スマホ
専用サイト
開設!

会員専用ホームページ

メンバーズナビ」

「

ポケット
ガイドブック
［ホームページ］

http://www.lifesc.com
まずは ︑メンバー
ズナビにアクセス
！

http://ww

［スマートフォン］

w.lifesc.
com

https://www.fukuri-resol.jp

ライフサポート倶楽部の
メンバーズナビにログインすれば、

うれしいこと
いっぱい。
あ、けっこうカンタン♪

こんどの家族旅行はここで決まりだな。
おトクって、うれしいネ♥
お、いつものお店がのってる。

「ライフサポート倶楽部」の
サービスメニュー
「健康」と「幸せ」を実現するための
充実したサービスメニューをご用意しています！

提供サービス
リゾート・トラベル

ゴルフ

げんき

くらし

はぐくむ

きずな

お得な国内外のホテル・旅館、
JR 付き宿泊プラン

人間ドックや健康相談など、会員
様の健康のために

住宅やお引越し、ペットから介
護まで様々なくらしの情報

保育所・託児所から、育児関連
のサービス

婚活パーティーやブライダル、
葬儀のご相談まで

くるま

あそぶ

レンタカーやカーシェア、自動車
売買に関する情報

まなぶ

ポイントもたまるんだって！

会員様だけの特別価格でお得
な直営ゴルフ場をご紹介

資格取得や趣味・カルチャー
から語学、海外留学の情報

アミューズメントや映画・ライ
ブ等のチケット手配も

※本サイトの掲載メニューは標準仕様によるもの
でご所属の企業（団体）様によっては利用でき
ないメニューもございます。予めご了承ください。

え？このクーポンも使えるの？

ご利用資格

① 会員ご本人および配偶者、本人並び配偶者の2親等以内のご親族（ご利用時点）
ならどなたでも会員料金でご利用になれます。
② 上記の場合、会員ご本人の同伴がなくても会員料金にてご利用になれます。
③ 会員ご本人および配偶者の 2 親等以外の方も優待料金でご利用になれます。

ライフサポート倶楽部は、企業（団体）に所属しているご本人とご
法人・団体・組織様がご利用いただける

家 族の皆様が、日々の生活や旅行等で
ご利用いただける多彩でお得なサービスを
取り揃えております。

「福利厚生サービス」です。
2

④ 原則として①〜③において、会員ご本人からのお申込みとなります。
※ご宿泊者が 18 歳未満の方、または高校生以下の方で、お一人様または未成年者同士の場合親権者様
に同意書の提出をお願いする場合があります。
※本サイトの掲載メニューは標準仕様によるものでご所属の企業（団体）
様によってはご利用資格が異なる場
合がございます。予めご了承ください。
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会員専用ホームページ

初級編

「メンバーズナビ」
を使ってみよう!

スマホ

まずは

の場 合

ログイン方法は、標準仕様によるものでご所属の企業
（団体）
様によっては
下記パターン以外の場合もございます。
詳細につきましては所属先から配付されます制度の利用案内やマニュアル、
社内イントラネット等でご確認ください。

ログインしよう！

メンバーズナビにアクセス！

「会員番号8桁」の方

❶

http://www.lifesc.com

❶

QRコードから
でもOK！

❷

❸

❶アクセスしたら、トップページの
ログインボタンをタップ。

「会員番号12桁～20桁」
の方

❶
❷
❸

❶会員番号を入力。
（ハイフンは不要です。英字は
大文字でご入力ください。）
❷パスワードを入力。
初期のパスワードは、会員番号
の下8桁に設定されています。
※一部企業除く
❸ログインボタンをタップ。会員
情報登録が完了後、サービスを
ご利用いただけます。

！ かんたんIDで手軽にログイン！

❶会員番号8桁を入力。
❷パスワードは空欄でログインを
タップ。

❸新規会員登録をタップ。
お客様情報を入力、ログインパス
ワードの設定。

❹登録完了後、16桁の会員番号が採番
されます。16桁の会員番号を入力。
❺パスワードを入力し、ログインして
ください。

❹

POINT

ご希望の文字列（英数記号4〜12文字）を「かんたんID」として設定す
れば、外出先などで会員証をお持ちでない場合も、手軽にログイン
できます。
➡P7「かんたんIDの登録」

こういう時はどうするの？

Q 会員番号がわからない！
A
Q パスワードがわからない！
A

ご所属企業（団体）の福利厚生ご担当者様に
ご確認ください。
※一部企業除く

※初回は会員番号ログインが必要です。

4

はじめてのログインは原則会員番号下8桁が
パスワードです。それでもログインできない
場合は、既にパスワードを設定しています。
※確認方法はP21をご参照ください。
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会員専用ホームページ

スマホ
の場 合

初級編

「メンバーズナビ」
を使ってみよう!

