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平成30（2018）年5月7日� 横浜市立学校教職員互助会
http://www.hamagojyo.com　☎ 045-671-3581　FAX 045-222-3355

互助会会員専用ホームページ　http://www.hamagojyo.com　ユーザー名「member」　パスワード「3581」
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予算及び
事業概要

■　平成30年度　互助会予算及び事業概要
■　本年度事業のあらまし

P2
P3～4

お知らせ

■　リフレッシュ補助券及び永年勤続会員旅行補助券の配付について
■　新規割引契約施設について
■　月払い生命保険の団体扱いについて
■　かんぽ生命の団体扱いについて
■　東急ハーヴェストクラブの予約方法について
■　東急ハーヴェストクラブ新規利用施設について
■　会員証について
■　各種給付金の請求について
■　お便りの募集について
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P9

広　　告 ●神奈川芸術文化財団　●東日本旅客鉄道（株）横浜支社
●ホテル�マホロバ・マインズ三浦　●京急不動産　●（株）ハマツーリスト企画

P9～12

■�　リフレッシュ補助券及び永年勤続会員旅行補助券は、５月末に所属にお送り
する予定です。新規に使用できる施設が増えました。詳細は５ページをご覧く
ださい。
■�　新規に（株）かんぽ生命保険の団体扱いを開始します。詳細は６ページをご覧
ください。

■�　東急ハーヴェストクラブ那須Retreatが利用できるようになりました。この
機会に是非ご利用ください。詳細は７ページをご覧ください。

トピックス

■　�新採用教職員及び教育委員会事務局、国大等からの転入の皆様！
　　加入申込書の提出をお願いします。
■�　教職員の方の会員番号は職員番号です。会員証や給付金請求書等の際は、７桁
の会員番号をご記入ください。
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☆本年度事業のあらまし
詳細は互助会ガイドをご覧ください。

給付事業
［互助会ガイド10～13ページ掲載］

会員の生活設計や安心できる生活を応援す
るため、各種給付金を支給します。

教職員の方への給付金は、給与に加算して
支給します。

教職員以外の方については、請求書記載の
口座へ本会より振り込みます。

１　出産祝金（20,000円）、就学祝金（20,000
円）、義務教育修了祝金（20,000円）、療養
見舞金（20,000円）は、前年度と同額です。

２　特別給付の校務災害給付金（10,000円）
は、前年度と同額です。

健康・余暇活動等支援事業
「限られた予算を広く公平に享受し、有効

に活用できる事業を優先する」という観点か
ら、今年度も実施します。
［互助会ガイド18～45、48～49ページ掲載］

１　飲食店（14施設）
２　日帰り入浴施設（25施設）
３　旅行社（22社）
４　市内指定ホテル（16施設）
５　市外指定ホテル・指定旅館等（56施設）
６　会員制リゾート施設 
　　東急ハーヴェストクラブ

