年金のお受取りは中京銀行へ。

れた皆
なら
さ
に

5

に
ま

会員

暮らしにプラス！特典付き！！

つの

特典

中京銀行で国民年金、厚生年金、共済年金、船員年金、労災年金をお受取りの60歳以上の方は、
自動的に「中京ほのぼの倶楽部」の会員となり、特典が受けられます。

5つの特典
1 ご新規プレゼント

特典

新たに
『中京ほのぼの倶楽部』
の会員になられた方にすてきなプレゼントを差しあげます。

2 お楽しみプレゼント
毎年2,000名さま カタログギフト

特典

会員さまの中から抽選により

に

（3,000円相当）
をプレゼントします。

※預金残高が10万円以上のお客さまを対象とさせていただきます。※預金残高に応じて抽選口数が異なります。

抽選口数

預金残高（基準日：毎年6月）

1口
2口
4口

500万円未満
500万円以上1,000万円未満
1,000万円以上

※当選発表はプレゼントの発送をもって代えさせていただきます。
（毎年9月中旬頃の発送を予定しております。）

年0.1%を
プラス

3 定期預金金利優遇

特典

通常のスーパー定期（お預け入れ期間：1年）
の店頭表示金利に金利を上乗せします。
（お一人さま300万円まで）

4 会報誌「ほのぼの」

特典

ぼ
の
の
ほ
倶楽部

年会費
無料

楽しい読み物や、会員の皆さまからの投稿作品などが満載の会報誌『ほのぼの』
をお送りします。

5 ほのぼのご優待サービス

特典

健康ケアや旅行などでお得な割引サービスが受けられます。

見 守 り

毎日の安否確認はもちろん、看護師との直接通話や救急通報もできる見守りサービス

旅

行ってみたかったあの場所まで、
この機会に旅するチャンス!

行

人間ドック
フィットネスクラブ
家事代行

体の管理は欠かさずに。定期的に健康状態をチェックしましょう。
楽しみながらより健康的な生活を送りましょう!
たまには家事もおやすみして、
ゆとりある時間を過ごしませんか？

※詳しくは裏面をご覧ください。
●詳しくは〈中京〉ダイレクトバンキングセンターまでお気軽にお問い合わせください。
ナンデモ イツデモ

https
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特典

5

は、
あなたの豊かな年金ライフを応援しています！

ほのぼのご優待サービス のご案内
中京ほのぼの倶楽部の会員の皆さまには、さまざまな魅力あるサービスをご用意しています。
人間ドック、旅行やフィットネス、家事代行などいろんなシーンで様々な割引サービスをご利用いただけます。

ほのぼのご優待サービスご利用方法
はじめての年金を当行で
お受取りいただくお客さま

他の金融機関でお受取り中の年金を
当行に変更いただくお客さま

「年金請求書」
の年金受取口座に
当行口座をご指定のうえ、
窓口にお持ちください。

すでに当行で年金を
お受取りいただいているお客さま

年金お受取り金融機関を
変更する「受取機関変更届」
を
窓口にお持ちください。

＊国民年金、厚生年金の「受取機関変更届」
は当行窓口でもご用意しております。

当行での年金受取のお手続後、
窓口で
「ご優待券」
を差し上げます。

会報誌
「ほのぼの」
に
同封されている
「ご優待券を
ご利用ください。

ご利用になりたい施設に、
直接お電話などでお問合わせ、
お申込ください。
＊中京ほのぼの倶楽部会員である旨を必ずお申し出ください。
ご優待券にお名前などの必要事項をご記入のうえ、
ご利用日当日に施設にご提出いただき、
割引サービスをご利用ください。