マイページ にアクセス！

会員情報の登録・変更
お客様の住所や連絡先、メールアドレスの変更などが可能です。

マイページとは？
各種サービスのご利用履歴や、お客様情報の登録や変更などができる
お客様専用のページです。

❶
❷

❶
❶マイページの会員情報
登録・変更をタップ。

❶ログイン後、メニューを
タップ。
❷マイページをタップ。

！ 追加登録でもっとベンリに！

POINT

かんたんIDの登録
かんたんIDとは、お客様が
自由に設定できるログイン
IDです。

❸会員情報やご利用履歴など
をご確認いただけます。

❸

マイページから
こんなことが
できます！

会員番号の代わりにご利用
いただけます。

家族情報の登録
家族の情報を登録すれば家
族も設定したメールアドレ
スでログインできます。

◎リソルポイントの確認
◎補助・利用履歴の確認
◎予約の変更・キャンセル
◎メールマガジンの登録・変更
6
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会員専用ホームページ

「メンバーズナビ」
を使ってみよう! 初級編
スマホ
の場 合

メルマガ登録で最新情報をGET !

気になるサービスを

オトクな情報を毎週お届け!!

探してみよう！

●レジャー施設の優待
●ホテルや旅館の割引

9個のカテゴリーに分かれた豊富なサービスメニューをご用意！
会員情報の登録が終わったら、さぁ、お気に入りのサービスを探してみよう！

メールマガジンの登録・変更の方法
スマートフォン

具体的に見つけたいメニューがある場合
❶キーワードまたは、メニューNoを
入力し検索する。

❶

●ライブの先行発売
●会員限定のセミナー

❷

❶

こだわりの検索がしたい場合（リゾート・トラベルの場合）

❶
❷
❶「国内の宿泊」
または
「JRセットプラン」
を選ぶ。

❷メルマガをタップ。

❷条件を入力し検索する。

特集が見たい場合（リゾート・トラベルの場合）

❶

❶ログイン後、メニューをタップ。

❸

❸
❸変更内容を確認し、登録完了。

パソコン

❶

❶

❷

❶検索または、カテゴリーから探す
をタップ。

❷

❷リゾート・トラベルTOPをタップ。

❸カテゴリーTOPには季節の情報や
お得な情報が盛りだくさん。バナー
から各特集をご覧いただけます。

※生活メニューの場合も、上記のリゾート・トラベルの場合と同様に各メニューを検索することができます。
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❸
❶マイページのメールマガジンを
クリック。

❷配信する、もしくは配信しない
を選択し登録してください。
❸変更内容を確認し、登録完了。
9

会員専用ホームページ

初級編

「メンバーズナビ」
を使ってみよう!

パソコン

まずは

の場合

ログイン方法は、標準仕様によるものでご所属の企業
（団体）
様によっては
下記パターン以外の場合もございます。
詳細につきましては所属先から配付されます制度の利用案内やマニュアル、
社内イントラネット等でご確認ください。

ログインしよう！

「会員番号8桁」の方

メンバーズナビにアクセス！

http://www.lifesc.com
メンバーズナビ

検 索

❶

❶
❷

❶アクセスしたら、トップページに
ログインの項目が表示されます。

❸

「会員番号12桁～20桁」
の方
❶会員番号を入力。
（ハイフンは不要です。英字は
大文字でご入力ください。
）
❷パスワードを入力。
初期のパスワードは、会員番号
の下8桁に設定されています。
※一部企業除く
❸ログインボタンをクリック。会
員情報登録が完了後、サービス
をご利用いただけます。

