
Ⅶ 各設問のその他等の記述（事業主アンケート）
Ｑ１ 事業所の業種・その他
ガスもれ警報器点検整備
印刷・データ加工
計器調整
行政書士
消防施設工事業
曳船業、船舶代理店業他
広告代理業
包装、梱包業
ひとり親家庭、自立就労支援 相談業務
教育
幼稚園
築炉業
協同組合
水処理機器装置販売及びメンテナンス
倉庫業
倉庫業
税理士業
幼稚園（こども園）
学校給食事業
公共施設の管理運営
一般貸切旅客自動車運送業
専門･技術サービス
調査研究
室内装飾品総合卸業及びリフォーム改築増築工事
印刷関連の版下等
電気店
公務自由業
施術業
測量及び設計業
文化団体
デザイン
訪問介護、介護施設
清掃業
消防設備点検及び工事
印刷業

Ｑ３ 加入の目的・その他
ゴルフスクールのオファーで
商工会議所からの依頼
ＳＣＫ事業協賛
Ｓ-Ｃｕｂｅからの紹介
催事の参加
長期入院者の援助
すすめられるがまま
SCK役員からの依頼

Ｑ４ 加入時に重視した点・その他
利用範囲の拡大
おつきあい

Ｑ５ 満足度について・満足していない理由
気に入って加入したが、割引施設がどんどん減っていく。加入しているお得感がどんどんなくなっ
ている。
カードを見せても割引できたら便利ですが、申込が事前に必要というのが多すぎる。カードを見せ
ても使えないところがある。
社員より満足の声は聞かれない
営業所が京都のためサービスがほぼない。
府内ですが堺市の者と比べると市外の社員の利用範囲が限られる。
いずれのサービスも、他社と比べ価格的に安いとは感じられない。
割引きがある施設は他のサイトでも同様に適用される為、特別感がない。
ほとんど利用出来ていない。
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Ｑ６ 会費について・その他
ネットか銀行などが同様のことを行っているが月額が安い
特典が使えた時は安いと感じますが、使うことがないと高く感じます。
500円位にしてほしい
比較できない。

Ｑ７ 会費の負担について・その他
希望者は全額負担
個人
個人会員
従業員全額負担
個人が全額負担
従業員が全額負担

Ｑ８ 事業主から見たＳＣＫへの課題・その他
④と似ているが、従業員が活用し、満足しているのか分からない。

Ｑ１０ 事業主として魅力を感じないサービス・その他
割引等があるがお得感を感じない

Ｑ１１ 事業主として導入又は充実してほしい事業・その他
コンサートチケットなどの案内
他府県にいる社員にも魅力的なサービス
ＳＣＫチケット
補助対象宿泊施設の拡大
安価で利用できる宿泊施設
割引等
チケット
各種施設等の利用券
各種施設等利用券
サンスクエア講座
通院保障の充実
通信系サービス、スマホやタブレットの格安あっ旋etc

Ｑ１２ 事業主としてＳＣＫに期待すること・その他
社員が利用したくなるサービス
生活の充実（ＱＯＬ）に資する活動

Ｑ１３ 知り合いに勧めたいと思うか（事業主）・その他
現在、あまり活用できていない

Ｑ１４ 福利厚生の見直しについて・その他
ＳＣＫに加入した事が第１歩。
同一箇所で仕事をしていないため送付物や会費の集配が負担になっている。従業員の個別加入がな
いと継続が難しいかも・・・。
制度のあり方・内容・向上については、拡大・縮小以外の所で模索中である。
現在、思考中
弱小企業ではそこまでのゆとりが無い。

Ｑ１５ 事業主の意見等
慶弔給付で子供の入学等が事前にわかればありがたい。
せっかく入会させていただいたので、担当者としてますます利用の周知をしていきたいと思いま
す。
・ＳＣＫ独自のサービスの充実（例：友人は映画が700円で観られると言っていて、TOHOシネマズの
チケットよりも安いのでうらやましいです）。
・プールのチケットは喜んでいる人が多いです。
先日の吉本新喜劇にご招待いただいたのは大変良かったです。今後も何かご招待していただける企
画などあればうれしいです。
プレゼント企画が増えたらいいなと思います。（協賛する企業が沢山あったらいいですね）
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・事務所のカウンターに置いている割引券などをもっとＨＰで紹介していく。
・以前は「楓林閣ビアガーデン」、「さらさの湯」、「ソフトバレーボール大会」があって良かっ
た。
・宿泊補助をもっと使いやすくしてほしい。
・会員証を提示したら良いお店は、レジ付近にもっと分かりやすく大きなステッカーでも貼って欲
しい。覚えていないから使いそびれることばかり。
ＵＳＪパーティーはショーを観ながらの食事だけでなくパークチケットも込みでしたので1日中楽し
むことができました。ありがとうございます。
この間の吉本楽しかったです。これからも、いろいろな催し楽しみにしています。
ゴルフの補助券の回数が多いと助かります。
30周年の記念タンブラーはとても良かったと感じました。
ラジオ等での宣伝活動の実施により会員獲得の拡大が図れると思います。
いつも迅速に対応いただき感謝しています。ＴＥＬ対応でも顔が見えるような対応でとても気持ち
が良いです。

今回、ステンレスボトルをいただきましたが社内では不評でした。クオカード等でよかったのでは
との声。
加入者は希望制としています。自己負担もあり、なかなか加入希望者がおりません。私自身は、加
入しているのでメリットを感じているのですが・・・。
・宿泊補助券の発行依頼から手元に届くまで早かったのが良かった。
・慶弔給付の手続き漏れ防止のため、通知を送ってくれたのが良かった。
・ガイドブックが読みやすく、図解もあり、理解しやすかった。
加入店舗の増大
運動会やゴルフコンペなどを企画していただきたい。
慶弔給付の拡大、健康診断・人間ドックの補助額のアップ
給付金の支払いは個人口座に振り込みできませんか？
知り合いの経営者の方々に紹介していますが中々難しいです。特に従業員の人数が多いと負担にな
るようで、従業員の人数によって700円→500円とか割引しても良いかしらと思いました。

先日は吉本・ＵＳＪに参加させて頂いてとても楽しかったです。ＵＳＪは１ＤＡＹパスとパーティ
であの値段はとてもお得でした。宿泊は、ネット予約しても補助券が使えるようにご検討していた
だければと思います。
慶弔給付、定期健康診断、人間ドック、良かった。
旅行関係の資料
この前の吉本新喜劇は本当に楽しくいっぱい笑って帰れました。こういう企画を無料とは言いませ
んので増やしてほしいです。
職場のみんなでおたのしみクイズを考えるのは楽しい（一致団結する、一体感がある）。まとめて
応募できると助かります。
前にＳＣＫに電話した時、出られた方がとても対応が良くて気持ちよかったです。
宿泊補助は大変有難いです、助かっております。
いつも楽しく利用させて頂いています。これからもウキウキする様な企画を楽しみにしています。
会員・家族データを参考に慶弔給付金の未請求を知らせて頂けるのは有難いです。
・30周年イベントに参加した者がすごく楽しかったとの事で、そういったイベントを増やして頂け
たらなと思います。
・ＳＣＫチケットもカードの提示で割引がきくようになればなればと思います。
チケットを安く購入できても郵送となると手数料等がかかるため、割引されたお得感が軽減されて
しまう。
毎月のＳＣＫニュースを楽しみにしております。ツアーやイベントに参加することはないですが、
ＳＣＫニュースが各社員に配られた後、「こんなのもあるんだね」と話のネタになっています。
ゴルフ場利用補助を増やしてほしい。
ジェフグルメカードやTOHOシネマズのチケットあっ旋などとても満足しています。また、ライブや
観劇などもたくさんあっ旋して頂けたらと思います。
・課題と感じるところ：大阪市内の飲食店など利用できる範囲を増やして頂きたい。
・サービスについて：どのサービスも非常に魅力的ですので継続をお願いします。
同業種の交流会等
例えば”「○○」の利用でＴポイントがたまる”などコラボがあれば利用率が上がると思われる。
慶弔給付のシステムを本人口座へ振込む流れにしていただきたいです。（大阪民間福祉事業従事者
共済会）のシステムが便利だと感じています。
書留代などの手数料を無くして欲しい。安くチケットを手に入れても、手数料や書留代であまり特
に感じない。

