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⑤ハウスサービス 
⑥リサイクル・ 

リユース 
⑦食品・日用品 ⑧子育て 

⑨レジャー・旅行 ⑪ライフイベント ⑫外食 

①引越し ②インテリア ③家電 ④カーライフ 

＜参考資料＞ 
 

『ARUHI暮らしのサービス』概要 
 

ARUHI が厳選した各種提携先の商品・サービスを優待価格でご提供いたします。現在は、引越し、インテリア、
家電、カーライフ、ハウスサービス、リサイクル・リユース、食品・日用品、子育て、レジャー・旅行、美容・
健康・ファッション、ライフイベント、外食分野の幅広いカテゴリーの優待サービスを提供しています。 
 
対象者： ARUHI住宅ローンを借り入れされている方は、年会費無料でご利用いただけます。 
URL： https://living-service.aruhi-corp.co.jp 
 
※ご利用には、マイページのご登録が必要です。また、一部ご利用いただけない場合もございます。 

新たな提携企業・サービス一覧 

カテゴリー 社名/サービス名 優待内容 

カーライフ 

 
株式会社インター・アート・コミッティーズ／ 
免許とるネット 
 
 
 
 
 
免許とるネットなら、業界最大級の全国128校
の提携校からお選びいただけます。さらに「安
心価格保証・キャッシュバックキャンペーン」
など “うれしい” がいっぱい！ 
普通車ATなら最短14日でご卒業。二輪（バイ
ク）なら最短9日でご卒業。その他、大型車や
特車、二種なども合宿免許ならスピーディに免
許が取得できます。 
 

 合宿運転免許料金から5,000円を
割引 

提携サービスのカテゴリー 

⑩美容・健康・ 
ファッション 
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ハウスサービス 

 
株式会社白洋舍／白洋舍 
 
 
 
 
 
人々の清潔で、快適な生活空間づくりのために、
たゆまぬ技術革新と感動を与えるサービスを提
供し、社会に貢献します。 
 

 宅配付ふとんクリーニング3枚
セット：12,960円(税込・送料込) 
 オプションである防ダニ加工

通常3枚セットで2,592円（税
込）を無料でお付けいたしま
す 

 集配サービスご利用時ドライク
リーニング品に関して５％割引 

子育て 

 
株式会社 栄光／栄光ゼミナール 
 
 
 
 
 
首都圏を中心に約440教室を展開し、「１人ひ
とりの個性指導」「自分のトップ校へ行こう」
の指導理念のもとお客さま１人ひとりに最適な
学習環境を提供しています。 
 

 入塾時納入金より5,000円値引 

子育て 

 
株式会社コナミスポーツクラブ／ 
お子さま向け運動スクール運動塾 
 
 
 
 
 
お子さま向けの多彩なスクール「運動塾」。 
学校の体育も運動塾も、運動をすることは同じ
ですが、お子さまに合ったスポーツを通して体
の成長を促すのが運動塾のスタイルです。各ス
ポーツのスタッフが、お子さまの発育とスキル
に合わせて丁寧に指導します。楽しみながらひ
とつひとつを達成していくことで、自ら考え切
り拓く、ココロとカラダを育てます。 
 

 特別体験価格をご提供（おひとり
様１回限り） 
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レジャー・旅行 

 
株式会社サンリオエンターテイメント／ 
サンリオピューロランド 
 
 
 
 
 
ハローキティやマイメロディをはじめとした、
たくさんの人気サンリオキャラクターとふれあ
えるテーマパーク。 
 

 優待価格でご提供 

レジャー・旅行 

 
株式会社ジャルパック／JALパック 
 
 
 
 
 
JALグループの総合旅行サイト「JAL eトラベ
ルプラザ」。24時間オンラインで国内・海外
ツアーの空席照会、予約・購入が可能です。
JALのマイルもたまります。 
 

 国内ツアー・海外ツアーが優待価
格。同行者も優待価格となります 

レジャー・旅行 

 
株式会社グランドアドレス／ 
撮るだけフォトブック 
 
 
 
 
 
