
　日頃より、大光銀行をご利用いただきまして、誠にありがとうございます。

当行で年金をお受取いただいておりますお客様に、提携しております旅館・ホテル、

その他の施設等に会員証をご提示することで各種割引をお受けできるサービスになり

ます。

　今後とも大光銀行をご利用いただけますよう、お願い申し上げます。

1　ご優待サービスご利用の際は、各提携先で会員証のご提示が必要です。

2　ご優待サービスは、原則として会員証１枚につき１名です。

3　ご優待サービスの記載内容が変更される場合がありますので、ご利用時に提携先又

　 は各支店窓口でご相談ください。

4　クレジットカードによるお支払いは提携先により優待サービスの対象外となる場合が

　　ありますので、提携先にご確認ください。

5　当ご優待サービスと提携先独自のサービスの併用はできない場合がありますので、

　 提携先にご確認ください。

   人間ドックをご利用の場合市町村によって国保加入者の方に独自の助成を行っている

   場合、光寿会ご優待サービスと併用できない場合があります。

   人間ドックをご予約後、「たいこう」のお取引店までご一報ください。

　　　　　　その他お気づきの点は、光寿会事務局までお問い合わせください。

2021年4月1日現在

たいこうで

年金をお受取り

いただいている皆様へ

ご優待サービス

のご案内

ご優待サービスのご案内

ご優待サービス ご利用方法

大光銀行 光寿会事務局
TEL 0258-36-4111



名称 住所 ＴＥＬ サービス内容

旅行総額（交通費＋宿泊費）3％割引

光寿会員と同行する配偶者は同一待遇

名称 住所 ＴＥＬ サービス内容

セコム上信越（以下の支社）

　長岡支社 新潟県長岡市蓮潟５－１－１６ ０２５８－２８－３０００

　新潟統轄支社 新潟県新潟市中央区新光町１番地１０ ０２５－２８１－５１００

　新発田支社 新潟県新発田市富塚町２－２－３２ ０２５４－２４－７６２６

　県央支社 新潟県燕市井土巻２－３３０ ０２５６－６１－５６７０

　上越支社 新潟県上越市下源入１８６－６ ０２５－５４３－５３８１

名称 住所 ＴＥＬ サービス内容

立川綜合病院　たちかわ総合健診センター 新潟県長岡市旭岡１丁目２４番地 ０２５８－３６－６２２１ 基本料金の１，０００円割引（日帰りのみ）

新潟県労働衛生医学協会 新潟県新潟市中央区川岸町１－３９－５ ０２５－２６７－１２００ 基本料金割引（原則日帰り）　日帰：３，０００円割引

新潟健康増進センター 新潟県新潟市中央区川岸町１－４７－７ ０２５－２３２－０１５１ 基本料金割引（原則日帰り）　日帰：３，０００円割引

プラーカ健康増進センター 新潟県新潟市中央区天神１－１ ０２５－２４７－４１０１ 基本料金割引（原則日帰り）　日帰：３，０００円割引

岩室健康増進センター 新潟県新潟市西蒲区岩室温泉７７２－１ ０２５６－８２－５２４４ 基本料金割引（原則日帰り）　日帰：３，０００円割引　一泊二日：６，０００円割引

岩室成人病検診センター 新潟県新潟市西蒲区橋本１４３－１ ０２５６－８２－５００１ 基本料金割引（原則日帰り）　日帰：３，０００円割引　一泊二日：６，０００円割引

十日町検診センター 新潟県十日町市春日２丁目１１３ ０２５－７５２－６１９６ 基本料金割引（原則日帰り）　日帰：３，０００円割引

新津成人病検診センター 新潟県新潟市秋葉区程島２００９ ０２５０－２２－１３６２ 基本料金割引（原則日帰り）　日帰：３，０００円割引

小出検診センター 新潟県魚沼市小出島１２４０－１３ ０２５－７９２－３３６５ 基本料金割引（原則日帰り）　日帰：３，０００円割引

佐渡検診センター 新潟県佐渡市真野５３６ ０２５９－５５－３１７５ 基本料金割引（原則日帰り）　日帰：３，０００円割引

アクアーレ長岡健康増進センター 新潟県長岡市新陽２－５－１ ０２５８－４７－５８１１ 基本料金割引（原則日帰り）　日帰：３，０００円割引

上村診療所 新潟県十日町市田中口４６８番地１ ０２５－７６３－２１１１ 基本料金割引（原則日帰り）　日帰：３，０００円割引

健康医学予防協会　新潟検診プラザ 新潟県新潟市中央区紫竹山２丁目６番１０号 ０２５－２４５－１１１１ 基本料金割引（原則日帰り）　日帰：３，０００円割引　一泊二日：６，０００円割引