入会して間もない期間で婚姻した場合、月割でも構わないので慶弔給付の対象に含めてあげて欲し
いです。
Ｑ5でも書きましたが、映画館などカードを見せても割引してくれたら皆ももっと使うと思います
が、今はほとんどの従業員が使用していません。もったいないと思います。
LINEでニュースを配信するのは良かったです。30周年イベント楽しく参加させていただきました。
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割引きされる施設を良く分かりやすくして頂きたいです。
窓口に置いている割引チケットの情報が知りたいです。
電気工事組合員や青年部員達でよく北区黒土町の「亀の湯」でＳＣＫで安くなれば便利という話を
します。僕もそう思いますが現状対象外です。皆よく行くのであそこは説得してほしいです。
会費を少しでも下げて頂ければ尚、嬉しい。
常備薬、チラシの配布で事務担当者の負担が大きい。
宿泊を安価（特別価格、割引ではなく）できる宿泊施設を増やしてほしい。
・福利厚生の充実を社内だけで満足のいくものにするにはなかなか難しいものがあると思う。
・社員が常に働きやすい、又、働きがいのある職場を目指しているので、福利厚生費は経費の中で
も多く考えているが、社内旅行の補助金などは大変有難いサービス、皆に加入をすすめているもの
の理解が難しい部分もある。（加入者に対しての福利厚生なので（実際の補助金は人数に対してと
いうことで）他の人の加入をすすめている）
・会費の方は3ヶ月単位ということですが、1ヶ月単位の計算では難しいでしょうか。
・きめ細かなサービスに本当に感謝です。
割引施設が少ない。会員証を利用した事がない。
チケットのあっ旋ですがもう少し手軽な手続きにしてほしい。
ビアガーデン、ホテルバイキングチケットなど堺市内で使用できる店を提供してほしい。
事業所を通じてサービスを利用するのではなく、個人（加入従業員）がそれぞれサービスを活用し
利用状況を事業所にフィードバックしてもらえたら活用度・満足度が分かるかもしれません。
・チケット等の申込み方法の簡略化
・申込み書の種類や書き方が分かりづらいです。
・パソコンからの申込みも入力が分かりづらいです。
健康診断、人間ドックなど、健康のための補助金が出るのがとても嬉しい。その他、映画、イベン
ト、宿泊など、サービスがすごく充実しており助かっています。
・慶弔給付が入会から半年後ではなくすぐに使えたらなと思いました。
・ユニバのパーティや吉本新喜劇（無料）はすごく好評でした。又、映画の券もとても好評で良く
頼ませて頂いてます。
・現状、利用するサービスが決まっている。（提供されているサービス内容の理解ができていない
為）
・特約店の拡大や支払い時（利用時）にすぐに分かるようなシステムがあれば、より活用しやすく
なるのではと思います。
旅行ツアーはかなりチェックしますが、仕事上、参加ができないことが多いです。
個人でも申し込みできるパックがあればと思います。
・補助があり満足しています。
・対応が早く待ち時間がない事にも満足しています。
キッザニア、ユニーバーサルスタジオパスの料金をもう少し負担して欲しい。（近くにいるが高く
てなかなか行けないのが現状という声がある）
Ｑ10④⑤⑧⑨⑪⑫⑬の意見：どれも中途半端
・商品あっ旋は不要かと…アマゾン等ネット会社でいくらでも安価で手に入るのであえてパンフは
いらない。
・コラボ…地元堺のお店とどんどん提携して、飲食、レジャー他のサービスを充実させて欲しい。
これだけのスケールメリットのある団体なのに、あまり役立たないありきたりな内容も多くもった
いないと思う。
・団体バス旅…不要かと・・・。阪急トラピックスではもっと安い。ＳＣＫさんでしかできない企
画を望む。
・地域での事業者と従業員へのサービスであれば商工会議所の活動ともっと同期したものとし、重
複を整理し、事業の相互協力で能率よく実行するようにした方がいいと思う。
・健康管理：健康活動ポイントで記念品など
・介護支援：家族の介護負担の緩和策など
・その他：健康相談機能
・個人会員は1200で高い。
・10月に入ったばかりで、まだよく分かりませんが、旅行補助、ホテルバイキングチケット等あり
がたかったです。
手続きをもっと簡素化（スマホなどで）できるとありがたい。
購買あっ旋の事務処理に手間がかかるのでネット利用ができ、個人での申込みが進めば助かりま
す。
給付金を個々の口座振込にしてもらえたらと。
・とにかく文書・Faxがめんどくさいです。（チケット申込時など）
会員No.etcも最初から印刷した用紙であるとか写メ送付でＯＫですとか、どうでしょうか。
・代金も振込だとか代引、郵送はメール郵送・メール便など可能なサービスの拡大・コスト減は、
まだまだ余地があるのでは・・・と思うのですが。
従業員の方達が、子供さん達と「どこそこに行って来たよ」と楽しくお話してくれて、よかったと
お話を耳にするたびに思います。
もっともっと楽しめる所が増えればいいなと思っています。
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健康管理の面での補助の充実をもう少し図ってほしい。
ＳＣＫ会員以外に日本フルハップにも加入しているが、内容は日本フルハップの方が良いと思う。
旅行の日程が日曜日がメインなので出来れば土曜日になれば参加しやすい。
銭湯の補助は良い。もう少し多くの所で補助が受けられるとなお良し。
レジャー施設利用がチケットで割引になるのはすごく助かります。利用できる施設が増えるともっ
とありがたいです。
・ＳＣＫチケットの充実
・ユニバ等利用補助の充実
・堺市以外での施設が使えると尚、良い。
・レクリエーションの補助金の適応（金額・適応数等）をもう少し増やしてほしい。
ＳＣＫカードだけで割引き出来る施設を増やして欲しい。
慶弔給付は対象者は非常に喜んでいるが、対象者と非対象者の隔たりが大きいのが問題です。受け
れてない人は全く受けれない。
・個々に利用できるサービスが少なすぎる。
・子育て世代には向いているがそれ以外の人には魅力を感じない。
ゴルフ場利用補助券をよく利用させてもらっていますがもう少し、利用できる所が増えればいいな
と思います。
補助券等幅広い場所で取り引き出来ればありがたい。
サービス券の利用は会員本人が中心で家族の利用にはサービスがうまく利用できない。
イベントに応募して全然当たらないのは運が悪いだけですか？
従業員はあまり外出せず、家でのんびり過ごす方が多いので、レジャーではないなにかあれば良い
かなと思います。
・従業員の入社も度々あるので年に1度以上（だけでも）ＳＣＫについて利用の説明をしてもらいに
来てほしい。
・ＵＳＪやディズニーのチケットはそのまま入場ゲートに入れるチケットなら購入を考えるが、入
場前に引き換えに並ばないといけないチケットなら（以前問い合わせたときはそうだった）利用す
る気になれないと思いました。
・常備薬は他社の福利厚生サービスと全く同じ時期なので、ずらしてもらえるとうれしいです。
宿泊補助制度は非常にたすかっています。対象施設がもっと増えていけばありがたいと思います。
当クリニックは日曜日に診察しているので、ＳＣＫのレクリエーションに参加しにくいです。祝日
にもイベントを企画していただければ参加するスタッフが出ると思います。
サービスが多くてなかなか全部が理解できません。後でこんな割引があったとかを知ることがあり
ます。この会費でこれだけのサービスを提供していただきありがたく思います。
当社においては、会費の半額を個人負担させているが社内の加入者が想定している人数より少ない
ように思っています。会費の全額会社負担の検討も含め、社内への告知方法やアピール方法を今後
は考えたい。（加入者を勧誘するための簡単な資料やチラシなども作成してはどうでしょうか？）
イベントに参加させて頂きありがとうございました。
講演は席も有りよかったです。懇親会は初めての参加だったので交流するのは難しかったです。
・コンサートチケットをもっと取得しやすくしてほしい。
・数量限定のチケットに申し込んでも全く取得できないイメージがあります。
・サービス申込み用紙が多種ありわかりにくい。
全てのサービスにおいてそんなにお得感がないように思うので、ひとつでいいので、どこにも負け
ないサービス（チケットのあっ旋等）ができればいいと思う。
独身社員も多いので、休日にも利用できるサービスが多いと利用機会も増えると思う。
・会報を1人1人配る際、手間を要する。
・担当者が人数が多くなる、もしくは冊子が増える、配るものがあると負担が増えるので、例えば1
人1人配らず、食堂にまとめて置く等出来ないか、と言った意見もある。賛否両論だけれども。
また、会社帰りにチケットを取りに行きたい時もあるが・・・（ダメですよね、時間的に間に合わ
ない。）
・旅行がもう少し安いサイトと提携あれば有難いです。
・サービスの数は減ってもよいので1つ1つのサービスの内容の向上を望みます。
・サービス券等の申込みがネットやアプリで出来ればと思います。
・TOHOシネマの割引・バイキングの割引はよく利用してよいと思います。
手続きも簡単で申請しやすいです。
スポーツオーソリティの10％割引きがなくなったのはなぜですか？あったほうが良かった。
・11/25（日）のＵＳＪのパーティに参加させていただいてありがとうございました。とても楽し
かったので感謝しております。ご準備が大変だったんだろうなあと思いました。
・自己啓発支援や人間ドックの補助や全福ネットでも学習の割引等を利用しているので、会費以上
にサービスの提供を受けているので、申し訳ない気持ちです。
・今後は会員間（異業種交流）の交流の場（機会）があればなあと思います。
いつも宝塚歌劇のチケットあっ旋ではお世話になりありがとうございます。
宝塚のチケットは購入が難しいのでとてもありがたく感謝しています。しかし、近頃募集人数が少
なくなったせいか抽選で落ちることがあります。抽選がなくてもあっ旋して頂けるようになると嬉
しく思います。
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・バスツアーや宿泊で堺市外の知人を誘って参加することがあるのですが、優待料金（一般料金よ
りも割安）があれば誘いやすいのですが･･･
・物品あっ旋はあまり魅力を感じない。
・安心して頼めるリフォーム工務店の紹介があれば嬉しい。
チケットあっ旋の種類を増やしてほしい。
当事業所が美原で合併して堺になっている分仕方ないのですが、バスツアー等での集合場所までの
交通手段が困ります。
宿泊施設やレジャー施設でＳＣＫや全福センターと言っても知らない所が多いです。フルネームで
言っても理解してもらえず、4月にいただく冊子やパソコンからプリントしたものを持って行って、
それならと仕方なくといった感じで割引を受けられる場合もあります。もっと知名度を広げてほし
いです。
冊子でもらえるクーポン、毎年同じなので違うクーポンもあったらなと思います。食事系もほしい
です。
・何度か問い合わせたをした際、とても丁寧に対応して頂きました。
・給付申請用紙が出力の際、少しＨＰで分かりにくいです。
・ＳＣＫに対する課題：グループ申込みの書類を1枚でできる様にしてほしい。（送付先を会社にま
とめた場合などだけでも。）
・広域的なサービス：関西くらいでよい。堺市のみ…というのは、大阪市内に住んでいる職員には
少し使いづらい様です。
・機会があれば勧めたいと思う：中学入学以前の子供がいる人には勧めやすい。逆に独身男性など
はあまり使わないので…面倒な様です。
・意見：①ラインを使っての申込みをもっと簡単になればと思う。（グループ申込み含む）
・〃：②子供の入学祝はとてもうれしいです。が子供がいない人にはメリットが低く結婚50年の祝
いはもらえる人がどれだけいるのか疑問です。でも、チケット販売など、喜んでもらえるものも
いっぱいあり、こちらも大変助かっているので、契約終了などの文字を見ると寂しいですが、厳し
い中、会員も増加している様なのでますます頑張って頂きたいと思います！
平成4年の4月より加入しております。
その間、ＳＣＫの職員さんが来られて補助制度を教えていただき”へぇ～”と思うものがありまし
た。言われなければ申請することもなかったと思います。
ＳＣＫさんの方では、こんな補助もありますよと各事業所を訪問されて、教えてあげる事もいいの
では？きっちり読んでなかっつたら”損”する？なんて気分もありました。
会員になられている方の中には、女性もたくさんいるかと思います。子供に関する支援やサービス
などがもっと充実していれば利用の幅も広がるような気がします。
慶弔給付等、補助を受けられる事が有り難く、更に充実してくれればうれしいです。
慶弔給付、人間ドック等いつも活用させて頂いてます。
スーパー銭湯の割引率を上げてほしいです。
・小さい劇場も含め観劇を増やしてほしい。
・宝塚のチケットなど友の会に入っていても取れないチケットあっ旋等とてもうれしいです。抽選
で外れの時は連絡しない場合、結果が分かりにくいので”○日までに届かない場合は外れ”等明記
してあるといいなと思います。
ツアーなどなかなか行けないのですが、行けたら行きたいなァと思っているので、行った人の感想
など、アンケート形式でもいいかと思うので、聞いた事を載せたら迷っている背中を押してくれる
のではないかと思います。
書類がややこしい、もっと簡単にしてもらえれば、利用する人が増えると思います。
堺市の地域活動等の情報をもっと出して欲しい。広報さかい等ではあるが、ＳＣＫでもＰＲを
TOHOシネマズの映画チケットの期間が短くて（2～3枚）期限切れに何度かなり残念でした。返却の
受付等（期間の変更など）なにか考えてほしいです。
・子供が学生の会員が多いので、入学祝いはとても有難いです。
・スポッチャ（ラウンドワン）等の割引もあれば嬉しいです。
・チケット等がもっと割引きされれば利用したいと思うのに・・・。
・ホテルバイキングは時間がなく行きませんでしたが、利用してみたいとは思いました。
満足度：満足しているが、以前と比べて少し物足りない所もある。ビアパーティは社員皆、楽しみ
にしていて、なくなり残念に思っている。
給付も早く、とても気持ちがいいです。ただ、子供達も家を出て、夫婦で楽しく申し込めるものが
あればいいかなと思います。ジェフグルメはよく利用させて頂いております。
・今年はソフトボール大会がなかったので復活させてほしい。
・泉ｹ丘プールが来年閉鎖となるので代わりのチケットを考えてほしい。
・従業員の大半がチケット利用がメインとなているのでチケットが利用できる店舗数を増やしてほ
しい。
・30周年のプレゼント企画の様なものが年1回でもあればより魅力的になり楽しみが増えると思う。
慶弔給付の書類添付等の手続きが面倒。
ＦＡＸなどで申請できればよい。
Ｑ5で回答したように他の地域でも更に使用できるサービス等あればより良くなると思います。
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事業所として、従業員が使用している内容が分からないが、ＳＣＫに対しこうして欲しいといった
希望の声もないので、従業員は満足しているのではないかと考える。
ゴルフ場利用補助増やして欲しい。
慶弔給付（出産・入学祝等）は子育て中の従業員にとっては大変喜ばれています。しかし、高齢化
雇用も増えた最近です。たった一度の還暦祝は入学祝と同額程度でもいいのではないかと思いま
す。
・充実してほしいもの：スーパー銭湯の利用できる所を増やして欲しい。
・意見：ＳＣＫチケットの利用できる施設を増やして欲しい。
チケットあっ旋はありがたいですが、取扱手数料と、簡易書留料の合わせて410円の負担が大きく感
じております。
インフルエンザ予防接種補助については良いと思う。健康管理・健康診断（ガン検診等）補助等
もっと積極的に取り組んで欲しい。
施設の割引がよかったです。
・人間ドックの補助は大変有難いと思いました。
・慶弔給付で「手術」もあれば良いと思います。
・充実してほしいもの：宿泊補助
・意見：サービスの申請をLINE等のＳＮＳを使ってのやりとりが円滑にできるように期待しており
ます。
ＳＣＫチケットやゴルフ補助等、いつも助かります。ゴルフ補助は良く使わせてもらうので回数が
増えると助かります。（月1回だと最高！）
・ＳＣＫ会員が優遇を受ける事ができる店、施設等の受付などで「ＳＣＫ会員優遇」等のステッ
カーなどの告知をもっと行ってほしい。
・正直、ＳＣＫガイドをみている人は、そんなにいないので、出先で急に使えたら嬉しい。
毎月の配達の際に不明な点やおすすめ情報など、教えてもらえるといいと思います。
ずい分年老いましたので、出来るだけ今の状態を保ち、少しでも利用しながら生活したいです。

