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　施設の料金は、平成31年２月現在の
ものです。料金を変更している場合が
ありますので、事前に各施設にお問い
合わせください。平成31年度新規契約
施設でのリフレッシュ補助券の使用は
31年度配付分からになります。

　平成31年度予算の執行を伴う事業な
どは、横浜市立学校教職員互助会にお
ける理事会及び評議員会での予算議決
後に確定します。

互助会の電話は…６７１－３５８１へ

割引契約店をご利用の際には、
会員証を提示してください。

　また、契約内容をよく
　ご確認のうえ、ご利用
　ください。

最新の情報は互助会ホームページ
https://www.hamagojo.com/

をご覧ください。
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互助会を知る

　横浜市立学校教職員互助会は、横浜市立小学校、中学校、義務教育学
校及び特別支援学校に勤務する教職員の互助共済及び福利厚生の増進を
目的として、昭和35年に設立された団体です。
　「互助会」の名称で会員の皆様に親しまれ、各種給付、厚生、保険等の
事業を行っています。

１　元気を回復する
　会員は、契約施設において、割引等の優待サービスのほか、互助会が発
行するリフレッシュ補助券（毎年6,000円分）や永年勤続旅行補助券

（15,000円～60,000円）を、旅行や飲食などに使うことができます。
　また、会員一人あたり年間2室まで、会員制リゾートホテル東急ハー
ヴェストクラブ（素泊まり料金：大人3,600円～4,200円、小人2,600円～
2,900円、消費税別、入湯税別）を利用できます。
　● リフレッシュ補助券
　● 永年勤続会員旅行補助券
　● 東急ハーヴェストクラブの事業を行っています。

２　優待サービスを使う
　会員は、契約施設において、割引等の優待サービスを受けることができ
ます。利用可能な優待サービスは契約施設ごとに異なります。
　● 冠婚葬祭
　● 住宅関連
　● 割引契約店

会員の特典

詳細は11、12、47ページ

詳細は25～60ページ
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３　自分の記念日を祝う
　横浜市立学校の教職員として勤続10年・20年・30年を迎えられた会員の
方に、旅行社等で使用できる旅行補助券（15,000円～60,000円）を配付し
ます。
　また、会員期間10年以上で退職した会員に、勤続年数に応じて、旅行券
への引換券（50,000円～130,000円）を配付します。
　●10年勤続
　●20年勤続
　●30年勤続
　●退職（再任用職員が退職した場合は除く）　

５　まさかの時に助け合う
　会員がケガや病気で連続30日以上の療養となった時には、年1回を限度
として、療養見舞金（20,000円）を給付します。
　また、会員が校務執行中に負傷した時には、療養日数にかかわらず、学
校長の認定により、特別給付として見舞金（10,000円）を給付します。
　●傷病で連続30日以上療養
　●校務執行中の負傷

４　子どもの記念日を祝う
　会員の子どもの誕生、小学校入学、中学校入学、中学校卒業のそれぞれ
の記念日に合わせて、祝金（20,000円）を給付します。夫婦ともに会員の
場合は、それぞれに祝金を給付します。
　●子どもの誕生
　●小学校入学
　●中学校入学
　●中学校卒業

６　生命保険と上手につき合う
　会員は、個人で加入している生命保険を団体扱いに変更することで、保
険料が割引になります。
　また、会員とその配偶者が対象となる1年更新の生命保険に加入できま
す。（新規加入は50歳以上の会員のみ）
　●団体扱い生命保険
　●生活年金共済

詳細は12ページ

詳細は13～16ページ

詳細は13～15ページ

詳細は17～19ページ
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hamagojo.com

互助会ホームページを
リニューアルしました。
https://hamagojo.com

これまでのホームページは…

スマートフォンで
使いにくい

会員ページへの
ログインが
面倒

知りたい情報が
どこにあるのか
わからない

優待施設の
イメージが
わいてこない

1/１５（火）
ホームページ
リニューアル

★変更のポイント★

１．スマートフォンにも対応
２．会員ページへのログイン廃止
３．よく使うページは、上部やサイド
　　 のメニューから素早くアクセス
４．優待施設を画像付で表示し、
      カテゴリごとに検索可能 

リニューアルに合わせて、ホームページアドレスが変わりました。
（ブックマークの変更をお願いします。）

検索

トップメニューから互助会事業へ

補助券の使える施設や割引店はこちらから

目的から互助会事業を探せます

書式のダウンロードはこちらから
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１　互助会の概要
⑴　設　　立
　横浜市立小学校、中学校、義務教育学校及び特別支援学校に勤務する教職員の互助共済及び
福利厚生の増進を目的として昭和35年4月1日に設立されました。

⑵　組織と運営
　市立小学校、中学校、義務教育学校及び特別支援学校に勤務する教職員で組織され、そのほ
とんどが加入し、会員数14,745人、加入率96.8％（平成31年2月1日現在）となっています。
　また、会の運営は市教育次長が会長となり、市教育委員会・学校長会及び教職員団体から選
出された役員によって構成される評議員会（議決機関）、理事会（執行機関）及び監事（監査
機関）により公正に行われています。

⑶　資　　金
　会費を主な資金として、会員のための各種事業に活用されています。

⑷　事業内容
　各種給付、レクリェーション、厚生、保険等の事業を展開しています。
　市立学校に勤務する皆様の生活設計の一助として、また、心身の緊張緩和と疲労の回復をは
かる手段として互助会の事業を利用してください。

２　会員の加入及び退会等について
⑴　会員の加入資格
・横浜市立小学校、中学校、義務教育学校及び特別支援学校に勤務する教職員（再任用教職員
については一部利用できない事業があります。）ただし臨時の教職員を除きます。
・会長の承認を得た方

⑵　加入手続
　会員の加入資格を取得しましたら、「加入申込書」を互助会に提出してください。
　教職員を定年退職し引き続き再任用職員となった場合には、互助会は継続扱いになります
ので手続は不要です。

⑶　会員資格の中断
　次に該当する方は、給与が支給されないため会員資格は中断し、復帰後、復活します。（手
続きは不要です。）このため、期間中は会費の徴収、リフレッシュ補助券の配付はなく、祝金
等の給付の請求もできなくなります。なお、期間中に祝金等の給付事由が発生した場合は、復
帰後、請求可能です。
・自己啓発等休業
・大学院修学休業
・配偶者同行休業
・自己啓発休職

⑷　退会の手続
　次の場合は、会員の資格を喪失し互助会は退会となります。退会届の提出は不要です。
　また、10年以上勤務し、退職または死亡した会員については、「永年勤続退職者旅行券引換
券送付先連絡票」（様式は互助会ホームページからダウンロード）を提出してください。
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・退職したとき
・横浜市立小学校、中学校、義務教育学校及び特別支援学校以外の学校に転出、教育委員会
事務局等に異動となったとき
・死亡したとき
　次の場合は、任意退会となり、再加入はできません。退会届を提出してください。
・自己都合で退会を希望するとき

※ 永年勤続退職者旅行券引換券及び退職優待者証については、互助会ガイド12ページ参照。
※ 貸付金を返済中の方は、互助会ガイド20ページ参照。
※ 団体扱い生命保険に加入している方は、互助会ガイド17ページ参照
※ 生活年金共済に加入している方は、互助会ガイド18ページ参照

⑸　会員証について
　「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。
　会員証は、割引契約店等の利用時に必要となりますので、大切に保管してください。
　会員証を紛失した場合は、再度お渡ししますので、互助会にご連絡をお願いします。
　氏名を変更したときの手続きはありません。会員証はご自身で修正をお願いします。

⑹　家族の範囲について
　家族は次の範囲です。
・会員の配偶者、子及び父母
・会員と同一の世帯に属し、その会員の扶養家族と認定されている者

３　会費について
⑴　会費月額
　基礎月収額の4/1000です。
※ 基礎月収額とは、給料月額（教職加算額を含む）＋給料の調整額＋教職調整額です。

⑵　会費の納入
　会費は、毎月の給料から控除されます。

⑶　会費の免除
　心身の故障により休職されたとき及び育児休業をとられたときは、給与の支給を受けてい
ない月に限り、会費は免除となっています。（手続きはありません。）
　また、月の初日から末日まで介護休暇を取得したときも、会費は免除となります。
　介護休暇が終了しましたら、会費を給与に加算して還付しますので、介護休暇会費免除申請
書（様式は互助会ホームページからダウンロード）と出勤簿（庶務事務システムから出力）を
提出してください。
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４　リフレッシュ補助券
〜宿泊・旅行・健康増進施設等の利用〜

　平成31年度のリフレッシュ補助券は6,000円（＠2,000円券×3枚）を4月1日現在の会員に配
付します。
⑴　金　　額	 6,000円（＠2,000円×3枚）相当（予定）
⑵　配付対象	 平成31年4月1日現在の会員
⑶　使用期限	 平成32年3月31日まで使用できます。
	 	 （平成32年3月31日宿泊分まで使用できます。）
⑷　配付時期	 平成31年６月下旬
	 	 ・	4月1日時点で会員の方に配付します。（教育委員会事務局への異動者（指

導主事等）・国大交流への異動者・他都市への転出者、自己啓発休業等で会員
資格が中断期間中の方には配付しません。）

	 	 ・	平成31年4月1日新規会員にも同時期に配付します。
⑸　配付方法	 所属を通じて会員にお渡しします。
⑹　使用範囲	 互助会ガイド21〜23ページ参照
⑺　使用上の注意	（リフレッシュ補助券・永年勤続会員旅行補助券共通）
　ア　補助券の券面に会員ご本人の「会員氏名」「会員番号」を記入し、会員証を提示の上、
　　ご使用ください。
イ　補助券を他人に譲渡できません。また、補助券を紛失した場合、再発行できません。
ウ　支払い金額が補助券の額面未満の場合には、補助券を使えません。
　エ　補助券の使用期限は、配付年度の年度末（3月31日）です。「東急ハーヴェストクラブ」
　　「湯処むろべ」は、3月31日の夜の宿泊まで使用できます。
　オ　補助券の使用範囲をよくご確認の上、補助券をご使用ください。補助券が使えない施
　　設で使用した場合には、後日、補助券相当額を事業者と会員の間で直接ご清算いただくこ
　　とになります。
カ　旅行券、ギフト券、観覧チケット等の商品を補助券で購入することはできません。
　キ　旅行社等で使用する場合、旅行社の日帰りパックには使用できますが、乗車券や航空券
　　等の購入、定期券の購入など、交通費のみの使用はできません。
　ク　ＪＲ東日本（東日本旅客鉄道株式会社）の「びゅうプラザ」において、リフレッシュ補
　　助券を使用できますが、「びゅうプラザ」以外の出札窓口（みどりの窓口・券売機）等で
　　は使用できません。
　ケ　予約代行サービスやインターネットの割引サイト等で予約した場合には、補助券は使
　　用できません。
　コ　補助券を使用後にキャンセルした場合には、補助券分の現金での払戻しや、キャンセル
　　料への充当はできません。使用後にキャンセルした旨を補助券の表面に記載してもら
　　い、取扱業者から補助券の返却を受けてください。使用期間内であれば、この補助券を使
　　用することができます。
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５　永年勤続者等への助成
⑴ 永年勤続会員旅行補助券
ア　配付対象者

勤続年数 対象者 会員期間 基準日 旅行補助券
10年勤続 本市教職員として勤続10年に達した会員 10年以上 4月1日 15,000円相当（予定）
20年勤続 本市教職員として勤続20年に達した会員 10年以上 4月1日 55,000円相当（予定）
30年勤続 本市教職員として勤続30年に達した会員 10年以上 4月1日 60,000円相当（予定）
※　10年、20年及び30年勤続者に対する職務専念義務の免除対象者で会員期間10年以上の会員に配付します。
　　平成 31年度以降の対象者で会員期間が基準日に 10 年に達しない会員については、基準日時点で 10 年以
　　上になった年度に配付します。
※　会員期間については、事務局等の期間も通算します。
※　定年退職後継続して再任用職員となった会員も対象となります。
※　旅行補助券の金額は予定です。変更する場合があります。
※　基準日に会員資格が中断期間中の場合には、中断事由終了翌年度に配付します。

イ　配付方法　所属を通じて該当者にお渡しします。
ウ　配付時期　平成31年６月上旬（リフレッシュ補助券と同時に配付します。）
エ　使用期限　平成32年3月31日宿泊分まで使用できます。
オ　使用できる宿泊施設・旅行社　互助会ガイド21〜23ページ参照
カ　使用上の注意　互助会ガイド11ページ参照

⑵ 永年勤続退職者旅行券引換券
ア　配付対象者　〔平成31年度（平成31年4月1日〜平成32年3月31日）退職者〕

対象者 勤続年数 旅行券引換券の金額

10年以上勤務し、退職又は死亡した会員期間
が10年以上の会員　　
※ 再任用教職員は対象外

10年〜19年  50,000円（予定）
20年〜29年 100,000円（予定）
30年以上 130,000円（予定）

※　旅行券引換券の金額は予定です。変更する場合があります。

イ　配付の時期・方法
・平成32年3月末退職予定の方⇒平成32年3月中旬頃に所属を通じて配付します。
・平成32年3月末以外の退職予定の方
　	　「永年勤続退職者旅行券引換券送付先連絡票」（様式は互助会ホームページからダウン
ロード）を互助会あてにご提出ください。本連絡票受理後、概ね1か月後にお届出の送付先
へお送りします。なお、旅行券引換券には引換期限がありますので、お手元に届きました
ら、至急開封してご確認ください。
ウ　引換期間
　平成32年4月1日〜平成33年3月31日
※ 引換期間以外は引換ができませんので、引換期間内に早めにお引換えいただくようお
願いします。なお、平成31年度途中で退職される方には、原則として前年度の旅行券引換
券（引換期間：平成31年4月1日〜平成32年3月31日）をお送りします。
　（引換先の取扱旅行会社・店舗一覧は、旅行券引換券に同封してお送りします。）
エ　退職優待者証の交付
　永年勤続退職者旅行券引換券の該当者には、旅行券引換券に同封してお送りします。優
待者証の提示により優待者とその配偶者のみ、割引契約店等で会員と同等の条件にてご利
用になれます。なお、退職優待者証がご利用になれない施設・店舗等がありますので、互助
会ガイド21〜24ページ早見表にてご確認ください。
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６　祝金・見舞金等の給付
⑴ 給付一覧表
　給付金額は予定額です。変更する場合があります。
　請求書の様式は、互助会ホームページ（https://www.hamagojo.com/youshiki/）からダウン
ロードしてください。

ア　一 般 給 付	 〈請求書は第8号様式〉
事　　　　　由 請求者 種　別 給　付　金　額　等 提　出　書　類

子供が生まれたとき 会　員 出産祝金 20,000円（予定）
〈夫婦会員は双方支給〉

1　給付金請求書
2　請求者と出生者が記載され
ている書類（写しでも可）
・住民票（住民票記載事項証明
書でも可）※1
・医師の出産証明書（請求者が
女性の場合）
・母子健康手帳の出生届出済証
明

子供が入学するとき
（小学校入学時・中
学校等入学時）※2

会　員 就学祝金 20,000円（予定）
〈夫婦会員は双方支給〉 給付金請求書

子供が中学校等を卒
業（修了）したとき
※3

会　員 義務教育
修了祝金

20,000円（予定）
〈夫婦会員は双方支給〉 給付金請求書

傷病で引き続き30日
以上療養したとき

会　員
家　族

（会員が死亡
した場合）

療養見舞金

20,000円（予定）
病気やけがにより引き続
き30日以上休んだとき年
1回支給※4

1　給付金請求書
2　医師の診断書（写しでも可）
3　療養期間中の出勤簿等の写し※5

※1　住民票、住民票記載事項証明書等は発効日から3か月以内で、証明欄に請求者と出生者、続柄が記載さ
れているものを提出して下さい。なお、本籍欄記載事項及びマイナンバーを省略又は抹消のうえ、添付し
てください。

