03-3537-0801
広島教室 （中区大手町1-1-20 ﾆｭｰ大手町ﾋﾞﾙ6F）
☎082-249-7181
五日市教室 （佐伯区旭園4-33ｱｲﾋﾞｽﾌﾟﾗｻﾞ4F）
☎082-922-1879
㈱広島北ホテ ル （温浴施設）
広島県山県郡北広島町南方3659
☎0826-73-0011

医療事務講座医科通学（20％割引）
介護職員初任者研修 （15％割引）
介護福祉士実務者研修（10％割引）
入会金（32,400円）免除
COCO塾受講料（5％割引）

語学スクール

入会金免除
COCO塾広島校・塾提携教室（16,200円）
ホームインストラクター教室（8,750円）

子ども向け英語スクール

入会金5,400円（税込み）を無料
1,500ポイント（1,500円相当）をプレゼント

ﾊﾟﾝ・ｹｰｷ・料理教室

入浴・サウナ利用料金

駐車場無料

平日 大 人（中学生以上） 600円→500円
こども（3才～小学生） 300円→200円
土日祝 大 人（中学生以上）1,100円→900円
こども（3才～小学生） 500円→400円

互助会会員証を提示して法人会
シ ダッ クス ・ コミ ュ ニテ ィー㈱ （カラオケ）
ルーム料金30％割引、もしくはグラスドリンク人
ルーム料金３０％割引
※フリータイム、フリフリプラン
員カードを発行してもらう。利用時
数分サービス
シ ダッ クス 広島本通クラブ（中区本通9-33）
には、法人会員カードを提示。
ご利用の場合２５％割引
☎082-246-0087
挙式料・引出物 各21,600円割引
ノートルダム 広島 （結婚式場）
会場使用料324円×列席人数分割引
西区古田台二丁目15-1
☎082-527-1122 新郎新婦控室無料ほか
東映太秦映画村 （テーマパーク）
旅行会社等からの予約は
入場料 大 人
入場料
2,400 円→2,200 円
料金上昇の場合あり
京都市右京区太秦東蜂岡町10番地
大 人 2,200円→1,800円
中高生
1,400 円→1,300 円
☎075-864-7716
中高生 1,300円→1,100円
３歳以上
1,200 円→1,100 円
３歳以上
1,100円→
900円
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