ＳＣＫニュースを拝見してここ行ってみたいとか、楽しそうなど思っています。気づいていない
サービスや忘れているサービスもあると思うので、期間もののサービス以外にも、通常のサービス
も、もっと載せていただければと思います。
以前、職員がコンサートチケットをあっせんして頂いた時に、パイプ椅子の後ろの隅っこの追加席
が当たったとの事でした。ある程度、良い席を確保できないものでしょうか。
・バスツアーの土曜日の日程を作ってほしい。
・チケット枚数の増加。
・ぴあ並みのチケットの種類。
・堺浜の映画チケットをTOHOのようにネットでとれるようにしてほしい。
・申込みの簡素化ができたらいいと思います。（ミュージカル、落語・・・）
・ＪＡＦのカードがあるのであまりＳＣＫのカードを使わなくなりました。
慶弔給付をもっと充実してほしいです。（数年前より、給付額などが減っているので・・・）
・ＳＣＫチケット内の映画館が指定でなければ嬉しい。
・必要・不要とそれぞれ意見は有りそうだが、沢山のニーズの人が利用しているので色んな人にど
れかヒットするようになっているのだなと思う。
・テーマパークなどの割引は有り難い。ただ、少しの割引で手数料とか払うと人数が少ないと、さ
ほどのお得感を得れない。「合計割引額」－「手数料」＝「割引額」
・チケットなどよく利用しているので割引率を上げてもらえると尚うれしいです。
・今回インフルエンザの補助が出て嬉しいです。
・レクの援助、応募者全員についたら良いなーと思います。
・初期の頃よりＳＣＫ主催でのサービスがなくなっているように思われます。”窓口”としてのＳ
ＣＫになってしまっていて残念です。
・25年位前に参加した富士登山やディズニーランドツアーやハイキングはとても楽しかったです。
入会したばかりですが、これからたくさん利用したいです。
・ＳＣＫニュースの中で、キリトリ線つけて切り離して使えるようにしたものは使いやすくてい
い。
・会員料金となって安くなっても、書留などの手数料がかかると面倒だったり、普通に購入するの
と変わらなくなるので、コンビニを使えるようにしたり（TOHOシネマズのように）インターネット
を使えるようにして、どうせ利用するならＳＣＫでと思えるように、これからもっともっと工夫し
て、広がっていってもらえたらと思います。
・宿泊補助が大変役に立っています。
・イベントの開催を数多くしてほしい。
・グルメ情報・補助を多くしてほしい。
・日帰りバスツアーの集合場所を深井・泉ヶ丘・和泉中央等にもあればよい。
・コンサートチケットなどもう少し取りやすいより増やしてほしい。
宿泊補助、ジョルダンパスポートの使用に手間がかかったり、利用できる施設を探しづらいなどの
不便があり、興味がありながらも使っていない。iPhoneアプリやネットなどで手軽に検索したり、
手続きができると利用しやすいと思います。
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・使えるチケットやお店の範囲が狭いのでもう少し広がれば利用につながる。
・どのお店で使えるのか、パッとわからないので”事業所近くにはこんなお店が使える”とかがわ
かればもっと利用していきたい。
・もっと福利厚生を活用して従業員同士の親交を深めていきたいと思うので、これからもっとサー
ビスが良くなることを期待しています。
残念ながらあまり利用できていないので、特にどうして欲しいというようなことはありません。こ
のアンケートのためWebサイトを見させていただきました、分り易くできていてとても良いと思いま
す。
今年度より、インフルエンザの補助制度が開始され、弊社も利用する予定ですが、先着○○名と
なっていますが制限なく補助が受けられるともっと嬉しいかなと思います。
ＳＣＫチケットに会員番号を最初から印字してはどうでしょうか。
コンサートやチケットなどは今の時代ネットからでも割引きしているサイトが多々ある為、もっと
地域に関連した告知等がある方がページをめくると思います。
課題：
・仕事上、行事予定の変更があり、事前申請が難しく、利用する事が出来ない。
意見：
・加入日もまだ浅く、今年初めて、いくつかの給付申請をお願いし、無事、給付を受けることが出
来ました。手続きもさほど難しくなく、大変助かりました。
・レクリエーションに関しては、計画の変更（実施日）などに依り、残念な結果となり、もう少し
タイミングを考え次回より又、お願いしたいと思います。
・個人の会費も良心的でありがたいのですが、出来たら3ヶ月単位でなく毎月のお支払いが出来れば
と思います。
・記念品も個々にまで頂き、びっくりする次第で、従業員共々喜んで使わせて頂いてます。
・慶弔給付や健康補助は充実していて良かったと思います。
・会員証提示による飲食代等の割引もよいと思いますが、使えるお店が増えるとなお良いと思いま
す。
30thのタンブラーを頂きましたが、配布、持ち帰りもかさばるので大変でした。コンパクトで万人
うけするものが良いと思いました。（ボールペン等々）
TOHOシネマズのチケットをとてもお安く購入でき、映画を見に行く機会がふえてとても喜んでま
す。
・吉本新喜劇良かったです。
・旅行、同伴者ももう少し安くなれば行きやすいです。
楽しい講座、体験、チケットなどもっと多く利用できればと思っています。
・ＳＣＫチケット、ＳＣＫ特約店の利用できる施設をもっと増やしていただきたい。
・これまで、ＳＣＫを観たという患者様がいらっしゃらないのが課題。うまくあっ旋できるできる
方法ありませんか。
ゴルフ場利用券をいつもいただいております。本人だけでなく、家族も利用補助券が使えましたら
と思います。
・阪神タイガースのチケットが、数が少なくて、なかなか当たらない。
・各種の手続きがメール（インターネット上で）で出来るようになればいいと思う。
30周年記念のタンブラーは皆喜んでいました。
・親子で参加できるイベントをたくさん企画してほしい。
・体験イベントをたくさん企画してほしい。
・FAXが面倒なので見せるだけでいい、LINEで写メだけでOKなど手軽さがほしいです。
・宿泊補助は別ルートで予約した方が安いので使い道があまりないです。
・クイズなどの当選者の本名はやめてほしい。
・チケットの売り切れなどをネットで確認できるようにしたいです。
慶弔給付や購買あっ旋をよく利用させて頂いております。
SCKチケットで利用できる施設をもっと増やしてほしいです。
イベントなど多岐に渡って少人数でも参加しやすいようにしてもらいたいです。
担当の方が気に掛けて立ち寄ってくださいます。色々と教えてくれるので助かります。
SCKチケットが職員に喜ばれていますので、内容が今よりも充実してくれるとうれしいです。
今後充実してほしいもの：介護施設のあっ旋等
毎年、忘年会や社員旅行に宿泊補助を利用させて頂き助かっております。また、慶弔給付等、社員
さんにも喜ばれております。以前は夏のビアガーデンも毎年参加させて頂いておりましたがなくな
り残念です。
30周年記念イベントは盛りだくさんの楽しみがあり、とてもよかったです。
SCKニュースを通して情報がもらえて良い。
全国で幅広くサービスを受けたい。
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Ⅷ 各設問のその他等の記述（会員アンケート）
Ｑ４ 家族構成・その他
兄
孫
同居人
姉
孫
恋人
子の配偶者、孫3人
兄弟
孫
孫
姉
弟
兄弟
兄弟
姉
婚約者
姉
配偶者の母
兄妹
兄夫婦
孫
婚約者
兄弟
弟
孫
孫
妹
弟

Ｑ６ 利用したサービス・その他
クイズに応募し”ラフランス”をいただいました。
車の保険
サンスクエア講座

Ｑ７ 利用のきっかけ・その他
SCKチケットを直接見て
会社の紹介
会社から言われて
事務員さんに教えてもらったので
会社から
会社の手配
会社から
事業所より利用
前職でもSCKを利用しており、担当として、色々知っていたため
SCKの職員の方の説明、案内
会社
お店のレジにＳＣＫのロゴが貼ってあったので。
ＳＣＫチケット
チケット配布してくれるので
上司の誘い
会社でインフルエンザの予防接種を促進されました
ＳＣＫチケット
会社に言われた
母が入会していたことがあり、サービス内容を一部知っていた
会社での健康診断時に。
自分の結婚
会社に勧められて
ＳＣＫのステッカーを貼ってある飲食店に入り、店員さんに特典を聞いて
提示してみたら使えた
ＳＣＫチケットはバッグに入れて使える時は使用しています。
配布された
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Ｑ８ 利用していない理由・その他
去年まで和歌山で働いていたためSCKを知らなかった為
入社間がない為
身近に利用できる所がない。
まだ入会してすぐ
どうやって使うかわからない。
入会したばかりの為
10月入会したので
私が予定を立てるのが下手。連休が普段ないので出かける気にならない。
利用しようとしたが、利用先に断られたから
障がい者手帳を利用したほうが安いから
宿泊補助を利用しようとしたが、旅行キャンセルしたので利用しなかった。
東京で利用できるものが少ない。
入会したばかりなので、今後利用するつもりです。
インフルエンザ予防接種が子どもに利用できなかった。
知らなかった