※2　学校とは、小学校、中学校、義務教育学校（前期、後期課程）、特別支援学校（小・中）及び中等教育
学校（前期課程）を指します。

※3　学校とは、中学校、義務教育学校（後期課程）、特別支援学校中等部及び中等教育学校（前期課程）を
指します。

※4　療養見舞金は続けて30日以上休暇等を取得した後に、請求してください。療養見舞金は、年1回支給で
す。次回給付請求は前回の療養期間開始日から1年30日以降となります。

※5　療養期間中の出勤簿等の写しは、教職員庶務事務システムから出力した出勤簿を添付してください。

《参考》結婚祝金、災害見舞金等は神奈川県教育福祉振興会で実施しています。

イ　特 別 給 付	 〈請求書は第12号様式〉
種　　別 事　　　　　　　　由 給　付　金　額　 提出書類

校　務　災　害
給　　付　　金

校務執行中、負傷したとき
　　学校長が認定したとき
　　ただし通勤途上は除く※1

10,000円（予定）
1　特別給付金請求書
2　病院の領収書の写し
　　（診断書の写し可）

※1　災害内容は、病名ではなく、負傷するに至った経緯を3〜4行以上でわかりやすく、具体的に記入して
ください。
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⑵ 祝金・見舞金等の請求
ア　給付金請求書（第8号様式）、特別給付金請求書（第12号様式）は、互助会のホームペー

ジからダウンロードして使用してください。
イ　祝金・見舞金等の事由発生後、すみやかにご請求ください。請求期限は事由発生日から2	

年間となります。
ウ　請求書の提出は、毎月20日で締め切ります。
エ　請求書は、給付の種類及び件数毎に提出してください。双子等の場合、出産や入学等の祝

金の請求書は、それぞれ必要となります。
オ　請求書は、「各様式ダウンロード」のページに掲載している記入例を参考にして作成して

ください。校長印は公印ではなく私印を使用してください。また、請求書氏名等のフリ
ガナ欄も、必ずご記入ください。未記入の場合、請求書をお返しする場合があります。

カ　教職員の会員については、祝金・見舞金等を、給与に加算して支給します。
キ　退職等で給与支給がない場合や、教職員以外の会員については、祝金・見舞金等を、翌月

の教職員の給与支給日に、請求者本人の口座に互助会から直接振り込みます。請求書に
必ず振込口座をご記入ください。

●祝金・見舞金等の請求の際によくある質問

Ｑ　療養見舞金の療養期間には、年次休暇や土日祝日等も含まれるか。
Ａ　年次休暇も含まれます。土日祝日等も含まれますが、療養期間の開始及び終了時の土日

祝日等は除外して計算します。

Ｑ　育児休業取得中に30	日以上療養した場合、療養見舞金の支給を受けられるか。
Ａ　育児休業取得中であっても療養見舞金の支給を受けられます。医師の診断書及び療養期

間中の出勤簿の写しを提出してください。

Ｑ　校務災害給付金の請求に添付する病院の領収書は、どのようなものが必要か。
Ａ　受診者の名前が確認できる領収書が必要となります。

Ｑ　4月1日に入学する子どもの就学祝金は、3月中に請求書を提出してよいか。
Ａ　4月1日以降に、請求時点の在籍校から、請求書を提出してください。
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2019　 4     1

1234567教 諭 横 浜  花 子
ヨコハ マ 　 ハ ナ コ

太 郎 子
タ ロウ

太 郎
タ ロウ

2019　　4　　1

子

太 郎
タ ロウ

子

2019　　4　　1

2019　　2　　 1

2019　　3　　31

2019　   3　　31

○ ○ ○ ○

横 浜 小

提出日提出日

押　印押　印

私印押印私印押印

種類及び件数別に
各一部提出してください。

該当する方に

ください。

該当する方に
　を入れて
ください。

フリガナを
必ずご記入
ください。

フリガナを
必ずご記入
ください。

2 0 , 0 0 0. -

フリガナを
必ずご記入
ください。

フリガナを
必ずご記入
ください。

教職員の方の
会員番号は、
７桁の職員番

教職員の方の
会員番号は、
７桁の職員番
号です。
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2019　 2     1

2019　 3    15

2019　   　 2   　　　  1

フリガナを
必ずご記入
ください。

フリガナを
必ずご記入
ください。

病名ではなく、
負傷するに至った
経緯を具体的に
記入してください。

病名ではなく、
負傷するに至った
経緯を具体的に
記入してください。

1 0 , 0 0 0. -
2019　 4     1

1234567教 諭 横 浜  花 子
ヨコハ マ 　 ハ ナ コ

横 浜 小

提出日提出日提出日提出日

押　印押　印

私印押印私印押印

教職員の方の
会員番号は、
７桁の職員番
号です。

教職員の方の
会員番号は、
７桁の職員番
号です。

教室で掲示物を貼ってい
るうちに、いすから転倒し、
膝を強く打ち、湿布をし受
診したところ、右膝半月板
亀裂骨折が判明した。
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７　生命保険等
⑴ 団体扱い生命保険
　個人で加入の月払い生命保険を、団体扱いにすることができます。
　保険料は、団体保険料率の適用により割安となります。
　次の契約保険会社で取り扱っていますので、割引率や割引の対象にならない商品等詳細に
ついては、各保険会社に問い合わせてください。

ア　契約保険会社
契　約　会　社　名 電　話

日 本 生 命 保 険 相 互 会 社 コールセンター 0120−201−021
第 一 生 命 保 険 株 式 会 社 コンタクトセンター 0120−157−157
明 治 安 田 生 命 保 険 相 互 会 社 コミュニケーションセンター 0120−662−332
大樹（旧三井）
生 命 保 険 株 式 会 社 お客様サービスセンター 0120−318−766

住 友 生 命 保 険 相 互 会 社 コールセンター 0120−307−506
株 式 会 社 か ん ぽ 生 命 保 険 法人開発部 0120−160−173

イ　利用手続
　団体扱いにしたいときは、保険会社に連絡して団体扱い加入申込書を取り寄せ、保険会社
に書類を提出してください。なお、かんぽ生命保険の団体扱いの手続きについては、互助会
にご連絡ください。団体扱い加入確認書を送付し、手続き方法をご案内します。（詳しくは
互助会ホームページをご覧ください。）保険料は毎月の給与から控除されます。

ウ　その他
ア	　休職・休業中や、その他の理由で、保険料が給与控除できない場合は、控除不能月から
個人扱いとなりますので、支払い方法等については、保険会社に問い合わせてください。
　	　復職後、保険会社にお手続きを取っていただくことにより団体扱いを再開することが
可能です。
イ	　年末調整（生命保険料控除）については、庶務事務システムで行っていただきます。そ
の際、互助会で保険料を控除している保険の控除証明書は添付不要となり、送付されませ
ん。
ウ　年度途中に互助会を退会する場合は、互助会にご連絡ください。
エ　次の場合は、保険会社にご連絡ください。
　・住所や氏名を変更した場合
　・互助会を退会するとき
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⑵　生活年金共済（年金払特約付団体定期保険）
　互助会の会員又は配偶者に万一の不幸（死亡又は高度障害）があったときに、ご遺族また
は本人が生活資金や育英資金を一時金又は年金で確実に受け取ることを目的とした会員相
互扶助の制度です。
　会員と配偶者だけが加入できる1年更新の生命保険です。毎年2月1日に保障を開始
し、1年後に収支計算を行い、剰余金が生じた場合は配当金として還付されます。
　保険料は毎月の給与から控除し、保険会社に支払います。
　制度内容等詳細については、互助会ニュース及びパンフレットをご覧ください。

ア　契約保険会社
契約会社名 電　話

明治安田生命保険相互会社　公法人第五部　法人営業第一部 045−253−3431

イ　加入対象
　2月1日現在、満49歳６か月を超え満60歳６か月まで（継続の場合は満61歳６か月まで）
の会員とその配偶者（満16歳を超え、満70歳６か月まで）
※ 現在ご加入で上記の年齢に達していない方、再任用会員で継続加入され上記の年齢を超
えられた方は同内容又はそれ以下で継続できます。

ウ　申込手続
　9月初旬に配付の互助会ニュースでお知らせします。（手続きは、年に一度です。）
　9月中旬から10月中旬に、加入、内容の変更、脱退の申し込みを受け付けますので、申込書
を互助会に提出してください。

エ　その他
ア　保険期間途中の加入・解約・増減額はできません。
イ　保険料は、年齢・性別にかかわらず一律で、毎年加入者により算出します。
　　第35回（保険期間：平成31年2月1日〜平成32（2020）年1月31日）の正規月額保険料
は、1口1,200円（死亡・高度障害保険金300万円）です。
ウ　保険料は、毎月の給与から控除します。
　給与控除不能の場合は、互助会が送付する振込依頼書等で互助会指定の口座にお支払い
ください。
　2か月続けて未納の場合は失効（保険料未納月から脱退扱い）となります。
エ　第33回の配当金の実績は、約18.7％還付でした。
　　生活年金共済は1年ごとに収支計算を行い、剰余金が生じた場合は配当金として支払わ
れますが、配当率は支払い時期の前年度決算により決定しますので、将来支払われる配当金
額は現時点では確定していません。
オ　配当金は、平成32（2020）年3月の給与に加算して支給します。
　　保険期間の途中で脱退となったときは、配当金の還付はありません。
カ　次の場合は、互助会にご連絡ください。
　・保険金の支払事由が発生した場合（被保険者の死亡又は高度障害）
　・保険金受取人を変更するとき
　・改姓したとき
　・年度途中で互助会を退会するとき
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キ　年末調整（生命保険料控除）は、「教職員庶務事務システム」で行っていただきます。
　「教職員庶務事務システム」には互助会の提供した生命保険料控除に関するデータが入力
済みとなっており、この分についての生命保険料控除証明書の添付は不要となりましたの
で、例年保険会社から送られる生命保険料控除証明書（はがき）は送付されなくなりました。
ク　定年退職を迎える方で、再任用職員として互助会会員を継続される場合、生活年金共済の
継続加入が可能です。（手続きは不要で、自動的に継続加入となります。）
　再任用職員を予定されない方については、従来どおり更新後は3月までの加入となります。
（手続きは不要で自動的に脱退となります。）
ケ　上記クの場合を除き、現在再任用会員の方は、この保険に加入することはできません。

⑶　リレー定期保険（リビング・ニーズ特約付、代理請求特約［Y］付無配当定期保険（Ⅱ型））
※退職後制度

　生活年金共済に退職日直前まで2年以上継続して加入している退職予定の会員及び配偶者
の方が、原則無告知・無診査で加入することができる退職後の生命保険です。（加入者と保険
会社の直接契約となります。）
　退職後保険年齢80歳まで死亡、高度障害の保障が得られ、リビング・ニーズ特約により余命
６か月以内と判断されるとき、保険金の前払請求ができます。
　詳細については、互助会ニュース及びパンフレットをご覧ください。

ア　契約保険会社
契　約　会　社　名 電　話

明治安田生命保険相互会社　　
公法人第五部　法人営業第一部

045−253−3431
受付時間9：00〜17：00
（除土日・祝日）

イ　申込手続
　定年退職予定の方には、9月中旬に配付する生活年金共済の案内と一緒に、リレー定期保険
の案内文を送付します。手続きを希望される方は意思確認用紙を送付しますので、保険会社
にお問い合わせください。
　定年退職以外の方で申し込みをご希望の方は、退職予定日の3か月前までに互助会にお申
し出ください。パンフレットと意思確認用紙（申込予約票）を送付します。

MY−A−19−他−001739
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8　貸付金の償還について
　厚生資金の新規貸付は平成27年3月31日（3月10日受付）をもって休止しました。

⑴　返済方法
　毎月元利均等償還で、償還金は毎月の給与から控除します。

⑵　繰上償還
　返還途中で残金全部の一括返済を希望するときは、申込期間（毎月1〜10日（1月は4〜10
日）で土曜・休日を除く）中に貸付金繰上償還申出書（様式は互助会ホームページからダウン
ロード）を互助会に提出してください。（申出書の日付は、申込期間中の日付で記入してくだ
さい。また、借受金額・借受年月・返済期間は当初借受時のもので記入してください。不明の
場合は、借受金額と理由を記入し、他はブランクでも結構です。）
　残金通知書と振込用紙を送りますので、期日（原則として申出月の22日、ただし銀行休業日
の場合は翌営業日）までに翌月以降の未償還元金を互助会指定口座へ納入してください。（申
出月分まで償還金は給与控除になります。）
　なお、期日までに入金がないときは、申し出は無効となります。

⑶　退会等の一括返済
　返済途中で退職、異動等で会員の資格を喪失したとき、又は所定の償還をしないときは、残
金は一括返済となります。
　退職退会の場合は、残金通知書と振込用紙を送りますので、原則として退会事由発生日から
1か月以内に未償還金を互助会指定口座へ納入してください。
　なお、自己都合や勧奨退職等定年退職以外の事由で退会するときは、互助会へ事前に連絡し
てください。
　また、横浜市立小・中・義務教育・特別支援学校以外の学校へ転出、教育委員会事務局等へ
の異動も退会になりますので、貸付担当（☎671−3581）まで連絡してください。

⑷　その他
・貸付保険制度の導入により、指定期日に償還金が支払われないときは、保険事故として債権
が保険会社に譲渡されます。
・貸付については、神奈川県教育福祉振興会（☎210−1111　内線8712）及び公立学校共済組
合神奈川支部（☎641−6997）で実施していますので、各団体へ問い合わせてください。
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　施設等から見つける早見表
○：補助券等を使用できる店舗等です。利用できる支店・利用方法は掲載ページをご覧ください。
退職優待者証の割引内容は会員に準じます。
会員証での割引の無い施設でもリフレッシュ補助券を使用する場合には会員証の提示が必要です。
施設の中で割引の受けられるサービス、補助券の使用できるサービスと対象外のサービスがあります。詳細は掲載ページを参照してください。
予約代行サービスサイト等のインターネットでの申し込みは、割引及び補助券使用の対象外になります。

補助券等が使用できる施設

営業種目 店舗名・施設名 掲載
ページ

補助券等の使用可否・割引の有無
リフレッシュ
補助券

永年勤続会員
旅行補助券

会員証に
よる割引

退職優待者証
による割引

遊覧飛行 横浜スカイクルーズ　　　　　　　　　 ※新規 25 ○ － ○ ○

飲食店

アルテリーベ横浜本店　　　　　　　　※新規 26 ○ － ○ ○

インターナショナルキュイジーヌ　サブゼロ  ※新規 26 ○ － ○ ○

仏蘭西料亭　横浜元町　霧笛楼　       ※新規 26 ○ － ○ ○

北欧レストラン　スカンディヤ　              ※新規 26 ○ － ○ ○

（中華街）均元楼 26 ○ － ○ ○

（中華街）四五六菜館　　 26 ○ － ○ ○

（中華街）謝朋酒楼　　 26 ○ － ○ ○

中華街　桂宮　　 27 ○ － ○ ○

（中華街）聘珍樓　横浜本店　 27 ○ － ○ ○

（中華街）揚州飯店本店　　　 27 ○ － ○ ○

東天紅横浜桜木町ワシントンホテル店　　　 27 ○ － ○ ○

横浜うかい亭　　　 27 ○ － ○ ○

あざみ野うかい亭 27 ○ － ○ ○

イタリアンダイニング　カリーナ、フェスタ・カリーナ 27 ○ － ○ ○

英一番館　 27 ○ － ○ ○

レストラン　DANZERO 27 ○ － ○ ○

ロイヤルウイング 27 ○ － ○ ○

日帰り入浴施設

江の島アイランドスパ　　 28 ○ － ○ ○

タイムズ　スパレスタ　　　 28 ○ － ○ ○

東京ドーム天然温泉　スパ　ラクーア　　　 28 ○ － ○ －

豊島園　庭の湯　　 28 ○ － ○ ○

天然温泉　ロテン　ガーデン　 29 ○ － ○ ○

ウェルネスプラザ　アクア・ユーカリ　　 29 ○ － ○ ○

箱根　花紋　　 29 ○ － ○ ○

お風呂の王様　高座渋谷駅前店　　 29 ○ － ○ ○

お風呂の王様　港南台店 29 ○ － ○ ○

横浜天然温泉　SPA　EAS 29 ○ － ○ ○

湯快爽快　ちがさき 30 ○ － ○ ○

箱根　湯寮 30 ○ － ○ ○

マホロバマインズ三浦 30 ○ － ○ ○

万葉倶楽部・万葉の湯 30 ○ － 　※優 －

観音崎京急ホテルＳＰＡＳＳＯ 31 ○ － ○ ○

天成園 31 ○ － ○ ○

ニューウェルシティ湯河原 31 ○ － ○ ○

ニュー八景園 31 ○ － ○ ○

クアハウス　石橋旅館 31 ○ － ○ ○

旅行社

アスコットトラベル 32 ○ ○ ○ ○

エイチ・アイ・エス（Ｈ・Ｉ・Ｓ） 32 ○ ○ ○ ○

近畿日本ツーリスト　 33 ○ ○ ○ ○

ジェイアール東海ツアーズ　 34 ○ ○ ○ ○

ＪＴＢ　 34 ○ ○ ○ ○

大和観光興業　 36 ○ ○ ○ ○

タビックスジャパン 36 ○ ○ ○ ○

東日観光　 36 ○ ○ ○ ○

東武トップツアーズ　 36 ○ ○ ○ ○

とらべるわん　 36 ○ ○ ○ ○
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� ※食　食事のみでもリフレッシュ補助券使えます。使えるレストランは施設のページで確認して下さい。�

