
株式会社 阪急メディアックス
エテルノ倶楽部事務局

エテルノ倶楽部事務局

葬祭サービス エテルノ

※受付時間は平日［土・日・祝日含まず］ 9：30～17：00

※年中無休  24時間受付

https://www.eterno.jp

2022.8現在　本パンフレット記載の特典内容は予告なく変更される場合がございます。
あらかじめご了承ください。

倶楽部
備えも大事、楽しみも大事。

会員特典のご案内

0120-661-033

0120-01-3242
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エテルノ倶楽部とは…

入会方法

年会費・積立金など一切不要

STACIAカード・阪急阪神お得意様カードを

お持ちの方は入会金無料

入会金 3,000円（税込）

エテルノは人の気持ちや心を大切にし
きちんと最期に向き合って

おわかれできる
時間と空間をご提供します。

阪急電鉄100%出資の子会社、阪急メディアックスが主宰する、
18歳以上の方なら誰でも入会可能な会員組織です。
ご入会いただくと、葬儀基本プランの割引をはじめ、この冊子に
掲載されたさまざまな特典をご利用いただけます。
※特典の内容は予告なく変更する場合がございます。
※記載の情報は2022年8月現在のものです。

❶まず、お申込みください。

【特典ご利用上のお願い】
お電話でエテルノ倶楽部の会員であることをお伝えください。
【割引の適用範囲】
会員様ご本人及び二親等以内のご親族の葬儀、または会員様が
喪主の場合の葬儀。
※割引の適用は、事前のご入会に限ります。
※宗旨・宗派は問いません。無宗教形式も承ります。
※様々な規模や形式の葬儀に対応いたします。
　（家族葬、一般葬、一日葬、火葬式）
※火葬式は割引対象外です。

エテルノ倶楽部のご案内 エテルノならではの「葬祭」にまつわる特典

葬儀基本プラン 20%割引
特典

●ご来館で
※詳しくは各会館へお問い合わせください。
●銀行振込／現金書留／定額小為替で
※詳しくはエテルノ倶楽部事務局へお問い合わせください。

❷入会金をご入金ください。

ご入金確認後、エテルノ倶楽部事務局より、会員証・会員規約など
の資料をお送りします。（ご来館でのご入金の場合は、会員証を即
日発行します）

会員特典は、入会手続き完了後ご利用いただけます。

❸会員証をお送りします。

●ご来館で
※詳しくは各会館へお問い合わせください。
●お電話で
※後日、入会申込書を郵送します。
エテルノ倶楽部事務局 0120-661-033　
※受付時間は平日［土・日・祝日含まず］9：30～17：00
●ホームページで

https://www.eterno.jp

葬祭サービス「エテルノ」

●受付時間／24時間受付　●定休日／年中無休
0120-01-3242

在りし日を偲び、思い出を語り合う法要の御席を、エテルノがお手伝い
させていただきます。詳細はお問い合わせください。

提携ホテル・ご自宅での法要
詳細はお問い合わせください。

エテルノ会館での法要

エテルノ各会館での葬儀

エテルノでの法要時会館使用料

特典

エテルノ会館にて各種法要を承ります（仏式・神式）。忌明け・
年忌法要でのお集まりに、交通至便・駐車場完備の当館をご
利用ください。法要後の会食の手配も承ります。
※法要対応会館はお問い合わせください。
※葬儀当日に行う法要は特典対象外です。

22,000円（税込）➡ 無料

【割引の適用範囲】
会員様の二親等以内の法要。
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エテルノ提携葬儀社での

葬儀基本料金 10～20%割引
特典

エテルノならではの「葬祭」にまつわる特典

冠婚葬祭互助会などの
積立解約手数料を負担
エテルノ各会館を葬祭利用していただいた場合、
葬儀基本プランの5％を上限として
負担いたします。

特典

会員割引+解約手数料相当額で、最大、葬儀基本プランの25％割引に
なります。
ただし、解約手数料がご利用の葬儀基本プランの5％に満たない場合
は、その解約手数料額となります。
冠婚葬祭互助会などにご入会されている方で、エテルノ各会館のご利
用をお考えの方はぜひご活用ください。

