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（６）　東急ハーヴェストクラブ（会員制リゾート施設）
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　利用対象　会員及び会員の同行する家族　※退職された方は予約申込ができません。
ウ　利用できる宿泊室数　会員一人あたり、年間2室まで。（1泊1室＝「1室」、2泊1室・1泊2

室＝「2室」とします）
　　但し、互助会全体で年間300室（暦年）の上限があります。
エ　申込み方法　電話予約、又はインターネットで予約ができます。

（ア）インターネット申込み(オンライン予約)
　次の互助会専用ホームページアドレスにアクセスし、申込を行ってください。
　利用方法等の詳細は、ホームページをご覧ください
〈横浜市立学校教職員互助会専用ホームページ〉
https://www.harvestclub.com/Un/houjin/9050_ykkg
　初めて「オンライン予約」を利用する場合は、「新規登録」が必要になります。（「新規登
録」の手順は互助会専用ホームページの「ご予約について」ページを確認してください。）な
お、予約にはパソコンまたはスマートフォンをご利用ください。

（イ）電話による利用申込み(東急ハーヴェストクラブサポートセンター予約)
　東急ハーヴェストクラブサポートセンターに電話で申し込んでください。（直接施設に予
約申込できません）

東急ハーヴェストクラブサポートセンター
受付時間：11：00〜17：30（年末年始は受付できません）　☎050－5８40－1402

必要事項
・どこの会員か⇒専用番号「9050」　横浜市立学校教職員互助会
・利用（宿泊）ホテル⇒互助会ガイド48〜49ページのいずれかのホテルより選択
・利用日⇒○月○日（○）〜○泊○室　※最大1泊2室、または2泊1室まで
・利用人数⇒大人○人・小人○人・幼児○人
・利用者名⇒氏名・互助会会員番号
・連絡先⇒自宅住所電話番号
・交通手段⇒車・電車
・付帯サービスの利用→食事の有無（メニュー・時間の予約）、テニス・ゴルフなどの利用

オ　予約の変更、及びキャンセルについて
　　　「予約変更」「キャンセル」はサポートセンターへ電話で連絡をしてください。
　　　なお、オンライン予約で予約を申込んだ場合は、「オンライン予約」のページから「予約変更」
「キャンセル」ができます。（利用日の11日前17:30まで）

　　　また、キャンセル時期により、キャンセル料が発生しますので、予めご了承ください。

※ 上記予約ホームページ・サポートセンター以外の方法で予約した場合には、次ページ契約施設で
あっても、契約料金は適用されません。またその場合、リフレッシュ補助券・永年勤続会員旅行補
助券は使えません。

◆法人番号：9050
◆パスワード：4580
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キ　相互利用施設（13施設　予約受付開始時点でも満室の場合があります。）の一覧

施設名/所在地/電話番号
客室数/
夕食/朝食
（税抜）

付帯設備 交通

東急ハーヴェストクラブ	
箱根甲子園
神奈川県足柄下郡箱根町仙石字大原
817−253
☎0460−84−0123

141室/
5,500円～
/1,800円～

レストラン（1か所）、温泉大浴場（露天風呂、
サウナ、家族風呂、湯上りラウンジ）、足湯、
屋外プール、屋内温水プール（ジャグジー付
き）、リラクゼーションスパ、カラオケルーム、
多目的室、ショップ、ペットルーム、ペットケー
ジ、ペット専用温泉、パーティールーム、ライ
ブラリー、ゲームルーム

電車：JR東海道線・小田急電鉄小田原線
「小田原駅」下車、タクシー（約45分）また
は、箱根登山鉄道線「強羅駅」下車、タク
シー（約15分）
車：東名高速道路「御殿場I.C.」から国道
138号（約12km）経由

東急ハーヴェストクラブ	
VIALA箱根翡翠
神奈川県足柄下郡箱根町仙石原837
☎0460−84−5489

62室/
7,000円～
/2,500円～

レストラン（1か所）、温泉大浴場（露天風呂、
サウナ、家族風呂、湯上がりラウンジ）、足
湯、リラクゼーションスパ、シアタールーム、カ
ラオケルーム、多目的室、ショップ、ラウンジ、
ライブラリー、ペットルーム、ペットケージ

電車：JR東海道線・小田急電鉄小田原線
「小田原駅」下車、タクシー（約45分）また
は、箱根登山鉄道線「強羅駅」下車、タク
シー（約15分）
車：東名高速道路「御殿場I.C.」から国道
138号（約12km）経由

東急ハーヴェストクラブ	
熱海伊豆山
静岡県熱海市伊豆山824−5
☎0557−80−0109

125室/
5,000円～
/1,500円～ レストラン（3か所）、温泉大浴場（露天風呂、

展望家族風呂）、湯上りラウンジ、スパプー
ル、屋外プール、スパラウンジ、スパ、ペット
ルーム、ペットケージ、カラオケルーム、ゲー
ムコーナー、ショップ

電車：JR東海道線「熱海駅」下車タクシー・
シャトルバス（約10分）
車：小田原厚木道路「小田原西I.C.」から
真鶴道路・
国道135号線（約19km）経由

東急ハーヴェストクラブ	
VIALA	annex	熱海伊豆山
静岡県熱海市伊豆山824−5
☎0557−80−0105

47室/
5,000円～
/1,500円～

東急ハーヴェストクラブ	
天城高原
静岡県伊豆市冷川1524
☎0557−29−1234

120室/
5,000円～
/1,800円～

レストラン（1か所）、温泉大浴場（サウナ、ミ
ストサウナ）、カラオケボックス、ショップ、テニ
スコート
※天城東急リゾート内：
　天城高原ゴルフコース、パターゴルフ、ベ
　ゴニアガーデンバラミステラス、あまぎスカ
　イアドベンチャー