Ｑ９ 魅力を感じるサービス・その他
サンスクエア講座

Ｑ１０ 魅力を感じないサービス・その他
映画、味覚
堺市外では利用施設が少ない

Ｑ１１ 満足度について・満足していない理由
利用したことがない
子どもが大きくなってきて、利用が減った。
使用できるサービスが分かりにくい、手続きが面倒
知名度が低い
映画館のチケットをもっと手軽に使えるようにしてほしい。
使ったことがない
申請に手間がかかるため。各種チケットはコンビニ発券できるようにしてほしい。
自動的に送ってこない
利用していないから
利用先にＳＣＫの認知がされていない
長期出張及び地方での勤務のため、他のサービスが必要かと思う。
もう少し子供向け遊園地等のチケットを増やしてほしい。
チケット（利用補助券の枚数が少ない）特にスーパー銭湯
手頃なのか無い
提供サービスがわからない
手続きが面倒
割引率が低い
利用したいが、手続き面倒
あまり利用する機会がない
インフルエンザ予防接種補助を家族全員対象にしてほしい。
たいしてお得感がない。いらないサービスが多すぎる。
手数料
堺市外の府下の為、利用できるところが少ない
利用したことがない
気軽に使えないので

Ｑ１２ ＬＩＮＥ＠について・その他
初めて知った
知らなかった
知らない
知らなかった
知らなかった
知らない
初めて知りました
ガラケイだから
知らなかった
登録するメリットを知らない
LINEとかしていない（できない）
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知らなかった
わからない
知らなかった
知らなかった
それは何ですか？
知らない
知らなかった
知らなかった
知らなかった
ガラケーのため
初めて知りました
知らなかった
LINEをしていない。
知らなかった
知らなかった
知らなかった
知らなかった
知らない
知らなかった、登録してみようと思う。
知らなかった、検討します。
ガラケー
ガイド等で十分満足
知らなかった
スマホでないから
どのような利点があるのか分からない
知らなかった。
知らなかった
知らなかった
知らなかった
知らない
知らなかった
知らなかった
何があるのかわからない。
操作がむずかしい、めんどう。
知らなかった
知らなかった
LINEは加入していません。
よく理解できてない為
知らなかった
ガラケーなので
あまりよく知らない
知らなかった
知らなかった
LINEを使いきれてないです。
内容を知らないので、判断にいたらない。
知らなかった
知らない
沢山入ってくるのが嫌で、色々な物を登録しないようにしている。
知らなかった
知らなかった
知らない
知らなかった
会社単位のため
知らなかった
連絡が頻繁に届きそうなので対応がわからない
登録したらどんな画面でどう操作するのかまず紙媒体で見てみたい。
使っていない
知らなかった
登録したがブロックした
知らなかった
よく分からない
知らなかった
LINEをしていない
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Ｑ１３ 充実してほしい情報提供・その他
SCKチケット
自動的にもらえるように
各種あっ旋
ＳＣＫアプリ

Ｑ１４ 導入または充実してほしい事業・その他
飲食店・小売店の割引
宿泊補助の対象施設増加
特にレストラン企画
バイキングなど
プレゼント企画
旅行
外食で使える所が沢山あるとありがたい。
映画、銭湯の割引
チケット
映画の割引券が水曜日、1日、14日の方が安い。
サービスを受けそびれないシステムを作ってほしい。

Ｑ１５ 会員を続けていきたいと思うか・その他
3月退職予定、使用できなくなるので
退職近し
退職(2019年3月)
70歳定年、あるいは3年で任期満了

Ｑ１６ ＳＣＫに期待すること・その他
SCKを利用しやすい制度の導入
子育て世代に得なサービスをふやして
手数料がいると結局安くないので、個人でも注文しやすく、手数料を考えても安い時がほしい。

会員同士の業務を結びつけるような、他業種交流のようなイベント、食事会。
東大阪など堺以外のサービス
プレゼント企画

Ｑ１７ 知り合いに勧めたいと思うか・その他
職場で自己負担なしで加入しているため、何とも言えない。
簡単に利用できれば勧めたい。
勧める事とか思い浮かばない。
何をしている所か分からないので、知り合いに勧めるかどうか分からない。
会社として加入しているので、何ともいえない。
サービス内容がよく分かっていない。
自分自身が利用していないのでその良さがわからない。
会社で入会しているので何ともいえない。
勧め方がわからない
私が利用したことがない。