【特典ご利用上のお願い】
ご利用の際に会員証に加え、冠婚葬祭互助会などの積立解約手数料
の額を証明する書類をご提出ください。
※火葬式は対象外です。

エテルノ各会館でのご葬儀以外でも、京阪神をはじめとする提携葬儀
社をご紹介します。ご自宅・集会所・寺院などを利用するご葬儀に関し
てもお気軽にご相談ください。

【特典ご利用上のお願い】
「エテルノ」へご連絡の上、ご利用の際に会員証をご提示ください。
※エテルノへのご連絡がない場合、特典をご利用いただけません。

葬祭サービス「エテルノ」

●受付時間／24時間受付　●定休日／年中無休
0120-01-3242

エテルノ主催イベントの参加費優待
特典

エテルノ倶楽部ニュース
のお届け

特典

葬祭関連のイベントはもちろん、暮らしに役立つセミナーやさまざまな
カルチャー教室などを開催しています。エテルノ倶楽部会員は優待価
格でご参加いただけます。

【特典ご利用上のお願い】
お電話でエテルノ倶楽部の会員であることを告げてご予約の上、ご
利用の際に会員証をご提示ください。

阪急交通社とタイアップした日帰り旅行や宝塚歌劇観劇会など、魅力
あるスポットやサービスをお得にご利用いただける特典をご用意してい
ます。「エテルノ倶楽部ニュース」と併せて、ダイレクトメールにてご自宅
にお届けします。詳細は、エテルノのホームページからもご確認いただ
けます。

【特典ご利用上のお願い】
配達希望日の3日前（土・日・祝日含まず）までに
エテルノ倶楽部の会員であることを告げてお申込みください。

葬祭関連の情報はもちろんのこと、お得な
生活情報を満載した「エテルノ倶楽部ニュー
ス」を定期的にお届けします。

ご希望の日に、ご指定の場所へ、みずみずしいお花をお届けします。
お供え用、お仏壇・お墓用の他、ご進物用も承ります。

特典
会員様限定イベントのご案内

特典
フラワーデリバリーサービスの割引
1回のご利用額が
5,500円（税込）以上の場合 5%割引

エテルノ倶楽部事務局

●受付時間／平日9：30～17：00　●定休日／土・日・祝日
※時間外は、葬祭サービス「エテルノ」へご連絡ください。

0120-661-033
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専門家ご相談

ご契約の際は、遺言信託の
執行報酬・遺産整理業務の手数料を

10%割引
ご相談無料

三菱UFJ信託銀行 西宮支店

西宮市高松町5-22 阪急西宮ガーデンズゲート館２階（阪急西宮北口駅・東改札口直結）
●営業時間／平日10：00～17：00  ●定休日／土・日・祝日等（土はご予約にて承ります）

TEL.0798-65-1396

円満な資産承継や相続対策のために、遺言の作成を検討しておられる
方、また遺産相続の手続きについて、ご相談しておきたい方など、相続全
般についてご相談ください。

三菱UFJ信託銀行 梅田支店

大阪市北区小松原町2-4（富国生命ビル3 階・阪急百貨店東側）
●営業時間／平日9：00～15：00　●定休日／土・日・祝日等

TEL.06-6366-0401

相続関係の専門家向け書籍を執筆している弁護士が相談にあたり、事
前の対策や紛争案件の対応まで解決に向けた指針を示して各種手続を
サポートいたします。 

なにわ法律事務所 弁護士 大西隆司（大阪弁護士会所属）

大阪市北区天神橋7-15-5 好きやねん大阪ビル4階
（阪急・大阪メトロ天神橋筋六丁目駅⑥出口より北へ徒歩4分）
●受付時間／平日9：30～18：00　●定休日／土・日・祝日