電車：JR伊東線「伊東駅」下車、シャトル
バス（約45分有料）
車：小田原厚木道路「小田原I.C.」から
「MAZDAターンパイク」・「伊豆スカイライ
ン」・「遠笠山道路」（約69km）経由

カ　ホームグランド施設（５施設　予約が相互利用施設より取りやすくなります。）の一覧

施設名/所在地/電話番号
客室数/
夕食/朝食
（税抜）

付帯設備 交通

東急ハーヴェストクラブ	
山中湖マウント富士
山梨県南都留郡山中湖村山中1360−83
☎0555−62−1093

100室/
5,741円～
/1,806円～

レストラン（3か所）、温泉大浴場（露天風呂、
サウナ、ジャグジー、ミストサウナ）、屋内温水
プール（ジャグジー付）、結婚式場、会議室、
カラオケルーム、ゲームコーナー、ショップ、ペ
ットホテル

電車：JR御殿場線「御殿場駅」からバス
（約45分）「ホテルマウント富士入口」下車、
タクシー（約5分）
車：東名高速道路「御殿場I.C.」から国道
138号及び東富士五湖道路「山中湖I.C」か
ら約5km

東急ハーヴェストクラブ	
箱根明神平
神奈川県足柄下郡箱根町宮城野1488
☎0460−87−0109

38室/
5,000円～
/1,900円～

和食レストラン、温泉大浴場（露天風呂、サ
ウナ）、屋内温水プール（ジャグジー付）、ショ
ップ、テニスコート

電車：JR東海道線・小田急電鉄小田原線
「小田原駅」下車、タクシー（約30分）また
は、箱根登山鉄道線「強羅駅」からシャトル
バス・タクシー（約10分）
車：東名高速道「御殿場I.C.」から国道138
号（約16km）経由

東急ハーヴェストクラブ	
蓼科リゾート
長野県茅野市北山字鹿山4026−2
☎0266−69−3101

20室/
5,556円～
/2,223円～

レストラン、屋外プール、リラクゼーションルー
ム、ショップ、チャペル、ペットコテージ
※大浴場・露天風呂は蓼科アネックス併設の
「鹿山の湯」をご利用ください。
※東急リゾートタウン蓼科内：蓼科東急スキ
ー場、蓼科東急ゴルフコース等

電車：JR中央線「茅野駅」下車、タクシー
（約35分）またはシャトルバス（約45分）
車：中央自動車道「諏訪I.C.」からビーナス
ライン（約16km）経由

東急ハーヴェストクラブ	
裏磐梯グランデコ
福島県耶麻郡北塩原村桧原荒砂沢山
☎0241−32−3109

30室/
5,800円～
/1,904円～

レストラン（3か所）、温泉大浴場（露天風呂、
サウナ）、屋内温水プール、屋外プール（ジ
ャグジー付）、リフレクソロジー、多目的室、ラ
ウンジ、バー、ショップ
※グランデコスノーリゾートに併設

電車：JR磐越西線「猪苗代駅」下車、タク
シー（約35分）またはシャトルバス（約35分）
車：磐越道「猪苗代磐梯高原I.C.」から国
道115・459号（約24km）経由

東急ハーヴェストクラブ	
スキージャム勝山
福井県勝山市170−70
☎0779−87−0109

85室/
4,500円～
/1,700円～

レストラン、温泉大浴場（露天風呂、サウナ、
ジャグジー）、屋内温水プール、エステルーム、
マッサージルーム、ラウンジ、カラオケルーム、
会議室、ショップ、ペットルーム、ゲームコー
ナー、ランドリー
※スキージャム勝山併設（スキーリゾート）

電車：JR北陸新幹線「福井駅」からえちぜ
ん鉄道線（約55分）「勝山駅」下車、タクシ
ー約20分、またはシャトルバス（約30分）
車：東海北陸自動車道「白鳥I.C.」から国
道146・157号経由法恩寺山有料道路（約
74km）
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ク　予約申込受付期間
　通常期間の予約は利用日の2か月前同日より先着順で申込を受け付けます。（2か月先の同
日までの予約受付です。）特定期間については、施設によって受付開始日が異なります。
　特定期間の日程、及び受付開始日は以下の通りとなります。

利用希望日 対象施設 予約受付開始
（2か月先の同日までの予約受付）

ゴールデン
ウィーク ４/27～５/５

ホームグラウンド施設 2月27日

相互利用施設 3月7日

夏季

7/20～8/31

蓼科リゾート

５月3１日箱根明神平

山中湖マウント富士

8/2～8/17
裏磐梯グランデコ

6月2日
スキージャム勝山

施設名/所在地/電話番号
客室数/
夕食/朝食
（税抜）

付帯設備 交通

東急ハーヴェストクラブ	
浜名湖
静岡県浜松市北区三ヶ日町大崎372
☎053−526−1093

120室/
4,500円～
/1,600円～

レストラン（1か所）、大浴場（露天風呂、サ
ウナ）、カラオケルーム、多目的室、ショップ、
ペットルーム、ペットケージ、ゲームルーム
※東急リゾートタウン浜名湖内：
　スライダープール（屋外）、テニスコート、フ
　ットサルコート、パターゴルフ、マリーナ