『撮るだけフォトブック（ｓ）』は、お手持ち
のスマホやPCで、誰でも簡単に1冊からアルバ
ムが作成できます。 
美しく繊細な7色印刷も選択できる「ワンラン
ク上のフォトブック」 、人気急上昇中のお
しゃれアルバムです。 
家族写真、旅行、お誕生日など、撮りためたデ
ジタル写真を、高品質のフォトブックにしませ
んか？ 
 

 全商品10％割引 
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レジャー・旅行 

 
富士急行株式会社／ 
富士急ハイランド 
 
 
 
 
 
”世界最大級”の絶叫アトラクションが勢ぞろ
い！『トーマスランド』など人気キャラクター
のテーマパークとも併せて幅広いお客さまに、
お楽しみいただいております！！ 
 

 優待価格でご提供 

レジャー・旅行 

 
RIZAPイノベーションズ株式会社／ 
RIZAPGOLF 
 
 
 
 
 
もうこれ以上無理だと限界を感じたゴルファー
に対して人生史上最高のスコアを提供するゴル
フスタジオ。 
 

 入会金54,000円（税込）無料 
 分割手数料無料 
※お支払い方法によって特典が異な
ります 

ライフイベント 

 
株式会社Zaim／ 
オンライン家計簿サービス Zaim 
 
 
 
 
 
Zaim は「もっと、お金に、楽しさを！」を
テーマに誰にとっても使いやすく、ためになる、
長く続けられるオンライン家計簿サービスです。 
 

 Zaim プレミアムサービス（通常
月額 300 円〜）を1ヶ月分無償提
供 

 
【プレミアムサービスの特典】 
 - 金融機関連携の優先更新 
 - アプリ内広告の非表示 
 - 推移グラフの表示                 等 
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ライフイベント 

 
株式会社リンクアカデミー／ 
パソコンスクール アビバ・資格スクール 大栄 
 
 
 
 
 
Excel・プログラミング・Webデザイン・簿
記・医療事務・公務員受験など「学び」はもち
ろん、「キャリアナビゲーション」を行う
“トータルキャリアスクール”です。 
 

 入学金全額OFF 
 受講料10％OFF 
※一部対象外のコースがございます 
※その他の制度・割引との併用はで
きません 
※クーポンを店頭にてご提示くださ
い 
 

ライフイベント 

 
株式会社ユーキャン／U－CAN 
 
 
 
 
 
U－CANの”Ｕ”は”You”〜私たちは、お一人お
一人の「想い」を現実にし、人が大きく豊かに
なる拠り所になりたいと願っています。ユー
キャンの社名とマークには、そんな人間の根源
的な望みと可能性を肯定し、実現に向けた優れ
たサービスをお約束するメッセージが込められ
ています。 

 ARUHI暮らしのサービスからご優
待 
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その他サービス提供企業一覧 
 
（各社の限定特典については、https://living-service.aruhi-corp.co.jp をご参照ください。） 

No. カテゴリー 社名 サービス名 

1 引越し アートコーポレーション株式会社 アート引越センター 

2 引越し 株式会社サカイ引越センター サカイ引越センター 

3 引越し 株式会社ウェブクルー ズバット 引越し 

4 引越し 株式会社トレジャー・ファクトリー トレファク引越 

5 インテリア 株式会社アクタス ACTUS（アクタス） 

6 インテリア 株式会社エムール EMOOR エムール 

7 インテリア プラス株式会社 暮らしのデザイン 

8 インテリア 株式会社島忠 シマホ 

9 インテリア フランスベッド販売株式会社 FranceBed 

10 インテリア 株式会社ミサワ unico 

11 家電 アクア株式会社 AQUA（アクア） 

12 家電 amadana 株式会社 amadana（アマダナ） 

13 家電 株式会社タニタ タニタオンラインショップ 

14 家電 ダイソン株式会社 dyson 

15 家電 株式会社ビックカメラ ビックカメラ・コジマ 

16 カーライフ 株式会社エヴリス Every's 

17 カーライフ 株式会社ラビット・カーネットワーク 車買取・販売のラビット 

18 カーライフ タイムズ２４株式会社 タイムズカープラス 

19 カーライフ ニッポンレンタカーサービス株式会社 ワンデイスキップ 
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No. カテゴリー 社名 サービス名 