営業種目 店舗名・施設名 掲載
ページ

補助券等の使用可否・割引の有無
リフレッシュ
補助券

永年勤続会員
旅行補助券

会員証に
よる割引

退職優待者証
による割引

旅行社

ドリーム観光　 36 ○ ○ ○ ○

日新航空サービス　 37 ○ ○ ○ ○

日本旅行　 37 ○ ○ ○ ○

ハマツーリスト企画　 38 ○ ○ ○ ○

東日本旅客鉄道（JR東日本）　 38 ○ ○ ○ －

富士急トラベル　 38 ○ ○ ○ ○

名鉄観光サービス　 38 ○ ○ ○ ○

横浜市交通局協力会　 38 ○ ○ ○ ○

横浜トラベルサービス　 38 ○ ○ ○ ○

臨港コミュニティ　 38 ○ ○ ○ ○

市内指定ホテル

ナビオス横浜　　　　　　　　　　　  ※新規 39 ○※食 － ○ －

ニューオータニイン横浜プレミアム　　　  ※新規 39 ○※食 － ○ ○

新横浜グレイスホテル 39 ○※食 － ○ ○

新横浜国際ホテル 39 ○※食 － ○ ○

新横浜プリンスホテル 39 ○※食 － ○ ○

HOTEL THE KNOT YOKOHAMA 39 ○※食 － ○ ○

ホテルニューグランド 39 ○※食 － ○ ○

HOTEL PLUMM 40 ○※食 － ○ ○

ホテルモントレ横浜 40 ○※食 － ○ ○

ホテル横浜ガーデン 40 ○※食 － ○ ○

ヨコハマ　グランド　インターコンチネンタルホテル 40 ○※食 － ○ ○

横浜伊勢佐木町ワシントンホテル 40 ○※食 － ○ ○

横浜桜木町ワシントンホテル 40 ○※食 － ○ ○

横浜テクノタワーホテル 40 ○※食 － ○ ○

横浜ベイシェラトンホテル＆タワーズ 40 ○※食 － ○ ○

横浜ベイホテル東急 40 ○※食 － ○ ○

横浜ロイヤルパークホテル 41 ○※食 － ○ ○

ローズホテル横浜 41 ○※食 － ○ ○

市外指定ホテル・
指定旅館

白馬五竜 白馬五竜　ペンションくるみ　               ※新規 41 ○ － ○ ○

全　　国 星野リゾート 41 ○ － ○ ○

箱根／湯本 箱根　花紋　　 41 ○ － ○ ○

横須賀／汐入 メルキュールホテル横須賀　　　 41 ○ － ○ ○

箱根／湯本 天成園 41 ○※食 － ○ ○

箱根／湯本 箱根パークス吉野 41 ○ － ○ ○

箱根／湯本 ホテルはつはな 41 ○※食 － ○ ○

箱根／湯本 湯本富士屋ホテル 41 ○※食 － ○ ○

箱根／塔ノ沢 一の湯 本館 42 ○ － ○ ○

箱根／塔ノ沢 一の湯 新館 42 ○ － ○ ○

箱根／塔ノ沢 塔ノ沢 キャトルセゾン 42 ○ － ○ ○

箱根／宮ノ下 富士屋ホテル 42 ○※食 － ○ ○

箱根／芦ノ湖 姥子温泉 芦ノ湖 一の湯 42 ○ － ○ ○

箱根／芦ノ湖 箱根ホテル 42 ○※食 － ○ ○

箱根／元箱根 山のホテル 42 ○※食 － ○ ○

箱根／仙石原 品の木 一の湯 42 ○ － ○ ○

箱根／仙石原 ススキの原　 一の湯 42 ○ － ○ ○

箱根／仙石原 箱根ハイランドホテル 42 ○※食 － ○ ○

箱根／仙石原 ホテル花月園 43 ○ － ○ ○

箱根／仙石高原 大箱根 一の湯 43 ○ － ○ ○

横須賀／観音崎 観音崎京急ホテル 43 ○ － ○ ○

横須賀／佐島 佐島マリーナホテル 43 ○※食 － ○ ○

三浦海岸 マホロバマインズ三浦 43 ○ － ○ ○

三浦／油壺 ホテル京急油壺観潮荘 43 ○※食 － ○ ○

三浦／城ケ島 城ヶ島京急ホテル 43 ○※食 － ○ ○

伊勢原／大山 山荘なぎさ 43 ○ － ○ ○

湯河原 ニューウェルシティ湯河原 44 ○※食 － ○ ○
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営業種目 店舗名・施設名 掲載
ページ

補助券等の使用可否・割引の有無
リフレッシュ
補助券

永年勤続会員
旅行補助券

会員証に
よる割引

退職優待者証
による割引

市外指定ホテル・
指定旅館

奥湯河原 青巒荘 44 ○ － ○ ○

伊豆／伊豆長岡 伊豆長岡温泉京急ホテル 44 ○ － ○ ○

伊豆／長岡 ニュー八景園 44 ○※食 － ○ ○

伊豆／堂ヶ島 堂ヶ島温泉ホテル 44 ○ － ○ ○

伊豆／下田 クアハウス石橋旅館 44 ○※食 － ○ ○

千葉／九十九里 国民宿舎 サンライズ九十九里 44 ○ － － －

千葉／鴨川 内浦山県民の森 　森の宿せせらぎ 44 ○ － － －

山梨／清里 キッズペンションめーぷる 44 ○ － ○ ○

山梨／河口湖 富士ビューホテル 44 ○※食 － ○ ○

山梨／山梨市 フルーツパーク富士屋ホテル 44 ○※食 － ○ ○

群馬／みなかみ 水上高原ホテル 200 45 ○ － ○ ○

栃木／奥日光 奥日光高原ホテル 45 ○ － ○ ○

群馬／片品村 ペンションてんとう虫 45 ○ － ○ ○

長野／富士見高原 ホテル八峯苑鹿の湯 45 ○ － ○ ○

長野／志賀高原 ホテル志賀サンバレー 45 ○ － ○ ○

長野／安曇野 安曇野蝶ヶ岳温泉 ほりでーゆ～四季の郷 45 ○ － ○ ○

長野／野沢 野沢温泉旅館ホテル事業協同組合 45 ○ － ○ ○

新潟／湯沢 ホテルスポーリア湯沢 45 ○ － ○ ○

新潟／上越国際 JOETSU 見晴館 45 ○ － ○ ○

新潟／六日町 六日町温泉 龍氣 45 ○ － ○ ○

福島／会津高原 会津アストリアホテル・会津高原ホテル 46 ○ － ○ ○

山形／蔵王 五感の湯つるや 46 ○ － ○ ○

和歌山／白浜 湯処むろべ 46 ○ ○ ○ －

会員制リゾート施設 東急ハーヴェストクラブ 47 ○ ○ ○ －

スポーツ版人間ドック・スポーツジム 横浜市スポーツ医科学センター 52 ○ － － －

家事代行・ハウスクリーニング

ダスキン　　　　　　　　　　　　　　※新規 53 ○ － ○ ○

株式会社ニチイ学館　　　　　　　　  ※新規 53 ○ － ○ ○

ブレス　　　　　　　　　　　　　　  ※新規 53 ○ － ○ ○

※ 優　優待券を互助会ホームページからダウンロードしてください。
※ 食　食事のみでもリフレッシュ補助券使えます。使えるレストランは施設のページで確認して下さい。
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各施設の割引の対象サービスは、掲載ページを参照してください。
予約代行サービスサイト等のインターネットでの申し込みは、割引の対象外となります。

営業種目（営業地域） 店　舗　名・施　設　名 掲載ページ
割引の有無

会員証 退職優待者証

市外指定ホテル・指定旅
館

伊豆/弓ヶ浜 季一遊（ときいちゆう） 54 ○ ○
山梨/山中湖 ロッジ花月園 54 ○ ○
群馬/草津 ホテルヴィレッジ 54 ○ ○

指定店

百貨店 高島屋 55 ○ ○
印章 香蘭堂 55 ○ ○

時計・貴金属
京セラ　クレサンベール銀座店　※ 新規 55 ○ ○
内田時計店 55 ○ ○
横浜日本堂 55 ○ ○

メガネ・コンタクトレンズ
メガネスーパー　　　 55 ○ ○
オグラ眼鏡店 55 ○ ○
金明堂 55 ○ ○

仏壇 三善堂 55 ○ ○

住宅

神奈川営繕センター建設 55 ○ ○
大和ハウス工業 55 ○ ○
独立行政法人都市再生機構（UR賃貸住宅） 56 ○ －
横浜テクノ建設 56 ○ ○

リフォーム
浅岡装飾 56 ○ ○
ウスイ住装 56 ○ ○
小尾表具内装店 56 ○ ○

家具・インテリア ルームズ大正堂 56 ○ ○

不動産
京急不動産 56 ○ ○
三井住友トラスト不動産 56 ○ ○
三井不動産レジデンシャル 57 ○ －

自動車部品・整備 Honda Cars 横浜北 57 ○ ○

レンタカー
トヨタレンタリース横浜 57 ○ ○
高栄レンタカー 57 ○ ○

結婚式場
メモワールプラザソシア21 57 ○ ○
モンテファーレ 57 ○ ○
ロイヤルホールヨコハマ 57 ○ ○

文化施設

博物館 ニュースパーク（日本新聞博物館） 57 ○ －
演芸場 横浜にぎわい座 58 ○ －
美術館 横浜美術館 58 ○ －

神奈川県民ホール 58 ○ ○
演劇鑑賞 神奈川芸術劇場 58 ○ ○
音楽鑑賞 神奈川県立音楽堂 58 ○ ○

結婚情報 ツヴァイ 59 ○ ○

葬儀店

西区 みなと典礼サービス 59 ○ ○
西区ほか 友善社 59 ○ ○
中区 式典船山博善社 59 ○ ○
中区 本牧葬儀社 59 ○ ○
南区 セレモマイホール 59 ○ ○
南区ほか メモワール 59 ○ ○
港南区 清水康益社 59 ○ ○
港南区 テンレイ　斎場メゾン 59 ○ ○
保土ヶ谷区ほか 板橋 59 ○ ○
保土ヶ谷区ほか 星陵葬儀社 60 ○ ○
旭区ほか ファミリーホール 60 ○ ○
磯子区 杉浦本店 60 ○ ○
磯子区ほか 横浜セレモ 60 ○ ○
港北区 菊名葬儀社 60 ○ ○
緑区 ときわ祭典 60 ○ ○
青葉区 サギヌマ祭典 60 ○ ○
青葉区 緑葬儀社 60 ○ ○
瀬谷区ほか 白光社すみれ葬祭 60 ○ ○
泉区 和泉葬儀社 60 ○ ○
川崎市 川崎葬儀社 60 ○ ○
藤沢市 平都葬祭 60 ○ ○
大和市 東京葬祭 60 ○ ○
相模原市 中央祭典 60 ○ ○
横須賀市 船越葬儀社大野屋 60 ○ ○

会員証による割引優待施設（補助券は使用できません）
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業者名/電話 所在地/交通 優待料金 利用方法 提示するもの

横浜スカイクルーズ
http://www.skycruise.jp
☎045-223-1155　（12：00～20：00：
月曜または連休日の翌日は定休）

横浜市西区みなとみらい1-7�
みなとみらい臨時ヘリポート�
みなとみらい線
「新高島町駅」下車
フライト日：金・土・日及び祝日

優待料金が適用されます。
飛行コースにより料金が異
なります。
優待料金の例
日没前後５分コース：
9,000円⇒7,000円（税込み）

事前予約が必要
予約電話045-223-1155
で互助会会員である旨を
伝えてください。

会員証・退職優待者証
リフレッシュ補助券

（使用する場合）

９　補助券が使用できる施設
共通事項
1　会員がリフレッシュ補助券を使用する場合は、必ず互助会ガイド11ページに記載の使用上
の注意をよくお読みください。また、互助会ホームページもご覧ください。
2　対象は会員と同行する家族です。退職優待者とその同行する配偶者は一部除外施設を除き
会員と同条件です。
3　利用方法は営業種目ごとに異なります。
※1　割引料金の料金の詳細は各施設におたずねください。
※2　予約前に補助券が使用できる施設であることをご確認ください。対象外の施設で使用した場合は、補助ができ

ません。その場合、会員と施設の間で精算いただきます。
※3　直接施設に申込んでください。互助会ガイド掲載以外の予約代行サービス及び割引サイト等インターネットで

予約した場合には、割引優待価格での利用や補助券の使用ができません。
※4　他のサービス・割引優待価格との併用はできません。また、割引や補助券利用対象外のサービスもありますの

で、事前に施設にご確認ください。
※5　クレジットカードの利用等、詳細については、各店に直接ご確認ください
※６　表中インターネットホームページアドレスは、本会の割引契約専用のものではありません。アクセス情報に関

する割引適用については、直接各店にお問い合わせください。
※７　補助券でお土産・物品等の購入はできません。

（１）遊覧飛行　
　　〜高度450mから600mの高さから時速200km/hで横浜港内を周遊〜
ア　補助券の使用　リフレッシュ補助券が使用できます。
イ　利用方法　　利用申し込み時に、互助会会員であること、リフレッシュ補助券を使用するこ

とを伝えてください。
ウ　精算方法　直接申込先に確認してください。

新規
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施設名・電話 所在地/交通 休業日 割引率

アルテリーベ横浜本店
http://alteliebe.co.jp/yokohama/
☎045-222-3346

横浜市中区日本大通り11
横浜情報文化センター１F
みなとみらい線
「日本大通り駅」下車

月曜定休（月曜が
祝日の場合は翌
火曜日）

１組につき自家製焼き菓子をお土産にプレゼント
※　ディナータイムのみ適用
※　クリスマス期間、12/31、1/1～1/3は除外

International	cuisine	subzero
(インターナショナルキュイジーヌ　サブゼロ)
https://www.y-subzero.com/
☎045-662-1099