TEL.06-6940-4969

特典

ご契約の際は、
有料業務の報酬を

５%割引

弁護士初回ご相談料
通常１時間11,000円（税込）を

半額

特典 特典

特典

【特典ご利用上のお願い】
お電話でエテルノ倶楽部の会員であることを告げてご予約の上、ご
相談の際に会員証をご提示ください。

【特典ご利用上のお願い】
ご相談の際に会員証をご提示ください。

●成年後見（高齢者財産管理）
●借金の整理、破産、再生

●相続、遺言、遺言執行
●離婚、交通事故等の法律相談

大阪市北区西天満4-12-11プラザ梅新別館3F
（阪急大阪梅田駅より徒歩14分、大阪メトロ淀屋橋駅①出口より徒歩8分・アメリカ領事館北側）
●受付時間／平日9：00～17：00　●定休日／土・日・祝日

TEL.06-6315-0780

司法書士・堂島合同事務所 所長 伊藤栄一

すべての有料業務を

10%割引
特典 司法書士相談サービス

ご相談無料
特典

相続についてのご相談を総合的にサポート。あなたに合った相続の形を
ご提案します。
●ご高齢の方の認知症が不安
●きょうだいとトラブルにならないか心配
●なるべく費用を抑えて相談したい
　など、ご相談者様に寄り添いご相談を承ります。

大阪市中央区森ノ宮中央1-9-2
（JR大阪環状線、大阪メトロ中央線・長堀鶴見緑地線森ノ宮駅より徒歩3分）
●受付時間／平日9：00～18：00　
●定休日／土・日・祝日（定休日はご予約にて承ります）

えほん遺言司法書士事務所 代表 水上和巳

司法書士相談サービス

ご相談無料
特典

遺言書作成・生前贈与・成年後見制度等、老後のための法務相談から
複雑で面倒な相続手続全般に関するご相談まで、どんなご相談でも幅
広く対応させていただきます。

西宮市羽衣町5-13ワジュール夙川ビル5階（阪急夙川駅南出口より徒歩3分）
●受付時間／平日9：00～18：00　●定休日／土・日・祝日

TEL.0798-22-0852

大迫司法書士事務所 所長 大迫康二

司法書士相談サービス

ご相談無料
特典

【特典ご利用上のお願い】 
お電話でエテルノ倶楽部の会員であるこ
とを告げてご予約の上、ご相談の際に会
員証をご提示ください。

【特典ご利用上のお願い】 
お電話でエテルノ倶楽部の会員であるこ
とを告げてご予約の上、ご相談の際に会
員証をご提示ください。

【特典ご利用上のお願い】 お電話でエテルノ倶楽部の会員であることを告げてご予
約の上、ご相談の際に会員証をご提示ください。

など身近で重要な問題のご相談をお受けいたします。

0120-637-695



TEL.078-251-1414

吉田博一税理士事務所
TEL.078-231-2348

もめない分割のためには、幅広い知識と経験が必要です。 お気軽にご相
談ください。税金を考慮した遺言書の作成・金融機関の解約手続に関し
ても行政書士「オアシス相続センター」がお手伝いいたします。

オアシス相続センター

神戸市中央区御幸通４丁目2-15三宮米本ビル７階
（阪急・阪神各神戸三宮駅・JR三ノ宮駅より徒歩7分）
●受付時間／平日9：00～18：00 時間外・休日も対応いたします（要事前予約）

代表税理士 吉田博一

行政書士 吉田博一
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専門家ご相談

すべての税務に関する
有料業務を

10%割引 ご相談無料

税理士相談サービス
行政書士相談サービス

特典 特典

●相続、遺言、遺言執行　●成年後見・贈与　●家族信託

兵庫県西宮市南越木岩町11-6苦楽園エクセルビル3階
（阪急甲陽線苦楽園口駅より徒歩2分）
●受付時間／平日9：00～18：00（月に一度土曜日営業）　●定休日／土・日・祝日