20 ハウスサービス 株式会社ヒューマン・ライジン インターネットサポートサービス 

21 ハウスサービス ニフティ株式会社 おへやプラス 

22 ハウスサービス 株式会社三共消毒 害虫駆除サービス 

23 ハウスサービス 株式会社アール・アソシエイツ 家事代行アールメイド 

24 ハウスサービス 株式会社ダスキン ダスキン 

25 ハウスサービス 日本PCサービス株式会社 ドクター・ホームネット 

26 ハウスサービス 株式会社ニチイ学館 ニチイライフ 

27 
リサイクル・ 
リユース 

株式会社ルクス 不用品回収・買取のエコピット 

28 
リサイクル・ 
リユース 

株式会社サマリー Sumally Pocket 

29 
リサイクル・ 
リユース 

ブックオフオンライン株式会社 宅本便 

30 
リサイクル・ 
リユース 

株式会社トレジャー・ファクトリー トレファク 出張買取 

31 
リサイクル・ 
リユース 

株式会社リアース ワールドアール 

32 食品・日用品 株式会社ローソン 
『ARUHIの食卓サポート』 

powered by「ロ―ソンフレッシュ」 

33 食品・日用品 昭和西川株式会社 西川ストア ONLINE 

34 食品・日用品 プレミアムウォーター株式会社 プレミアムウォーター 

35 子育て 株式会社F・O・インターナショナル F.O.Online Store 

36 子育て ワールドファミリー株式会社 ディズニーの英語システム 

37 子育て 株式会社ベビーリース ナイスベビー 

38 レジャー・旅行 株式会社ヴァリック カラオケ コート・ダジュール 

39 レジャー・旅行 株式会社エボラブルアジア 空旅.com 

40 レジャー・旅行 株式会社デアゴスティーニ・ジャパン デアゴスティーニの厳選商品 
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カテゴリー 社名 サービス名 

41 レジャー・旅行 高木工業株式会社 TOPインドアステージ 

42 レジャー・旅行 株式会社U-NEXT U-NEXT 

43 
美容・健康・ 
ファッション 

株式会社スリムビューティハウス スリムビューティハウス 

44 
美容・健康・ 
ファッション 

株式会社ゼネラル 
医療法人徳真会グループ・ 
徳真会クオーツタワー 

45 
美容・健康・ 
ファッション 

株式会社メガネスーパー メガネスーパー 

46 
美容・健康・ 
ファッション 

ラクサス・テクノロジーズ株式会社 ラクサス 

47 ライフイベント 株式会社アメリカンホリデーズ AMERICAN HOLIDAYS 

48 ライフイベント 国際経営株式会社 ドリームバードギフト 

49 ライフイベント 株式会社ホームメイドクッキング ホームメイドクッキング 

50 外食 株式会社幸楽苑ホールディングス 幸楽苑 

ARUHI会社概要 
 
会社名： アルヒ株式会社（ARUHI Corporation） 
代表者： 代表取締役会長兼社長 CEO兼COO 浜田宏 
本社所在地： 東京都港区六本木一丁目6 番1 号 泉ガーデンタワー22 階 
設立日： 2000 年6 月9 日 
資本金： 45 億 5,660 万円 
業務内容： 住宅ローンの貸し出し・取次業務、保険代理店業務、銀行代理業務 
登録番号： 関東財務局長（6）第01291 号 
融資実行残高： 2.4兆円（2016年3月現在） 
URL：  http://www.aruhi-group.co.jp/ 
  
ARUHIは、国内最大手の住宅ローン専門金融機関です。「住生活プロデュース企業」として、住宅ローンを
はじめとする金融商品に留まらず、住まいと暮らしに関わる多様なサービスを提供しています。家探しから
日々の暮らしまで、ライフステージに応じた商品・サービスによって、お客さまの住生活をプロデュースし
ます。 
  
■「ARUHI住宅ローン」：  https://www.aruhi-corp.co.jp/ 
■「ARUHI家の検索」：  https://www.ietohito.jp/recommend/ 
■「ARUHI暮らしのサービス」： https://living-service.aruhi-corp.co.jp/ 
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