横浜市中区海岸通1−1
大さん橋国際客船ターミナル2F
（大さん橋内先端）

みなとみらい線
「日本大通り駅」下車

年中無休

飲食代金10％引き（クレジットカードでの支
払いは5％引き）

※　クリスマス期間、花火大会等イベント
営業日は割引及びリフレッシュ補助券対
象外

仏蘭西料亭　横浜元町
霧笛楼
https://www.mutekiro.com/
☎045-681-2926

横浜市中区元町2−96
みなとみらい線
「元町・中華街駅」下車

月曜不定休
クリスマス、年末
年始、催事等ご
利用できない期間
があります

飲食合計金額より10％割引き
※　割引プランとの併用は不可

北欧料理　レストラン
スカンディヤ
http://www.scandia-yokohama.jp/
☎045-201-2262

海岸通１－１
みなとみらい線

「日本大通り駅」下車
年中無休

飲食合計金額より10％割引き
※　リフレッシュ補助券の使用及びクレジット
　　カードでの支払いは5％割引き
※　ランチタイム（11：00～16：00）及び
　　12/10～12/31、1/1は除外
※　パーティーのお客様はご相談ください。

均元樓
http://www.kingenrou.jp/
☎0120−014−128

横浜市中区山下町152番地（横浜中華街内）
みなとみらい線
「元町・中華街駅」下車
「石川町駅」下車

年中無休
飲食代金10％割引
（ランチタイム11：30～16：00を除く）
※1月1日～3日は除外
※割引上限は10,000円

四五六菜館
https://www.456saikan.jp/
☎045−681−3456（本館）
☎045−664−4569（新館）
☎045−641−4569（別館）

本店
横浜市中区山下町190番地（横浜中華街内）
新館
横浜市中区山下町166番地（横浜中華街内）
別館
横浜市中区山下町202−1番地（横浜中華街
内）
みなとみらい線
「元町・中華街駅」下車
「石川町駅」下車

年中無休
飲食代金10％割引
※クレジットカードでの支払いは5％割引
※サービスランチ・飲み放題付コースは使
用できません。

謝朋酒樓
http://shahoshuro.jp/
☎045−662−9113

横浜市中区山下町188番地（横浜中華街内）
みなとみらい線
「元町・中華街駅」下車
「石川町駅」下車

年中無休 飲食代金10％割引
※クレジットカードでの支払いを除く

（２） 飲食店
ア　補助券の使用　リフレッシュ補助券が使用できます。
イ　利用方法　予約時、注文時互助会会員であること、リフレッシュ補助券を使用することを伝

えてください。
ウ　精算方法　会計時にリフレッシュ補助券を提出し、代金との差額をお支払いください。
※　ランチサービス及び特別なコースの場合、割引優待の有無は事前に施設に確認してください。

新規

新規

新規

新規
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中華街 桂宮
https://chukagai−keikyu.jp/
☎045−226−5088

横浜市中区山下町151番地（横浜中華街内）
みなとみらい線
「元町・中華街駅」下車
「石川町駅」下車

年中無休
飲食代金10％割引
※クレジットカードでの支払いは5％割引
※ランチメニューやトクトクセットメニューは対
象外

聘珍樓横濱本店
http://www.heichin.com/
shops/
☎045−681−3001

横浜市中区山下町149番地（横浜中華街内）
みなとみらい線
「元町・中華街駅」下車
「石川町駅」下車

不定休
飲食代金10％割引
※1月1日～3日は除外
※クレジットカードでの支払いは割引対象外

揚州飯店本店
http://www.yoshuhanten.com/
☎045−651−5108

横浜市中区山下町164番地（横浜中華街内）
みなとみらい線
「元町・中華街駅」下車
「石川町駅」下車

年中無休
飲食代金（税別、サービス料別）5％割引
※クレジットカードでの支払いは割引対象外
※12月31日～1月3日は対象外

東天紅	
横浜桜木町	
ワシントンホテル店
https://www.totenko.co.jp/
restaurant/sakuragi/
☎045−681−1015

横浜市中区桜木町1−101−1
（横浜桜木町ワシントンホテル24F）
「桜木町駅」下車

年中無休
飲食代金10％割引
※その他の割引、値引き、特別プラン、飲
み放題プランとの併用不可
※リフレッシュ補助券はレストランのみ使用可

横浜うかい亭
https://www.ukai.co.jp/
yokohama/
☎046−276−5252

大和市つきみ野6−5−2
東急田園都市線・小田急線「中央林間駅」
からタクシーで5分

月曜定休（祝日は
営業、翌日休み）
火曜不定休
年末年始

飲食代金より5％割引（利用除外日の設定
あり。クリスマス期間を除く）

あざみ野うかい亭
https://www.ukai.co.jp/
azamino/
☎045−910−5252

横浜市青葉区あざみの南2−14−3
東急田園都市線・地下鉄ブルーライン「あざ
み野駅」下車

毎週水曜日
木曜日不定休
年末年始

飲食合計金額より5％割引（利用除外日の
設定あり。クリスマス期間を除く）

イタリアンダイニング　
カリーナ
【e’�Carina】
http://www.e−carina.jp/
☎045−650−3372
フェスタカリーナ
（パーティーのみの利用）
https://www.f−carina.jp/
☎045−680−2128　祝祭日を除く

〈カリーナ〉
横浜市中区本町1−3綜通横浜ビルB1
みなとみらい線「日本大通り駅」1番出口徒歩
1分

〈貸切パーティー　フェスタカリーナ〉
横浜市中区元浜町4−40関内小俣ビル2F・
3F

〈カリーナ〉
土日祝は貸切の
みの営業
〈フェスタカリーナ〉
月曜定休。月曜
日が休日の場合
は火曜日休業

直接施設に予約が必要
レストラン利用の場合、合計金額から5％
割引
パーティープラン5％割引
※フェスタカリーナはクレジットカードでの支
払い不可

※カリーナでのクレジットカードの使用につ
いてはお問い合わせください。

英一番館
https://eiichibankan.co.jp/
☎045−662−5446

横浜市中区山下町3−1　県民ホール6F
みなとみらい線「日本大通り駅」下車
「関内駅」下車

12/28～1/4
レストラン・宴会の飲食（料理・飲物）の
10％割引（ランチ・企画商品は除く。現金
支払のみ）

レストランDANZERO
http://danzero.net/
☎045−633−3563

横浜市西区みなとみらい1丁目1−1−1
パシフィコ横浜　パシフィコ横浜展示ホール
2F
Soto（外）海側
みなとみらい線「みなとみらい駅」下車
「桜木町駅」下車

月曜日
（祝日の場合は営
業し翌日を振替休
日）

店内飲食料金の15％割引
（パーティープランは10％割引）
※婚礼・二次会に関しては要相談

ロイヤルウイング
https://www.royalwing.co.jp/
cruise/
☎045−662−6125（予約センター）
（10：00～19：00）

横浜市中区海岸通1−1−4
大さん橋国際客船ターミナル2F
みなとみらい線「日本大通り駅」下車
「関内駅」下車

月曜運休
（祝日を除く）
その他、ドック期
間・点検日は運休

乗船料（一般料金の3割引）
※会員証提示1枚につき5名様まで有効
団体パックプラン（1割引）・室料（5割引）
婚礼（料飲に対して）（1割引）・室料（5
割引）
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施設名/電話 所在地/交通 優待料金 利用方法 持参するもの

江の島アイランドスパ
http://www.enospa.jp/
☎0466−29−0661

藤沢市江の島2−1−6
小田急「片瀬江ノ島駅」、
江ノ電「江ノ島駅」、湘
南モノレール線「湘南江
の島駅」下車徒歩江ノ
島弁天橋を渡る

入館料10％割引
通常期（下記特定日以外）
大人：3,120円⇒2,823円
小学生：1,512円⇒1,360円
特定日（夏季等の土日祝、
施設の定めた日）
大人：3,660円⇒3,309円
小学生：1,782円⇒1,603円
（入湯税・消費税込）
他の割引との併用不可

入館時に直接フロントに会員
証・退職優待者証を提示し、
リフレッシュ補助券を提出して
ください。
※未就学児は利用できません。
また、日曜日は小学生は利
用できません。その他施設
ご利用上のご注意
（http://www.enospa.jp/
guide/notice.html）をご覧
ください。

会員証・退職
優待者証
リフレッシュ補
助券（使用する
場合）

タイムズ スパ・レスタ
http://www.timesspa-resta.jp/
☎03−5979−8924

東京都豊島区東池袋4
−25−9
タイムズステーション池
袋10F～12F
JR線・西武池袋線・東
京メトロ「池袋駅」東口
より徒歩8分
東京メトロ有楽町線「東
池袋駅」2番出口より徒
歩3分

一般利用（11：30～）
大人：2,750円⇒2,500円
（税込）
※土・日・祝日・特定日は
350円追加となります。ま
た深夜（0：00～5：00）の
滞在は深夜割増料（60分
毎に500円）がかかります。

入館時に直接フロントに会員
証・退職優待者証を提示して
ください。リフレッシュ補助券
を使用する場合は退館精算
時に提出してください。（飲
食・ボディケアも合算して精算
します。割引は1グループ5名
まで優待料金の適用となりま
す。）
※18歳未満の方、大小に関
わらず入れ墨・タトゥ―をさ
れている方はご入館いただ
けません。

会員証・退職
優待者証
リフレッシュ補
助券（使用す
る場合）

東京ドーム天然温泉	
スパ ラクーア
https://www.laqua.jp/spa
☎03−3817−4173

東京都文京区春日1丁
目1−1
東京ドームシティLaQua
5F～9F（フロント6F）
JR総武線・都営三田線
「水道橋駅」、
東京メトロ「後楽園駅」
下車

大人・平日：
2,850円⇒2,484円
大人・土日祝・特定日：
3,174円⇒2,808円
子供・平日：2,052円
子供・土日祝・特定日：
2,376円
上記料金、大人は18歳以
上、子供は6歳から17歳まで
に適用します。
（子供の優待料金はありませ
ん）（入湯税・消費税込）
H31.8.13～16、H31.12.30�
～H32.1.3は特定日とします。
深夜（1：00～6：00）の滞在
は深夜料金がかかります。
（税別1,800円）

入館時に直接フロントにリフレ
ッシュ補助券を提出してくださ
い。リフレッシュ補助券は1人
に対し入館時1枚使えます
（来館者全体での合算はでき
ません。）
※6歳未満の利用はできませ
ん。なお、18歳未満は保
護者（6～11歳のご利用は
同性の保護者）同伴のもと、
18：00までのご利用となりま
す。
H31.4.1～2、H31.11.18～
19は休館日となります。（但し
本記以外に施設整備、点検
のため休館日を設ける場合が
あります。）

リフレッシュ補
助券
※リフレッシュ
補助券を使
わない、会員
証のみの割
引、及び退
職優待者証
による割引は
ありません。

豊島園 庭の湯
http://www.niwanoyu.jp/niwa/index.
html
☎03−3990−4126

東京都練馬区向山3−
25−1
西武池袋線「豊島園駅」
下車
徒歩1分または、
都営大江戸線「豊島園
駅」下車
A2出口より徒歩2分

入館料
2,010円⇒1,910円（平日）
2,310円⇒2,110円（土日祝）
（入湯税・消費税込）
※リフレッシュ補助券は入館
料のみに使用可能。

入館時に直接フロントに会員
証・退職優待者証を提示、ま
たはリフレッシュ補助券を提出
してください。
リフレッシュ補助券は1人に対
し入館時1枚使えます（来館
者全体での合算はできませ
ん。）
その他施設利用上のご注意は
（http://www.niwanoyu.jp）
をご覧ください。

会員証・退職
優待者証
リフレッシュ補
助券（使用す
る場合）

（３）　日帰り入浴施設
ア　補助券の使用　リフレッシュ補助券が使用できます。
イ　利用方法　利用申し込み時に、互助会会員であること、リフレッシュ補助券を使用すること

を伝えてください。
ウ　その他　精算方法は施設により異なりますので、施設フロントで確認してください。	

休業日及び割引対象外の子供料金については、事前にホームページ・電話にて確認してくだ
さい。
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天然温泉 ロテン・ガーデン
http://roten-garden.com/
☎042−774−2681

東京都町田市相原町
358
JR横浜線「橋本駅」か
ら送迎バス10分

入館料
平日・
大人：740円⇒690円
土日祝、特定日・
大人：890円⇒790円（税込）

入館時
入館時に直接フロントに会員
証・退職優待者証を提示し、
入館料を支払い、退館時精
算。それぞれ合計2,000円以
上の場合はリフレッシュ補助
券を提出してください。（退館
時飲食等も合算して精算でき
ます）。

会員証・退職
優待者証
リフレッシュ補
助券（使用す
る場合）

ウェルネスプラザ	
アクア・ユーカリ
http://aquayukari-web.com/
☎043−488−1001

千葉県佐倉市
ユーカリが丘3−2−1
京成電鉄線「ユーカリが
丘駅」下車徒歩4分また
は、
山万ユーカリが丘線「地
区センター駅」下車徒歩
1分

入館料
10時～17時大人・子供とも
通常入館料金の税込210円
割引（館内着、フェイスタオ
ル、バスタオルを含む）
大人・平日：1,410円土日祝
1,740円（税込）
17時～24時大人・子供とも
通常入館料金の税込100円
引き
大人：870円～1,400円（税
込。全日・館内着・タオル等
の有無により変わります。）

入館時
入館時に直接フロントに会員
証・退職優待者証を提示し、
（合計2,000円以上の場合の
み）リフレッシュ補助券を提出
してください。
退館時
退館精算時に精算金額
2,000円以上の場合リフレッシ
ュ補助券が使えます（飲食も
合算して精算します）。

会員証・退職
優待者証
リフレッシュ補
助券（使用す
る場合）

箱根 花紋
https://www.hakone-kamon.jp/
☎0460−85−5050
※宿泊については互助会ガイド34ページ
をご覧ください。

神奈川県足柄下郡箱根
湯本435
箱根登山鉄道「箱根湯
本駅」より旅館組合巡
回バス（Bコース）5分

入館料
大人：1,800円⇒1,600円
（税別）
入館料セット料金
日帰りプラン・プレミアム日帰
りプラン通常料金の税別10
％割引
（入湯税50円別途かかります）

入館時に直接フロントに会員
証・退職優待者証を提示、ま
たはリフレッシュ補助券を提出
してください。

会員証・退職
優待者証
リフレッシュ補
助券（使用す
る場合）

おふろの
王様
https://www.
ousama2603.
com/

高座渋谷駅前店
☎046−201−0126

大和市渋谷5−22
IKOZA5F

①入館岩盤ペアセット
　（入館料+岩盤浴利用料
×2名分）　合計3,100円
～3,300円→リフレッシュ
補助券１枚
②回数券
・5枚 綴り入館回数券
3,750円をリフレッシュ補
助券及び差額の現金で
購入（入会手数料100円
はサービス）
・10枚綴り入館回数券
7,500円をリフレッシュ補
助券及び差額の現金で
購入（入会手数料100円
はサービス）
③会員証・退職優待者証の
提示で入館料一般価格
から100円引き

①②の場合
　直接フロントに会員証・退
職優待者証を提示し、リフ
レッシュ補助券（使用の場
合）を提出してください。
③の場合
　高座渋谷店は、入館時フロ
ントに会員証・退職優待者
証を提示してください。
　港南台店は、入館券売機
にて横浜市立学校教職員
互助会専用チケットを購入
のうえ、フロントにて会員
証・退職優待者証を提示し
てください。

会員証・退職
優待者証

リフレッシュ補
助券（使用す
る場合）

港南台店
☎045−830−2603

横浜市港南区日野中央
2−45−7
市営バス・神奈中バス
「日野バス停」下車
「港南台駅」徒歩15分

①入館ペア手ぶらセット
　（入館料＋タオルセット＋
歯ブラシセット）×2名分合
計2,160円～2,320円）→
リフレッシュ補助券1枚
②入館回数券6,000円をリフ
レッシュ補助券及び差額
の現金で購入（入会手数
料100円はサービス）
③会員証・退職優待者証の
提示で入館料一般価格
から100円引き