健康医学予防協会　長岡健康管理センター 新潟県長岡市千秋２丁目２２９番地１ ０２５８－２８－３６６６ 基本料金割引（原則日帰り）　日帰：３，０００円割引

ゆうあい内科・脳神経クリニック 埼玉県熊谷市太井１６８５－１ ０４８－５２２－８８８０ 脳ドックＢコース　５００円割引（自己負担からの割引）通常料金　３２，０００円

光栄社 新潟県長岡市城内町２－２－４ ０２５８－３５－８２３４

ホームセキュリティ契約時の保証金２０，０００円を免除
（レンタル契約の場合）

※セコム・ホームセキュリティとは、防犯、火災監視、非常通報、緊急通報など、
毎日の暮らしのなかのさまざまな不安を解消し、２４時間３６５日、セコムが見守り
駆けつけるサービスです。

旅 行

セコム・ホームセキュリティ

病院・人間ドック

※年末年始・ゴールデンウイーク・お盆などのピーク時はご利用いただけない場合がありますので、あらかじめご確認願います。

※ご利用の際には、あらかじめ会員証をご提示のうえ、ご優待サービスをお受けください。

※人間ドックをご予約後、「たいこう」のお取引店までご一報ください。 ※ご利用の際には、あらかじめ会員証のご提示が必要です。



名称 住所 ＴＥＬ サービス内容

ＡＮＡクラウンプラザホテル新潟 新潟県新潟市中央区万代５－１１－２０ ０２５－２４５－３３３３ ベストフレキシブルレートの５％引き

ホテルイタリア軒 新潟県新潟市中央区西堀通７番町１５７４ ０２５－２２４－５１１１ 宿泊基本料金１０％割引

ホテルニューオータニ長岡 新潟県長岡市台町２－８－３５ ０２５８－３７－１１１１ 宿泊基本料金１０％割引

長岡グランドホテル 新潟県長岡市東坂之上町１－２－１ ０２５８－３３－２１１１ 宿泊基本料金１０％割引＋レストラン料金１０％割引

大清荘 新潟県村上市瀬波温泉１－２－５０ ０２５４－５３－２５２２ 宿泊基本料金１０％割引

宿泊基本料金５％割引　ゴールデンウィーク・夏休み・土曜休前日は除く

直接の申込に限る　(旅行社等からの申込は適用外とする)　当社の特別割引プランとの併用は出来ない

石原館 新潟県阿賀野市村杉温泉４５２３ ０２５０－６６－２１２１ 宿泊基本料金１０％割引

宿泊基本料金１０％割引　 ８／１１～８／１６・１２／２８～１／３・４／２７～５／５割引対象外

旅行会社(インターネット上の旅行会社を含む)を経由した場合は優待サービスを利用できない

特別企画は優待サービスを利用できない

いろりの宿　平左エ門 新潟県五泉市佐取字宮ノ浦７２３４ ０２５０－４７－２３２１ 宿泊基本料金１０％割引　ただし年末年始、お盆及び祝祭休日の前日は５％割引

柳水園 新潟県五泉市佐取７２４１ ０２５０－４７－２１２１ 宿泊基本料金１０％割引　ただし年末年始、お盆及び祝祭休日の前日は５％割引

佐和田温泉　旅館入海 新潟県佐渡市窪田７８２ ０２５９－５２－３５２１ 宿泊基本料金１０％割引

湖畔の宿　吉田家 新潟県佐渡市両津夷２６１－１ ０２５９－２７－２１５１ 宿泊基本料金１０％割引

お宿　花月 新潟県佐渡市両津夷２６２ ０２５９－２７－３１３１ 宿泊基本料金１０％割引

はなやぎの宿　ゆもとや 新潟県新潟市西蒲区岩室温泉９１－１ ０２５６－８２－２０１５ 宿泊基本料金１０％割引　ただし年末年始、お盆及び祝祭休日の前日は割引なし