❶会員番号8桁を入力。
❷パスワードは空欄でログイ
ンをクリック。

❸新規会員登録をクリック。
お客様情報を入力、ログイ
ンパスワードの設定。

❶
❷

❹
❺

❸

！ かんたんIDで手軽にログイン！

❹登録完了後、16桁の会員番号が採番
されます。16桁の会員番号を入力。
❺パスワードを入力し、ログインして
ください。

POINT

ご希望の文字列（英数記号4〜12文字）を「かんたんID」として設定す
れば、外出先などで会員証をお持ちでない場合も、手軽にログイン
できます。
➡P13「かんたんIDの登録」

こういう時はどうするの？

Q 会員番号がわからない！
A
Q パスワードがわからない！
A

ご所属企業（団体）の福利厚生ご担当者様に
ご確認ください。
※一部企業除く

※初回は会員番号ログインが必要です。
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はじめてのログインは原則会員番号下8桁が
パスワードです。それでもログインできない
場合は、既にパスワードを設定しています。
※確認方法はP21をご参照ください。
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会員専用ホームページ

パソコン
の場合

初級編

「メンバーズナビ」
を使ってみよう!

マイページ にアクセス！

会員情報の登録・変更
お客様の住所や連絡先、メールアドレスの変更などが可能です。

マイページとは？

❶

各種サービスのご利用履歴や、お客様情報の登録や変更などができる
お客様専用のページです。

❶

❶ログイン後、
マイページをクリック。

❷ご登録内容や履歴をご確認いただけます。

❶マイページの会員情報登録・変更をクリック。
❷以下の情報をご入力ください。
お名前・性別・生年月日・ご住所・ご連絡先・
メールアドレス・メールマガジン希望・
かんたんID・家族情報の登録

！ 追加登録でもっとベンリに！

POINT

かんたんIDの登録

❷

かんたんIDとは、お客様が自由に設定できるログインIDです。
会員番号の代わりにご利用いただけます。

家族情報の登録
家族の情報を登録すれば家族も設定したメールアドレスで

マイページから
こんなことが
できます！

ログインできます。

◎リソルポイントの確認
◎補助・利用履歴の確認
◎予約の変更・キャンセル
◎メールマガジンの登録・変更
12
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会員専用ホームページ

「メンバーズナビ」
を使ってみよう! 初級編
パソコン
の場合

気になるサービスを

各種アイコン一覧
各種アイコン

探してみよう！

リソルポイント貯まる

サービスを利用するとポイントが貯まります。
9個のカテゴリーに分かれた豊富なサービスメニューをご用意！

リソルポイント使える

会員情報の登録が終わったら、さぁ、お気に入りのサービスを探してみよう！

貯めたポイントを利用できます。

キャンペーン実施中

具体的に見つけたいメニューがある場合

❶

期間限定のお得なキャンペーンです。

❶キーワードまたは、メニューNoを
入力し検索する。

福利厚生チケット
（LSC補助）

ご所属企業（団体）様により福利厚生チケットをご利用
いただけます。

リゾート商品券

こだわりの検索がしたい場合（リゾート・トラベルの場合）

❶

現地支払の場合、リゾート商品券をご利用いただけます。
お支払いの際、施設にお渡しください。

プリシアチケット

現地支払いの場合、プリシアチケットをご利用いただ
けます。お支払いの際、施設にお渡しください。

❷

会員証
（ロゴ）
提示

会員証カードまたはWEB会員証を現地でご提示しご利
用、お支払いください。

❶プルダウンメニューより
カテゴリーを選択。

クーポン提示

クーポンを印刷または、スマートフォンでご提示し施
設にてご利用、お支払いください。

❷条件を入力し検索する。

セレクションマーク

キャンペーンや特集をチェックしたい場合（リゾート・トラベルの場合）

各施設との特別契約によるおすすめの施設です。

キャンペーンポイント

❸

❶

企業（団体）様だけの特別なキャンペーンです。

カスタマイズ
（Cマーク）

ご所属企業（団体）様により低料金でご利用いただける
マークです。※ベストリザーブ提供プランを除く
※施設により利用方法が異なります。必ず各施設にて利用方法をご確認ください。