横浜天然温泉	
「SPA EAS」
https://spa-eas.com/
☎045−290−2080

横浜市西区北幸2−2−1
ハマボールイアスタワー4
～7階
「横浜駅」西口から徒歩
5分

平日：2,770円⇒2,140円
休日：2,980円⇒2,350円
（18歳未満入館はできません）
（入湯税・消費税込）

入館時に会員証・退職優待
者証を提示し、リフレッシュ補
助券（使用の場合）を提出し
てください。（リフレッシュ補助
券は入館料のみ使用できま
す。）

会員証・退職
優待者証

リフレッシュ補
助券（使用す
る場合）
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野天湯元 湯快爽快	
ちがさき
https://www.yukaisoukai.com/
☎0467−82−4126

茅ヶ崎市茅ケ崎3−2−75
JR「北茅ヶ崎駅」
徒歩すぐ

入館料
　　大人：100円引き
　　子供：50円引き
家族及び同伴者に適用
深夜料金・親子券等は対象
外、他クーポンとの併用不
可

入館時にフロント受付で会員
証・退職優待者証を提示して
ください。
精算時にリフレッシュ補助券
（使用の場合）を提出してくだ
さい。（飲食も合算して精算し
ます。）

会員証・退職
優待者証

リフレッシュ補
助券（使用す
る場合）

箱根 湯寮
http://www.hakoneyuryo.jp/
☎0460−85−8411

神奈川県足柄下郡箱根
町塔之澤4
小田急・箱根登山鉄道
「箱根湯本駅」から無料
送迎バス

大浴場「本殿　湯楽庵」
【大人】（税込）
一般料金→優待料金
1,400円→1,200円
【子供（小学生）】（税込）
一般料金→優待料金
700円→600円
☆大浴場は未就学児の利
用はできません。

帳場（受付）で会員証等を提
示してください。リフレッシュ補
助券は帳場で会計ができる次
の施設に限り使用できます。
・大浴場「本殿　湯楽庵」
・個室貸切風呂「離れ湯屋　
花伝」

会員証・退職
優待者証

リフレッシュ補
助券（使用す
る場合）

マホロバ・マインズ三浦
（入浴・クアパーク）
https://www.maholova-minds.com/
kuapark/index.php
☎0120−046−891
※宿泊については互助会ガイド36ページ
をご覧ください。

神奈川県三浦市南下浦
町上宮田3231
京浜急行「三浦海岸駅」
より徒歩5分

①大浴場（税込）
一般料金（大人・小学生同
一）：1,000円⇒優待料金
900円（未就学児は大人と
同伴であれば無料）
②クアパーク（税込）
大人：2,700円⇒優待2,160円
小学生：1,890円⇒
優待料金1,512円
3歳～未就学児：300円
（3歳未満無料、プール・クアパ
ークのみ可）
※家族及び同伴者に適用、
他クーポンとの併用不可
※3歳未満のお子様でオム
ツをされているお子様のご利
用は、幼児用プール（乳児
用の仮プール）のみとさせて
いただいております。

①�入館時に直接フロントに会
員証・退職優待証を提示
（リフレッシュ補助券使用の
場合はその際に提出）し、
料金をお支払いください。
リフレッシュ補助券の使用
は、合計で2,000円以上で
ないと使えません。
（なお入浴券の自動券売機
がありますが、こちらでお求
めにならず直接フロントへお
越しください）
②�入館時に直接クアパークフ
ロントに会員証・退職優待
証を提示（リフレッシュ補助
券使用の場合はその際に
提出）し、料金をお支払い
ください。

会員証・退職
優待者証

リフレッシュ補
助券（使用す
る場合）

万葉	
倶楽部・	
万葉の湯
https://www.
manyo.co.jp/

横浜みなとみらい	
万葉倶楽部	
（横浜館）
☎0570−07−4126

横浜市中区新港2−7−1
みなとみらい線「みなとみ
らい駅」徒歩5分

全日（大人）：
2,500円⇒2,300円（税別）
別途入湯税が100円かかります。

・利用の際、リフレッシュ補助
券又は優待券を、施設の
窓口に提出してください。
（1グループ5名まで優待料
金）

・リフレッシュ補助券は会員と
同行する家族のみ利用可
能です。

・他の割引券との併用は出
来ません。

・各施設により割引料金及び
内容等が異なりますので、
ご確認のうえ、ご利用くださ
い。

・館内飲食代、マッサージ代
等は退館の際に精算されま
す。追加費用にも新たなリ
フレッシュ補助券が使用で
きます。
・営業時間は24時間営業。
・深夜3時以降は別途深夜
料金がかかります。

・横浜館の宴会、宿泊は施
設にお問合せください。ま
た予約の際は、リフレッシュ
補助券を使用する旨伝えて
ください。

リフレッシュ補
助券または優
待券
（互助会ホーム
ページからダウ
ンロード・印刷
してください）
〈ダウンロードの
方法〉
互助会ホーム
ページ「優待
契約施設検索
はこちら」をクリ
ック→「日帰り
入浴施設」をク
リック→「万葉
倶楽部・万葉
の湯」をクリッ
ク→「優待券
はこちら」をクリ
ック

退職優待者証
は使えません。

東京・	
湯河原温泉	
万葉の湯	
（町田館）
☎042−788−4126

東京都町田市鶴間7丁
目3番1号
東急田園都市線「南町
田駅」北口から無料シャ
トルバスにて10分

全日（大人）：
2,300円⇒2,000円（税別）

はだの・	
湯河原温泉	
万葉の湯	
（はだの館）
☎0463−85−4126

秦野市河原町2−54
小田急線「秦野駅」南
口から無料シャトルバス
にて10分

平日（大人）：
1,800円⇒1,420円（税別）
土・日・祝・特別期間（大人）：
1,800円⇒1,700円（税別）

小田原お堀端	
万葉の湯	
（小田原館）
☎0465−23−1126

小田原市栄町1−5−14
JR・小田急「小田原駅」
東口徒歩3分

平日（大人）：
2,300円⇒1,800円（税別）
土・日・祝・特別期間（大人）：
2,300円⇒2,000円（税別）

沼津・	
湯河原温泉	
万葉の湯	
（沼津館）
☎055−927−4126

静岡県沼津市岡宮1208−1
JR「沼津駅」北口から
無料シャトルバスにて15分

平日（大人）：
1,520円⇒1,330円（税別）
土・日・祝・特別期間（大人）：
2,000円⇒1,710円（税別）
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観音崎京急ホテル	
「SPASSO」
https://go-spasso.jp/
☎046−844−4848
※宿泊については互助会ガイド36ページ
をご覧ください。

横須賀市走水（観音崎
京急ホテル　敷地内）
京浜急行「馬堀海岸駅」
から無料送迎バス

大人（平日）
1,500円⇒1,100円
大人（土・日・祝）
1,900円⇒1,500円
子供（全日）
1,100円⇒800円

・入館時に「SPASSO］フロ
ントで会員証・退職優待者
証を提示してください。（4
名まで優待料金）

・リフレッシュ補助券を使用す
る場合は、「SPASSO」フ
ロントに、リフレッシュ補助
券を提出してください。

・「アロマトリートメントサロン　
Grand　Mimpi（グランミン
ピ）」（女性限定エステ）お
よび「ボディケアルーム　
Fine（ファイン）」利用時の
会計に、リフレッシュ補助券
を利 用 する場 合 は、
「SPASSO」のフロントに
提出してください。

※レストランでは、リフレッシュ
補助券は使用できません。

※年末年始（12/28～1/5）・
ゴールデンウィーク（4/27～
5/6）・お盆期間（8/10～
8/18）中はリフレッシュ補助
券は使用できません。

・営業時間は10時から23時ま
でです。（ラストエントリー22
時30分）

会員証・退職
優待者証

リフレッシュ補
助券（使用す
る場合）

天成園
https://www.tenseien.co.jp/
☎0460−83−8511
※宿泊については互助会ガイド34ページ
をご覧ください。

神奈川県足柄下郡箱根
町湯本682
箱根登山鉄道「箱根湯
本駅」下車徒歩12分

【大人】
入館料2,300円⇒2,000円
（税別）
【小学生】
入館料1,200円⇒1,100円
（税別）
【幼児】
入館料900円⇒800円（税別）
大人は別途入湯税50円

入館時にフロント受付で会員
証・退職優待者証を提示して
ください。（5人まで優待料
金）
精算時にリフレッシュ補助券
（使用の場合）を提出してくだ
さい。（飲食も合算して精算し
ます。）
他の割引券との併用不可
営業時間 10：00～翌朝9：00
24時以降は別途深夜料金加
算

会員証・退職
優待者証

リフレッシュ補
助券（使用す
る場合）

ニューウェルシティ湯河原
http://www.welcity-yugawara.co.jp/
☎0465−63−3721
※宿泊については互助会ガイド37ページ
をご覧ください。

静岡県熱海市泉107
JR東海道線「湯河原
駅」下車バス8分

【大人】
入館料1,000円を200円引き
【小人】
入館料500円を100円引き
【幼児】
入館料400円を80円引き�
（税別）

入館時にフロント受付で会員
証・退職優待者証を提示して
ください。
精算時にリフレッシュ補助券
（使用の場合）を提出してくだ
さい。（飲食も合算して精算し
ます。）
営業時間 11：00～翌朝9：00
24時以降は別途深夜料金加算

会員証・退職
優待者証

リフレッシュ補
助券（使用す
る場合）

ニュー八景園
http://www.hakkeien.jp/
☎055−948−1500
※宿泊については互助会ガイド44ページ
をご覧ください。

静岡県伊豆の国市長岡
211
伊豆箱根鉄道「伊豆長
岡駅」タクシー8分

【大人】
300円引き
平日：1,500円⇒1,200円
土・日・祝：2,000円⇒1,700円
小人の割引はなし

入館時にフロント受付で会員
証・退職優待者証を提示して
ください。
精算時にリフレッシュ補助券
（使用の場合）を提出してくだ
さい。（飲食も合算して精算し
ます。）

会員証・退職
優待者証

リフレッシュ補
助券（使用す
る場合）

クアハウス石橋旅館
http://www.kur-ishibashi.com/
☎0558−22−2222
※宿泊については互助会ガイド44ページ
をご覧ください。

静岡県下田市蓮台寺
185−1
伊豆急行「蓮台寺駅」
より徒歩10分

【大人・小人】
一般料金の10％割引

入館時にフロント受付で会員
証・退職優待者証を提示して
ください。
精算時にリフレッシュ補助券
（使用の場合）を提出してくだ
さい。（飲食も合算して精算し
ます。）
営業時間　10：00～22：00

会員証・退職
優待者証
リフレッシュ補
助券（使用す
る場合）
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アスコットトラベル
http://www2.bbweb-
arena.com/ascot/1top.
html

本社
☎045−982−0771

横浜市緑区長津田町4074

国内：スカイホリデー、JALパック、
� ビッグホリデー、西鉄悠遊ツアー、
� JAL紀行倶楽部他� 2～5％
海外：JALパック、
� ANAハローツアー他� 2～5％

※クレジットカードでの支払いは除く

エイチ・アイ・エス
（H.I.S.）
https://www.his-j.com/

ベネフィットデスク
（電話予約センター）
海外☎050−5894−3823
国内☎050−5894−3824

東京都中央区新川1−22−11
茅場町イーストスクエア5F

対象品目：
H.I.S.海外国内パッケージブランド
“Ciao”“impresso”及び
海外格安航空券提携先の旅行品目
お一人様あたりのご旅行代金（税抜き）
5万円未満
（次回以降利用可能クーポン券（1,000円）
プレゼント（ベネフィットセクションのみ））
5万円～20万円（2,000円引き）
20万円以上（3,000円引き）
※割引対象外：
・2歳未満の家族
・各航空会社が運賃を設定する正規割
引航空券

・当社の指定する特別商品（フェア、キ
ャンペーン等の限定商品）
・インターネットでの申込み

※店舗情報は予告なく変わる場合があ
ります。最新の情報はH.I.S.の公式
サイトhttp://access.his−j.com/01/
でご確認ください。

H.I.S.Hawaii横浜営業所
☎045−279−8815

横浜市西区北幸1−6−1
横浜ファーストビル11F

横浜モアーズ本店
☎045−320−6021

横浜市西区南幸1−3−1
横浜岡田屋モアーズ4F

横浜ジョイナス	
国内旅行専門店
☎045−290−1201

横浜市西区南幸1−4
ジョイナス地下1階

ららぽーと横浜営業所
☎045−930−1371

横浜市都筑区池辺町4035−1
ららぽーと横浜3F

コレットマーレみなとみらい
営業所
☎045−682−5701

横浜市中区桜木町1−1−7
コレットマーレみなとみらい5F

関内駅前営業所
☎045−664−0501

横浜市中区真砂町2−12
関内駅前第一ビル1F

新横浜営業所
☎045−478−1231

横浜市港北区新横浜3−18−14
住友生命新横浜第二ビル1F

日吉営業所
☎045−563−2391

横浜市港北区日吉本町1−3−20
黄ビル2F

ノースポート・モール営業所
☎045−912−0121

横浜市都筑区中川中央1−25−1
ノースポート・モール2F

青葉台営業所
☎045−989−2341

横浜市青葉区青葉台1−6−13
ケントロンビル3F

上大岡カミオ営業所
☎045−840−1081

横浜市港南区上大岡西1−15−1
CAMIO3F

戸塚トツカーナモール	
営業所
☎045−867−2581

横浜市戸塚区戸塚町16−1
トツカーナモール3F　320区画

（４）　旅行社
　平成31年2月から利用日の記載された遊園地等の入場券の購入に補助券が使えるようになり
ました。購入対応可能かどうか及び手数料の有無については直接店舗に確認してください。

ア　補助券の使用　リフレッシュ補助券及び永年勤続会員旅行補助券が使用できます。
イ　利用方法　直接旅行社に申込をお願いします。利用申し込み時に、互助会会員であること、

リフレッシュ補助券等を使用することを伝えてください。新聞広告、旅行情報誌、インター
ネット等の掲載商品は原則として割引料金及び補助券の対象とはなりません。また、旅行
をキャンセルした場合、補助券をキャンセル料に充当したり、補助券分を現金で返金するこ
とはできません。



33

施設名/営業所/電話 所在地 割引率

エイチ・アイ・エス
（H.I.S.）
https://www.his-j.com/

ラゾーナ川崎本店
☎050−5833−5724

川崎市幸区堀川町72−1
ラゾーナ川崎プラザ4F

対象品目：
H.I.S.海外国内パッケージブランド
“Ciao”“impresso”及び
海外格安航空券提携先の旅行品目
お一人様あたりのご旅行代金（税抜き）
5万円未満
（次回以降利用可能クーポン券（1,000円）
プレゼント（ベネフィットセクションのみ））
5万円～20万円（2,000円引き）
20万円以上（3,000円引き）
※割引対象外：
・2歳未満の家族
・各航空会社が運賃を設定する正規割
引航空券