　（16施設312泊）
引き続き、ニーズの高い施設を中心に、全

国の16施設で使用できます。
なお、平成30年12月31日で、天城高原、浜

名湖（各36室計72室）が契約期間満了となり
ます。その代替として山中湖マウント富士と
契約し、宿泊枠を60室増室します。

７　スポーツ版人間ドッグ及びスポーツジム
　　横浜市スポーツ医科学センター
８　文化施設（６施設）

厚生事業
会員にリフレッシュ補助券、また、永年勤

続を慰労するために永年勤続会員に旅行補助
券（10年、20年、30年勤務）を、退職される
会員には旅行券引換券を配付します。

［互助会ガイド８ページ掲載］

１　リフレッシュ補助券（＠2,000円×３枚）
を配付します。

［互助会ガイド９ページ掲載］

２　永年勤続会員旅行
本市教職員として永年勤続した会員を慰

労するため、旅行補助券を贈呈します。
⑴　10年勤続会員旅行（15,000円相当）
　 　会員期間９年以上の10年勤続会員に対

して
⑵　20年勤続会員旅行（55,000円相当）
　 　会員期間10年以上の20年勤続会員に対

して
⑶　30年勤続会員旅行（60,000円相当）
　 　会員期間10年以上の30年勤続会員に対

して 
［互助会ガイド９ページ掲載］

３　永年勤続退職者旅行
採用後10年以上勤務し、退職・死亡した会

員に対し、勤続年数に応じた旅行券引換券を
贈呈します。

また、退職優待者証を交付し、割引契約店
等で会員と同等の条件で利用可能とします。

勤続年数 旅行券引換券
10年～19年 50,000円相当
20年～29年 100,000円相当
30年以上 130,000円相当
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貸付事業
［互助会ガイド14ページ掲載］

貸付事業の新規受付は休止しています。
貸付金の返済は、平成29年４月以降、毎月
の給与から控除されています。
繰上償還は、従来どおり毎月受付しており、
変更はありません。

購買事業
［互助会ガイド46～48、50～51ページ掲載］

割引契約事業
　指定店50社

保険事業
［互助会ガイド15～17ページ掲載］

１　団体扱い生命保険
日本生命・第一生命・明治安田生命・三
井生命・住友生命の５社と契約しています。
８月から新たに、かんぽ生命の団体扱いも
開始します。
保険料は、毎月の給与から控除されます。
（詳細は６ページをご覧下さい）

２　グループ保険「生活年金共済」
⑴　会員相互扶助の団体定期保険で、明治
安田生命が取扱っています。
⑵　１年ごと（２月１日～翌年１月31日）
に更新する掛捨ての保険です。

⑶　保険料は、毎月の給与から控除されます。
３　リレー定期保険

グループ保険（生活年金共済）に、退職
直前２年以上継続加入している会員の退職
後を保障する保険です。

新規特集
新規割引施設として「飲食店」８施設・「日
帰り入浴施設」９施設・「市外指定ホテル」
２施設と契約しました。リフレッシュ補助券
が使用できます。
また、会員証を提示して割引をうける施設
として、メガネスーパー全国店舗と新規契約
を結びました。
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◇　リフレッシュ補助券及び永年勤続会員旅行補助券の配付について
� ［互助会ガイド８～９ページ掲載］
　平成30年度のリフレッシュ補助券及び永年勤続会員旅行補助券は、５月末に同時に配付
します。使用期限は平成31年３月31日です。使用できる施設は、互助会ガイド（３～５ペー
ジ）「施設等から見つける早見表」欄記載の各種施設のうち、それぞれの補助券の項目に「○」
のある施設です。

　平成30年度リフレッシュ補助券
　　配付金額は　6,000円（＠2,000円×３枚・象牙色）です。

　�　なお、使用できない施設にお持ちいただく事例が見受けられます。お手数ですが、互
助会ガイドをよくご確認の上ご使用願います。また、使用できない施設で誤って使用さ
れた場合は、互助会との契約がないため、事業者と会員の間で直接精算いただくことに
なりますので、ご注意ください。

　リフレッシュ補助券が使用可能な施設は、互助会ホームページでも確認できます。
　http://www.hamagojyo.com./rifure30.html

◇　新規割引契約施設について�［互助会ガイド18～19、20～22、34、46ページ掲載］
　平成30年度については、近年利用が増えている「飲食店」・「日帰り入浴施設」を中心に、
割引優待施設の新規契約を行いました。リフレッシュ補助券も使用できます。補助券1枚
でお楽しみいただける施設もありますので、有効にご利用ください。

新規契約
飲食店

中華街　／　均元樓
中華街　／　四五六菜館　本店・新館・別館
中華街　／　謝朋酒樓
中華街　／　中華街　桂宮
中華街　／　聘珍樓横濱本店
中華街　／　揚州飯店本店
中華街　／　東天紅横浜桜木町ワシントンホテル店
大和市　／　横浜うかい亭