Ｑ１８ 会員の意見等
・ジェフグルメの割引率が他の共済より悪い＋郵送料
・書留の手数料が他の共済は無料である。
・薬のあっ旋も他と値段が違う（高い）
・冊子は他と違い請求し補助券を買う形式でないのでまだ魅力があった。
慶弔給付（社員皆さんが喜んでいます）末永く続けて頂きたい。
イベントの企画が楽しみです。
私は、職場の中でもかなりのヘビーユーザーです。先日はサンスクエア堺での「よしもと新喜劇」
は夫と楽しくみさせて頂きました。先週はオリンピアでバイキングです。申し込み方法も簡単なの
で。しかし、職場の友人は「めんどくさそう」と話している人がいて、ガイドをみて申し込む等は
「めんどくさい」ようです。
来月は私が幹事となり、部署のメンバーでバスツアーに参加します。楽しみなのですが、メンバー
の（和泉市に住む）人からは「明日仕事だから帰りが遅くてつらいかな…（笑）」と話してまし
た。少し短めの（バイキングと１つの観光地ぐらいの）5時間くらいの終了のような職場内の「交流
会バスツアー」のようなものがあればいいな・・・と思いました。
松原市の飲食店での割引や松原市でのイベントの紹介やチケットあっ旋が増えればうれしいです。
カードやチケットを見せるだけで利用できる商業施設（映画館）、レジャー施設etcが増えればいい
と思います。
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ニュースを月末に送付していただき、全員に配布し見ています。紙媒体も大切だと思います。（費
用がかかりますが・・・）
小さい子が居るので、トミカ博や遊園地等のチケットが安く購入できるし、前売りなので当日なら
ばなくていいのでよかった。今後、子供が大きくなってくるともっといろいろなサービスを使える
ようになると思うので使わせてもらいたいと思っています。
SCK特約店を増やして分かりやすくしてほしいです。
堺が拠点なので当然なのですが、飲食店の割引きサービスがもう少し広域になってくれたら嬉しい
です。
・夏のビアガーデンは職場の親睦を深めるイベントとしてよく使っているので堺のビアガーデンは
場所が近く使いやすい。（Good）
・TOHO（映画チケット）が安くなったので嬉しい。
・よしもとの無料招待は子どもも楽しめるのでよかった。→実際行くとなると値段も高いの
で・・・。
観劇など家族で利用できて楽しめました。もっと家族で利用できるような事を増やして欲しいで
す。
30周年記念のアゴーラでの講演会はとても楽しめました。食事も美味しく、他業種の方々との交流
もできて、有意義な時間を過ごす事ができました。ありがとうございました。
時々、他の会員の皆様とご一緒できる機会があれば嬉しく思います。自己啓発のきっかけ作りにも
なるのではないかと思いました。
各種申し込み手続きがもっとシンプルになればいいのにと思います。また、1人1枚でなく家族、友
人分なども同時に同料金で申し込めると申し込む意欲がアップすると思います。
・LINE画面が会員証になれば良いと思います。
・健康補助はもう少し金額があればうれしい。（毎年のことなので･･･。）
・TOHOチケットとても良いです。
・身近なレストラン・飲食店での優待が増えるとうれしいです。
・チケットを取るまでに時間がかかる。
・ユニバーサルや吉本、TOHOなどのチケット利用をしたいといつも思っていますが、システムや詳
細がわかりずらく、いまいちサクッと利用できずいつの間にか期限が過ぎているのが多いです。
（以前ビアガーデンを利用しました）
・フェスのチケットぴあももう少し多いと嬉しかったりします。
・祥福の湯はすぐに使いきるくらい有り難く使わせて頂いております。
せめて堺市内の全ての飲食店でSCKサービスが利用できるようにしてほしい。
補助券などの提示ではなく、LINEでバーコードなどで利用できるようにしてほしい。
少子高齢化が進み人手不足になり、各会社が人員確保に大変な時代になると思います。なにか協力
して頂ける事があれば検討お願いします。
ユニバ等の割引きチケットをLINE＠等で手続きできるようにしてほしい。
・SCKチケットの割引き額が会員でも安く思わない。
・SCKチケットの利用範囲が狭い。
チケットを買ったりする時のメールがめんどくさい。もっと簡単に買えたら利用しやすい。
・白浜アドベンチャーに毎年行くので割引き利用できる事、毎年感謝します。
・インフルエンザの予防接種、もう少し特典がつくようにしてほしい。
毎年、チケット取得に要する郵便費用が自己負担となったが、SCKで負担してほしい。又は、市役所
経由での庁内便を使用できる企業（事業所）は庁内便を使える様に。
クイズや新規加入事業所の紹介などを見ながら職員間の会話が広がったり、割引券が使える、使え
ないで店を決めたり、身近な情報源になっています。
利用できるチケットを増やしてほしい。
・かんぽの宿で使えたのはうれしかった。
・私自身も友人もスポーツジムに通っているのですが、自分の入会しているジム以外も安い値段で
参加できそうなので、来年はもっと使いたいと思っている。
いつも便利に利用させて頂いています。LINEでチェック出来るのが良いです。
ホームページからチケットの申込み等をする際に、申込み方法が分かりづらいので初めての時はと
ても戸惑いました。各々で申込みフォームがあるとわかりやすいでのに、と思います。申込み完了
メールや、発送予定日も明記してもらえると尚、嬉しいです。
毎月SCKニュースを読むのがとても楽しいです。
温泉が大好きなのでスーパー銭湯で利用できるお店を増やしてもらえると助かります。
他は色々と楽しく使えています。
少しSCKチケットの種類や枚数が少ないので増やして下さい。
もう少しクイズ等で景品を増やしてもっと当選するようにしてほしい。
色々な取り組みで（入会特典など）利用者を増やし、利用できる範囲を拡大してほしいです。
どんなサービスがあるか世代別に見やすくなると良いかなと思います。
分かりやすい利用方法の説明
ユニバーサルやディズニーのチケットをネット予約出来るようにしてほしいです。FAXがないので。
よろしくお願いいたします。
堺の歴史やお祭り、イベント、グルメの情報などの掲載を望みます。
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LINE利用できる事で巾が広がったと思います。
・子どもが中学校入学のときにお祝い金をいただきありがたかったです。（ありがとうございまし
た）
・映画のチケット購入が1ヶ月に2枚までになり注文する時に今まではまとめて4枚していたのが手間
が増え手数料もかかるので、できたら元に戻していただけたらと思います。
サービスを受ける時に休日のため、窓口を利用できない時がある。自身も仕事中の為、TELや事務所
になかなかいけない。土曜日だけでも半日開いてくれれば問い合わせしやすいと思う。
子どもが小さい頃は、よくお世話になりました。今はレジャー関係にはもう縁遠くなったので利用
する機会がなくなりました。
利用したいと思っても面倒くさかったり、タイミングを逃してしまう。
自分の番号を忘れたり、カードの携帯が面倒。お財布に入れるのも邪魔。事前申込みわずらわし
い。
LINEの画面を見せたら割引きを受けられるようにすれば楽。
前もって申し込んだり、チケットを持ち込んだりするのは手間なので、面倒臭いのが大丈夫な人し
か利用していないのではないか？と思っている人多数。
スマホ（LINE？）で手続きがとれたらどんなにいいかと思う。 すみません。
SCKチケットをカードと一体化してほしいです。
・小さいお店でカードを見せれば10％引きになったりするのでうれしいです。そういうお店をもう
少し幅広く使えるようになればと思います。
・友達とスーパー銭湯に行くことが多いのですが、すぐ近くの”亀の湯”で利用（チケットもカー
ドも）できないのが残念なので、使えるようになればと心待ちにしてます。あと、アポロの映画館
ももう少しお安くなればうれしいな～。
近畿圏レジャー施設の充実と、堺市内飲食店割引の充実。
何かイベントを申し込む時にFAXや専用の用紙などを利用しないといけないのでもう少しメールなど
で申し込みしたい。
バスツアー夫と共に何度も利用させていただいてます。いちご狩り、さくらんぼ狩りなど思い出さ
れます。1泊旅行もあれば嬉しいです。
チケットでの利用ではなくカードだけで割引やサービスが受けられるともっと活用できる様な気が
します。
家族で楽しめる手作り体験がもっとあれば利用したいです。（工場見学等も・・・）
チケットを記入して各施設に提出するのはいいが”家族”で利用する際に会員番号は同じなのに人
数分（名前は違うが）書いて出すのが面倒。1枚だけ会員本人名だけ分書いて、後は家族何人利用と
かで使えるようになればいいのに。
堺市を主にサービスを受けることができるので、とてもありがたいと思っています。もっと堺市内
の企業にも広く浸透すればいいなと思います。
LINEで動画や写真等があればもっと分かりやすくなるかも！
チケットあっ旋でTOHOチケット購入いつも利用させて頂いています。日祝が休みだとかなり通常価
格よりも手頃な価格で映画を観れるのが大変助かっています。月に2～3回と沢山行けるようになり
ました。
私は、堺市外在住のため、堺市周辺で利用できるサービスがもう少し増えるともっと活用出来うれ
しいです。
・LINEのSCKｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰに登録しているのでチケットの購入がしやすかった。
・メールで送られてくるチケット発送のお知らせですが、申し込みしていないチケットのメールは
必要がありません。
味めぐり、新しいお店を開拓するのに便利。
・FAXでのチケット入手をもう少し簡単に分かりやすくしてほしいです。
・泉ヶ丘プールの無料券はとても良かったです。（子どもと全部利用しました。）
・もう少し、自宅から近くの飲食店で利用できる割引きサービスのお店があれば、ぜひ行きたいで
す。（飲み放題）会員と同伴者もサービスが受けられる。
・投資信託他、お金に関する簡単なセミナー
・小中学校の祝い金は申請しなくても支給が良い。（管理できるはず）
・ハーベストのような企画がなくなった。参加しやすいイベントお願いします。
SCKニュースいつも楽しく拝見しております。クイズ等にも積極的に参加しています。
利用する時の手間がめんどくさい。もう少し、手軽に利用できるようにしてほしい。
チケットを購入する際、自宅に配送してもらうのにお金がかかり、結局割引してもらっている分
（100円）を超えてしまう。SCKまで取りに行くことは難しく、利用につながるとは思えない。せめ
て、職場まで・・・無料で送ってくれたら・・・とは思います。
本当はゆっくり利用したいのですが、仕事が忙しすぎて利用しようとする時間がないのです。
バスツアー、宿泊旅行に堺市外の友達と参加する事があるのですが、会員と同伴の場合、一般料金
より少し安めの料金設定があれば誘い易いし、嬉しいです。
毎月発行してほしかった、休みの月は寂しかったです。特にクイズ楽しみに昼休みにしています。
SCKだけでなく共済会など、他にも同じようなサービスがあるため、価格競争があると思います。
サービスの高いところを利用しますので（他にないサービス又は価格が低いなど）今後ともよろし
くお願いします。
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満足しています。
使える映画館が増えると嬉しいです。
・ジェフグルメカードのあっ旋、チケットあっ旋（特に野球観戦チケットは孫達と行くのが楽し
み）また、SCKチケット（レジャー施設やｽｰﾊﾟｰ銭湯、プール等）も、家族、孫達が楽しみにしてい
ますので引き続き利用しやすくなるようお願いします。
・出来れば会員証提示でもっと利用しやすくなればいいかなぁと思います。
・今は、事業所を通じて会員になっておりますが、会社次第では、退会になることもあり、個人会
員制を含んだシステムも検討していただきたい。
チケット申込み等をホームページから簡単に出来るようにしてほしい。
映画が好きでSCKチケットをよく使っています。使える映画館が2ヶ所しかないのでもう少し増え手
ほしいと思います。もしくは、TOHOシネマズのチケットもSCKチケットの中に加えてもらえると嬉し
いです。
・レジャー施設の拡大
・家族層にあわせた施設利用先の拡充。（プールは子どものいる家庭が喜ばれている）
SCKを利用する際の手続きをもっと簡単にしてほしいとうい声を聞きました。（カードを提示するだ
けで利用できる等）場所によっては、カードを提示しても、定員さんに「？？？」という顔をされ
たり、取り扱いに困るお店があるとの事でした。
時期に応じた”うめぼし”や”かに”等のチラシ、楽しく拝見しています。
堺でしか利用できないのがほとんど。大阪府下でどこに住んでいても利用しやすいようにしてほし
い。（スポーツクラブ等生活に密着したサービス）チケットをせっかく割引額で購入できても送料
がかかったらお得感がなし。割引幅を大きくするか、送料を減額又は無料にする。がいいのでは？
・特に”おたのしみクイズ”は毎回、会社に届いてから、誰が一番に解けるか同僚と競い合って応
募させていただいております。
・私事なのですが趣味でテニスをしており、余暇活動にテニスサークル募集やテニス大会などがあ
れば参加したいです。また、SCKチケットにボウリング（ラウンドワン等）の補助があれば良いのに
なぁ・・・と思います。
少しでも安くなれば気分的に徳をしたと満足度が一杯になっております。
SCKチケット利用の際、クレジットや電子マネーも使えるようになればもっと利用すると思います。
（普段、現金は使用しないので。）これからキャッシュレスの時代になっていくので、ご検討いた
だければ嬉しいです。
11月のUSJのイベント大変よかったと思います（残念ながらいけませんでしたが）FAXでの申し込み
今回うまくとどかずイベント参加できませんでした。その所の改善策を考慮お願いします。
ホテルバイキング購入時、数店舗購入可能にしてほしい。
まだ利用していないので良く分かりませんが、LINE@やHPから簡単に申請が出来ればと思います。
SCKカードの優待レストランの冊子を以前のように作ってほしい。
・利用できる地域が狭く、これから府内や近畿圏で使用できるようになると良いと思います。
・車の保険に入ったが信頼できるし安くつきました。対応も良かったです。
・グルメなど地域で気軽に行けるようもう少し美味しい店舗を増やしてほしいです。
・銭湯のチケットは利用させて頂きありがたいです。
・割安感を感じない：利用できる店舗はネットでクーポンとかある店が多く特に割安感がない。
・手続きが面倒：チケットなどとる時に面倒だなと尻込みしてしまううちに期限となる。
・その他：月間予定表というかパンフレットが事業所に届くが月末でシフト的に予定がたてにくく
（家族でいこうとすると特に）なかなか参加できません。
・就職と共に結婚してお祝い金を頂いたような気がします。子どもが生まれ、子どもが入学・・・
その都度お祝い金を頂いています。
・ガイドブック等を熟読したら、あるある、お得なサービス！もったいなかったー・
・SCKすてきなサービス多いけれど、よく似たもの多いのでつかみが悪いかも。よく読まなくても
サッと入ってきて「あ、得だわ」「時間とって読も！」と思わせてください。
・あと数年後、子どもが大きくなったら日帰り旅行に参加の予定です。
・ホームページ：最近はじめて拝見させてもらったが分かりにくかった。反応が遅かった。
・バイキングは行ったことのないホテルがあって嬉しいです。
・スイーツのバイキングがあれば行ってみたいです。（ちなみに、リッツカールトンなどの高級ホ
テルなどのスイーツ行ってみたい、でも少し高いので安くなるチケットたすかりました。）

何年か前までダイワロイヤルホテルの宿泊補助があったのになくなったのが残念。
チケットではなく会員カードを提示すれば利用できるようにすれば、もっと利用しやすいと思う。
・レジャー施設が充実しており、かつ安く利用できるので満足しています。
・購買あっ旋のわりにあまり安くないと思ってしまう。
日曜日の日帰り旅行を多く
チケットがうれしい、スーパー銭湯の数を増やしてほしい。もっといろんな銭湯へ行きたい。

・手数料、送料等ができるだけかからない状態で、サービスを受けることが出来るようにしていた
だきたい。
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結婚のお祝い金まで頂けてありがたかったです。
・映画に良く行くのですが、事前にチケットを購入するのではなく、カード提示でお安くなれば好
きなときに行けてありがたいです。
・日帰りツアーなどをもっと計画してほしい。一般のツアーよりしばりがなく、土産物店に強制的
につれていかれず、うれしいので。
配達を待ってチケット発行されるものは、メールにて発行されるようになるともっと使いやすい。
例えば、明日、急にユニバーサルに行きたいとかなると、せっかく受けれるサービスも間に合わず
あきらめなくてはいけない。（補助を受けるのを）
今、ご提供いただいているサービスをもっと使いたいなと思うのですが、いかんせん仕事に忙殺さ
れて使う時間がないのが現状です。当仕事場でも事務職員や管理職だけが使っているのが現状で
す。一般の職員でも使っていただけるような提案をしていただければと思います。
LINEでサービスを受けれる様にしてほしい。
入会してまだ日が浅いのですが、SCKの職員の方の対応がとても親切でサービスについての説明も具
体的でわかりやすかかったです。
TOHOシネマズチケットを安く買えるのは良かった。毎月のクイズ楽しみです。
生活や大阪市のものが必要
30周年記念のＵＳＪでのイベント参加し、楽しい時間を過ごさせていただきました。今後も家族で
楽しめるようなイベントの企画を期待しています。
オリックスバファローズ観戦チケットがなかなか当たりません。もう少し値段が高くなってもいい
ので枚数の総数を増やしていただきたい。
先日ユニバーサルジャパンに行ったのですが、ＳＣＫの利用補助があったのを知らなかったです。
他にもいろいろな利用補助があるのをもっとＨＰなどで分かりやすくなればいいなと思いました。
・ジェフグルメカードは毎回のように利用させてもらっている。お得なのがうれしい。期限もない
のでたすかる。
・ＳＣＫ特約店がもっとたくさん増えるとうれしい。
・申し込みを簡単に出来ないか？ＦＡＸは、面倒な時もある。
・商品券のあっ旋（米・ビール・百貨店など）
・せっかくの家庭用常備薬も毎回、民間共済とかぶり、しかも単価は民間共済のほうが安い。ジェ
フグルメカードも単価が安く送料も不要なので、つい民間共済の方に頼んでます。常備薬は、月を
変えると需要も変わると思います。
・コンサートは、宝塚や新歌舞伎座、いつも良い席 ex)Ａ席でもＳに近い席、Ｓ席で前が通路とか
で、私は大変満足、ベルばらの宝塚は、従姉と行きましたがＳＳに近いＳ席で宝塚大好きな従姉は
初めて宝塚団員と目が合う距離で見たと喜んでました。これからもぜひ良いお席の確保よろしくお
願いします。