・当社の指定する特別商品（フェア、キ
ャンペーン等の限定商品）
・インターネットでの申込み

※店舗情報は予告なく変わる場合があ
ります。最新の情報はH.I.S.の公式
サイトhttp://access.his−j.com/01/
でご確認ください。

新百合ヶ丘オーパ営業所
☎044−959−6181

川崎市麻生区上麻生1−1−1
新百合丘オーパ2F

溝の口営業所
☎044−820−1161

川崎市高津区溝口1−9−5
ブラパックⅡビル3F

厚木イオン営業所
☎046−223−5661

厚木市中町1−5−10
イオン厚木7F

小田原ダイナシティ・	
イースト営業所
☎0465−45−0721

小田原市中里296−1
ダイナシティイースト3F

ボーノ相模大野営業所
☎042−702−5361

相模原市南区相模大野3−3
ボーノ相模大野サウスモール1F

ミウィ橋本営業所
☎042−700−7871

相模原市緑区橋本3−28−1
ミウィ橋本3F

平塚営業所
☎0463−23−8931

平塚市紅谷町4−3
中秋ビル2F

テラスモール湘南営業所
☎0466−38−3141

藤沢市辻堂神台1−3−1
テラスモール湘南3F

藤沢オーパ営業所
☎0466−50−6761

藤沢市南藤沢22−3
藤沢オーパ7F

横須賀モアーズシティ	
営業所
☎046−821−5141

横須賀市若松町2−30
横須賀モアーズシティ3F

ららぽーと海老名営業所
☎046−292−3011

海老名市扇町13番1号
ららぽーと海老名4F

ららテラス武蔵小杉営業所
☎044−430−2781

横須賀市若松町2−30
横須賀モアーズシティ3F

近畿日本ツーリスト
https://www.knt.co.jp/

横浜支店
☎045−277−0771

横浜市神奈川区栄町3−4
パシフィックマークス横浜イーストビル4F

国内：メイト（航空機セットプラン）
� 　　　　　　　　　3％

� メイト（JR（鉄道）セットプラン）
� 　　　　　　　　　2％
　　　宿泊企画のみは除外

海外：ホリディ　　　　　　3%

※他社発行クレジットカード、各種ギフト
券の支払いは除く

横浜教育旅行支店
☎045−277−0681

横浜市神奈川区栄町3−4
パシフィックマークス横浜イーストビル4F

ヨドバシ横浜営業所
☎045−317−4301

横浜市西区北幸1−2−7
ヨドバシ横浜ビル7F

上大岡営業所
☎045−845−6810

横浜市港南区上大岡西1−18−5
ミオカ1F

東急プラザ戸塚営業所
☎045−860−6521

横浜市戸塚区戸塚町16−1
戸塚西口共同ビル1F

トレッサ横浜営業所
☎045−533−5201

横浜市港北区師岡町700−1
トレッサ横浜南棟3F

イトーヨーカドー立場営業所
☎045−806−0671

横浜市泉区中田西1−1−15
イトーヨーカドー立場店2F

ラゾーナ川崎営業所
☎044−522−8600

川崎市幸区堀川町72−1
ラゾーナ川崎プラザ4F
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近畿日本ツーリスト
https://www.knt.co.jp/

ノクティプラザ	
溝の口営業所
☎044−820−0151

川崎市高津区溝口1−3−1
ノクティプラザ1,5F

国内：メイト（航空機セットプラン）
� 　　　　　　　　　3％

� メイト（JR（鉄道）セットプラン）
� 　　　　　　　　　2％
　　　宿泊企画のみは除外

海外：ホリディ　　　　　　3%

※他社発行クレジットカード、各種ギフト
券の支払いは除く

藤沢営業所
☎0466−23−2555

藤沢市鵠沼石上1−2−2
ASCAビル1F

ラスカ平塚営業所
☎0463−23−4151

平塚市宝町1−1
ラスカ平塚2F

中央林間
東急スクエア営業所
☎046−278−2251

大和市中央林間4−12−1
中央林間東急スクエア3F

相模大野モアーズ営業所
☎042−767−2260

相模原市南区相模大野3−9−1
相模大野モアーズ5F

町田モディ営業所
☎042−728−5051

町田市原町田6−2−6
町田モディ店4F

イオン厚木営業所
☎046−222−1400

厚木市中町1−5−10
イオン厚木店7F

綾瀬タウンヒルズ営業所
☎0467−79−5191

綾瀬市深谷中一丁目1−1
綾瀬タウンヒルズ1F

ジョイナス旅行センター
☎045−319−2451

横浜市西区南幸1−4-B1
相鉄ジョイナスB1F

横浜高島屋旅行センター
☎045−319−2333

横浜市西区南幸1−6−31
横浜高島屋7F

港南台旅行センター
☎045−834−2702

横浜市港南区港南台3−1−3
港南台バーズ3F

二俣川旅行センター
☎045−362−5792

横浜市旭区二俣川2−91−7
（ジョイナステラス二俣川5F）

ジェイアール東海
ツアーズ
https://www.jrtours.co.jp

新横浜支店
☎045−474−3712

横浜市港北区新横浜2−100−45
新横浜中央ビル2F

国内：ぷらっとフリープラン、ぷらっと
� エスコートプラン、ぷらっと
� 宿泊プラン� 3％
� 他社企画商品� 3％
海外：他社企画商品� 3％
※クレジットカードの支払いは除く

J　T　B
（ジェイティービー）
https://www.jtb.co.jp/

横浜支店
☎045−311−4811

横浜市神奈川区鶴屋町3−29−1
第6安田ビル

国内：エース（エスコートのみ）� 3％
海外：ルックJTB� 3％

トラベルゲート横浜
☎0570−200−681

横浜市西区北幸1−7−6
横浜駅西口高島屋向い

横浜市庁舎前店
☎0570−200−699

横浜市中区尾上町1−6
住友生命ビル1F

戸塚店
☎0570−200−784

横浜市戸塚区戸塚町16−5
ARKビル

湘南藤沢店
☎0570−200−812

藤沢市南藤沢21−7
平野ビル2階
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J　T　B
（ジェイティービー）
https://www.jtb.co.jp/

ららぽーと湘南平塚店
☎0570−200−847

平塚市天沼10−1
ららぽーと湘南平塚3F

国内：エース（エスコートのみ）� 3％
海外：ルックJTB� 3％

イオン厚木店
☎0570−200−797

厚木市中町1−5−10
厚木ガーデンシティ　イオン2F

横須賀モアーズシティ店
☎0570−200−781

横須賀市若松町2−30
横須賀モアーズシティ4F

青葉台店
☎0570−200−683

横浜市青葉区青葉台2−9−13

アトレ川崎店
☎0570−200−675

川崎市川崎区駅前本町26−1
アトレ川崎店2階

鶴見イトーヨーカドー店
☎0570−550−782

横浜市鶴見区鶴見中央3−15−30
イトーヨーカドー鶴見店1F

イオン東戸塚店
☎0570−550−794

横浜市戸塚区品濃町535−1
イオン東戸塚店1F

日吉駅前店
☎0570−550−790

横浜市港北区日吉本町1−21−10
三陽ビル1F

能見台イトーヨーカドー店
☎0570−550−793

横浜市金沢区能見台東3−1
イトーヨーカドー能見台店3F

上大岡駅前店
☎0570−550−869

横浜市港南区上大岡西1−13−8
三井生命ビル1F

上永谷イトーヨーカドー店
☎0570−550−867

横浜市港南区丸山台1丁目12
イトーヨーカドー上永谷店1F

港北東急ショッピング	
センター店
☎0570−550−791

横浜市都筑区茅ヶ崎中央5−1
港北東急ショッピングセンター4F

ららぽーと横浜店
☎0570−550−797

横浜市都筑区池辺町4035−1
ららぽーと横浜3F

トレッサ横浜店
☎0570−550−848

横浜市港北区師岡町700
トレッサ横浜　南棟3F

ラゾーナ川崎店
☎0570−550−783

川崎市幸区堀川町72−1
ラゾーナ川崎プラザ4F

グランツリー武蔵小杉店
☎0570−550−986

川崎市中原区新丸子東3丁目1135番1号
グランツリー武蔵小杉3F

新百合ヶ丘イトーヨーカドー店
☎0570−550−891

川崎市麻生区上麻生1−4
イトーヨーカドー新百合ヶ丘店4F

大船イトーヨーカドー店
☎0570−550−954

鎌倉市大船6−1−1
イトーヨーカドー大船店2F

鎌倉駅前店
☎0570−550−975

鎌倉市小町1−4−8
A＆B鎌倉1F

大和鶴間イトーヨーカドー店
☎0570−550−876

大和市下鶴間1−3−1
イトーヨーカドー大和鶴間店2F

古淵イトーヨーカドー店
☎0570−550−879

相模原市南区古淵3−13−33
イトーヨーカドー古淵店1F

橋本アリオ店
☎0570−550−872

相模原市緑区大山町1番22号
アリオ橋本2F
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J　T　B
（ジェイティービー）
https://www.jtb.co.jp/

ラスカ茅ヶ崎店
☎0570−550−944

茅ヶ崎市元町1−1
ラスカ茅ヶ崎店5F

国内：エース（エスコートのみ）� 3％
海外：ルックJTB� 3％

ららぽーと海老名店
☎0570−550−974

海老名市扇町13番1号
ららぽーと海老名4F

イオン秦野ショッピングセンター店
☎0570−550−895

秦野市入船町12−1
イオン秦野ショッピングセンター1F

テラスモール湘南店
☎0570−550−894

藤沢市辻堂神台1丁目3番1号
テラスモール湘南3F

小田原ダイナシティ・	
ウエストモール店
☎0570−550−896

小田原市中里208
ダイナシティ・ウェストモール4F

町田東急ツインズ店
☎0570−200−786

町田市原町田6−4−1
町田東急ツインズウエスト7F

大和観光興業
http://www.daiwa-
kanko.co.jp/

本社
☎045−770−5565

横浜市磯子区杉田4−4−24

国内：自社主催旅行、JALパック、
� スカイホリデー、エース、びゅう、
� ビッグホリデー、サン＆サン他
� � 3％
海外：ハローツアー、ルック、
� JALパック� 3％
� その他� 3％

タビックスジャパン
http://www.tabix.co.jp/

町田支店
☎042−728−6011

町田市原町田5−8−18
きめたハウジング第21ビル

国内：パッケージ各種� 3％
海外：ワンダー、ルックワールド、ルック
� JTB、ハローツアー、ホリデイ、
� マッハ、クラブメッド、JALパック、
� フレンドツアー
� など取扱全商品� 3％
※クレジットカードの支払い、インターネッ
ト掲載商品は除く

東日観光
https://www.tonichi.
co.jp/

神奈川支店
☎044−220−6151

川崎市川崎区駅前本町12−1

国内：JALパック、トラベルイン、びゅう
� � 6％
� エース、スカイホリデー� 5％
� メイト、ふらり、JAL紀行倶楽部
� � 4％
� 赤い風船、トップツアー� 3％
� その他商品� 3～5％
海外：JALパック、ハローツアー、
� ホリデイ、ルックJTB� 5％
� マッハ・ベスト、ビッグホリデー
� � 3％
� その他商品� 3～5％
※クレジットカードの支払いは除く

東武	
トップツアーズ
http://www.tobutoptours.
co.jp/

横浜支店
☎045−326−1120

横浜市西区北幸2−8−29
東武横浜第3ビル5F

国内：FEEL� 5％
海外：FEEL,JALPAK� 5％
除WEB.インターネット商品。
一部除外商品有（要お問合せ）
※クレジットカードの支払いは除く

神奈川教育旅行支店
☎045−326−1121

横浜市西区北幸2−8−29
東武横浜第3ビル5F

とらべるわん
http://www.travel1.
co.jp/

本社営業所
☎045−335−1213

横浜市保土ケ谷区天王町1−25−9

国内：エース、ビッグホリデー� 3％
� その他� 3～5％
� 宿泊施設� 3～6％
� 貸切バス� 5％
海外：ルック� 3％
� その他� 3％

ドリーム観光 本社営業所
☎045−806−1900

横浜市泉区中田南5−65
国内：エース、ビッグホリデー、びゅう、
� メイト、貸切バス� 3％
海外：ルック、ビッグホリデー、
� ホリデイ、JALパック� 3％
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日新航空サービス
https://www.nissin-trvl.
co.jp/

横浜営業所
☎045−222−8100

横浜市中区尾上町6−81
ニッセイ横浜尾上町ビル6F

国内：JALパック、ANAスカイホリデー
� � 5％
海外：CLUB21、JALパック� 5％
� ルックJTB� 3％
貸切バスなど要問い合わせ
当社のインターネット商品割引要問い合せ
※割引対象外
・各社キャンペーン商品、特別企画商
品など（要問い合わせ）

・国内20,000円以下の商品
・海外50,000円以下の商品
・他社のインターネット商品、インターネッ
トからの申込
・クレジットカードの支払い

日本旅行
https://www.nta.co.jp/

神奈川教育旅行支店
☎045−641−2933

横浜市中区尾上町6−81
ニッセイ横浜尾上町ビル4F

国内：赤い風船
� （添乗員同行コース）� 3％
海外：マッハ� 5％
� ベスト� 3％
� JALパック� 3％

横浜支店
☎045−641−9601

横浜市中区尾上町6−81
ニッセイ横浜尾上町ビル4F

藤沢支店
☎0466−22−7411

藤沢市鵠沼石上1−5−4
三井生命藤沢ビル4F

横浜西口営業所
☎045−313−0055

横浜市西区南幸2−8−18

横浜別所イト－ヨーカドー	
営業所
☎045−720−6086

横浜市南区別所1−14−1
イトーヨーカドー横浜別所店2F

港北阪急モザイクモール営
業所
☎045−914−2811

横浜市都筑区中川中央1−31−1
モザイクモール港北4F

たまプラーザイト－ヨーカドー
営業所
☎045−909−3501

横浜市青葉区美しが丘1−6−1
イトーヨーカドーたまプラーザ店2F

新百合が丘OPA営業所
☎044−959−3520

川崎市麻生区上麻生1−1−1
新百合が丘OPA2F

湘南モールFILL営業所
☎0466−31−6351

藤沢市辻堂新町4−1−1
湘南モールFILL　1F

ららぽーと湘南平塚営業所
☎0463−25−2368

平塚市天沼10−１
ららぽーと湘南平塚3F

京浜法人営業部
☎03−5767−9718

東京都大田区大森北6−12−17

横浜ポルタ支店
☎045−453−6321

横浜市神奈川区高島2−16−B1−413
横浜駅東口地下街ポルタ内

上大岡京急支店
☎045−848−7131

横浜市港南区上大岡西1−6−1
京急上大岡駅構内

金沢文庫支店
☎045−782−5538

横浜市金沢区谷津町384
京急金沢文庫駅構内

川崎アゼリア支店
☎044−245−1832

川崎市川崎区駅前本町26−2
川崎地下街アゼリア内

横須賀中央支店
☎046−822−1330

横須賀市若松町2−25
京急横須賀中央駅構内

ウイング久里浜支店
☎046−834−0360

横須賀市久里浜4−4−10
ウィング久里浜4F
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ハマツーリスト	
企画
http://www17.plala.
or.jp/hamatourist/

本社
☎045−715−1024

横浜市南区永田北2−5−7

国内：温泉旅館、シティホテル宿泊代
� � 5％
� 貸切バス利用料� 5％
� 屋形船、ディナークルーズ
� � （横浜・東京）3％
� 以下のパッケージツアー各商品
� � 3％
� メイト、ビッグホリデー、
� スカイツアーズ

海外：以下のパッケージツアー各商品
� � 3％
� ホリデイ、KIS商品

東日本旅客鉄道
（JR東日本）
https://www.jreast.co.jp/

★印は海外旅行取扱店

★びゅうプラザ川崎駅
☎044−211−1700

川崎市川崎区駅前本町26−1

国内　びゅう商品� 5％
海外　びゅうワールド� 3％
※割引対象外：
国内・海外ともに一部割引対象外有り
JR券、航空券、イベントチケット及び
入場券等
その他
※補助券については受託
　取扱企画旅行にも利用可
※退職優待者証による利用はできません。
※掲載のビュープラザ以外の出札窓口
（みどりの窓口・券売機等）では取扱
いできません。

　びゅうプラザ武蔵溝ノ口駅
☎044−822−4723

川崎市高津区溝口1−1−1

★びゅうプラザ横浜駅
☎045−441−1144

横浜市西区高島2−16−1

★びゅうプラザ町田駅
☎042−725−9447

東京都町田市原町田1−1−36

★びゅうプラザ大船駅
☎0467−44−2201

鎌倉市大船1−1−1

　びゅうプラザ平塚駅
☎0463−23−2630

平塚市宝町1−1

富士急トラベル
http://www.fujikyu-
travel.co.jp/

小田原支店
☎0465−22−0248

小田原市栄町2−13−10
高梨ビル2F

国内：グリーンツアー
� びゅう商品（JR東日本）� 5％
� エースJTB、メイト他� 3％
海外：ジョイフルツアー、ルックJTB、
� ホリデイ、マッハ、JALパック、
� その他� 3％