電車：JR東海道線「鷲津駅」下車、シャト
ルバス（約30分要予約）
車：東名高速道路「三ヶ日I.C.」から「浜名
湖レイクサイドウェイ」（約2,5km）経由

東急ハーヴェストクラブ	
勝浦
千葉県勝浦市中島590−9
☎0470−76−0109

98室/
4,500円～
/1,600円～

レストラン（2か所）、大浴場（打たせ湯、サ
ウナ）、屋外プール、カラオケルーム、ショッ
プ、ペットホテル、ゲームコーナー
※東急リゾートタウン勝浦内：
勝浦東急ゴルフコース、テニスコート、パター
ゴルフ

電車：JR外房線「勝浦駅」下車、タクシー
（約10分）または、シャトルバス（約10分）
車：アクアライン「木更津金田I.C.」から圏
央道（約29km）「市原鶴舞I.C」及び国道
297号（約31km）経由

東急ハーヴェストクラブ	
那須
栃木県那須郡那須町大字高久丙1792
☎0287−76−1900

140室/
4,500円～
/1,800円～

レストラン（2か所）、温泉大浴場（露天風呂、
家族風呂）、湯上がりラウンジ、屋内温水プー
ル、エステルーム、カラオケルーム、多目的室、
ショップ、ペットルーム、ペットケージ、憩い室、
ゲームコーナー、ライブラリー、ドッグラン
※東急那須リゾート内：
　那須国際カントリークラブ

電車：JR東北新館線「那須塩原駅」下車、
タクシー（約30分）、またはシャトルバス（約40分）
車：東北自動車道「那須I.C.」から一般道
（約10km）東急ハーヴェストクラブ	

那須Retreat
栃木県那須郡那須町大字高久丙1792
☎0287−76−1900

客室棟12棟
/4,500円～
/1,800円～

東急那須リゾート内にある戸建タイプ（平屋タ
イプ10棟※ペットルーム2棟を含む。2階建タ
イプ2棟）。
東急ハーヴェストクラブ那須　本館の付帯
施設も利用できます。

東急ハーヴェストクラブ	
軽井沢
長野県北佐久郡軽井沢町長倉291−1
☎0267−45−0109

127室/
5,000円～
/1,900円～ レストラン（3か所）、ワインテラス、売店、温

泉大浴場（露天風呂、家族風呂、サウナ）、
湯上りラウンジ、屋内プール、スパ、ラウンジ、
キッズルーム、カラオケルーム、ランドリー、ペ
ットルーム、ペットケージ、ドックラン

電車：JR北陸新幹線「軽井沢駅」からタク
シー（約8分）または、シャトルバス（約20分）
※シャトルバス有料：大人410円／小学生
210円

車：上信越道「碓氷軽井沢I.C.」から一般��
�道（約10㎞）

東急ハーヴェストクラブ	
VIALA	anex	軽井沢
長野県北佐久郡軽井沢町長倉291−1
☎0267−31−6109

49室/
5,000円～
/1,900円～

東急ハーヴェストクラブ	
京都鷹峯
京都府京都市北区衣笠鏡石町47
☎075−491−0109

83室/
6,300円～
/1,900円～ レストラン、温泉大浴場（露天風呂）、ラウン

ジ、エステサロン、染織工芸館
※　しょうざんリゾート京都内：
レストラン（4か所）、しょうざんプール、しょうざ
んボウル、カフェテラス

JR東海道新幹線線「京都駅」から地下鉄
烏丸線「北大路駅」下車、タクシー（約10
分）または「北大路バスターミナル」から市
営バス北1系統「土天井町」下車
車：名神高速道路「京都南I.C.」から国道
1号ほか（約13㎞）経由

東急ハーヴェストクラブ	
VIALA	annex	京都鷹峯
京都府京都市北区衣笠鏡石町47
☎075−491−1098

37室/
6,300円～
/1,900円～
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利用希望日 対象施設 予約受付開始
（2か月先の同日までの予約受付）

夏　季

7/20～8/31

浜名湖

6月上旬
（４月中旬に東急ハーヴェストク
ラブ互助会専用ホームページ
に掲載予定）

天城高原
熱海伊豆山・VIALA�annex熱海伊豆山

勝浦
那須、那須Retreat
箱根甲子園

軽井沢・軽井沢VIALA�annex
8/2～8/17 VIALA箱根翡翠

7/14～7/17・8/10～8/16 VIALA�annex京都鷹峯・京都鷹峯

秋　季
10/12・13・18・19・25・26

11/2・3・8・9・15・16・22・23 VIALA箱根翡翠 8月20日

11/9～12/7 VIALA�annex京都鷹峯・京都鷹峯 9月17日

冬　季

12/29～１/3
ホームグラウンド施設 10月29日

相互利用施設 11月6日

平成32年１/４～3/28の週末 裏磐梯グランデコ 12月５日

平成32年2/１～2/29 スキージャム勝山 12月１日

※　相互利用施設については、予約開始日の時点で満室の場合があります。
※　上記の特定期間は、東急ハーヴェストクラブの互助会専用ホームページでも確認できます。

ケ　利用料金
・ハーヴェストクラブ利用料金　１人（素泊り、消費税別・入湯税別※１）、１人

施　設　名 大人
（13歳以上）

小人
（4～12歳）

幼児
（3歳以下）

山中湖マウント富士、箱根明神平、勝山、箱根甲子園、天城高原、浜名湖、勝浦、那須 3,600円 2,600円
無料

蓼科リゾート、裏磐梯グランデコ、熱海伊豆山、那須Retreat※3、軽井沢、京都鷹峯、 4,200円 2,900円

・VIALA箱根翡翠利用料金　１室（ルームチャージ制、消費税別・入湯税別）
部屋タイプ スタンダード デラックス ファミリー スイート
定員 3名 5名 3名 5名 7名 3名 6名
タイプ 洋室 和洋室 洋室 和洋室 メゾネット 洋室 和洋室
利用料 13,000円 15,000円 18,000円 20,000円 22,000円 29,000円 31,000円