新規契約
日帰り入浴施設

江ノ島　／　江の島アイランドスパ　
池　袋　／　タイムズ�スパ・レスタ
後楽園　／　東京ドーム天然温泉　スパ�ラクーア
豊島園　／　豊島園�庭の湯
橋　本　／　天然温泉�ロテン・ガーデン
ユーカリが丘　／　ウエルネスプラザ�アクア・ユーカリ
房総勝浦駅前　／　テルムマラン�パシフィーク
箱根湯本　／　箱根�花紋
高座渋谷　／　おふろの王様�高座渋谷駅前店

　市外指定ホテル・旅館についても２施設と新規契約しました。
新規契約
市外ホテル・旅館

メルキュールホテル横須賀（飲食でも補助券使用できます）
箱根湯本　箱根�花紋（日帰り入浴でも補助券使用できます）

　会員証の呈示で割引の受けられる指定店（メガネ・コンタクトレンズ）についても、１業者
と新規契約しました。
新規契約
指定店 メガネスーパー全国店舗（メガネ・コンタクトレンズ）
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◇　８月から「かんぽ生命」の団体扱いが可能となります。

　互助会では、株式会社かんぽ生命保険と協定を締結し、「かんぽ生命」の団体扱いが可能となりま
した。割安な保険料が適用され、平成30年８月以降、団体扱い成立条件（15件以上の契約）を達成次第、
保険料の給与控除が開始されます。団体扱いを希望される方は、下記の方法で申込手続きをお願いし
ます。なお、初回申込締切以降も随時申込みを受付します。

１　対象となる方
　以下の①、②の条件を満たしご本人が契約者である契約。
　①　横浜市立学校教職員互助会の会員の方。
　②　�横浜市立小、中学校、義務教育学校、特別支援学校に勤務されている教職員で、保険料が給与

控除できる方。
２　取扱い対象契約
　・平成19年10月１日以降に契約した会員本人名義のかんぽ生命保険契約。
　・学資保険、終身保険、養老保険、定期保険の払込中契約。
　※平成19年９月30日以前の「簡易生命保険」契約、年金保険・財形保険は対象外となります。
　※�お手元の保険証券をご確認いただき、11桁の保険証券番号の３～４桁目の２桁が「50番台」となっ
ているものが対象となります。

３　申込方法
　⑴　既に「かんぽ生命」に加入されている方
　　�　互助会までご連絡ください。「団体払込加入確認書」を送付しますので、必要事項を記入の上、
初回申込締切日の５月25日㈮までに、互助会へ返送してください。

　　�　「かんぽ生命」から直接切替案内が届いている場合は、同封の「団体払込加入確認書」に記入
の上互助会へ返送してください。

　　�※給与控除開始月の２か月前に２か月分の保険料の払込みが必要となりますのでご注意ください。
　　※�引落月数変更手続きは、「団体払込加入確認書」の提出をもって互助会へ委任されたものとみ

なして、互助会が行います。　
　⑵　新たに「かんぽ生命」に加入される方
　　お近くの郵便局窓口へお問い合わせください。

※手続きに関するお問い合わせ先　　
互助会　保険担当　☎045－671－3581

◇　月払い生命保険の団体扱いについて� ［互助会ガイド15ページ掲載］

　個人で加入している月払い生命保険を互助会の団体扱いにすると、保険料が割安になり、保険の管
理がしやすくなります。また、年末調整の際、生命保険料控除証明書の添付が不要となるため、手続
きが大幅に簡略化されます。
互助会の団体扱いとは

…会員の毎月の給与から控除された保険料を、互助会がとりまとめて保険会社に支払う制度です。

　互助会の団体扱いは、下記の保険会社で随時受付中です！
　保険会社の連絡先及び手続きについては、互助会ガイドの15ページをご覧ください。
　なお、割引率については、保険会社に直接お問い合わせください。
＜取扱保険会社＞
　日本生命・第一生命・明治安田生命・三井生命・住友生命
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◇　東急ハーヴェストクラブの予約方法について