名鉄観光サービス
https://www.mwt.co.jp/

横浜支店
☎045−641−4166

横浜市中区尾上町4−52
野村證券ビル5F

国内：スカイホリデー、JALパック、
� クラブメッド� 5％
海外：クラブメッド、ルックJTB、
� JALパック� 6％
� パノラマツアー� 6％
※一部対象外あり
※クレジットカードの支払いは除く

横浜市交通局	
協力会
http://www.ryoko.
yokohama/

旅行センター
☎045−315−3888

横浜市中区長者町5−85
三共横浜ビル14階

四季のバスツアー� 5％
国内：エースJTB、メイト� 3％
海外：ルックJTB、ホリディ� 3％
※�一部対象外あり

横浜トラベル	
サービス
http://www.yokohama-
travel.com/

本社営業所
☎045−510−4535

横浜市鶴見区生麦5−24−14
国内宿泊手配　宿泊代金� 5％
国内観光バス貸切� 5％
ビックホリデー、ハトバス� 5％
※クレジットカードの支払いは除く

臨港コミュニティ 本社営業所
☎044−280−3457

川崎市川崎区中瀬3−21−6
国内：貸切バス� 3％
� ビックホリデー、はとバス、
� ジャルセールス� 3％
※クレジットカードの支払いは除く
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ナビオス横浜
https://www.navios-yokohama.com/
横浜市中区新港二丁目1-1
☎045−633−6000
みなとみらい線「馬車道駅」下車４番出口より�
徒歩3分

宿：ホテル
食：レストラン「オーシャン」（１F)
レストランはディナータイム（17：00～21：00）に
限ります。

宿：優待価格が適用されます。
食：割引料金はありません。
宴：割引料金はありません。
※退職優待者証による割引はありません。

ニューオータニイン
横浜プレミアム
http://www.newotani.co.jp/innyokohama/
神奈川県�横浜市�中区�桜木町�1-1-7
☎045−210−0707
「桜木町駅」下車徒歩1分

宿：ホテル
食：レストラン「Ｔhe　Ｓｅａ」（3F)

宿：優待価格が適用されます。
食：飲食料金10％割引
宴：割引料金はありません。

新横浜グレイスホテル
https://www.gracehotel.jp
横浜市港北区新横浜3−6−15
☎045−474−5111（代表番号）
「新横浜駅」下車徒歩2分

宿：ホテル
食：日本料理ぎん（B1F）、
� ティーラウンジ パレグレイス（1F）
宴：宴会場　3F～7F

宿：優待価格が適用されます。
� 基本料金の平日　20％割引
� 土・休前日　　　10％割引
※GW、お盆、年末年始、その他特例日を除く
食：飲食料金の5％割引
宴：割引料金はありません。

新横浜国際ホテル
https://kokusai-hotels.com/
shinyokohamakokusai/
横浜市港北区新横浜3−18−1
☎045−473−1311（代表番号）
「新横浜駅」下車徒歩3分

宿：ホテル
食：オーク（14F）、
� コンカフェ（マナーハウス1F）
宴：宴会場（マナーハウス2～4F）

食：レストラン「オーク」に限る料理・飲物料金
� 5％割引
宴：割引料金はありません。

新横浜プリンスホテル
https://www.princehotels.co.jp/
shinyokohama/
横浜市港北区新横浜3−4
☎045−471−1111（代表番号）
「新横浜駅」下車徒歩2分

宿：ホテル
食：トップオブヨコハマ、バーラウンジ＆
� バンケット（42F）、トップオブヨコハマ、
� 鉄板焼＆ダイニング（41F）、日本料理
� 羽衣（40F）、ブッフェレストラン
� ケッヘル（2F）
宴：宴会場（3～5F）

宿：�優待価格が適用されます。詳細は宿泊予約
係までお問い合わせください。

� 直通番号045−471−3111
※除外日12/31、1/1
食：割引料金はありません。
宴：割引料金はありません。

HOTEL	THE	KNOT	
YOKOHAMA
https://hotel−the-knot.jp/
横浜市西区南幸2−16−28
☎045−311−1311（代表番号）
「横浜駅」下車徒歩5分

宿：ホテル
食：PANWOK（1F）
宴：宴会場（2～4F）

食：�レストラン「PANWOK」に限る料理・飲物料
金5％割引

宴：割引料金はありません。

ホテルニューグランド
https://www.hotel-newgrand.co.jp
横浜市中区山下町10番地
☎045−681−1841（代表番号）
みなとみらい線「元町中華街駅」1番出口より徒
歩1分

宿：ホテル
食：ル・ノルマンディ（タワー館5F）
� イル・ジャルディーノ（本館1F）、
� シーガーディアンⅡ（本館1F）、
� ザ・カフェ（本館1F）、ラ・テラス（本館1F）
宴：宴会場（タワー館3F、本館2・5F）

宿：優待価格が適用されます。
� 基本料金の平日� 20％割引
� 土・休前日� 10％割引
食：飲食料金の5％割引で対応します。
宴：割引料金はありません。

（５）　指定ホテル
ア　補助券の使用　リフレッシュ補助券が使用できます。市外指定ホテルの「湯処　むろべ」で

は永年勤続会員旅行補助券も使用できます。
イ　利用方法　直接施設に確認・申込をお願いします。予約利用時に互助会員であること、リフ

レッシュ補助券を使用することを伝えてください。新聞広告、旅行情報誌、インターネット
等の掲載商品は原則として割引料金及び補助券の対象になりません。
　また、宿泊等をキャンセルした場合、補助券をキャンセル料に充当したり、補助券分を現
金で返金することはできません。

（５）－1 市内指定ホテル

新規

新規
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HOTEL	PLUMM
http://www.hotel-plumm.jp
横浜市西区北幸2−9−1
☎045−314−3111
「横浜駅」下車徒歩5分

宿：ホテル
食：tobago�café＆bar（1F）、
� Canton�Lounge（B1F）
宴：宴会場（2～4F）

宿：割引の料金はありません。
食：Canton�Loungeのディナーコース�10％割引
宴：乾杯用スパークリングワインプレゼント

ホテルモントレ横浜
https://www.hotelmonterey.co.jp/
yokohama/
横浜市中区山下町6−1
☎045−330−7111（代表番号）
みなとみらい線元町中華街駅1出口山下公園口
徒歩3分
又は「石川町駅」下車徒歩10分
又は「関内駅」下車徒歩15分

宿：ホテル
食：フレンチレストラン「エスカーレ」（13F）、
� 日本料理「隨縁亭」（2F）
宴：宴会場（1～3F、13F）

宿：�優待価格が適用されます。詳しくは直接ホテ
ルにお問い合わせ下さい。

食：料理・飲物料金の5％割引です。
宴：�宴会場での各種割引はホテルに問い合わせし
てください。

※G・W、年末年始　その他特定日を除く。

ホテル横浜ガーデン
http://www.yokohamagarden.jp/
横浜市中区山下町254
☎045−641−1311（代表番号）
関内駅下車徒歩3分

宿：ホテル
食：上海酒家（11F）、ヴァンセーヌ（2F）
宴：宴会場（3～6F）、上海酒家（11F）、
� ヴァンセーヌ（2F）

宿：基本料金の平日　20％割引
� 休前日等　20％割引
食：飲食料金の20％割引で対応します。
� （1グループ6名様まで）
宴：割引の料金はありません。

ヨコハマ	グランド		
インターコンチネンタル	ホテル
https://www.interconti.co.jp/yokohama/
横浜市西区みなとみらい1−1−1
☎045−223−2222（代表番号）
みなとみらい線「みなとみらい駅」下車徒歩2分

宿：ホテル
食：�驊騮（かりゅう）（31F）、なだ万（4F）、ア
ジュール（2F）、ラヴェラ（2F）、オーシャン
テラス（1F）、ピア21（ぷかり桟橋）

宴：宴会場（1F・3F・30F）上記レストラン
他：スパベイウィンドー（4F）

宿：法人契約の料金を適用します。
※年末年始・お盆・その他特定日は除く。
食：10％割引。（全てのレストラン）
� �但し、驊騮（かりゅう）・アジュールの個室使用
料金は50％割引

宴：割引料金はありません。
他：スパベイウィンドーの割引 正規料金の10％割引

横浜伊勢佐木町ワシントンホテル
https://washington-hotels.jp/yokohama/
isezakicho/
横浜市中区長者町5−53
☎045−243−7111（代表番号）
☎045−243−7100（VIP予約専用）
市営地下鉄伊勢佐木長者町駅下車徒歩0分
関内駅下車徒歩5分
京浜急行日の出町駅下車徒歩8分

宿：ホテル（VIP�No.37036）
食：アクアマリン（2F）

宿：優待価格が適用されます。
食：割引料金はありません。
宴：正規料金の10％割引（割引併用不可）。

横浜桜木町ワシントンホテル
https://washington-hotels.jp/yokohama/
sakuragicho/
横浜市中区桜木町1−101−1
☎045−683−3111（代表番号）
☎045−243−7100（VIP予約専用）
「桜木町駅」下車徒歩1分
みなとみらい線「馬車道駅」下車徒歩3分

宿：ホテル（VIP�No.37036）
食：ダイニング＆バーベイサイド（5F）
宴：ダイニング＆バーベイサイド（5F）

宿：優待価格が適用されます。
食：割引料金はありません。
宴：正規料金の10％割引（割引併用不可）。

横浜テクノタワーホテル
http://www.technotower.jp
横浜市金沢区福浦1丁目1−1
☎045−788−7410（代表番号）
金沢シーサイドライン「産業振興センター駅」下
車徒歩3分

宿：ホテル
食：八景（18F）、クレセント（18F）、
� リューバンカフェ（2F）、
� カフェ＆マーケット　コア（1F）
宴：宴会場（3F、18F）

宿：�平日の宿泊料金（基本料金）の20％割引（休
前日を除く、電話予約に限る）

食：割引なし
宴：割引なし

横浜ベイシェラトンホテル＆タワーズ
https://www.yokohamabay-sheraton.co.jp
横浜市西区北幸1−3−23
☎045−411−1111（代表番号）
「横浜駅」下車西口徒歩1分

宿：ホテル
食：�ベイ・ビュー（28F）、さがみ（28F）、木の
花（8F）、プライベートファンクションルーム
（7F）、彩龍（3F）、ベイ・ウエスト（3F）、
コンパス（2F）、シーウインド（2F）

宴：�宴会場（4～6F）、マンハッタンルーム
（28F）

宿：割引料金はありません。
食：「彩龍」及び「木の花」の個室使用料50％
� 割引（食事及び宴会）
宴：割引料金はありません。

横浜ベイホテル東急
https://ybht.co.jp/
横浜市西区みなとみらい2−3−7
☎045−682−2222（代表番号）
みなとみらい線「みなとみらい駅」下車徒歩1分

宿：ホテル
食：クイーン・アリス（3F）、
� トゥーランドット　游仙境（3F）、
� カフェトスカ（2F）、ソマーハウス（2F）、
� ジャックス（2F）、大志満（1F）
宴：宴会場（B1～B2F）

宿：優待価格が適用されます。
� 詳しくは直接ホテルにお問い合わせください。
食：割引料金はありません。
宴：割引料金はありません。
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横浜ロイヤルパークホテル
https://www.yrph.com/
横浜市西区みなとみらい2−2−1−3
（横浜ランドマークタワー）
☎045−221−1111（代表番号）
☎045−221−1133（宿泊予約課）
☎045−221−1155（レストラン予約）
「桜木町駅」下車徒歩5分
みなとみらい線「みなとみらい駅」下車徒歩3分

宿：ホテル
食：�スカイラウンジ「シリウス」（70F）、日本料理
「四季亭」（68F）、フレンチレストラン「ル�シエ
ール」（68F）、中国料理「皇苑」（68F）、

� �鉄板焼「よこはま」（B1F）、レストラン&バ
ンケット「フローラ」（B1F）、ケーキショップ
「コフレ」（1F）、メインバー「ロイヤルアス
コット」（2F）

宴：宴会場（70F、宴会棟2～4F）

宿：基本料金の日曜日～木曜日� �30％割引
� 金曜日� �20％割引
� 土曜日・休前日� �10％割引
� レストラン＆バー：料理飲物� �5％割引
� （左記の店舗に限る。）
※代理店・紹介所等を通しての申し込み、プラン、
パッケージ商品は除外。
※他の優待、割引サービスとの併用不可。
※一部除外日有り。

ローズホテル横浜
http://www.rosehotelyokohama.com
横浜市中区山下町77番地
☎045−681−3311（代表番号）
みなとみらい線「元町中華街駅」2番出口徒歩1分
「石川町駅」下車徒歩10分

宿：ホテル
食：ミリーラフォーレ（1F）、重慶飯店新館（1F）
　�重慶飯店本館でも使用できます。
宴：宴会場（2～3F、10F）、
� 重慶飯店新館（3F）

宿：基本料金の平日� 50％割引
土・休前日� 10％割引
※GW、お盆、クリスマス、年末年始等特定日を
除く
食：割引料金はありません。
宴：�飲食料金の5％割引で対応します。�
（必ず予約が必要です）

施設名/所在地/電話番号/交通 リフレッシュ補助券が使用できるサービス 会員証・退職優待者証の提示による
割引料金

白馬五竜ペンション		くるみ
https://hakuba-kurumi.com
長野県北安曇郡白馬村神城22385-3
☎0261−75−3600
ＪＲ大糸線「神城駅」徒歩約10分

宿：旅館 宿：優待価格が適用されます。

星野リゾート全国
http://www.hoshinoresort.com/gp/corporate-sp/
電話予約の場合：0570−073−022
電話の際は、初めに必ず『横浜市立学校教職
員互助会』の会員である旨をお伝えください。

宿：�会員専用ホームページ掲載の旅館及びホ
テル会員専用ホームページのオンライン予
約から申し込み

※入力する団体名は、「横浜市立学校教職員
互助会」です。電話予約でも使用可能です。
補助券を使用する場合は、必ずチェックイン
の際に提出してください。

宿：優待価格が適用されます。
� 季節や曜日により変動いたします。
� （平均一般価格の1,000円～5,000円引き）
� �インターネット経由の予約は左記掲載のホー
ムページからの予約のみで、その他の宿泊予
約サイト、旅行会社経由、ホテルの公式ホー
ムページからは、優待の対象外です。

天成園
https://www.tenseien.co.jp/
神奈川県足柄下郡箱根町湯本682
☎0460−83−8511
箱根登山鉄道「箱根湯本駅」下車徒歩12分

宿：旅館
食：瀧見亭（2F）、憩い処（2F）
※日帰り入浴は互助会ガイド24ページをご覧くだ
さい。

宿：優待価格が適用されます。
食：割引料金はありません。

箱根 花紋
https://www.hakone-kamon.jp/
神奈川県足柄下郡箱根湯本435
☎0460−85−5050
箱根登山鉄道「箱根湯本駅」より旅館組合巡回
バス（Bコース）5分。宿泊の場合送迎バスあり。

宿：旅館
※日帰り入浴は互助会ガイド29ページをご覧くだ
さい。

宿：優待価格が適用されます。

箱根パークス吉野
https://www.pax-yoshino.com/
神奈川県足柄下郡箱根町湯本茶屋139−5
☎0460−85−8111
箱根登山鉄道「箱根湯本駅」より徒歩12分

宿：旅館
宿：優待価格が適用されます。
� �基本料金またはホームページ宿泊プラン料金
より大人1泊につき1,000円引き

ホテルはつはな
http://www.odakyu-hotel.co.jp./
hatsuhana/
神奈川県足柄下郡箱根町須雲川20−1
☎0460−85−7321
箱根登山鉄道「箱根湯本駅」より車で10分

宿：旅館
食：つつじの茶屋（6F）
※昼食は前日までに予約要

宿：優待価格が適用されます。
食：割引料金はありません。

湯本富士屋ホテル
https://www.yumotofujiya.jp/
神奈川県足柄下郡箱根町湯本256−1
☎0460−85−6111
箱根登山鉄道「箱根湯本駅」より徒歩3分