・VIALA�annex�熱海伊豆山利用料金　１室（ルームチャージ制、消費税別・入湯税別※１）
部屋タイプ デラックス ファミリー ファミリースイート シグネイチャースイート
標準定員

（　）内：最大定員
2名
（3名）

2名
（4名）

3名
（5名）

3名
（6名）

2名
（3～5名）

タイプ 洋室 和洋室 和洋室 和洋室 洋室又は、和洋室
利用料（※3） 15,000円 15,000円 22,000円 24,000円 29,000円

・VIALA�annex京都鷹峯利用料金　１室（ルームチャージ制、消費税別・入湯税別※１）・宿泊税別※2
部屋タイプ デラックス ファミリー スイート
標準定員

（　）内：最大定員
2名
（3名）

2名
（5名）

2名
（4名）

2名
（4～5名）

3名
（6名）

3名
（6名）

2名
（3名）

3名
（7名）

2名
（5名）

タイプ 洋室 和洋室 洋室 和洋室 和洋室 和洋室 洋室 和洋室 和洋室
利用料（※4） 15,000円 15,000円 20,000円 20,000円 22,000円 26,000円 31,000円 31,000円 35,000円

※VIALA箱根翡翠にあるメゾ
ネットは二つのフロアが階
段でつながった部屋です。
また、VIALA�annex熱海
伊豆山・VIALA�annex軽
井沢にあるシグネイチャース
イートは最グレードの部屋です。
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コ　キャンセル料金
キャンセル日 右記以外の施設 VIALA箱根翡翠／VIALA�annex京都鷹峯／VIALA�annex熱海伊豆山
3日前まで 無料 無料
2日前～前日 3,000円/1室 ルームチャージの20％
当日 6,000円/1室 ルームチャージの80％
不連絡 10,000円/1室 ルームチャージの100％

※　「不連絡」とは、宿泊日当日に連絡なしで利用しなかった場合
※　補助券はキャンセル料金に充当できません。

・VIALA�annex�軽井沢利用料金　１室（ルームチャージ制、消費税別・入湯税別※１）
部屋タイプ デラックス ファミリースイート シグネイチャースイート
標準定員

（　）内：最大定員
2名
（4名）

2名
（5名）

3名
（6名）

2名
（5名）

2名
（3名）

タイプ 洋室 和洋室 和洋室 和洋室 洋室
利用料（※4） 15,000円 15,000円 24,000円 29,000円 29,000円

※1　�山中湖マウント富士、箱根明神平、蓼科リゾート、裏磐梯グランデコ、スキージャム勝山、箱根甲子園、VIALA箱根翡翠、熱海伊豆山、
VIALA�annex熱海伊豆山、那須、那須Retreat、軽井沢、VIALA�annex軽井沢、京都鷹峯、VIALA�annex京都鷹峯、では入湯税がかかります。

※2　京都鷹峯、VIALA�annex京都鷹峯では宿泊税がかかります。
※3　那須Retreatについては、上記料金に加え、5,000円チャージ料金がかかります。また4人未満の利用でも4人分の料金がかかります。
※4　表示料金は標準定員でご利用の場合の料金です。1室におけるご利用人数が標準定員を超える場合は、エキストラチャージ料金として
1名に付き大人（13歳以上、消費税別）4,200円・小人（4～12歳、消費税別）2,900円が加算されます。

※　食事は別途予約制です。
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施設名/ホームページ/予約電話番号 施設所在地/交通 項目 利用方法

横浜市スポーツ医科学センター	
（日産スタジアム内）
http://www.yspc-ysmc.jp

☎045−477−5050

※割引はありません。

※利用時に横浜市立学校教職員互助会
の会員であることを申し出てください。

横浜市港北区小机町
3302−5
JR横浜線「新横浜駅」・
「小机駅」下車徒歩15分

※休館日
4月～6月、9月～12月：第3
火曜日
1月～3月：第3・第4火曜日
年末年始
（7月・8月は無休）
※ラクビーワールドカップ開
催に伴う臨時休館あり。

（1）スポーツ版人間ドック
医学的検査と体力測定をセットで行
う「スポーツ版人間ドック」です。一
般の健康診断や人間ドックでは行わ
れない運動負荷試験や各種体力測
定を行うのが特徴です。
・対象は会員と同行する家族（退職
者は対象外）

※詳細はこちらをご覧ください。
http://www.yspc-ysmc.jp/
measurement/sps/

開催日をホームページ・電話で確認
し、申込みください（平日：9時～21
時　日・祝：9時～17時）。当日窓
口で料金（15,000円）をお支払いく
ださい。
リフレッシュ補助券使用可。

（2）トレーニングルーム
ストレッチエリア・筋力マシーンエリ
ア・フリーウエイトエリアの3ブロック
で構成され、トレーニングを熟知した
運動指導員が指導を行います。
・対象は会員と同行する家族。家
族は中学生を除く15歳以上の方
（退職者は対象外）
※詳細はこちらをご覧ください。
http://www.yspc-ysmc. jp/
guidance/trainingroom/

初回「トレーニングルーム利用講習
会」（予約制）を受講してください。
利用時間は
月～土曜日：9時～20時45分、
日曜祝日：9時～16時45分
1人1回1,000円。リフレッシュ補助
券は2,000円券1枚で2人まで使用
可、差額分支払で回数券購入も可
能です。

（７）　スポーツ版人間ドック及びトレーニングルームの利用
ア　補助券の使用　リフレッシュ補助券が使用できます。
イ　割引料金及び補助券の対象　割引料金の設定はありません。スポーツ版人間ドック、トレー