優待施設一覧

病院名

所在地

お問合わせ先

052-937-8425

名古屋市医師会健診センター

名古屋市東区葵 1-18-14

守山内科

名古屋市守山区新守山 901

守山健康管理センター

メディカルパーク今池

名古屋市千種区今池 1-8-8
今池ガスビル 2 階

東山内科・東山健康管理センター

名古屋市千種区東山通 5 丁目 103 番地

スカイル内科・スカイル健康管理センター

名古屋市中区栄 3-4-5
栄（スカイル）ビル 11 階

オリエンタルクリニック

名古屋市千種区今池 1-8-5

名古屋セントラルクリニック

名古屋市南区千竈通 7-16-1

国際セントラルクリニック

名古屋市中村区那古野 1-47-1
国際センタービル 10 階

大名古屋ビルセントラルクリニック

名古屋市中村区名駅 3-28-12
大名古屋ビルヂング 9 階

和合セントラルクリニック

愛知県愛知郡東郷町大字春木字白土 1-1884

優待内容（料金は税込価格）
メニュー

通常料金

会員さま向け料金

半日ドック

38,500 円

36,300 円
骨密度検査（オプション検査）
1,925 円が無料
12 月〜 4 月 25,850 円

カスタマー
センター
052-734-2200

半日ドック

052-741-5181

半日ドック

38,500 円
5 月〜 3 月 27,500 円

39,600 円

肺がん健診
（オプション検査）13,200 円を
6,600 円に 50% 割引
1 月〜 4 月 38,500 円

予約センター
052-821-0090

半日ドック

40,700 円
5 月〜 12 月 39,600 円

ようてい中央クリニック

愛知県岩倉市曽野町郷前 17

ようていファミリークリニック

愛知県北名古屋市熊之庄宮地 97

ようてい健康増進クリニック

愛知県北名古屋市西之保三町地 3-1

小牧ようてい記念病院

愛知県小牧市西之島字丁田 1963

0587-66-5133
半日ドック
0568-80-7124 中京①コース
中京②コース
0568-23-3355 中京③コース
中京④コース
0568-65-7517

ようていファミリークリニック藤が丘

名古屋市守山区四軒家 2-702

052-771-6688

（医）山下病院健診センター

愛知県一宮市中町 1-3-5

0586-46-1520

半日ドック

35,200 円

半田市医師会 健康管理センター

愛知県半田市神田町 1-1

0569-27-7887

半日ドック

33,000 円

中京サテライトクリニック

愛知県豊明市沓掛町石畑 180-1

0562-93-8222

中京サテライトクリニック三重

三重県鈴鹿市庄野町字久保 866

059-373-4875

富田浜病院健康増進センター

三重県四日市市富田浜町 26-14

奈良西部病院

奈良県奈良市三碓町 2143-1

① 37,775 円
② 58,603 円
③ 39,430 円
④ 78,737 円

① 22,260 円
② 38,960 円
③ 23,380 円
④ 55,660 円

半日ドック
中京①コース ① 37,775 円
中京②コース ② 58,603 円

① 22,260 円
② 38,960 円
31,680 円
29,700 円
12 月〜 3 月 26,400 円

半日ドック

33,000 円

059-365-0411

半日ドック

38,500 円

34,650 円

0742-51-8700

半日ドック

44,000 円

39,600 円

4 月〜 11 月 31,350 円

※メニューの詳細については各病院にお問合わせください。

見守り〈セコム〉
優待内容(料金は税込価格)

「セコムみまもりホン」加入料金から5,500円割引となります。月々の月額基本料金
2,420円、割引後の加入料5,500円はお客さまのご負担となります。
※現場急行料金などが発生する場合があります。

旅

人間ドック（人間ドックは会員さま以外に同居のご家族さまもご利用いただけます。）

お問合わせ先

■セコム（株） 中部本部 金融法人部
052-954-8400 （平日9時〜18時）

①国内旅行 「日本の旅」商品３％割引（ただし、
ＪＲセットプランは２％割引）
※ダイナミックパッケージ国内2.5%割引 ※宿泊単品は割引対象外
②海外旅行 「世界の旅」商品３％割引
※ダイナミックパッケージ海外2.5%割引 ※空港諸税は対象外

ご利用場所
全施設でご利用可能

行〈近畿日本ツーリスト〉
優待内容

フィットネスクラブ〈アクトス〉
優待内容(料金は税込価格)
優待項目

通常料金

会員さま向け料金

①一日体験
②入会金

①4,400円
②5,500円〜11,000円

①550円
②5,500円割引

※②の入会金の割引は、「アクトス will」「アクトス will_G」は対象外となります。

お問合わせ先

家事代行〈ニチイライフ〉

■近畿日本ツーリスト 各営業所
■名古屋中央店 052-541-8686

ご利用場所

※お支払いは、現金・近畿日本ツーリストの旅行券およびギフト券・ＫＮＴカードとなり、
他社クレジットカードはお使いいただけません。

ご利用にあたって
●優待内容についてはご希望の施設へ直接お問合わせください。
●ご利用の際は、
お客さまより直接お電話などでご希望の施設へお申込みください。その際、
必ず
「中京ほのぼの倶楽部会員」
である旨をお伝えください。
●ご利用時には、
ご優待券にお名前、
ご住所などを記入のうえ各施設にご提出ください。ご提出いただけない場合、
割引が受けられないことがございます。

全国でご利用可能

①デビュープラン
②スポットプラン(1時間より)

※①デビュープランは同一住所 1 回限り（90 分）となります。

0574-60-5010
(ご予約は不要です)

※施設の所在地はアクトス HP をご覧ください。

優待内容(料金は税込価格)
優待項目

お問合わせ先

通常料金

会員さま向け料金

①7,480円
②5,830円

①3,980円
②5,538円

お問合わせ先
お客さまセンター
0120-212-295

※料金はエリアによって異なるため、お問合わせ時にご確認ください。

●原則として、他の割引や優待などとの併用はできません。
●各施設・サービスのご利用にあたって発生したトラブル・事故に関しては中京銀行は責任を負いかねます。
●予告なしに優待内容を変更、中止、一時休止する場合がありますので、あらかじめご了承願います。

2022年10月末現在