・クイズは、いつも楽しませてもらってます。
・チケットを受け取るとき手数料がかかってしまうのが残念ですが、仕方ないことかなとは思って
います。
・ホテルのランチバイキングのチケットはよく利用させてもらってます。もう少し回数あればうれ
しいです。
・以前フリーマーケットに出店させてもらいましたが周知があまありないため人があまり来なかっ
たことは残念でした。

映画チケットやユニバ、ＴＤＬのチケット等、申し込みがいるので時間がかかるとなると、もうい
いか、となるのでチケットを提示するだけで利用できる様になればもっと利用し易いと思います。
慶弔給付がやっぱり一番ありがたいです。そこが充実されれば満足度がかなりあがります。それ以
外では満足しています。
・サービスをもっと広げてほしい。
・宿泊施設にも偏りがあり、行きたいところがない。
・映画が好きなので割り引きはありがたい。
スマホを経由したＳＮＳ、メーリングなど、採用は便利だとおもいます。
「お誕生日月に抽選でクオカードを何名かにプレゼント」日頃、クイズやイベントに応募しない人
に当たると、興味を持ってもらうきっかけになるかと思います。
・レジャーをもっとニュースにのせてほしい。
・チケットの一覧表があればもっと良いです。セントラルパークに行った後で、チケットがあるこ
とが分かり残念でした。
・ＵＳＪ、ディズニーチケットをもう少し安くしてほしい。
･手数料でメリットがあまり感じないような気がします。
コンサートのチケットをリーズナブルに提供していただき、いつもありがとうございます。気分転
換させていただいています。又、ひらかたパークにも孫達と行くことができ、楽しく過ごすことが
出来ました。
もう少し簡単にチケットなど取れるように出来ればうれしいです。
さらに充実したサービス、ほかのところより安く提供できるサービスをして頂きたいです。
とてもお得感があり満足しています。
LINEから申し込める所がよかった。
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ＳＣＫカードの提示の店が分からないし、お店の方も知らない人がいてるのには残念です。もっと
店員さんに理解してもらい割引がすぐ利用できる事を願います。
電話を掛けても、すごくよく対応してくれます。
SCK特約店を会社で利用し、社員同士のつながりを深めることができました。
ＳＣＫチケットはじめ、安く購入できるチケット等は本当にありがたいです。これからもまた、広
域に渡り、いろんなジャンルのチケットを楽しみにしています。
いつも購入するとき、取りに伺わせて頂いておりますが、手数料等がかかってしまうとお得感が
減ってしまうのが少し残念です。
特約店がもっと増えればうれしいです。映画も会員証提示で割引が受けられれば便利です。
グループ申込みや窓口受取等ができないため、個人での手数料がもう少し安くなると嬉しいです。
なかなか行けないホテルバイキングチケットは本当に本当にありがたいです。毎年楽しみにしてい
ます。
・スポーツクラブやチケットのあっ旋など利用申し込みの方法が面倒に感じる。会員証だけで利用
できるなど簡単な方法で利用できないかと思う。
・利用したいサービスも抽選だと申し込むのを控えてしまう。
・忙しく仕事をしている人には利用できるサービスが少ないと思う。
・会社からカードと冊子を配られただけで、利用のメリットなど説明がなかったので興味を持ちま
せんでしたが、見ると内容も充実していて利用させてもらっています。
・もっと加盟店を増やしてほしいです。
慶弔給付を直接本人の口座に入れてもらえるようにしたら事務的にお互いスムーズに行くのではな
でしょうか？
医療、福祉関係の対応、相談等を充実してみてはどうかと思う。
いつもサービスを利用させてもらってますが、どこで利用できるかわかりにくいことが多いので、
もう少し分かりやすくしてほしいです。
・スーパー銭湯はよく利用しています。新しいスーパー銭湯の利用できる所を増やしてほしい。
・コスパやスポーツクラブも利用増やしてほしいです。
・ネット申し込みが出来るようにしてほしいです。（ＦＡＸがないので）
・様式が切り取り線があると助かります。
・大阪市に住んでいるので、映画館や銭湯の割引店を行きやすい店舗まで範囲を広げてほしいで
す。
・堺周辺でもいいので電車（やバス）で行きやすいカフェやこだわりや特色のあるお店を紹介して
くれたら休日に気軽に出かけてみたいです。
会員証で簡単にサービスが受けたれるようになれば便利だと思う。
申し込みの必要なものは手間がかかるようなイメージがあり、又、すぐに一杯になるイメージもあ
り、最初にもらうチケットしか利用していません。LINEなどでも気軽に1つボタンで申し込みができ
ると、映画などのサービスも受けやすいと思います。
ジェフグルメカードのしばりがきつくなりつらい。
飲食店での割引はいいと思います。
・申し込み用紙（フォーム）の書き方が分かりにくい。
・書留や代金が必要なのか分かりにくい。
・ディズニーコーポレートの金額を増やしてほしい。
・湯快リゾートの補助が非常に良かった。続けてほしい。
・ホテルバイキングの回数をもっと増やしてほしい。
・温泉のＳＣＫチケットよく使います。もっと枚数が増えればうれしい。
・映画のチケットはとても安くなるのでうれしいです。
・堺市内のスーパーなどでも買い物して割引があったらいいなぁと思います。
・事業所での福利厚生がＳＣＫのおかげで充実しています。
・ＳＣＫチケットを充実してほしい
・ＳＣＫチケットのスーパー銭湯チケットをよく使用している。
・近場のマッサージ、スパ、スポーツクラブなど、健康促進のもののチケットの充実を望む。
子どもが小さい為、遊ぶ施設など、利用料など少しでもリーズナブルになるのでとても助かってい
ます。
利用できる、映画館、スーパー銭湯の範囲拡充
長期出張及び地方での勤務のため、他のサービスが必要かと思う。
・行ける施設が自宅より遠い所が多いため、近いところを増やしてもらうと利用することができ
る。
堺市内の人達にはメリットが多いと思いますが、堺市外の方にはメリットが少ない様に思えます。
広域的なサービスが充実すれば益々良くなると思います。
TOHOのチケット等の使用期限をなくしてほしい。
利用補助券の枚数が少ないので多くしてほしいです。利用できるスーパー銭湯の数を増やしてほし
いです。
メニューが多いけど使いたいものが余り無く、少し興味があるのも料金が高かったり、割安感を感
じない。
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チケットをよく購入しますが、たまに書留料が発生するとあんまりお得感がないなと感じます。
（例：ＵＳＪのスタジオパス等）
大阪府外なので利用するところが少ない。
・映画のチケット（割引）が、泉北の映画館、アリオ鳳他近辺の自治体（府下）まで広げてほし
い。
・慶弔給付は嬉しい。
・従来のものに加えてイベント的（結婚5周年記念とか、子どもの1歳記念とか、何か資格取得と
慶弔給付が後退している。これは不満。
会報誌を事務所だけでなく個人的にほしい。
（満足していない理由）
・色々なサービスがあるがサービスを受ける手続きが面倒、もう少し簡素化してほしい。
・皆が同じようなサービスを受けられるようにスポーツクラブの割引等個人でもできるようにして
ほしい。
（意見）
・せっかくＳＣＫカードが個人にあるのですから、それを提示するだけでサービスが受けられるよ
うにしてほしい。
・カード自体に情報を入れて使いやすくしてほしい、そうすれば利用する人が増えると思う。

・家族みんなでお出かけに行くときに割引券がすごくいい。
・子どもが小学校入学の時に、1万円いただけた時はうれしかった。
・個人的な事なのですが、利用補助券の枚数を増やしてほしいです。
お得な情報がたくさんあり満足しています。これからもクイズ等盛り上げてください。
・給付金の請求が面倒。証明書、取得したり、仕事があるのでなかなか行けない、仕方ないが、な
んとかならないものかと思う。
・ＳＣＫチケットは大変ありがたいが、最近の映画館は事前にインターネットで席を取り決済とな
るで、チケットを利用しようと思ったらそれができない（窓口対応のみ）のが不便である。
以前は、目玉サービス（低価格）などで、旅行など利用させて頂きました。現在は薬などのサービ
スを利用していますが、又、昔の様に目玉サービスをお願いしたいです。
手続きが面倒につきる。もっと簡単に各種サービスを利用できる様にすればサービス利用が増える
のでは？LINEやHPでログインしての利用ができれば使いやすいと思う。
大阪市内の飲食サービスを拡大お願いします。
飲食店など利用できるお店が増えると良いと思います。（若い社員はほとんど利用していない様で
毎月の情報誌からチケットを利用したいと思ったことはあるのですが、息子が同居していないので
利用できませんでした。できれば1会員に何枚までとかにしていただければ嬉しく思います。（息子
は大学生で別居しています。）
チケット購入などをした場合、職場に電話をいただくことがあったのですが、職場の人に知られた
くないのに留守中かかったりすると「何か頼んだの？」と変に聞かれることがあるので、連絡方法
を個人電話やメールにしてほしいです。
ホームページ（スマホ）が少し見にくいです。
宿泊補助はうれしいです。
以前は、映画なども、もっと利用できる所があったのに今は少なくなり利用がむずかしくなってき
た。ＳＣＫサービスの中身の見直しがあってもいいのかなぁと思うところもある。ＳＣＫサービス
の利用がお風呂が多く他も使いたいと思うが利用することが少ない。身近に利用できるチケットだ
とうれしい。お風呂、映画チケット増えるとうれしい。
身近なものが利用しやすいので今でよいのかな・・・広い範囲になると利用、参加しにくくなりが
ＳＣＫ特約店やジョルダンパスポートの店舗数が多く、どのお店で使えるか覚えきれないので、で
きればお店側からカード提示の声かけがあると助かります。
チケットあっ旋、購買あっ旋などよく利用させていただいています。お安く利用でき助かっていま
す。
・宿泊補助を時折、利用するのですが、補助券を郵送してもらうのを忘れていて間に合うか不安に
なった事があるのでもう少し日数のかからない方法（ネットでのダウンロードやメール添付等）が
あれば良いと思います。
各種チケット、イベント、あっ旋等の申し込みがLINE or スマホでダイレクトにできるようになる
とありがたい。
・チケット、割引券などを使いやすくしてほしい。
・お年寄り用のサービスを増やしてほしい。
・チラシなど、若者、中年、老人などカテゴリーにしてほしい。
Webでの30周年のキャンペーンの申し込み、アンケートの回答ページがわかりにくかった。もう少し
説明を詳しくして頂けたらと思う。
・チケットの電子化
・昨年ディズニーオンアイスに行きました。とてもいい席でびっくりしました。とても魅力的で
す。
日帰り旅行も参加したいのですが、集合場所に南区の場所を増やして頂くと有難いです。
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・割引率が低い。ディズニーでの割引きも東京のみの引換えなのでほぼ使用不可。ツアーも高い。
・申請などの手続きが面倒でカードを見せたら使えるものを多くしてほしい。なかなか使い勝手が
悪い。
・20～30代の世代の会員が興味を持てるようなイベントやメニューの情報提供やサービス提供。
・堺市以外のサービスの拡大
職場レクリエーション補助は良かった。年2回くらい使えるようにしてほしい。
・慶弔給付の請求を忘れることが多いです。入学時期の春などに会社を通じ周知してもらえるとい
いのかなと思いました。
・チケットのあるサービスはわかりやすいのですが、本を見てしかわからないサービスも多いの
で、簡単にわかれば、いいなと思いました。
推奨旅行、味めぐりなどをもっと充実してほしい。
・ホテルバイキングはよかったです。
・年末の金久の盆栽はすごくよかったので、毎年続けてほしい。
・私は堺市在住ではなく会社を通じてなので、特典があまありないので残念です。ですので土・日
で行われるセミナー、イベントを充実して頂けると嬉しいです。
チケットを記入して、会計をするのがめんどくさいので、会員カードを見せるだけでも良いという
感じにすれば、もっと良くなる思います。
提携店を増やしてもっといろいろなサービスを提携できるようにしてほしい。（コスパの高いもの
をお願いします。）
サービスや特典等を利用したことが無いです。利用したいと思うが、自分にあったものが無いの
で、サービス等の内容を充実させて欲しいです。（色々な店で使えて、お得なものを）
今年入会したところなので、まだ何のサービスも利用していない。せっかく入会したので子どもと
一緒に色々なサービスを利用したいと思う。
・スポーツクラブのチケットを利用させていただいております。
･行きたいときに利用できる事が嬉しく思っております。
・みかん狩り、ぶどう狩りは毎年楽しみで行っています。
・ホテルバイキングも楽しみの1つです。
・バスツアーは最近は行きたいけど「トイレ付き」のバスがあればと思っています。
ＳＣＫチケット等受け取りにあたり、ＳＣＫサービスセンターの営業時間、休み、場所を再確認し
たいです。
・ボウリング大会、ソフトボール大会と社内のメンバーで参加し、親睦を深める良い機会となっ
た。また、阪神タイガースの半額チケットも良かったがもう少し、早めに出してもらえるとありが
たい。
・チケットが販売された時に登録しておけば、ＬＩＮＥやメールで知らせてくれるなどしてもらえ
たら良いと思う。
ＳＣＫ特約店について、対象施設でＳＣＫカードを提示した際、店員の方から怪訝な表情をされる
ことが多く、対象であってもカードを出すことをためらってしまいます。店舗側の認知度が上がる
ような対策を講じていただけるとありがたいかなと思います。
SCK特約店のマークをレジのところで目につく場所に表示することによってもっと利用してくれると
思います。
家族会員証の発行
・とってつけた様な魅力のないサービスが多く、経費の無駄。
・サービス全般時代遅れの感が強い（昭和みたい）
・いつでも個人で退会できるシステムを作って欲しい。
ＳＣＫチケットをよく利用させていただいているのですが、支払いが現金のみとなっているので、
時代に合ったキャッシュレスにして頂けたら良いかなと思います。
広域的なサービスにしてほしい。使用する場所が堺がおおいので、使用する機会が無い。
チケットを送付してもらうときに手数料がかかるようになったため（仕方ないとは思いますが）人
数をまとめたり、まとめると手数料を誰がとりあえず払うのか、などという手間がふえて少しめん
どうになり、やめようかなということになります。手数料をもっと安くしてもらうとか、何か方策
を考えてほしいと思います。
・満足していない理由：チケットなど申し込んだ時の手数料、送料をサービスして下さい。
・TOHOシネマ鳳のチケットを取り寄せでない、小冊子に綴ってほしい。
・会員証提示の飲食店をもっと身近なファミレスとか焼肉店を入れてほしい。
・グルメカードの手数料などサービスしてほしい。
映画、阪神戦のチケット、ジェフカード、お薬のあっ旋いつもありがたく利用させていただいてま
す。
飲食店での割引は魅力的だと思います。色々な店舗で使えるようになればより良いと思います。