ニングルームで補助券が使用できます。
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（8）家事代行・ハウスクリーニング
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　精算方法は施設サービスにより異なりますので、直接申込先に確認してください。

業者名/電話 対応地域 優待料金 利用方法 提示するもの

ダスキン
https://www.duskin.co.jp
☎0120-100-505

お申し込みは上記電話番号に限ります。

神奈川県、東京都、埼玉
県、千葉県、静岡県内

優待料金が適用されます。
・サービスマスター事業（ハ 
　ウスクリーニング全般）
　・・・見積り料金より10%OFF
　エアコン・洗濯機クリーニ
　ングなど一部対象外のメニューが
　あります。

・メリーメイド事業（お掃除
　おまかせサービス／家事お
　てつだいサービス）
　・・・見積り料金より10%OFF

定期サービス契約の場合、初
回のみ優待料金となります。
※ 他の割引との併用はでき
　　ません

お申込みタイアップ窓口
0120-100-505
に会員・退職優待者である旨
を伝えてください。
※繁忙期にサービスをご希望
の場合、希望の日程にサービ
スが実施出来ない場合があり
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）

株式会社ニチイ学館
「ニチイライフ　～ニチイの家事・
育児・自費介護サービス～」
https://www.nichiiweb.jp/kaji/
☎0120-212-295
※日常的な掃除など家事を代行するサー
ビスです。専門的な道具を用意しエアコ
ンを分解清掃するようなハウスクリーニ
ングのサービスはご提供できません。

神奈川県ほか

優待料金が適用されます。
①デビュープラン90分3,686円　
　（税抜）
②スポットプラン料金5％オフ

お申込みフリーダイヤル
0120-212-295に「横浜市立学
校教職員互助会の会員である
こと」と「法人ＩＤ『0581』」
を伝えてください。
初回見積訪問時に補助券使用
方法を確認してください。

会員証・退職
優待者証
リフレッシュ
補助券（使用
する場合）

ブレス
http://www.kk-bless.com/
☎0120-36-7799

神奈川県ほか 優待料金が適用されます。

お申込みフリーダイヤル
0120-36-7799に会員・退職優待者
である旨を伝えてください。
※　ご本人及び同居家族に
　　 限ります。

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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施設名/電話 所在地/交通 会員証・退職優待者証の提示による
割引料金

季一遊（ときいちゆう）
http：//www.tokiichiyu.com
☎0558−62−5151

静岡県賀茂郡南伊豆町湊字川口902−1
伊豆急線「下田駅」下車　送迎バス20分

宿：優待価格が適用されます。
基本料金から10％割引

ロッヂ花月園（山中湖）
https：//kagetsuen.net/lodge/
☎0555−62−0025

山梨県南都留郡山中湖村旭日丘
JR御殿場線「御殿場駅」下車　バス40分

宿：優待価格が適用されます。
営業期間は、
平成31年4月6日（土）～平成31年11月24日（日）までとなります。

ホテルヴィレッジ
http：//0932.jp
☎0279−88−3232

群馬県吾妻郡草津町618
JR吾妻線「長野原草津口駅」からJRバス
（草津温泉バスターミナルより送迎あり）
東京から直行バスあり（有料にてバスプラン
に変更可）

宿：優待価格が適用されます。
基本料金から10％割引（特別プランを除きます。）

10　会員証による割引優待施設
１　利用対象　会員と同行する家族及び退職優待者と同行する配偶者
２　補助券の使用　リフレッシュ補助券・永年勤続会員旅行補助券は使用できません。
３　利用方法
〈指定ホテル（市外・補助券対象外）〉…直接施設に確認・申込をお願いします。新聞広告、

旅行情報誌、インターネット等の掲載商品は、原則として割引の対象になり
ません。

〈百 貨 店〉…	各店の購買会・外商等で、会員証又は退職優待者証を提示して「お買い物優
待券」または「ご優待カード」等を受け取ってから購入してください。

〈専 門 店〉…店頭で、会員証又は退職優待者証を提示して直接交渉してください。
〈住 　 宅〉…	電話で会員等であることを告げ、直接交渉後、会員証又は退職優待者証を提

示してください。
〈結婚式場〉…	会員証又は退職優待者証を提示して、直接施設に申込んでください。

　結婚式場紹介所、結婚情報誌や旅行社を通じて申込みをした場合や特別企画
商品、特別日の宿泊等は、原則として割引の対象になりません。
詳細は、事前に直接施設にご確認ください。

〈葬 儀 店〉…葬儀店に本会の会員、会員の家族、退職優待者及びその配偶者の葬儀である
ことを告げて、直接交渉してください。申込時に会員証又は退職優待者証を提
示してください。
　なお、表の中の割引率は、葬儀店支払総額に対する割引率ではありません。
　葬儀店により割り引きになるものが異なりますので、交渉の際には割引内容
と割引率を確認してください。また、葬儀店によって祭壇一式の料金に含まれ
るものが異なりますので、ご注意ください。

４　その他	　取扱商品、割引除外品、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。

　　　　　	　店舗が複数ある場合には、電話番号のみ記載してありますので、各店舗にお問い合
わせください。

※ 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。

⑴ 指定ホテル（市外・補助券対象外）
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取扱商品 指定店名・連絡先 所在地 休業日 割引率

百 貨 店

高島屋
https://www.takashimaya.co.jp/
横浜☎045−311−5111
玉川☎03−3709−3111
港南台☎045−833−2211