TEL.0798-31-6862

苦楽園司法書士事務所 所長 藤田喜枝

●贈与　●相続　●遺言　●成年後見　●家族信託
など、さまざまな法的問題を親身になって、ご相談者様と一緒に解決を目指します。

京都市西京区山田四ノ坪町1-6（西京区役所西入るすぐ）
●受付時間／平日9：00～18：00　●定休日／土・日・祝日

TEL.075-393-1550

田尻・新川合同司法書士事務所 代表 新川元貴

司法書士相談サービス

初回のご相談２０分無料
特典

●相続、遺言、遺言執行　●信託、後見　●賃貸トラブル
高齢者サポート（地域限定）まで対応している司法書士法人だからこそ、
相続にまつわるご不安をご一緒に解決することができます。またグループ
には税理士法人・行政書士法人・弁護士法人も揃っています。安心して
お気軽にご相談ください。

東京都千代田区五番町６-２ホーマットホライゾン７階
（JR・地下鉄市ヶ谷駅より徒歩３分）
●受付時間／平日9：00～18：00　●定休日／土・日・祝日

※TEL.06-6310-3102
　OAG税理士法人 大阪（P9）にてお電話受付いたします

OAG司法書士法人 代表 太田垣章子

ご相談者様のお話をじっくりとお伺いし、相続をはじめとする各種お手続
きをうけたまわります。遺言、生前贈与、家族信託、成年後見など、お悩み
に合ったお手続きをご案内し、将来ご家族が笑顔で過ごせるように心を尽
くして対応いたします。お気軽にご相談ください。

茨木市新庄町３-１９（阪急茨木市駅西改札口より徒歩５分）
●受付時間／平日9：00～18：00　●定休日／土・日・祝日

TEL.072-646-5377

赤塚司法書士事務所 代表 赤塚早苗

司法書士相談サービス

初回のご相談無料
特典

相続に関する問題は、プライベートなことだけに相談できる相手も限ら
れています。「税の専門家」としての立場からご相談をお受けいたします。

税理士法人 長沼税務会計事務所 代表 長沼隆弘

西宮市甲風園1丁目5-7西宮北口東洋ビル4階 （阪急西宮北口駅北西出口より徒歩2分）
●受付時間／月～土9：00～18：00　●定休日／日・祝日

0120-016-045　TEL.0798-67-1361

すべての有料業務を

10%割引
税理士相談サービス

初回のご相談無料
特典 特典

【特典ご利用上のお願い】 
お電話でエテルノ倶楽部の会員であるこ
とを告げてご予約の上、ご相談の際に会
員証をご提示ください。

司法書士相談サービス

初回のご相談無料
特典 【特典ご利用上のお願い】 

お電話でエテルノ倶楽部の会員であるこ
とを告げてご予約の上、ご相談の際に会
員証をご提示ください。

司法書士相談サービス

初回のご相談無料
特典 【特典ご利用上のお願い】 

お電話でエテルノ倶楽部の会員であるこ
とを告げてご予約の上、ご相談の際に会
員証をご提示ください。 【特典ご利用上のお願い】 お電話でエテルノ倶楽部の会員であることを告げてご予

約の上、ご相談の際に会員証をご提示ください。

【特典ご利用上のお願い】 お電話でエテルノ倶楽部の会員であることを告げてご予
約の上、ご相談の際に会員証をご提示ください。

【特典ご利用上のお願い】 お電話でエテルノ倶楽部の会員であることを告げてご予
約の上、ご相談の際に会員証をご提示ください。

など様々な法務相談にお客様の立場に立って対応させて頂きます。
お気軽にご相談ください。

TEL.03-5215-7656



資産課税強化の中、「税の専門家」として、的確な相続税対策について
誠実にご相談をお受けいたします。

松本会計・税理士事務所 所長 松本光生

京都市西京区桂坤町50-15 （阪急桂駅西口より西へ徒歩8分・西京都病院に突き当たる
1ブロック手前を北へ2筋目の左手角地）
●受付時間／平日9：00～18：00
●定休日／土・日・祝日（定休日はご予約にて承ります）