会員本人だけが対象となっているサービスについて家族も対象になればありがたいと思います。
（会費を考えると困難なことだとは思いますが）
・アイススケート場のチケットがあれば・・・
コンサートチケット楽しみなので、新しい市民会館もオープンすることですし、様々な企画を宜し
くお願いいたします。
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年々サービスが悪くなっている。昔は宿泊補助など多く利用したが！（金額的に）
チケット購入のサイトがわかりづらい。
ＳＣＫチケットのおかげで映画等の楽しみが増えました。これからも利用しますので、よろしくお
願いいたします。
・ビアガーデン、グルメカードは良く利用させて頂き、社内イベントで活用しています。とても助
かります。お得に食事ができる店が増えるとうれしい。
・事業所に届くのにタイムロスがあるのか届いてすぐ申し込んでも人気のあるイベントはすぐに一
杯になっている事がある。
ＳＣＫのサービスが使えるお店がわかりづらく、使わずに終わってしまうことがあります。お店側
に表示の仕方の改善を働きかけていくというのはいかがでしょうか。
ＳＣＫチケットがもっと身近で使用できるものが良いです。コンビニや電気店の割引券など全員が
よく使用するであろう場所が望ましいです。
ＳＣＫニュースを2週間に1度のペースで発行していただければ今より皆様に知ってもらえると思い
ます。
よくチケットを利用しています。とても使いやすいので助かっています。
2019.1・2月号の健康豆知識のおすすめコースは大変参考になりました。早速、季節ごとの花を楽し
みに出かけようと思います。他のコースも紹介していただければ是非、歩きに行きたいと思います
で詳しいお知らせを載せていただければ嬉しいです。次は何処かとても楽しみにしています。
東京ディズニーリゾートはすごくいいと思います。大阪からは遠く、旅費もかかるため、少しでも
ありがたいです。
利用方法がよくわからない。
・色々な同題があったと思うが、ゴルフ補助の手続きが面倒になった。
・他府県の色々な珍しい特産品の購入が出来たら良いかなと思う。
・カード利用については、ある程度は使用しているが、あまり使えるところがない。
・映画の割引券については、水曜日、1日、14日の方が安いので魅力を感じない。
・ほしい割引き券がある時、ＦＡＸで送って発券に手数料がいると結局安くないので、個人でも注
文しやすく、手数料を考えても安い時がほしい。
・割引の冊子はいつも温泉しか使えていません。（月に1回あるかないか･･･）
・映画館が行きにくい場所しかなので、もう少し他の場所も増やしていただきたいです。
・元々家族で兄弟が結婚して姓がかわってもＳＣＫの対象にして頂きたいです。姉と出かける事が
多いのに利用できないのは残念でなりません。
・ＳＣＫチケットの映画割引きを利用しています。そこは全部なくなるんですが、他のオレンジ狩
りなどのチケットは毎回余っています。
・チケットの内容の変更か、映画のチケットの枚数を増やして欲しいです。
映画へ冬休みなど子どもと気軽に行けるようになり嬉しいです。いろんなチケットがお安く手に入
りありがたいです。
各種申し込みが、ネットで簡単にできると使いやすい。
職場レクリエーションをもっと増やしてほしい。（メリットがあまり無いと思う人も社内で活用す
ると入ってて良かったと感じられると思う）
家族で出かける事が多い為、割引がきいたりする事はとてもありがたいです。
・チケットの送付に料金がかかるようになったので少し不便になった。
・記念事業のマグは愛用しています。
ＳＣＫニュース、購買あっ旋パンフレットなど、（行く・行かない、買う・買わない、にかかわら
ず）見ているだけでも楽しくなるので、あるとうれしい。
慶弔給付、長い間入院し、見舞金は嬉しかった。
会員と非会員との価格の差が大きい為、非会員の友人や両親などと利用しにくい。手続きが面倒で
ある為、もう少し簡単にしてほしい。
・ＳＣＫニュースは毎回楽しみにしています。
・いただいた時に会社の人達とも話をしています。
以下会社の人達の希望です。
・美術館等の割引率がもっとよくなれば良いのに・・・
・慶弔給付（結婚30年がなく残念だった）
・手続きが面倒
・スーパー銭湯等複数で行きたいのにその時、メンバー以外の人もＯＫにしてほしい。（いよやか
の郷みたいに本人を含め何名とかに）
ＳＣＫチケットに使用しやすい、堺市北区の亀の湯、大阪狭山の虹の湯etc近くのスーパー銭湯の充
実して欲しいです。
ＳＣＫチケット、スーパー銭湯が好きなのでよく利用するが、もう少し枚数があれば良いと思いま
す。
・チケットあっ旋等割引率が少ないと思います。
・アゴーラリージェンシーのビアガーデン毎年使用させていただいていますが、好評です。
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・地域密着サービスで日常的に利用可能なＳＣＫ特約店をもっと増やして欲しい。
・広域的なサービスならビジネスホテルなど（全国展開のホテルなど）の割引サービスが利用でき
るとうれしい。
ホームページでチケットあっ旋の入力がわかりにくい。
共済会とよく、薬、ホテルバイキング等同じものが載っていますが、金額がどうしても共済会の方
が安く、・・・これはどうもできないのでしょうね・・・
全体的にもう少し安くなるとうれしいです。
ペットに関するお得な情報など教えて
・クイズ等はとても好きですがなかなか当たりません。
・各会社の近くのお店であったり、食事のできるお店も知りたいです。
宿泊補助、スポーツクラブの補助、どちらも助かりました。
・イベントチケット申込みがとにかく面倒くさいです。
・何をするにも申請・・・ＴＥＬとかコード入力のみとかで何とかならないでしょうか？
・ＳＣＫチケットも最初から会員No.入りとかにできないですか？毎回書くの面倒です。
ソフトボール、野球のイベントに参加する機会があり、会社の皆との交流が深まって良かったと思
う。
・インフルエンザ、500円では申込みしようと思えません。せめて1000円なら申込みして接種するの
ですが。
・ＵＳＪも割引が少ないです。スズカサーキットはお得なのでよく利用しました。お得ではないの
なら、載せても嬉しくありません。期間限定で良いので、お得な割引きの情報だけを教えてもらい
休日にリフレッシュ（宿泊、映画、レストランなど）を使わせて頂いてます。とてもありがたくこ
のサービスを使い、映画も良く観る様になりました。これからも利用させていただきあます。とて
も満足しています。
グループ申込みは申込書が1枚で完了するように様式を変更してください。また、送料や事務手数料
を「年度ごとにグループ申込2回までは無料」という風に事業所サービスをしていただけたら助かり
ます。
サービスを利用したいと家族でガイドをみる時間ができてよかったが、慶弔の際に給付があること
を知らず利用できなかったのが残念だった。
・ホームページがいつの間にか充実してきてて驚きました。
・チケット受取の時間がネックです。
・広く浅いサービスだと思います。（割引率が低い）
・頻繁に利用するサービスではないので、使う時にもっと”おトク感”のあるサービスにしてほし
・小さい子連れでも行ける施設の割引があれば。
・ハーベストの丘の補助がなくなったのは残念でした。
・慶弔給付は直接個人に支払われる方が嬉しいです。
宿泊補助をもう少し上げてほしいです。
宿泊補助、スーパー銭湯、家庭用常備薬、購買あっ旋（丸大ハム、お歳暮）は常に利用させて頂い
ています。会社を通さないで自分でＳＣＫに申請できるもの手軽でいいです。お薬を安く購入させ
ていただけるのもすごく嬉しいのですが、もう少し大きな（例えばルル50錠→100・150錠）だった
らもっといいです。
・TOHOシネマズパスポートをよく利用させていただいています。安い料金で旬の映画が観れてとて
も嬉しく思います。
・サンスクエア講座ではヨガの講座を利用させていただいて、運動不足解消です。
・今後新しい講座を検討される時があれば、ペン字などがあれば利用したいなと思います。
映画を観る時、カードを見せると安くならないのか？
インフルエンザの予防接種の補助を家族も対象にしてほしい。
購買あっ旋でハムを何度か買いました。百貨店の早割より安く買えるのでいいと思います。これか
らも利用したい。
ジョルダンパスポートのお店がも少し増えたらいいなと思います。
ＳＣＫガイドのグルメのページを住所別かジャンル別に並べ替えてほしい。
・ホームページは充実していると思います。
・協賛店を減らさない様にお願いします。
「ハーベストの丘」の割引券がうれしかったので復活してほしいです！
出産祝い金、勤続5年の祝い金など頂きました。気持ち的にありがたく感謝しております。これから
も、育児支援やなんらかの形で会社からできないフォローをよろしくお願いいたしたいと思いま
す。ほとんどの形で、現在、利用できていないのが本当の所です。少ない情報ですがこれからのＳ
ＣＫ事業の形へ反映させてください。
ジェフグルメのサービスはいつも助かっています。
・割引率がその他のサービスを利用した方が安くなる事が多いので、せっかくの地域密着なので、
もう少し特別感があると良いなと思います。
・ファミリーで行く所にはサービスを利用できると所が多い事が満足しています。
子どものレジャーで使用できると家族皆が使えて助かる。様々な所で使えるとよい。
使えるお店がわかりにくく、割引きを受け損ねたことがたまにあります。お店次第なのかも知れま
せんが、会員カードがあれば割引になる事がすぐにわかればいいなと思います。
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・各種割引制度が大変助かっております。
・会員証がデジタルになると良いなと思います。（持ち歩かなくても良いようになると良いと思い
ます。）
・ＳＣＫのサービスを利用できたことが後から気付いたり、サービスを無駄にしてしまっているこ
とが多々ある。無駄なく使いたい。
・これくらいなら使うのも面倒だからいいか、と思って使わないことが多々ある。
たまの休みに映画、銭湯、店などに家族で出かけて、いろいろ割引になるのは家計的に助かりま
す。旅行の宿などもありがたいです。
夏のプールのチケットよく使わせてもらっていました。もっと気軽に使えたらうれしく思います。
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Ⅸ ご意見等（ＬＩＮＥ＠お友達会員アンケート）