横浜店
横浜市西区南幸1−6−31
7F　商品券売場

無休
（元旦店休日）

5％
（ただし消費税を除く価格3,000円以上）
※一部除外品あり

印 章
香蘭堂
http://www009.upp.so-net.ne.jp/
kourando/
☎045−326−4616

横浜市西区戸部町7−220−3 土曜・日曜
・祝日

印鑑・ゴム印類：15％
シャチハタ製品：定価の20％
チタン製品：15％
表札類：20％

時 計
貴 金 属

京セラ　
クレサンベール銀座店
https：//www.kyocera-jewelry.com/shop.html
☎03-3571-7869

東京都中央区銀座５丁目7-4
鳩居堂ビル地下1Ｆ 水曜日

店頭表示より、ブライダル関連商品10～
30％割引、一般ジュエリー商品20～50％
割引。その他セール期間・展示会あり。
商品により異なりますので、お問い合わ
せください。
※割引後表示特別商品（赤札品）は除外

内田時計店（メガネ）
☎045−231−2306

横浜市中区野毛町2−80 月曜 20～30％

横浜日本堂
☎045−251−3735

横浜市中区伊勢佐木町3−106 無　休 15％
（既割引提示商品、修理代は除く）

メ ガ ネ・
コンタク
トレンズ

メガネスーパー
https://www.meganesuper.co.jp
横浜西口本店☎045−317−7727
全国の店舗で割引優待の対象となります。
店舗はホームページで確認してください。

横浜西口本店
横浜市西区北幸1−8−6
三栄ビルB1F

店舗により異なり
ます。

メガネ、サングラス、コンタクトレンズ、補
聴器15％

※特価品は除外

オグラ眼鏡店
http://www.ogura-megane.co.jp
横浜西口☎045−321−6871
こどもメガネアンファン
横浜高島屋☎045−290−7211
横浜東口☎045−453−6501
青葉台☎045−985−8020
上大岡☎045−848−7278
相模大野☎042−767−1696
川崎☎044−200−6654
新百合ヶ丘☎044−965−3020
藤沢☎0466−26−2877

横浜西口店
横浜市西区南幸1−5−1
相鉄ジョイナス4F

無　休

眼鏡10％
眼鏡関連商品10％

※他の割引優待との併用は不可
※大丸東京店メガネサロン・松坂屋上
野店メガネサロンは割引対象外

金明堂
http://www.kinmeido.co.jp/
元町本店☎045−662−6255
ジョイナス店☎045−311−3955
ジョイナステラス二俣川店☎045−453−8011
茅ヶ崎ラスカ店☎0467−87−3828

元町本店
横浜市中区元町1−25 1月1日

10％
（税別3,000円以上）
現金支払のみ

仏 壇

三善堂
https://www.3010.co.jp/
田原町店☎03−3842−3010
寿店☎03−3845−3010
稲荷町店☎03−3835−3010

田原町店
東京都台東区西浅草1−1−18 無　休 仏壇20～40％

仏具20～30％

住　 宅

神奈川営繕センター	
建設協同組合
☎045−896−0116　FAX045−896−2344
フリーダイヤル　0120−412−033

横浜市栄区野七里2−9−7 日曜日
見積もり内容から7～15％
※公道内の工事（ガス、水道）他、特
別注文品は除外

大和ハウス工業横浜支社
住宅事業部
https://www.daiwahouse.co.jp/
officeHP/00640.html
☎0120−29−1807

横浜市西区みなとみらい3−6−1
みなとみらいセンタービル15F 火曜・水曜

建物本体工事
価格の3％
分譲建物価格の3％

⑵　百貨店・専門店・結婚式場

新規
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取扱商品 指定店名・連絡先 所在地 休業日 割引率

住　 宅

独立行政法人都市再生機構
（UR賃貸住宅）
https://www.ur-net.go.jp/chintai/
kanto/kanagawa/
☎045−461−4177

横浜市神奈川区金港町1−4
横浜イーストスクエア2階

水曜日
（全国のUR営業
センターで申込み
できます。）

契約時の敷金の金額を月額家賃2か月
分から1か月分に減額。
1年以上の継続居住を条件として1か月
分の家賃を割引。
※退職優待者証の提示による割引はあ
りません。

横浜テクノ建設
（新築・建て替え・リフォーム・�
 エクステリア・ガーデニング）
http://www.y-tekuno.com/
☎045−362−5698

横浜市旭区東希望ヶ丘100 第2・4土曜日と
日曜・祝日

工事金額の3％
（キャンぺーン商品除く）

リフォーム

浅岡装飾
（リフォーム）
☎045−712−1615

横浜市南区大岡2−7−1 日曜・祝日
第2・4土曜日

材料価格　20～30％
カーテン　35～50％
（一部例外品あり）
フローリングL−45　50％

ウスイ住装
（畳・塗装・住宅設備・住宅補修）
☎045−231−7487

横浜市西区戸部町5−175 日曜日

畳・襖工事：市価の10％
フローリング用置畳（80cm×80cm）：定
価の20％
その他会員優待価格
（畳裏返しは除外）

小
お

尾
び

表具内装店
（襖・障子・クロス他内装工事全般）
☎045−331−8029

横浜市保土ヶ谷区天王町1−3−8 日曜日 一般価格の10～20％

家 具
インテリア

ルームズ大正堂
https://www.rooms-taishodo.co.jp
本店☎0120−041−481
新横浜店☎0120−086−741
あざみ野店☎0120−076−551
鶴ヶ峰店☎0120−051−371
戸塚店☎0120−257−411
つじどう店☎0120−086−731
玉川店☎0120−085−461
八王子店☎0120−086−721