TEL.075-382-3820

相続税法改正で、相続税の申告件数が2倍に増えており従来よりも相続
税が身近なものになってきています。開業以来50年以上の豊富な経験に
基づき、単に税金対策のみでなく、争続にならないように適切なアドバイス
を行います。お気軽にご相談ください。

公認会計士・税理士 金子会計事務所
所長 金子薫　副所長 金子真也

吹田市円山町20-21（阪急千里線関大前駅南改札口より徒歩1分）
●受付時間／平日9：00～18：00(土は～16：30)　●定休日／第２、４土・日・祝日

TEL.06-6385-0333　　　　  mail:kanekokk@sutv.zaq.ne.jp

すべての有料業務を

10%割引
公認会計士・税理士相談サービス

初回のご相談無料
特典 特典
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専門家ご相談 仏壇・仏具・墓石

すべての有料業務を

10%割引
特典 税理士相談サービス

初回のご相談無料
特典

すべての有料業務を

10%割引
特典 税理士相談サービス

初回のご相談無料
特典

相続税の申告、誰に依頼しても同じだと思っておられませんか？最良の相
続には、豊富な知識と経験を持つ相続税専門税理士の知恵とノウハウが
必要不可欠です。遺産相続手続きのご案内から相続税の申告、アフター
フォローに至るまで、お客様の目線に立って誠心誠意サポートし、ご満足
いただけるサービスを提供いたします。まずはお気軽にご相談ください。

吹田市江坂町1-13-33進和江坂ビル7階（大阪メトロ御堂筋線江坂駅①出口より北へ徒歩1分）
●受付時間／平日9：00～17：00　●定休日／土・日・祝日

TEL.06-6310-3102

OAG税理士法人 大阪

お仏壇の浜屋

●営業時間／平日10：00～18：30  ●定休日／1月1日～3日
各店舗の場所は上記へお問い合わせください。

仏事・お仏壇のプロ「仏事コーディネーター」がご相談を承ります。またお墓の
ことから諸事情によるお仏壇のお預かりまでなんなりとお申し付けください。

     0120-1616-94

オーソドックスなお仏壇から、斬新な家具調仏壇など、すぐれたデザインと
機能性を組み合わせた、おしゃれで心地よいお仏壇がお待ちしています。

ぶつだん館　夢伽藍

京都市中京区室町通丸太町下ル道場町20（地下鉄丸太町駅④出口より西へ徒歩5分）
●営業時間／平日9：00～17：30　
●定休日／土・日・祝日（定休日はご予約にて承ります）

TEL.075-241-3178

仏 壇
20%割引

特典
墓 石

特別価格
特典

仏 具
15%割引

特典

現代仏壇 ギャラリーメモリア
大阪梅田 0120-596-939
大阪本町 0120-596-911
神戸三宮 0120-596-941
ららぽーと甲子園 TEL.0798-39-7654
●営業時間／（梅田）11：00～19：00 ●定休日／年末年始
●営業時間／（本町・三宮）10：00～18：00 ●定休日／年末年始
●営業時間／（ららぽーと甲子園）10：00～21：00   ●定休日／年中無休

「仏壇のあるリビング」をコンセプトとする現代仏壇・現代仏具の専門店です。仏壇
選びの迷いをなくす小冊子、全商品を掲載した総合カタログを無料進呈します。

現代仏壇・現代仏具 特別ご優待
特典

仏壇・仏具 特別価格でご提供
特典

【特典ご利用上のお願い】 お電話でエテルノ倶楽部の会員であることを告げてご予
約の上、ご相談の際に会員証をご提示ください。

【特典ご利用上のお願い】 お電話でエテルノ倶楽部の会員であることを告げてご予
約の上、ご相談の際に会員証をご提示ください。

【特典ご利用上のお願い】 お電話でエテルノ倶楽部の会員であることを告げてご予
約の上、ご相談の際に会員証をご提示ください。

【特典ご利用上のお願い】
 ご利用の際に会員証をご提示ください。

【特典ご利用上のお願い】
 ご利用の際に会員証をご提示ください。

【特典ご利用上のお願い】
 ご利用の際に会員証をご提示ください。
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0120-754-070