割烹の宿　櫻家 新潟県西蒲原郡弥彦村弥彦１０４３－４１ ０２５６－９４－２００９ 宿泊基本料金１０％割引　ただし年末年始、お盆及び祝祭休日の前日は５％割引

越後乃お宿　わか竹 新潟県南蒲原郡田上町田上乙１３７０ ０２５６－５７－２０４４ 宿泊基本料金１０％割引

源泉湯の宿　かいり 新潟県魚沼市大湯温泉３０１ ０２５－７９５－２３１１ 宿泊基本料金１０％割引

湯元庄屋　和泉屋旅館 新潟県魚沼市大湯温泉２９８ ０２５－７９５－２０３１ 宿泊基本料金１０％割引　ただし年末年始、お盆及び祝祭休日の前日は５％割引

自在館 新潟県魚沼市上折立６６ ０２５－７９５－２２１１ 宿泊基本料金１０％割引　ただし年末年始、お盆及び祝祭休日の前日は５％割引

旅館　長者 新潟県魚沼市下折立５０１ ０２５－７９５－２２０４ 宿泊基本料金１０％割引　ただし年末年始、お盆及び祝祭休日の前日は５％割引

ホテル坂戸城 新潟県南魚沼市坂戸２９２－４ ０２５－７７３－３３３３ 宿泊基本料金１０％割引　ただし年末年始、お盆及び祝祭休日の前日は５％割引

湯沢グランドホテル 新潟県南魚沼郡湯沢町湯沢２４９４ ０２５－７８４－２３５１ 宿泊基本料金１０％割引

越後のお宿　いなもと 新潟県南魚沼郡湯沢町湯沢２４９７ ０２５－７８４－２２５１ 宿泊基本料金１０％割引　ただし年末年始、お盆及び祝祭休日の前日は５％割引

ホテル　さきはな 新潟県阿賀野市小松５０５１-８５ ０２５０－４７－２１１１ 宿泊基本料金１０％割引

佐取館 新潟県五泉市佐取３００８ ０２５０－４７－２２１１ 宿泊基本料金１０％割引・同伴者一名まで１０％割引適用可能

長生館 新潟県阿賀野市村杉４６３２－８ ０２５０－６６－２１１１

椿の宿　吉田や 新潟県村上市瀬波温泉２－５－３６ ０２５４－５３－２１４５

旅館・ホテル
※ご予約の際に「光寿会ご優待サービス」をご利用される旨、提携ホテル・旅館へご連絡願います。※年末年始・ゴールデンウイーク・お盆などのピーク時はご利用いただけない場合が

ありますので、あらかじめご確認願います。※ご利用の際には、あらかじめ会員証をご提示のうえ、ご優待サービスをお受けください。



名称 住所 ＴＥＬ サービス内容

ホテルハイマート 新潟県上越市中央１丁目２番３号 ０２５－５４３－３１５１

・宿泊基本料金の１０％割引
・ホテル内レストランお食事処多七利用料金の５％割引
・多種宴会（一般宴会・婚礼・法要・祝席等）料理の５％割引
・貸衣装の２０％割引
・会議用弁当・ケータリング料理の５％割引
・年末のおせち・年越し料理の５％割引

よもぎひら温泉　和泉屋 新潟県長岡市蓬平町甲１５０８番地２ ０２５８－２３－２２３１

平日宿泊基本料金の１０％割引（日帰り入浴は不可）
なお、上記優待は、ゴールデンウィーク、年末年始、お盆、長岡祭の期間中の
宿泊は除く。（その前日利用は可）
また祝祭日、休日、祝祭日と休日の前日は除く　他のキャンペーンの割引との併用
不可

えちご川口ホテルサンローラ 新潟県長岡市川口中山２５１５－４ ０２５８－８９－３０００ 基本宿泊料金１０％割引

浪花屋夕凪亭 新潟県柏崎市鯨波３－１１－６ ０２５７－２３－３０３０
１泊２食付宿泊料金１,０００円割引
※　年末年始、お盆、ゴールデンウィークなど適用除外期間あり
　 （適用除外期間については、施設への問い合わせとする）