本店
相模原市南区上鶴間本町9−
50−45

不定休

店頭表示価格から5％（税込）
特別提供品・オーダー品は対象外。
①規定の入金（3万円以上または契約
金額の10％以上）で最長1年間（アウ
トレット商品、数量限定品は3ヶ月間）
預かります。
②契約により不要になった家具を特別
料金で引き取ります。
③買上の家具は最長6年間保証します。

不 動 産

京急不動産
https://www.keikyu-sumai.com/teikei
☎03−3449−6931

販売部
東京都港区高輪2−21−28 土曜・日曜・祝日

分譲物件の販売価格（税抜）の1％（限
度額60万）、売買仲介手数料の15％、
賃貸仲介手数料の10％、請負工事価格
（税抜）の3％
物件により割引率は異なります。

三井住友トラスト不動産
http://smtrc.jp
首都圏情報営業部☎0120−963−301
横浜第一センター☎0120−312−274
横浜第二センター☎0120−951−334
港南台センター☎0120−357−126
武蔵小杉センター☎0120−430−534
鎌倉センター☎0120−617−950
藤沢センター☎0120−314−703
相模大野センター☎0120−873−673
新百合ヶ丘センター☎0120−830−511

首都圏情報営業部
東京都千代田区神田錦町3丁
目11番地1
NMF竹橋ビル7F

水曜・祝日
首都圏情報営業
部は日曜・祝日

規定手数料の20％
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取扱商品 指定店名・連絡先 所在地 休業日 割引率

不 動 産
三井不動産レジデンシャル
https://www.31sumai.com/
teikeihoujin/
☎03−3246−3712

東京都中央区銀座6−17−1
土曜・日曜・祝日
（販売センターは
火・水定休）

原則「パークホームズ」シリーズ及び「フ
ァインコート」シリーズを割引対象物件と
します。
基本割引：首都圏の分譲住宅・分譲マ
ンション購入時に5万円引き
特別優待割引：パンフレット価格より0.5
％、もしくは1％
（特別物件や割引率は物件・住戸により
異なります）
※退職優待者証の提示による割引はあ
りません。

自動車部品・
自動車整備

Honda	Cars	横浜北
−ホンダプリモ横浜北−
☎045−931−1885

横浜市緑区中山町305−9
第一火曜日・毎
水曜日（祝日の
場合は木曜日が
振替休日）

部品・用品　10％～20％
※クレジットカード不可
当店で購入の方工賃10％（鈑金除く）
・油脂20％
ホンダ全車種取扱

レンタカー

トヨタレンタリース横浜
https://www.r-toyota.co.jp/
☎0120−045−758
（レンタカーインフォメーションセンター）

横浜市保土ヶ谷区狩場町65
（本部　料金表は各店舗に問
い合わせ）

年中無休
レンタカー時間料金の20％
※一部対象外車種がありますので問い
合わせください。申込は店頭、電話、
インターネットで

高栄レンタカー
http://www.koei-k.co.jp/rentacar.
html
☎0120−331−133（予約フリーダイヤル）
金沢営業所☎045−782−2225
エコ磯子☎045−770−6233

横浜市磯子区洋光台3−12−1 年中無休
会員特別料金（25～55％）
車のクラスにより異なりますので問い合
わせください。

結 婚
式 場

メモワール		
Socia21（ソシア21）
https://www.socia21.co.jp/
☎045−472−7777（結婚式場）

横浜市港北区岸根町6−1
「新横浜駅」下車　送迎バス3分

予約時に確認し
てください。

〈結婚式披露宴〉
婚礼プランより更に
料理飲物10％　新郎新婦衣裳20％
ただし、メモワール等会員コース利用は
適用外
〈その他の利用〉
宴会料理飲物（忘・新年会パック除く）
10％
会議室料30％
七五三・成人式貸衣裳20％

モンテファーレ
http://www.monterfare.co.jp
☎045−335−2626（結婚式場）

横浜市保土ケ谷区天王町2−
45−55
相鉄線「天王町駅」下車　徒
歩1分

予約時に確認し
てください。

〈結婚式披露宴〉
結婚式披露宴プラン（新郎新婦衣裳割
引を含む）後に更に料理と飲物の5％
〈その他の利用〉
宴会料理と飲物代10％
お宮参り・七五三・成人式の衣裳20％
～50％

ロイヤルホールヨコハマ
https://www.royalhall.co.jp/
☎045−641−1122（結婚式場）

横浜市中区山下町90
「石川町駅」下車　徒歩7分
又は
「関内駅」下車　徒歩8分
みなとみらい線「日本大通り駅」
下車　徒歩3分

予約時に確認し
てください。

〈結婚式披露宴〉
婚礼プラン割引内容より更に料理飲物
5％
〈その他の利用〉宴会料理飲物10％
お宮参り・七五三・成人式の衣裳・写
真20％

文 化
施 設

ニュースパーク
（日本新聞博物館）
https://newspark.jp/newspark/
☎045−661−2040

横浜市中区日本大通11
「関内駅」徒歩10分
みなとみらい線「日本大通り駅」
3番情文センター連絡口直結
市営バス「日本大通り駅県庁
前」バス停徒歩1分

月曜日（祝日・振
替休日の場合は
次の平日）、12/�
29～1/4
開館時間10：00
～17：00（入館は
16：30まで）

入館料
一般　400円
大学生300円
高校生200円
中学生以下無料
・互助会会員証を提示すると100円引き
で利用できます。
※退職優待者証の提示による割引はあ
りません。
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取扱商品 指定店名・連絡先 所在地 休業日 割引率