❶カテゴリーのアイコンをクリック。

❷
❷リゾート・トラベルTOPをクリック。

付帯情報アイコン

14
❸カテゴリーTOPには季節の情報や
お得な情報が盛りだくさん。バナー
から各特集をご覧いただけます。

温泉

スパ・エステ

露天風呂

駐車場

大浴場

送迎

貸切風呂
※詳細は施設にお問合せください。付帯設備は予告なく変更される場合がございますので予めご了
承ください。

※生活メニューの場合も、上記のリゾート・トラベルの場合と同様に各メニューを検索することができます。
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便利なサービスで

上級編

「メンバーズナビ」
を上手に使いこなそう!
リソルポイントを上手に使ってお得に！

リソルポイントって何？

インフォメーションって何？
ご所属企業（団体）様の独自のメニューやサービスを本サイトのインフォメー

ライフサポート倶楽部会員限定ポイントのこと。

ションページでご案内しています。期間限定のキャンペーンもありますのでぜ

対象メニーをご利用いただくことで、ポイントを

ひチェックしてください。

貯めたり使ったりすることができます。

※カスタマイズのメニューや内容はご所属の企業
（団体）
様により異なります。
※インフォメーションページが利用できない企業
（団体）
様もございます。

パソコン

スマートフォン

リソルポイントが貯まる！
ポイントの貯まるメニューにはアイコン

インフォメーションと閲覧履歴をチェック！

が

表示されます。お得なポイントを貯めていきましょう！

❶ログイン後、メニューをタップ。
❷インフォメーションをタップ。

❶ログイン後、お得な知ら
せをクリック。

❶

例えば……
宿泊施設のご利用・レストランのご利用（一部）
・その他生活メニューのご利用（一部）
等。ご利用に応じて、原則1%分のポイントが貯まります。

リソルポイントが使える！
貯まったポイントは各メニューご利用時に1ポイント

❷

＝1円で、1ポイントから使えます。ポイントの使え
るメニューにはアイコン

が表示されます。

ポイント活用で、さらにお得に利用しましょう！
例えば……
宿泊施設のご利用・レストランのご利用（一部）
・その他生活メニューのご利用（一部）
等。貯まったポイントはご利用時に1ポイント=1円で、1ポイントから使えます。

❶
※未読の場合のみ表示されます。

最近チェックしたもの
ログイン後、お客様の閲覧履歴が確認できます。複数の施設を比較検討したり、
以前チェックしたことのあるサービスをもう一度見たい時にご利用いただくと
便利です。
※閲覧履歴件数が6件を超えた場合は、閲覧の古い順から自動的に「最近チェックしたもの」より削
除されます。

リソルポイントの確認方法
ログイン後、マイページに現在のリソルポイント数が表示されます。また、マ
イページの
「リソルポイント利用履歴」
では、より詳細な情報を掲載しています。

スマートフォン
❶ログイン後、最近チェッ
クしたものをタップ。

パソコン
❶ログイン後、最近チェックしたものをクリック。

❶

最近
チェック
したもの
!!
Check

【注意事項】
・リソルポイントを確認・ご利用するには
「会員
番号9桁以上」
でのログインが必要です。
・リソルポイントが対象外のメニューもござい
ます。
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❶
17

便利なサービスで

上級編

「メンバーズナビ」
を上手に使いこなそう!
会員限定クーポンをGETしよう！

WEB会員証でスマートに！

会員限定クーポンって何？

WEB会員証って何？

ライフサポート倶楽部会員限定の全国のさまざまな

サービス提供施設にきたけど、
「会員証カード」を忘れた！

施設で優待割引・特典が利用できるクーポンです。

そんな時ありませんか？ でもご安心ください。
スマートフォン端末で表示できる
「WEB会員証」を見せれば通常の会員証と同様のサービスが受けられます！

新しいクーポン情報が
いつでも閲覧可能！
その場で使えてお得！

※一部施設を除く

※PCよりプリントしたWEB会員証を提示してもOKです!