旅館　冥加屋ハウス 新潟県西蒲原郡弥彦村弥彦１０４３－４８ ０２５６－９４－２１３５ 宿泊基本料金１０％割引

清津峡温泉
囲炉裏とほたるの宿せとぐち

新潟県十日町市西田尻辛１６８番地 ０２５－７６３ー２４３１ 宿泊基本料金１０％割引

エクセルイン小山 栃木県小山市駅東通り２－２３－７ ０２８５－３０－５５５５

エクセルイン古川 宮城県大崎市古川駅前大通３－１－３ ０２２９－９１－８５３３

エクセルイン渋川 群馬県渋川市渋川１６８９－４ ０２７９－３０－１５１５

神湯温泉俱楽部 新潟県魚沼市清本５８３ ０２５－７９９－３３５０ 宿泊基本料金　１０％割引　日帰り入浴　１００円割引

佐渡温泉　御宿おぎの湯 新潟県佐渡市小木町１４９４－６ ０２５９－８６－１５５５ 宿泊基本料金　１０％割引

名称 住所 ＴＥＬ サービス内容

串ひろ　本店 新潟県五泉市郷屋川２－１－２３ ０２５０－４３－８５３０ 飲食代金　会計より５％割引（他の割引との併用不可）お一人様１日１回限り有効

串ひろ　安田店 新潟県阿賀野市保田３１６２－１ ０２５０－４７－７１００ 金曜日・土曜日・祝日・祝日の前日は利用不可

鮨と海鮮　すずくら 新潟県五泉市郷屋川２－１６４－１ ０２５０－４１－０１１１ 年末年始は利用不可　宴会コースとの併用不可　

焼肉串ひろ本舗 新潟県五泉市太田２３３４－１ ０２５０－４３－８９８９ ランチでの利用不可　持ち帰り利用不可　

ハンバーグレストラン　ミートドラゴン 新潟県五泉市太田１１１５－１ ０２５０－４７－８８４５ 現金でのみ、割引対応

宿泊基本料金５００円割引
※電話での予約に限定

飲食店・温泉施設・その他
※年末年始・ゴールデンウイーク・お盆などのピーク時はご利用いただけない場合がありますので、あらかじめご確認願います。



名称 住所 ＴＥＬ サービス内容

よね蔵グループ全店

　よね蔵　分水店 新潟県燕市分水栄町３－９ ０２５６－９８－５１８８

　よね蔵　吉田店 新潟県燕市吉田下中野２４７－２８ ０２５６－９３－５６００

　よね蔵　県央店 新潟県三条市須頃１丁目４６ ０２５６－３６－６２４０

　よね蔵　加茂店 新潟県加茂市大字加茂２６０６－１ ０２５６－５７－１２５１

　よね蔵　東京サンケイビル店 東京都千代田区大手町１－7－2 ０３－６２７１－８６３０

　いかの墨　新潟駅前店 新潟県新潟市中央区東大通１－５－２４ ０２５－２４２－０５１０

　いかの墨　新宿駅南口店 東京都渋谷区代々木２－６－３　２・３Ｆ ０３－６２７６－５３８０

　いかの墨　新宿駅南口マインズタワー店 東京都渋谷区代々木２－１－１　Ｂ１Ｆ ０３－６３００－６４０１

　いかの墨　大宮店 埼玉県さいたま市大宮区大門町１－４８ ０４８－７８３－５４２５

　いかの墨　シアル横浜アネックス店
神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町１－６６－
９　　　　　　　シアル横浜アネックス２Ｆ