� ［互助会ガイド40～43ページ掲載］
１　予約開始日
　・通常期間は、ご利用日の２ヶ月前同日より先着順です。
　・特定期間は、専用ホームページにてご確認ください。
２　�インターネット予約（オンライン予約）の場合（インターネット予約は利用日の11日前まで変更
可能です。）

　　初めて利用する場合は、新規登録から始めます。
　　法人番号、法人パスワードが必要となります。
　⑴　アドレス　http://www.harvestclub.com/Un/houjin/9050_ykkg　
　⑵　法人番号　9050（半角）・法人パスワード�4580（半角）
　⑶　社員番号は、「互助会会員番号」（半角７桁）です。
３　電話予約の場合
　　東急ハーヴェストクラブサポートセンターへお申し込みください。
　　☎050-5840-1402　受付時間：11:00～17:30（年末年始は受付できません。）
　　なお、直接施設に予約申込はできませんので、ご注意ください。

◇　東急ハーヴェストクラブ新規利用施設について
東急ハーヴェストクラブ那須Retreatが利用できるようになりました。
ハーヴェストクラブ初の戸建てタイプで、一人から大人数まで利用できます。
なお、通常の料金に加え、5,000円チャージ料金がかかり、４人未満の利用でも４人分の料金がかかり

ます。利用料金の詳細につきましては、互助会ガイドをご覧
ください。
全棟にキッチンを完備し、別荘感覚で利用できます。また、

東急ハーヴェストクラブ那須内にあるレストランも利用でき
ます。それぞれの滞在プランに合わせてお楽しみください。

◇　会員証について� ［互助会ガイド７ページ掲載］

○�　会員証は毎年会員に配付する互助会ガイドに綴りこみます。会員番号（職員番号）、氏名を記
入してご使用ください。
○　有効期間が切れた会員証は、ご自身で破棄してください。
○　氏名が変更したときは、ご自身で修正してご使用ください。
○�　会員証を紛失された方は、互助会まで、お電話又はFAXでご連絡ください。新しい会員証を
発行します。
○　退会されるときは、ご自身で破棄してください。
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◇　各種給付金の請求について� ［互助会ガイド10～13ページ掲載］

○　給付金の請求漏れはありませんか？
○　給付事由が発生した場合は、速やかに請求書を提出してください。
○　給付金の請求は、給付事由発生の日から起算して２年間です。
○　出産祝金は、子供が生まれたとき請求できます。夫婦で会員の場合は、双方請求できます。
○�　就学祝金は、子供が小学校入学時と中学校等入学時の２回請求できます。夫婦で会員の場合
は、双方請求できます。
○�　義務教育修了祝金は、子供が中学校等を卒業した時に請求できます。夫婦会員は、双方から
請求できます。
　�　なお、就学祝金と義務教育修了祝金は受付期間を設けておりますが、期間を過ぎても請求で
きます。
○　傷病で引き続き30日以上療養したとき、療養見舞金が請求できます。
　�　療養期間中の医師の診断書（写しでも可）と、出勤簿等の写しをつけて請求してください。
　なお、療養期間の最初及び最後の土日祝日等は除外して日数を計算します。
○　各種給付金の請求は毎月20日締めで、翌月給与に加算して給付します。
○�　各種給付金請求書・特別給付金請求書は、互助会ホームページからダウンロードして請求し
てください。

★請求する時の注意事項
○�　給付金額の訂正はできません。互助会ホームページの記入例及び互助会ガイドをよくご確認
の上、記入してください。
○　請求書は、１件の事由につき１通ずつ提出してください。
○　印影が鮮明になるよう押印願います。
○　フリガナ記載欄も、忘れずにご記入ください。