❶

施設を検索

❶

WEB会員証を表示

❷

クーポンを表示

❷

WEB会員証を提示

❸

クーポンを利用

❸

サービスを利用

PCよりプリントしたクーポン提示でもOK!
【注意事項】
・クーポン提示メニューのうちクーポンのプリントアウトが必要なメニュー・プランがございます。
各プランにて利用方法と特典内容、注意事項を事前にご確認の上ご利用ください。
・クーポンの転売等の不正利用は固くお断りいたします。
・サービスを受ける際、サービス提供施設より会員であることの確認を求める場合がございます。
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【注意事項】
・サービスをご利用いただく場合には、提示有効期限内であることをご確認ください。
・本会員証以外のご提示が必要なメニュー・プランもございます。
各プランにて利用方法と特典内容を事前に確認の上ご利用ください。
・本会員証の転売・譲渡・貸与等の不正利用は固くお断りいたします。
・サービスを受ける際、サービス提供施設より会員であることの確認を求める場合がございます。
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カフェテリアプランのご案内
カフェテリアプランとは、自分にあった福利厚生メニュー
をポイント予算内で選べる福利厚生制度です。
カフェテリアプラン（選択型福利厚生制度）および、その
他ポイント制度を導入されている企業（団体）様がご利用
いただけます。

※ポイント利用の対象となるメニューや申請方法は、ご採用企業
（団体）
様により異なります。
※詳細につきましては所属先から配付されます制度の利用案内やマ
ニュアル、社内イントラネット等でご確認ください。

●ライフサポート倶楽部について

Q 友人も使えるの？

A ご友人などとご利用いただく場合は、優待料金でご案内できる施設も
ございます。

Q 利用した後に会員特典があることに気づきました。
後からでも会員特典は受けられますか？



は会員特典が受けられません。

ログイン後、マイページ内
「その他ポイント」
からポイントをご確認いただけます。

パソコン

ログイン後、マイページ内
「その他ポイント」
をタップ。

よくあるご質問

A ご利用お申込み時に「ライフサポート倶楽部会員」とお申出のない場合

ポイント確認ご利用方法・お問合せ
スマートフォン

Q &A

Q ログインしたら、使えるメニューやサービスの表示が変わりま
した。どうしてですか？

ログイン後、マイページ内「その他ポイント」を
クリック。

A ご所属企業（団体）様のご契約により、利用できるメニューやサービス
が異なります。

Q スマートフォンでも閲覧できますか？

A 可能です。スマートフォンサイトをご利用ください。



スマートフォンサイトはこちら

Q 住所・電話番号・パスワード変更・メールアドレス変更をした
いのですがどうすればいいですか？

A ログイン後、マイページの「会員情報登録・変更」よりご変更いただけます。
●ログインパスワードについて

Q ログインする会員番号がわかりません。
予約センターで教えてもらえますか？

カフェテリアプランのタイプと申請方法（例）
事前補助

１.チケット型
事後補助

２.領収証型

リソルが発行する福利厚生用の補助チケットをお支払
いに利用する方法です
メニュー利用の際、ご自身で利用料金を全額お支払い
いただいた後に、申請手続きを行う方法です。

A 会員番号は、個人情報保護の関係上、予約センターでのご回答はいた

しかねる場合がございます。ご所属の企業（団体）の福利厚生ご担当者
様にご確認ください。

Q 会員番号がわからない場合はサービスを利用できますか？
A 原則、サービスのご利用ができません。

Q はじめてログインするのですが、パスワードがわかりません。

A はじめてログインする場合のパスワードは、原則会員番号の下8桁で初

お問合せ

期設定しております。初回ログイン後プライバシー保護の観点からパ

【リソル予約センターカフェテリアプランデスク】

お電話でのお問合せ
メールでのお問合せ

03-3344-8805
opinion@resol.jp

受付時間
平日
（年末年始を除く）／9：00～18：00
※土日祝は休業
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スワードの変更をお願いしております。

Q 設定したパスワードを忘れました。

A パスワードを忘れた場合、ログインページ内にある「パスワードを忘れ
た方はこちら」の項目をクリックし、
「会員番号」とご登録済みの「メー
ルアドレス」を入力してください。メールアドレス宛てにパスワード確
認のURLをお送りします。
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Q かんたんIDとはなんですか？

A かんたんIDとは、お客様が自由に設定できるログインIDです。会員番

号の代わりにご利用いただけます。マイページの「会員情報登録・変更」
より、4文字以上12文字以内（半角英数記号のみ）
でご設定ください。

●会員証について

Q 会員証カードを紛失してしまったのですが、再発行できますか？
A 会員証カードを紛失、破損した場合、メンバーズナビ内にある「会員証
再発行」
よりFAXにて申請してください。