見積り無料

遺品整理のキーパーズ

●遺品（家財）の量が多くて、自分たちではどうすることもできない
●形見分けの遺品を自宅まで運んでほしい
●故人が大切にしていた品を手厚く供養してほしい
など、故人の大切な形見分けや遺品の整理にお困りの方、お気軽にお
問い合わせください。

●営業時間／10：00～20：00　●定休日／年中無休

遺品整理・撤去・清掃など

10%割引
特典 特典

     0120-322-755

出張査定無料

車の査定・買取りの株式会社JCM

●車をもう使わない
●この車の価値はいくらくらい？
●売却後の手続きが不安
　など、お車の売却をお考えの方はぜひご利用ください。

●営業時間／月～土9：30～17：30　●定休日／日・祝日・年末年始

車両代金と別途

10,000円分の
商品券進呈

特典 特典

※無償譲渡・廃車の場合は対象外。他の特典等との併用不可。

【特典ご利用上のお願い】
お電話でエテルノ倶楽部の会員であることを告げてご予約の上、ご利用の際
に会員証をご提示ください。

0120-01-3242　窓口：葬祭サービス「エテルノ」

メモリアルジュエリー -TOMONi-

メモリアルジュエリー －TOMONi－

大切な方と傍にいられるメモリアルジュエリー。微量のご遺骨を樹脂で
硬化し、直接リングやペンダントにお納めします。ご遺骨から炭素を抽出
してお作りするダイヤモンドも承ります。
TOMONi代理店スタッフとして（株）センティストがお手伝いします。

●営業時間／24時間受付　●定休日／年中無休

【特あご利用上のお願い】
お電話でエテルノ倶楽部の会員であることをお伝えください。

【特典ご利用上のお願い】
お電話でエテルノ倶楽部の会員であることを告げてご予約の上、ご利用の際
に会員証をご提示ください。

【特典ご利用上のお願い】
お電話でエテルノ倶楽部の会員であることをお伝えください。

特典
ジュエリー 5%割引 ダイヤモンド 3%割引

葬儀前後のサポート

霊園探しからお墓の建立、修理、墓じまい、お引越しまで。跡継ぎの不安な方
には、承継不要の永代供養墓、樹木葬などもご提案いたします。関西一円に
200を超える提携霊園と15の店舗を配し、皆様のお越しをお待ちしております。

墓地・墓石の株式会社加登　大阪本社

●営業時間／ 9：00～18：00　●定休日／年末年始
0120-01-9999

墓石 特別価格でご提供
特典

満中陰志など弔事のご返礼品、法要時の供養品としてご利用いただけます。
優待価格でご利用いただける各種カタログをご用意しております。
エテルノ専属ギフトアドバイザーの国際経営（株）がお手伝いします。

返礼品（香典返し）

●営業時間／ 24時間受付　●定休日／年中無休
0120-01-3242　窓口：葬祭サービス「エテルノ」

カタログ商品5％～ 30％割引
特典

※一部商品除く

【特典ご利用上のお願い】
お電話でエテルノ倶楽部の会員であることを告げてご予約の上、ご利用の際
に会員証をご提示ください。
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ライフサポート・旅行

不動産に関する各種ご相談を賜っております。「土地活用」「賃貸住宅の管理」「売
却・購入」「リフォーム」など。長年の沿線開発事業を通じて、蓄積してきた経験とノ
ウハウをベースに、お客様のご意向に沿った有用なご提案をさせていただきます。