〔よくある誤りの例〕
　・教職員の方の会員番号欄に、旧会員番号（６桁）が記入されていた。
　・教職員の方の請求書に、振込先金融機関が記入されていた。
　　（退職後に、現職時の給付金の請求をされるときは、記入してください。）
　・１枚の請求書に、義務教育修了祝金と就学祝金の両方が記入されていた。
　・就学祝金の小学校と中学校のチェック□✓が、記入されていなかった。
　・�出産祝金の添付書類で、母子健康手帳の出生届出済証明ではなく、出産の状態の写し（会員名、
出生日の記載のないもの）が添付してあった。
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◇　皆様からのお便りを募集しております。
　会員の皆様が利用された割引契約施設・東急ハーヴェストクラブ等の感想や、おすすめの施設の情報など
をお寄せください。お寄せいただきました情報は、今後の事業の参考とさせていただきます。また、箱根・
伊豆など旅行先でのおすすめお土産情報も募集しています。その他、身近な話題や健康法などがございまし
たら、ご提供をお願いいたします。
　なお、お送りいただいたお便りや写真を互助会ニュースに掲載する場合は、原則として氏名をイニシャル
で掲載させていただく予定です。

【お送りいただく方法】
所属名、会員番号、氏名を明記の上、メール、FAX、郵送でお送りください。
<メールの場合（情報と写真など）>
news@hamagojyo.sakura.ne.jpに件名を「皆様からのお便り」としてお送り
ください。写真の画像データがあるときは、メールに添付してください。
<郵送の場合（お便りと写真）>
〒231-0015　横浜市中区尾上町3-35　横浜第一有楽ビル５階
<FAXの場合>（お便り）045-222-3355
原則として、写真の返却はいたしません。
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★ 景色自慢の温泉やお肌がすべすべの泉質自慢の温泉。様々な温泉がお待ちしております。

★ 伊豆ならではの海の幸・山の幸など、豊富な食材をお楽しみください。

★ 梅雨の頃は色艶やかな紫陽花が咲き誇る下田公園散策がおすすめです。

お申し込み

お問い合わせ

●びゅうプラザ横浜駅
JR横浜駅中央南改札口となり
営業時間
（平日） １０：００～２０：００
（土休日）１０：００～１９：００

●JR川崎駅 ●JR武蔵溝ノ口駅
●JR町田駅 ●JR大船駅 ●JR平塚駅
にもびゅうプラザはございます。

各びゅうプラザの営業時間等はお問い合わせ下さい。

横浜市立学校教職員互助会の会員様はパンフレット記載の旅行代金より５％割引５％割引５％割引５％割引となります。

さらに「リフレッシュ補助券「リフレッシュ補助券「リフレッシュ補助券「リフレッシュ補助券」「永年勤続会員旅行補助券」」「永年勤続会員旅行補助券」」「永年勤続会員旅行補助券」」「永年勤続会員旅行補助券」も併用できます。
※一部割引とならない商品もございます。※他割引とは重複いたしません。詳しくはびゅうプラザまでお問い合わせください。

ご存知ですか！？ びゅう国内商品の割引制

2018年６⽉３０⽇まで

『『『『伊豆・箱根・湯河原伊豆・箱根・湯河原伊豆・箱根・湯河原伊豆・箱根・湯河原 温泉いっぱい温泉いっぱい温泉いっぱい温泉いっぱい 美・味いっぱい美・味いっぱい美・味いっぱい美・味いっぱい』』』』 キャンペーン実施しております！

【伊豆稲取きんめ処 なぶらとと】【伊豆下田あじさい祭り】

「列車のたび」はおまかせください「列車のたび」はおまかせください「列車のたび」はおまかせください「列車のたび」はおまかせください!!!!!!!!
お申し込みは駅の中にあるお申し込みは駅の中にあるお申し込みは駅の中にあるお申し込みは駅の中にあるJRJRJRJR東日本びゅうプラザへ♪東日本びゅうプラザへ♪東日本びゅうプラザへ♪東日本びゅうプラザへ♪

各種パンフレット

取り揃えております

【伊豆の国パノラマパーク】

【
熱
海

來
宮
神
社
】
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冷
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洋室