宿：ホテル
食：姫沙羅ランチブッフェ（1F）、桂（1F）、
� ヴァンヴェール（1F）、桃華楼（1F）

宿：優待価格が適用されます。
食：割引料金はありません。

（５）－2 市外指定ホテル・指定旅館

新規
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一の湯本館（一の湯グループ）
https://www.ichinoyu.co.jp/honkan/
神奈川県足柄下郡箱根町塔ノ沢90
☎0460−85−5331
箱根登山鉄道「箱根湯本駅」より旅館組合巡
回バス5分、バス上塔ノ沢徒歩1分

宿：旅館 宿：優待価格が適用されます。

一の湯新館（一の湯グループ）
https://www.ichinoyu.co.jp/shinkan/
神奈川県足柄下郡箱根町塔ノ沢54−1
☎0460−85−5331
箱根登山鉄道「塔ノ沢駅」より徒歩8分

宿：旅館 宿：優待価格が適用されます。

塔ノ沢キャトルセゾン	
（一の湯グループ）
https://www.ichinoyu.co.jp/tounosawaqs/
神奈川県足柄下郡箱根町塔ノ沢120
☎0460−85−5331
箱根登山鉄道「箱根湯本駅」より旅館組合巡
回バス5分、バス上塔ノ沢徒歩1分

宿：旅館 宿：優待価格が適用されます。

富士屋ホテル
https://www.fujiyahotel.jp/
神奈川県足柄下郡箱根町宮ノ下359
☎0460−82−2211
箱根登山鉄道「宮ノ下駅」より徒歩7分

宿泊は耐震補強及び改修工事のため、2019
年度まで休館予定
食：菊華荘（別館）は営業

食：割引料金はありません。

姥子温泉芦ノ湖一の湯	
（一の湯グループ）
https://www.ichinoyu.co.jp/ashinokoqs/
神奈川県足柄下郡箱根町元箱根160−51
☎0460−85−5331
箱根登山鉄道「箱根湯本駅」より箱根登山バ
ス桃源台行40分

宿：旅館 宿：優待価格が適用されます。

箱根ホテル
https://www.hakonehotel.jp/
神奈川県足柄下郡箱根町箱根65
☎0460−83−6311
JR・小田急「小田原駅」よりバス50分
（無料送迎バス有・要予約）

宿：ホテル
食：イル・ミラジィオ（1F）、山桜（1F）

宿：優待価格が適用されます。
食：割引料金はありません。

山のホテル
http://www.odakyu−hotel.co.jp/yama-
hotel/
神奈川県足柄下郡箱根町元箱根80
☎0460−83−6321
JR・小田急「小田原駅」より車で40分、バス60分

宿：ホテル
食：ヴェル・ボア（1F）、つつじの茶屋（2F）、
� サロン・ド・テ・ロザージュ（別館1F）、
� ラウンジ（1F）

宿：優待価格が適用されます。
食：割引料金はありません。

品の木一の湯（一の湯グループ）
https://www.ichinoyu.co.jp/shinanoki/
神奈川県足柄下郡箱根町仙石原品の木940−2
☎0460−85−5331
箱根登山鉄道「箱根湯本駅」より箱根登山バ
ス桃源台行25分

宿：旅館 宿：優待価格が適用されます。

ススキの原一の湯	
（一の湯グループ）
https://www.ichinoyu.co.jp/susuki/
神奈川県足柄下郡箱根町仙石原817−77
☎0460−85−5331
箱根登山鉄道「箱根湯本駅」より箱根登山バ
ス桃源台行30分

宿：旅館 宿：優待価格が適用されます。

箱根ハイランドホテル
http://www.hakone-highlandhotel.jp
神奈川県足柄下郡箱根町仙石原品の木940
☎0460−84−8541
JR・小田急「小田原駅」より車で30分、バス50分

宿：ホテル
食：ラ・フォーレ（3F）、ラウンジ（3F）

宿：優待価格が適用されます。
食：割引料金はありません。
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ホテル花月園
https://kagetsuen.net/hotel/
神奈川県足柄下郡箱根町仙石原124−2
☎0460−84−8621
JR・小田急「小田原駅」よりバスで60分

宿：ホテル 宿：優待価格が適用されます。

大箱根一の湯（一の湯グループ）
https://www.ichinoyu.co.jp/daihakone/
神奈川県足柄下郡箱根町仙石原1246−125
☎0460−85−5331
箱根登山鉄道「箱根湯本駅」より箱根登山バ
ス桃源台行35分

宿：旅館 宿：優待価格が適用されます。

観音崎京急ホテル
http://www.kannon-kqh.co.jp/
神奈川県横須賀市走水2−1157−2
☎0460−841−2200
京浜急行「馬堀海岸駅」より京急バス観音崎
行10分

宿：ホテル
※日帰り入浴「SPASSO」は互助会イド31ペ
ージをご覧ください。

宿：優待価格が適用されます。

メルキュールホテル横須賀
https://mercureyokosuka.jp/
横須賀市本町3−27
☎046−821−1111
京浜急行「汐入駅」下車徒歩1分または、
JR横須賀線「横須賀駅」下車徒歩7分

宿：ホテル
食：ビストロ・ブルゴーニュ（19階）
� ロビーラウンジ　シャンゼリゼ（1階）

宿：優待価格が適用されます。
食：飲食代金の5％割引

佐島マリーナホテル
http://sajimamarina.com/
神奈川県横須賀市佐島3−7−4
☎046−856−0141
電車バス：JR「逗子」駅からバス「佐島マリー
ナ入口」下車5分
車：横浜横須賀道路横須賀または衣笠インター
から15分

宿：ホテル
食：「レストランモア」
� メニュー記載の料理・飲料代

宿：特別優待価格が適用されます。
� （ホテル宿泊費20％割引 適用除外期間あり）
食：メニュー記載の料理・飲料10％割引
� （パーティ・宴会・会食等特別料理は適用外）
夏季プール：入場料50％割引

マホロバ・マインズ三浦
https://www.maholova-minds.com/
神奈川県三浦市南下浦町上宮田3231
☎0120−046−891
京浜急行「三浦海岸駅」より徒歩5分

宿：ホテル
※日帰り入浴は互助会ガイド23ページをご覧くだ
さい。

宿：優待価格が適用されます。

ホテル京急油壺観潮荘
https://www.misakikanko.co.jp/
aburatsubo/
神奈川県三浦市三崎町小網代152
☎046−881−5211
京急バス油壺行15分、「油壺」or「油壺マリン
パーク」終点下車

宿：ホテル
食：潮彩

宿：優待価格が適用されます。
食：割引料金はありません。

城ヶ島京急ホテル
https://www.misakikanko.co.jp/
jyogashima/
神奈川県三浦市三崎町城ヶ島693
☎046−881−5151
京浜急行「三崎口駅」より京急バス城ヶ島行30
分終点下車、徒歩7分

宿：ホテル
食：磯香瀬

宿：優待価格が適用されます。
食：割引料金はありません。

山荘なぎさ
http://www.sansou-nagisa.net/
神奈川県伊勢原市大山421
☎0463−95−2041
電車バス：小田急線伊勢原駅北口バス「あたご
滝前」下車1分
車：東名高速厚木または秦野中井インターから
12km30分

宿：旅館
宿：優待価格が適用されます。
（適用除外日あり。）
※クレジットカードは使用できません
（現金払いのみ）。
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ニューウェルシティ湯河原
https://www.welcity-yugawara.co.jp/
静岡県熱海市泉107
☎0465−63−3721
JR東海道線「湯河原駅」下車バス8分

宿：旅館
食：レストラン瀬音、千歳（1F）
※日帰り入浴「いずみの湯」は互助会ガイド24
ページをご覧ください。

宿：優待価格が適用されます。
食：割引料金はありません。

青巒荘
https://www.seiransou.co.jp/
神奈川県足柄下郡湯河原町宮上679
☎0465−63−3111（代表番号）
JR「湯河原駅」下車バス18分

宿：旅館

宿：優待価格が適用されます。
基本料金の平日� 10％割引
土・休前日� 10％割引
特定日� 5％割引
※特定日及び休前日扱いの日はお問い合わせ下
さい。

伊豆長岡温泉京急ホテル
http://www.izu-keikyuhotel.com/
静岡県伊豆の国市古奈168
☎055−948−1612
伊豆箱根鉄道「伊豆長岡駅」下車徒歩15分

宿：ホテル 宿：優待価格が適用されます。

ニュー八景園
http://www.hakkeien.jp/
静岡県伊豆の国市長岡21
☎055−948−1500
伊豆箱根鉄道「伊豆長岡駅」タクシー8分

宿：旅館
食：食事処万葉・憩い処（1F）
※日帰り入浴は互助会ガイド31ページをご覧くだ
さい。

宿：優待価格が適用されます。
食：割引料金はありません。

堂ヶ島温泉ホテル
http://www.doh.co.jp
静岡県賀茂郡西伊豆町仁科2960
☎0558−52−0275
伊豆急行「伊豆急下田駅」下車　バス60分

宿：ホテル
宿：ホテル規程の優待価格が適用されます。
� �基本料金から平休日20％以上、休前日・特定
日10％以上割引

クアハウス石橋旅館
http://www.kur-ishibashi.com/
静岡県下田市蓮台寺185−1
☎0558−22−2222
伊豆急行「蓮台寺駅」より徒歩10分　連絡に
より迎有り

宿：旅館
食：部屋食
※日帰り入浴は互助会ガイド31ページをご覧くだ
さい。

宿：優待価格が適用されます。
食：料理飲食5％割引

国民宿舎サンライズ九十九里
http://www.sunrise99.jp/
千葉県山武郡九十九里町真亀4908
☎0475−76−4151
JR「東京駅」より白子中里行（サンライズ九十
九里経由）バスで90分

宿：ホテル

宿：一般価格が適用されます。
・温水プール「ドルフィン」2時間無料プレゼント
　（1泊につき）
・ソフトドリンク−杯無料プレゼント
※退職優待者証の提示による特典はありません。

内浦山県民の森　森の宿せせらぎ
http://www.chiba-forest.jp/uchiurayama/
千葉県鴨川市内浦328
☎04−7095−2821
JR外房線「安房小湊駅」よりタクシーで約7分

宿：旅館
宿：一般価格が適用されます。
・地場産品プレゼント
※退職優待者証の提示による特典はありません。

キッズペンションめーぷる
https://www.me-puru.com/
山梨県北杜市高根町清里3545−267
☎0551−48−2832
JR小海線「清里駅」徒歩15分

宿：旅館
宿：優待価格が適用されます。
HP掲載基本料金から
大人一人につき500円引き
※電話予約時のみ。他の割引との重複なし

富士ビューホテル
https://www.fujiview.jp/
山梨県南都留郡富士河口湖町勝山511
☎0555−83−2211
富士急行「河口湖駅」よりタクシーで10分
（無料送迎バス有・時間要確認）

宿：ホテル
食：ラベニュー（1F）

宿：優待価格が適用されます。
食：割引料金はありません。

フルーツパーク富士屋ホテル
https://www.fruitpark.jp/
山梨県山梨市江曽原1388
☎0553−22−8811
JR中央線「山梨市駅」からタクシー7分

宿：ホテル
食：ラ・コリーナ（2F）、笛吹川（2F）、
� けやき（2F）

宿：優待価格が適用されます。
食：割引料金はありません。
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水上高原ホテル200
https://www.minakamikogen200.jp/
群馬県利根郡みなかみ町藤原6152−1
☎0278−75−2222
上越新幹線「上毛高原駅」タクシー40分

宿：ホテル 宿：優待価格が適用されます。

奥日光高原ホテル
https://www.okunikko-kougenhotel.com/
栃木県日光市湯元2549−6
☎0288−62−2121
JR・東武「日光駅」より湯元温泉行バスで85分

宿：ホテル 宿：優待価格が適用されます。

ペンションてんとう虫
http://www.tentoumushi.com
群馬県利根郡片品村花咲2789−44
☎0278−58−4105
関越道沼田インターから車30分、バス停送迎有

宿：旅館 宿：優待価格が適用されます。

ホテル八峯苑鹿の湯
http://happoen.jp/
長野県諏訪郡富士見町境12067
☎0266−66−2131
JR中央本線「小淵沢駅」より無料送迎バス・
タクシー�15分

宿：ホテル 宿：優待価格が適用されます。

ホテル志賀サンバレー
http://www.shigasunvally.com/
長野県下高井郡山ノ内町志賀高原幕岩温泉
☎0269−34−3800
北陸新幹線「長野駅」より直通バス70分

宿：ホテル 宿：優待価格が適用されます。

安曇野蝶ケ岳温泉ほりでーゆ	
〜四季の郷
http://www.holiday-you.co.jp/
長野県安曇野市掘金烏川1−1
☎0263−73−8500
JR大糸線「豊科駅」よりタクシー15分（送迎バ
ス有、要予約）

宿：旅館 宿：優待価格が適用されます。

野沢温泉旅館ホテル事業協同組合
https://nozawa.jp/
長野県下高井郡野沢温泉村豊郷9521
☎0269−85−2056
北陸新幹線「飯山駅」より直通バス25分

宿：旅館、ホテル

宿：優待価格が適用されます。
湯宿寿命延、桐屋旅館、さかきや、末広屋旅館、
清風館、千歳館、常盤屋旅館、中島屋旅館、奈
良屋旅館、ますや旅館、村のホテル住吉屋、旅
館さかや、朝日屋旅館、中むら屋旅館、山田屋旅
館、野沢温泉ホテル、野沢グランドホテル、やす
らぎの宿白樺、河一屋旅館、ハウスサンアントン、
野沢ビューホテル嶋田屋
計21軒

ホテルスポーリア湯沢
https://www.sporea.co.jp/
新潟県南魚沼郡湯沢1920−1
☎025−784−1112
上越新幹線「越後湯沢駅」より徒歩6分、送
迎有（駅到着時要連絡）

宿：ホテル 宿：優待価格が適用されます。

JOETSU見晴館
http://miharashi.jkokusai.com/
新潟県南魚沼市樺野沢84
☎025−782−0381
上越新幹線「越後湯沢駅」乗換上越線「上越
国際前駅」下車

宿：旅館 宿：優待価格が適用されます。

六日町温泉龍氣
http://www.ryuuki.com/
新潟県南魚沼市小栗山字上の台2310
☎025−770−2525
上越新幹線「越後湯沢駅」乗換上越線「六日
町駅」タクシー7分

宿：旅館 宿：優待価格が適用されます。



46 ホームページを活用しよう！！ https://www.hamagojo.com

施設名/所在地/電話番号/交通 リフレッシュ補助券が使用できるサービス 会員証・退職優待者証の提示による
割引料金

会津アストリアホテル・	
会津高原ホテル
http://www.aizu-kougen.jp/astraea/
福島県南会津郡南会津町高杖原535
☎0241−78−2241
野岩鉄道「会津高原駅」尾瀬口より送迎バス
で30分（要予約）

宿：ホテル 宿：優待価格が適用されます。

五感の湯つるや
http://www.tsuruyahotel.co.jp
山形県山形市蔵王温泉710番地
☎023−694−912（代表番号）
山形新幹線「山形駅」下車バス40分

宿：旅館 宿：優待価格が適用されます。

湯処むろべ（和歌山県教育互助会）
http://www.murobe.jp/
和歌山県西牟婁郡白浜町1997
☎0739−42−3300
FAX：0739−42−3303
電車バス：JRきのくに線「白浜駅」からバス約
20分湯崎バス停下車徒歩7分
タクシー：「白浜駅」から15分
車：阪和自動車道南紀田辺I.C.から20分

宿：旅館
（永年勤続会員旅行補助券も使えます）

申込みは利用日の6か月前からです。
利用料金：和歌山県教育互助会の会員と同等

※退職優待者証の提示による割引はありません。
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