阪急阪神不動産　資産コンサルティンググループ

ライフサポート

0120-8984-12

土地活用・売買仲介・
住宅リフォーム・賃貸住宅管理 …… 相談無料

特典

土地活用 ……………受取報酬額の3％割引
売買仲介 ……………受取報酬額の5％割引
住宅リフォーム ……税抜見積金額の3％割引

●営業時間／平日9：00～18：00　●定休日／土・日・祝日

阪急阪神グループの保険代理店が運営している保険ショップです。保険を
通じて、皆様のライフプラン作成のお手伝いをしております。

阪急阪神ほけんショップ

生命保険を活用した相続対策や
生前贈与等の個別相談 …………相談無料
ご相談者に ………………………粗品進呈

特典

梅田本店

西宮北口店

9：００～ 18：00

10：00～19：00

店　名 電話番号 営業時間

0120-8984-01

0120-30-8923

定休日

年末年始

木曜・年末年始

阪急阪神エムテック
尼崎工場フロント TEL.06-6419-7141
尼崎工場： 尼崎市大庄川田町74
●営業時間／8：30～17：30　
●定休日／日・祝日・お盆

尼崎工場では、格安立会い車検のホリデー車検も取り扱っております。
詳しくは、各フロントへお問い合わせください。

【特典ご利用上のお願い】
お電話でエテルノ倶楽部の会員であることを告げてご予約の上、ご利用の際
に会員証をご提示ください。

【特典ご利用上のお願い】
お電話でエテルノ倶楽部の会員であることを告げてご予約の上、ご利用の際
に会員証をご提示ください。

【特典ご利用上のお願い】
お電話でエテルノ倶楽部の会員であることを告げてご予約の上、ご相談の際
に会員証をご提示ください。

阪急交通社

【特典ご利用上のお願い】
ご利用の際に会員証をご提示ください。適用は会員ご本人およびそのご家族
のご利用に限ります。

※現金精算の場合のみの適用となります。

店　名 電話番号

特典
車検基本料・板金塗装料金の工賃 ……10%割引

梅田支店

西宮トラベルセンター

池田トラベルセンター

宝塚トラベルセンター

国内06-6361-3200　海外06-6361-3205

0798-67-0150

072-753-4445

0797-85-8866

特典

国内旅行パッケージ ……… 赤い風船 3%割引

特典

海外旅行パッケージ ………JALパック 3%割引

※営業時間・定休日は阪急交通社ホームページにてご確認ください。

完全予約制
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特典
入館料（税込）

嵐峡の屋形船・嵐山通船株式会社

四季おりおりの嵐峡を船の上から優雅に眺める。

【特典ご利用上のお願い】
ご利用の際に、会員証をご提示ください。
※注記のある場合を除き、会員様1名につき4名まで有効。ほかの特典・優待との併用はできません。
※営業時間・定休日などをご確認の上、お出かけください。　
※都合により、予告なく金額が変更される場合があります。　
※金額はすべて税込です。