バルコニー

物入

PS
下
駄
箱玄関玄関

UB

【トラフィコ野庭 物件概要】
■所在／横浜市港南区野庭町637番地2■交通／横浜市営地下鉄ブルーライン「上永谷」駅バス10分「野庭中央公園」停歩3分、又は「上永谷」駅徒歩17分■専
有面積／1K：23.40㎡（約7.07坪）・3DK：68.40㎡（約20.69坪）■構造／鉄筋コンクリート造4階建1K：1～4階部分・3DK：1階部分■築年／平成9年11月■敷金／1ヶ月
■賃貸借種類／普通賃貸借■賃貸借期間／2年間■入居／平成30年1月■火災保険加入要■更新料／新賃料の１ヶ月分■保証料／総賃料の50％（最低保証
委託料25,000円）以降1年ごとに10,000円■退去時清掃費／1K 35,000円（税込）・3DK 1,000円/㎡■取引態様／代理■広告制作日／平成30年2月26日※図面と
現況が異なる場合は、現況を優先といたします。※専有面積の（）内の坪表示は概算数値（1㎡＝0.3025坪）です。

トラフィコ野庭 港南区 野庭町 外壁・内装大規模リフォーム実施！
2017年10月

野庭中央公園

市公社野庭団地

市営野庭住宅

遊水池

遊水池

検車区
市営野庭住宅

チビッコ公園

なかよし公園

すずかけ通り

天谷大橋際

野庭すずかけ小前

野庭交番前

野庭車庫前

野庭団地

野庭中前

坂口入口

現地
車両基地入口

深田橋

Ａコープ

野庭中

野庭すずかけ小

下野庭小

たまや

神明神社

木庭医院

上永谷中央診療所

ブックオフ

ＮＯＶＡバッティングスタジアム

ＮＯＶＡオートテニス

サンドラッグ

プール

特養ホームすずかけの郷

ショッピングセンター

横浜グリーンテニスクラブ

16

まいばすけっと

フジ

横浜

野庭聖佳

野庭

はるかぜ

野庭第二

野庭

集会所

集会所

集会所

現地案内図

住所：横浜市港南区野庭町637番地2建物外観建物外観

【間取図】【間取図】

宅配ボックス宅配ボックス

キッチンキッチン

洋室洋室

西向きバルコニーからの眺望西向きバルコニーからの眺望

洋室洋室

地下駐輪場地下駐輪場

「上永谷」駅バス10分
　　「野庭中央公園」停歩3分

「上永谷」駅徒歩17分

横浜市営地下鉄ブルーライン

…………150m
……150m

………310m

○ たまや野庭店
○ サンドラッグ野庭店
○ 横浜野庭郵便局

生活利便
良好

◎ 全室壁・天井クロス貼替
◎ フローリング床ワックス塗装
◎ 温水洗浄便座新設
◎ 一部部屋キッチン新品交換
◎ エントランスオートドア新設
◎ 宅配ボックス新設　◎ TVモニターホン新設
◎防犯カメラ　◎ インターネット利用料無料
◎敷地内専用駐車場・屋根付バイク置場
　屋根付自転車置場

互助会員限定特典
①月額賃料2,000円割引
②仲介手数料10％割引

↓↓↓空室の確認・お問合せは下記へ↓↓↓

本物件は横浜市交通局の元職員住宅を改修し資産有効活用のために一般向け賃貸を行っております

上大岡店

国土交通大臣（13）第902号 賃貸住宅管理業者 国土交通大臣（1）第3857号 （一社）不動産協会会員（一社）不動産流通経営協会会員 （公社）首都圏不動産公正取引協議会加盟
京急不動産株式会社 〒108-0074 東京都港区高輪2丁目21番28号

〒233-0001　横浜市港南区上大岡東1-9-15 パルテノンビル1F

0120-755-751

H_1803XXn_KQ_Chintaikanri1_jisA4t_1c_07.ai
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U02176[12]