いつもランチや映画、白浜に行くときはサファリなど使わせて頂きありがとうございます。
これからもどんどん利用させて頂きます。
毎月会報楽しんでいます。
今年も阪神タイガースのチケット斡旋、楽しみにしています。よろしくお願いします。
グルメチケット楽しみにしています。
いつも、ライン、楽しみにしています。
年々、運動を増やしていきたいと思ってます。昨年より今年と代謝が悪くなりますので。
とても運動に興味があります。これからも期待してます。
SCKニュース毎月楽しみに職場の同僚と見ています。魅力的な情報期待してます。
甲子園の阪神戦や映画など、SCKニュースで見て、「いってみよう」と思い、それがリフレッシュや
人とのつながりになります。
ネスタリゾートや琵琶湖バレーのチケットもお得に購入出来たり、
工場見学（ミスドやカップラーメン）も斡旋あったらいいなぁと思います。
映画館やスポーツ施設利用ではあまり安くなく通常あるサービスと変わりないと利用するメリット
を感じない。レストランの割引クーポンなど見せるだけで
割引になる使いやすさが欲しい。
抽選付きアンケート良いですね！これからも楽しみにしています。
いつも色々と使わさせていただいておりますが割引額がもっと多くなれば嬉しいなと思います。
いつも利用させてもらってます。ありがとうございます。家族旅行を年数回楽しんでおりますが、
補助が年間3泊までなのが残念です。もう少し増やせないでしょうか。
もっと良いサービスが受けれたら嬉しいです。よろしくお願いします。
いつも楽しみに拝見させて頂いております。これからも盛り沢山のサービスを期待しています！
いつもお世話になってます。イベントなども楽しみにしています。
スポーツジムの割引、家族で使用させてもらい喜んでいます。
いつもお世話になっております。低価格会費でたくさんの福利厚生に感謝しております。
グループ申込みの用紙を、会社名や連絡先など重複項目は記入しなくてよいフォーマットにして頂
けると嬉しいです！
これからももっと使える店舗のサービスを増やして欲しい！
ニュースが手元に届くのが遅いのでホームページでの情報化を希望します。
薬品の斡旋はいつも期限切れてから申込用紙が届くのでもう少し期限をのばしてほしいです。
プレゼントなど、前回取りに行かないといけないものがあったので、郵送してほしいと思った。
これからも楽しい情報掲載を楽しみにしております。
宿泊補助をJTBえらべる倶楽部のようにインターネットから気軽に申し込めるようにしてほしい
です。バファローズのセレクトチケットは今後も是非続けてくださいませ。
お楽しみクイズの賞品を更に充実して頂けたらと思います！
いつもありがとうございます。今後とも宜しくお願い致します。
SCKニュースのクイズ、いつも楽しんでいます。子供ができて日常に追われなかなかSCKの利用が進
みませんが、あると助かります。例えば先日ボーネルンドキドキドの利用チケット
使えて有り難かったです。今度は宿泊補助利用考えてます。
子育て関連の補助、例えば習い事などもっと増えるといいなぁ。よろしくお願いします。
手数料が入るようになって利用が減った。センターに受け取りに行きたいがしまる時間が早すぎ。
たまには土曜日も空けといてほしい。人気のイベントはなかなか当たらない。
いつもご利用させて頂いてます。毎月頂くパンフレットを毎回楽しみにしています。
これからも沢山のイベント、ツアーを企画お願いします。
ジェフグルメカードの購入枠をもっと増やしてもらえたら更にありがたいです。
SCKニュース、いつも楽しみにしております。
特にクイズは、なかなか手強くて、解くのが楽しいです。
いつもゴルフ補助を利用させてもらっています。回数制限を増やして欲しいです。
TOHOシネマズのチケット、もっとまとめて買いたいです。
セントラルウェルネスクラブとぜひ提携してください！
子供と一緒にSCKチケットをよく使います。足りなくなるので枚数の追加が出来れば嬉しいです
アドベンチャーワールドや、プール、温泉など色々なところで補助券使わせて頂いてます。
映画も安く観れて感謝です！ありがとうございます♪
親の在宅介護や老人ホームの情報など、介護のあり方や考え方等の特集を定期的にやってほしい
TOHOシネマズのチケットを割引して頂いて映画を観る機会が増えました。
これからも楽しみにしています。
今回からインフルエンザ予防接種の補助が出て、とても助かりました。
もう少し補助金の額が上がれば嬉しいです。
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いつも月イチのニュースを楽しみにしています！
チケットの購入枚数上限をあげてほしい。
この前のお楽しみクイズは解き方がわからなかったのでもう少し解きやすい形式の問題にしてほし
いです。
コンサートやお芝居のチケットがありがたいです。
これからも利用させて頂き楽しく過ごしたいと思っています。
いつもSCKニュース楽しみにしてます。
レストランや美味しいステキなお店お安く行けて嬉しいです。
入会したばかりですが、色々活用したいです。
温泉施設の幅を広げて頂きたい。何か当選するのは嬉しいです。
いつも楽しみに会報を見ています。沢山の企画、ご苦労様です。
堺は本当に暮らしやすく良い町です。また、SCKパーティ企画とかを芸人など呼んで新しくなるフェ
リーチェなんかで企画が有ると盛り上がり目玉になるかもですね。
いつも色々ありがとうございます。いろんな事に参加させてもらえて嬉しいです。
これからもどうぞよろしくお願いいたします。
利用施設拡大
SCKニュースがとても楽しみです。
いつもイベントに参加させていただいています。これからも楽しみです。
いつも利用させていただいています。日帰りバスなどの企画でもう少し早く募集があればいいのに
なと思います。これからもよろしくお願いいたします。
TOHOシネマズのチケットですが、月の上限2枚ではなく、年間24枚にしていただいたらもっと使いや
すいです。ご検討下さい。
毎月のバスツアーの種類を増やしてほしいです。ビアガーデンの店舗も増やしてほしいです。
まず、メール利用やライン利用できない年配の会員がいることをご理解いただけているのか疑問で
す。また、この最終のメールアドレス必須の必要性について疑問に思います。
ファミリーイベント等、家族で楽しませて頂いています。
安い登録料で色々なサービスが受けれて嬉しいです！
SCKチケットは重宝してよく利用しています。
また、SCKニュースも楽しんで家族で拝見しています。
お世話になっております。また、チケット、宿泊で利用させてもらいます！
毎回の情報楽しみにしています。大変だとは思いますが頑張ってください。
これからも内容の拡充を期待、楽しみにしています。割引クーポンなどがさらに充実するともっと
活用できると思います。
家族共々、利用させてもらっています。家族で楽しめるイベント等企画頂きたいです。
シンプルにドッジボールは大人も子供も楽しめますよ！
いつもTOHOシネマズのチケット、利用させて頂いてます。今後もこういうチケット関係の斡旋があ
ると嬉しいです。ホテルバイキングのチケット、もうすこし頻繁にしてほしいです！
家族で楽しめるイベント等が充実されると嬉しいです。
イベント行事、毎回楽しませて貰ってます。
色々なイベントが、安く買えたり、行けたら嬉しいです。
毎月楽しみにしています。ワクワクする企画お願いします。
毎月SCKの情報誌を読むのが楽しみです！これからもよろしくお願いします。
南地域に限らず、大阪全域で使える割引などがあったら有難い。
楽しい企画待ってます。
SCKニュースは、いつも楽しみに読ませていただいています。
映画のチケットを、安くで手に入るので、うれしいです。
SCK会員はお得なチケットで映画や宝塚など余暇活動にとても嬉しいです。
ラインからのお知らせで今までより使いやすくなりました。職場の皆にもライン勧めています。
割と利用させて頂いてます。ニュースが届くのを楽しみにしています。
宿泊費の割引がもう少し充実してたらな、と思う事あります。
大人だけじゃなく、子供の割引を増やして欲しい。例えば、映画とか。
釣り関係を充実させていただきたいです。
サービス充実の為のアンケートありがとうございます。今後ともよろしくお願いします。
グルメチケットやコンサートチケットの割引をアップしてもらえたらもっと購入したい
映画のチケット、2枚ではなく4枚にしてほしいです。
いつも便利に利用させて頂いてます。これからもよろしくお願いします。
泉北ニュータウンで食事が安くなるお店を増やして欲しいです。
SCKニュースを楽しみにしています。映画の券、ジェフグルメカードを有意義に利用させて
頂いています。
いつも早い対応を有難うございます。
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新しいサービス楽しみにしてます。
これからも職場と家庭で楽しみにしてます！
家族で利用が出来て、大変助かっています。
夏はプール券、年間を通じての映画の割引チケット、旅行やグルメなど、これからも引き続き利用
させて頂きたいので宜しくお願いします。
いつも遊園地やテーマパークとかのチケットを使わせてもらってます。
少しでも割引があれば嬉しいです。
SCKニュースは、わたしの色々な情報源です。毎月楽しみに見ています！
割引きチケットよく利用させていただいています。お風呂のチケットを1番多く使います。
薬の斡旋が助かります。
クイズいつも楽しみにしております。まだ当たったことはありませんが挑戦し続けてます！
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