特典
遊覧船貸切乗船料（２名まで）……  

　追加１名につき（最大４名まで）… 

レンタルボート（3人乗り）…  

4,000円➡3,500円
1,500円➡1,200円

１時間1,800円➡ 1,600円

お出かけするなら

京都・洛西の美しい自然を満喫しながらドライブ。

嵐山-高雄パークウエイ
TEL.075-871-1221

TEL.075-861-0302

特典
通行料金（軽・小型・普通乗用車） ………… 150円引

100年の歴史を築いてきた宝塚歌劇。その軌跡を写真や縁の品で振り
返る。

宝塚大劇場「宝塚歌劇の殿堂」
TEL.0570-00-5100

特典
入館料 …………………………… 500円➡250円

名湯の金泉・銀泉、岩盤浴をゆっくりと楽しむ。

※特定日：1/1～1/3、4/27～5/5、8/13～8/15
※神戸市市税条例により、入湯税（75円）を別途頂戴します。

※会員様本人を含む2名まで有効

甲山の豊かな自然の中で爽やかな汗を。

阪急仁川テニスクラブ
TEL.0798-53-3211

特典
貸コート …………………………………20%割引
スクール………………………………入会金無料

※会員様本人のみ有効

阪急の創始者・小林一三翁の愛したコレクションを鑑賞。

逸翁美術館
TEL.072-751-3865

特典
美術館観覧券（展覧会開催中）
大人・高大生 …………………… 団体割引料金

※会員様本人を含む3名まで有効

贅沢な和空間で、美味しい料理とおもてなしを。

梅の花　西宮北口店
TEL.0798-69-2355

特典
飲食代金 ………………………………… 5％割引

※会員様本人を含む1グループ（全員）に有効

有馬温泉 太閤の湯
TEL.078-904-2291

大人（中学生以上） 小人（6～12歳）

平　日

土・日・祝日

特定日

2,640円➡2,000円 1,239円➡1,000円
2,860円➡2,200円 1,430円➡1,200円
2,970円➡2,200円 1,430円➡1,200円
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ホテルのご宿泊・ご法要等の割引

料金はお一人様1泊朝食付き、税・サービス料込
阪急阪神ホテルズの系列ホテルは全室禁煙です。
2022年8月現在の料金です。ご予約の際に改めて料金の確認をお願いいた します。
※法定電気点検日などで休館する際はご予約を承れませんので悪しからずご了承願います。（日程はホテ  ルによって異なります）

【特典ご利用上のお願い】
お電話でエテルノ倶楽部の会員であることを告げてご予約の上、ご精算の際に会員  証をご提示ください。
※いずれのホテルも、他の割引・特典、特別企画商品との併用割引および婚礼、宴会の割引はできません  のでご注意ください。

ホテル

予約電話 ホテル名
宿泊

法要 備考
シングル ツイン トリプル

阪急阪神ホテルズ
セールス
＆

レベニュー
マネジメント部

TEL.06-6372-6701

ホテル阪急インターナショナル
平日・休日 23,200円 15,900円

－ － シングルはモデレートダブル
朝食なしは2,500円引き休前日 34,600円 21,700円

ホテル阪急レスパイア大阪
平日・休日 16,080円 11,080円

－ － 朝食なしは1,980円引き
休前日 20,180円 15,080円

大阪新阪急ホテル
平日・休日 11,200円 9,550円

－ － 朝食なしは1,650円引き
休前日 15,600円 11,750円

新阪急ホテルアネックス
平日・休日 10,650円 7,150円

－ － 朝食なしは1,100円引き
休前日 15,050円 9,550円

ホテル阪神大阪
平日・休日 13,430円 10,080円

－ － 朝食なしは1,980円引き
休前日 17,430円 14,580円

ホテル阪神アネックス大阪
平日・休日 10,500円 8,750円

－ － 朝食なしは1,500円引き
休前日 14,500円 12,500円

レム新大阪
日・月・祝日 8,800円 7,800円

－ － 朝食なしは1,300円引き火～金 9,900円 9,900円

土・祝前日 14,400円 13,400円

千里阪急ホテル
平日・休日 10,100円 6,850円 5,600円

朝食なしは1,680円引き
休前日 13,100円 10,100円 8,400円

宝塚ホテル
平日・休日 12,100円 12,100円 9,130円 法要プラン

あり
朝食なしは1,650円引き

休前日 14,850円 13,750円 10,780円

レムプラス神戸三宮
平日・休日 9,180円 9,080円

－ － 朝食なしは1,980円引き
休前日 12,980円 10,980円

京都新阪急ホテル
平日・休日 13,380円 9,080円

－ － 朝食なしは1,980円引き
休前日 18,380円 13,180円

TEL.0798-48-1111 ホテルヒューイット甲子園 平日・休日 基本室料の20％割引
エテルノ
共同プラン
あり

割引除外日：祝・休前日、年
末年始、甲子園球場でのプロ
野球、高校野球の開催日及び
開催前日

TEL.075-316-1200 リノホテル京都 全日 基本室料の10％割引 ー

　　　　　　
ご法要室料
12,100円

（税サ込）割引