０４５－５３４－５３０３

　たこの壺 新潟県長岡市城内町２丁目２番地２ ０２５８－３６－０３１１

　ＩＣＨＩＥ　いちえ 新潟県新潟市中央区天神２－１３７－３７ ０２５－２５５－０１１２

　海老の髭 新潟県新潟市中央区古町通八番町１４３３－２ ０２５－２１０－８５０７

　葱ぼうず　南口店 新潟県新潟市中央区笹口１－１０－１ ０２５－２４０－６３６３

　えびす鯛 新潟県新潟市中央区弁天１－３－３ ０２５－２５５－５５２２

　ビストロ椿 新潟県新潟市中央区花町１９８１－１ ０２５－２２６－７００７

炭火焼肉屋さかい糸魚川店 新潟県糸魚川市上刈３－１４－１４ ０２５５－５３－２９１４ 食事券５００円券進呈（当日利用可能）

わたや本店 新潟県小千谷市本町２－３－３４ ０２５８－８２－２２５８ ウェルカムドリンク１杯サービス（ソフトドリンクのみ）

わたや平沢店 新潟県小千谷市平沢１－８－５ ０２５８－８３－０５８８ ウェルカムドリンク１杯サービス（ソフトドリンクのみ）

ＪＯＹＦＩＴ　新潟青山店 新潟県新潟市西区青山1丁目6番1号 ０２５－２３４－５６２１ 入会事務手数料半額割引

ＪＯＹＦＩＴ　新潟東区役所店
新潟県新潟市東区下木戸１－４－１
新潟東区役所内　地下1階

０２５－２７１－３７１１ 入会事務手数料半額割引

ＪＯＹＦＩＴ　新潟桜木インター店 新潟県新潟市中央区桜木町１－３ ０２５－２７８－３３７１ 入会事務手数料半額割引

ＪＯＹＦＩＴ　イオン県央店
新潟県燕市井土巻3丁目65番
イオン県央内１Ｆ

０２５６－４６－８１７５ 入会事務手数料半額割引

ＪＯＹＦＩＴ　長岡日赤店
新潟県長岡市日赤町２－６－１
ウオロク長岡店１階

０２５８－８６－７８０８ 入会事務手数料半額割引

ＪＯＹＦＩＴ　上越店 上越市大字大道福田字沢田１９９ ０２５－５３０－９５５５ 入会事務手数料半額割引

食事代５００円サービス
※お一人様１日１回限り有効
※金曜日・土曜日・祭日の前日は対象外。
※コースプランご利用のお客様は対象外。



名称 住所 ＴＥＬ サービス内容

スイミングスクール　アクシー中央 新潟県新潟市西区西小針台２－１０－４ ０２５－２６７－７３２２ 入会時の諸費用から３，０００円割引

スイミングスクール　アクシーひがし 新潟県新潟市東区豊１－１０－４９ ０２５－２７４－１２２３ 入会時の諸費用から３，０００円割引

スイミングスクール　アクシーかめだ 新潟県新潟市江南区五月町１－３－２５ ０２５－３８１－８８４４ 入会時の諸費用から３，０００円割引

スイミングスクール　アクシーＭＡＫＩ 新潟県新潟市西蒲区巻甲３２７１－１ ０２５６－７３－３３６０ 入会時の諸費用から３，０００円割引

スイミングスクール　アクシーユタカ 新潟県新潟市東区豊1-1-20 ０２５－２７８－９９００ 初回登録料５，２５０円を５０％割引

天然温泉薬石浴　嵐の湯　秋葉店 新潟県新潟市秋葉区新町１－６２－４ ０２５０－２２－１１１４ 入浴料５００円割引

抗酸化陶板浴　　ここゆ 新潟県新潟市東区有楽２－３－１ ０２５－２７０－０６６０ 入浴料２０％割引　（入浴料１，０００円を８００円に割引）

弥彦桜井郷温泉　　さくらの湯 新潟県西蒲原郡弥彦村弥彦大字麓１９７０ ０２５６－９４－１１２６
通常入館料１００円割引
※平日夜間割引との併用はできない

公衆浴場　門前の湯 新潟県上越市下門前１６２－１ ０２５－５３１－２６１５

回数券購入時に１枚サービス
・温泉入浴　１１枚綴り（３,９００円）購入で１枚サービス
・温泉入浴・サウナ　８枚綴り（３,６００円）購入で入浴券１枚サービス

日帰り温泉施設　多宝温泉　だいろの湯 新潟県新潟市西蒲区石瀬３２５０ ０２５６－８２－１１２６
利用料金１００円引き
※平日限定（月曜日～金曜日）　　１０：００～１７：００
※会員証１枚提示で２名様まで利用可

えちご川口温泉 新潟県長岡市川口中山２５１５－４ ０２５８－８９－３０００ 入浴料金１００円割引

村将軍　本店 新潟県加茂市穀町８－５ ０２５６－５２－８３６６

膳亭　西加茂店 新潟県加茂市寿町１５３６－９ ０２５６－５３－２８５５

旬彩創和　ぜんてい　燕三条店 新潟県三条市須頃２－１２９ ０２５６－５７－２０７５

旬彩創和　ぜんてい　新潟ＬＥＸＮ店
新潟県新潟市中央区天神１－１２－７
ＬＥＸＮ内　１Ｆ

０２５－２４４－８８０７

越後の台所　ぜんてい　亀田店 新潟県新潟市江南区早苗２－１－４６ ０２５－３８１－１１８９

ビストロダイニングＶＧ　加茂店 新潟県加茂市新栄町１９１６－１ ０２５６－５３－３２３２

ぜんていのイタリアンレストランＶＧ　新津店 新潟県新潟市秋葉区さつき野４－２０－３８ ０２５０－２５－２５２１

ハツカ石温泉　石打ユングパルナス 新潟県南魚沼市石打字土堂９４６ ０２５－７８３－７８８８
日帰り入浴　大人料金のみ２００円割引　※会員証１枚提示で５名様まで利用可

神湯温泉俱楽部 新潟県魚沼市清本５８３ ０２５－７９９－３３５０ 宿泊基本料金　１０％割引　日帰り入浴　１００円割引

割烹・会席　義の屋 新潟県長岡市四郎丸２－３－１１ ０２５８－３３－２３７９ ご飲食代５％割引　他割引サービス併用不可　電話等の予約時申出必要

ご飲食代　１０％ＯＦＦ（※ご宴会コースは５％ＯＦＦ）
※ランチ対象外
※他券併用不可
※現金のみの支払い
※持ち帰り商品対象外

メ モ