広　告

ダントツ
10,000円～

8,000円～

10,000円～

10,000円～

28,000円～

28,000円～

28,000円～

15,000円～

15,000円～

13,000円～

横浜・屋形船
アツアツの揚げたて天ぷらと豪華舟盛り、飲み放題付きです。
YOKOHAMAの夜景を楽しみながら風情のある宴会はいかが♪

 

リフレッシュ補助券使用ランキング　第３位(平成28年度)リフレッシュ補助券使用ランキング　第３位(平成28年度)リフレッシュ補助券使用ランキング　第３位(平成28年度)リフレッシュ補助券使用ランキング　第３位(平成28年度)

学校～東京湾フェリー～海鮮三昧(貝焼ﾊﾞｲｷﾝｸﾞ)→パターゴルフ
→酒蔵(試飲･見学)→アクアライン(海ほたる)→学校

学校→浅草(仲見世散策･天ぷら昼食･演芸ホール寄席鑑賞)
→隅田川船下り(ｽｶｲﾂﾘｰを眺めながら)→東京タワー→学校

学校→富士ｻﾌｧﾘﾊﾟｰｸ→御殿場高原ビール(食べ放題･飲み放題)
駒門風穴→学校

　 夏休みの個人旅行・帰省切符などもお気軽にお問い合わせください
　 切符一枚でも学校までお届けいたします

学校→吹割の滝→酒蔵(見学・試飲・昼食)→野菜収穫体験→水上温泉
ホテル→(OP：ラフティングorクラフト体験)→BBQ昼食→学校

群馬　水上温泉
ラフティング&匠の里
酒蔵と野菜収穫体験

南房総　小湊温泉
海鮮三昧の2日間

ﾌｪﾘｰ&ｱｸｱﾗｲﾝ

学校～フェリー～海鮮浜焼きの昼食→酒蔵(試飲)→小湊温泉
ﾎﾃﾙ→道の港(買い物)→鴨川ｼｰﾜｰﾙﾄﾞ→海鮮昼食→ｱｸｱﾗｲﾝ→学校

 旅のことなら・・・

　　　(株)ハマツーリスト企画 TEL：045-715-1024 FAX：045-326-6718TEL：045-715-1024 FAX：045-326-6718TEL：045-715-1024 FAX：045-326-6718TEL：045-715-1024 FAX：045-326-6718
　　　　　　　　　　神奈川県知事登録旅行業第3-565号　〠232-0071　横浜市南区永田北2-5-7

※もちろんリフレッシュ補助券もご利用いただけます。※もちろんリフレッシュ補助券もご利用いただけます。※もちろんリフレッシュ補助券もご利用いただけます。※もちろんリフレッシュ補助券もご利用いただけます。

昨年度 職員旅行　表彰台
　　　職員旅行といえば・・・ハマツーリストにおまかせ！
　　　他にもたくさんオススメコースがありますのでお気軽にご相談ください！

ニューウェルシティ
(湯河原温泉)

体験施設が充実した人気の湯河原温泉。露天風呂も大人気。
お得な飲み放題プランがあり、幹事様も楽々～♪

マホロバマインズ三浦
(三浦海岸)

全室オーシャンビューで、リビング付きの広いお部屋です。
三崎の海の幸をご堪能あれ～♪

サンミ倶楽部
(熱海温泉)

全室海向きバルコニー付きの広～いお部屋。
熱海港が目の前で初島へのアクセスが抜群です。

房総で海の幸
千葉・館山

寄席で大笑い
東京下町巡り

サファリパークと
御殿場高原ビール

食べ放題

山梨　石和温泉
スリル満点バギー体験

桃狩り&ワイナリー

学校→ほうとうの昼食→河口湖(8輪ﾊﾞｷﾞｰorｸﾗﾌﾄ体験)→ﾜｲﾅﾘｰ→石和温泉
ﾎﾃﾙ→桃狩り→樹海・洞窟探検→名物吉田うどんの昼食→学校

職員旅行の幹事様 必見！！
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