※再発行は原則有料となりますのでご了承ください。
※ご所属の企業（団体）様により会員証の再発行ができない場合もございます。

Q 結婚して名字が変わったのですが、会員証の再発行はできますか？
A 可能です。お手数ですがメンバーズナビ内にある「会員証再発行」より
必要事項を記入しFAXにて申請してください。
※氏名変更の会員証カードの再発行は無料です。

Q WEB会員証とは何ですか？

A スマートフォン端末で表示できるデジタル版の会員証です。パソコンから
はWEB会員証を印刷することができます。サービス提携施設でWEB会

員証をご提示すると通常の会員証カードと同様のサービスをご利用いた
だけます。
※一部施設を除きます。
※各プランにて利用方法と特典内容を事前に確認のうえご利用ください。

●ポイントについて

Q リソルポイントとは何ですか？

A リソルポイントは、ライフサポート倶楽部会員様限定のポイントプロ

グラムです。本サイトの「リソルポイント貯まる」のあるメニューをご
利用いただくと利用料金の1%分のポイントが貯まります。貯まったポ
イントは1ポイント＝1円で、最小1ポイントから、本サイトの「リソル
ポイント使える」
メニューで割引または優待ポイントとして使えます。

Q リソルポイントを確認したい。

A マイページの「リソルポイント」でポイントの詳細やご利用履歴をご確
認いただけます。

※リソルポイントを確認・ご利用するには
「会員番号9桁以上」
でのログインが必要です。

Q リソルポイントに有効期限はありますか？

A リソルポイントの有効期限は、リソルポイントを最後にご利用した時
点、または付与された時点から1年となります。1年間ご利用がない場
合は0ポイントにリセットされます。

Q カフェテリアポイント（その他のポイント）とは何ですか？

A カフェテリアポイントは、企業様が従業員の方に支給している福利厚

生サービスにご利用いただけるポイントです。ご利用いただけるメ
ニューや申請ルール、ポイントの単位など企業様ごとに異なります。
各ご所属企業様のマニュアルをご確認のうえ、ご利用ください。
※カフェテリアプラン（選択型福利厚生制度）およびポイント制度を導入されている企業
（団体）
様に限ります。

Q カフェテリアポイントの申請や残高照会はどこで確認できますか？
A ログイン後、マイページの「その他ポイント」でご確認いただけます。
※リソルポイントとは異なりますのでご注意ください。

●リゾート・トラベルメニューについて

Q「リクエスト予約」と「オンライン予約」の違いはなんですか？
A リクエスト予約

⇒

インターネットで予約のご希望を受付し、宿泊

施設に空室状況を確認、空室がある場合は成立となり、満室の場合は
不成立となります。
オンライン予約

⇒

お申込み時にリアルタイムでお部屋が確保され、

即成約となります。

Q キャンセル待ちはできますか？

A キャンセル待ちはお受けいたしかねますのでご了承ください。

Q 予約確認書は、どこから確認できますか？

A ログイン後、マイページ内「補助・利用履歴」よりご確認いただけます。
予約確認書の郵送も可能ですのでご希望の方は、予約センターまでお
問合せください。郵送の場合は、1週間前後でお届けいたします。

Q 領収書を送っていただくことはできますか？

A ログイン後、マイページ内「補助・利用履歴」より該当予約を選択して

領収書印刷、または申請してください。現地払いとなっている場合は
宿泊施設へお申出ください。

Q 予約をキャンセルしたいのですが、どうすればいいですか？

A ログイン後、マイページ内「補助・利用履歴」より対象日程のキャンセ

ル処理を行えます。キャンセル料が発生する場合は「キャンセルリクエ
スト」となり、24時間以内に予約センターよりご連絡させていただき
ます。宿泊当日の17時以降はWEBでのキャンセルはできません。予約
センター営業時間内にご連絡ください。

Q キャンセル料はいつからかかりますか？ いくらかかりますか？

A 取消料、変更料（キャンセル料）は各施設毎の宿泊約款により異なりま
す。また、キャンセル料は特別優待料金に対して算出されます。特別

優待料金についてはお申込み時の料金明細、またはマイページ内
「補助・
利用履歴」の料金明細をご確認ください。
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