文 化
施 設

横浜にぎわい座
http://nigiwaiza.yafjp.org/
☎045−231−2525

横浜市中区野毛町3−110−1
「桜木町駅」徒歩3分
京浜急行「日ノ出町駅」徒歩
7分
市営バス・江ノ電バス「野毛大
通り」下車

不定休
（月2回程度）

利用料金　主催公演（一部除外あり）
の入場料を10％（貸館公演は割引なし）
購入方法
①電話予約での購入（10～21時）　ただ
し、チケット発売初日　のみ11時～　　
予約専用電話　045−231−2515

※教職員互助会会員であること、会員
番号を伝えて予約してください。

※予約日から7日以内に支払いが必要と
なります。
②にぎわい座窓口での購入
会員証を提示してください。（前売り
券、当日券）
公演検索方法　主催公演は、インタ
ーネットで「横浜にぎわい座」をご覧く
ださい。

その他
①公演当日は会員証を持参してください。
提示を求められる場合があります。
②詳細は、「横浜にぎわい座」にお問い
合わせください。

※退職優待者証の提示による割引はあ
りません。

横浜美術館
https://yokohama.art.museum/
☎045−221−0300

西区みなとみらい3−4−1
みなとみらい線「みなとみらい駅」
3番出口徒歩3分
「桜木町駅」【動く歩道】徒歩
10分
市営バス156・292系統で「横
浜美術館」下車

木曜日、
年末年始
展示替期間

利用料金　企画展を会員証の提示によ
り、会員本人を含む2名まで当日料金の
100円引きで観覧できます。
展示内容検索方法　企画展の内容、
開館日、開館時間及び観覧料は、イン
ターネットで「横浜美術館」のウェブサイ
トをご覧ください。
※退職優待者証の提示による割引はあ
りません。

神奈川県民ホール
http://www.kanagawa-kenminhall.
com/
☎045−662−5901

横浜市中区山下町3−1
みなとみらい線「日本大通り駅」
徒歩約6分、「元町・中華街駅」
徒歩約12分
「関内駅」・「石川町駅」徒歩
約15分
市営バス「芸術劇場・NHK前」
下車

直接施設に確認
してください。

利用料金　（公財）神奈川芸術文化財
団の主催公演（一部例外公演有）のチ
ケットが一般料金から原則10％割引で購
入できます。（一部例外有）当日券不可
購入方法
①「チケットかながわ」窓口購入：会員
証を提示
神奈川県民ホール2階（10：00～18：00）
神奈川芸術劇場2階（10：00～18：00）
神奈川県立音楽堂1階（13：00～17：00　
月曜休）
②インターネット購入：
「チケットかながわ」ホームページ　
http://www.kanagawa−arts.or.jp/tc/
ID：kyousyokuin
パスワード：yokohama14
③電話購入　「チケットかながわ」
☎0570−015−415（10：00～18：00）
横浜市立学校教職員互助会の会員ま
たは、横浜市立学校教職員互助会の退
職優待者であることを告げてください。
チケットの受け渡し、支払方法はオペレ
ーターから案内があります。
チケット引取り方法によっては、別途発
券手数料等がかかります。
演目・内容等　神奈川芸術文化財団へ
お問い合わせいただくか、ホームページを
ご覧ください。
http://www.kanagawa-arts.or.jp/

神奈川芸術劇場
http://www.kaat.jp/
☎045−633−6500

横浜市中区山下町281
みなとみらい線「日本大通り駅」
徒歩約5分、「元町・中華街駅」
徒歩約8分
「関内駅」・「石川町駅」徒歩
約14分
市営バス「芸術劇場・NHK前」
下車

直接施設に確認
してください。

神奈川県立音楽堂
http://www.kanagawa-ongakudo.
com/
☎045−263−2567
（平成31年5月下旬まで改修工事のた
め休館）

横浜市西区紅葉ヶ丘9−2
「桜木町駅」（南改札西口、北
改札西口）徒歩約10分
京浜急行「日ノ出町駅」徒歩
約13分
みなとみらい線「みなとみらい
駅」徒歩約20分

（休館中）
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所在
地区 指定店名・連絡先 所在地 取扱地域 斎場数

（宿泊施設付） 割引率

西区
みなと典礼サービス
http://www.minato-t.com
☎045−242−7167　☎0120−3710−97

横浜市西区藤棚町2丁目206−1
−305

横浜市内及び
隣接する市 30％

西区
ほか

友善社
http://www.yuzensha.co.jp
本社・セレモニーホールOKURIA・
エンディングルーム・保土ケ谷店
☎0120−544−594

本社　
西横浜斎場
横浜市西区浜松町14−8

東京都、神奈川県 2（1）
10〜30％
式場使用料
10％

中区
式典船山博善社
https://www.funayamahakuzensha.jp/
☎045−681−2104

横浜市中区山下町161−1 神奈川県内 1 20％

中区
本牧葬儀社
https://www.honmoku.co.jp/
本社☎045−621−3580
本牧ホール☎045−624−0983

本社　
横浜市中区本牧町2−323

横浜市内及び
隣接する市 2（1） 祭壇価格より

10％

南区
セレモマイホール
https://myhall.co.jp/
南店・都筑店☎0120−87−1813

南店　
横浜市南区永田北1−3−5

横浜市内及び
隣接する市 2（2） 10％

南区
ほか

メモワール　memoire
本社☎045−261−9006
各斎場☎0120−251−251

横浜市南区高砂町2−24
横浜・鶴見東・東戸塚・港南
台・朝比奈・本牧・こどもの国・
大矢部・横須賀・戸塚・新横
浜・津田山・磯子・金沢文庫・
都筑・瀬谷

左記エリア内 19（17） 斎場使用料30％
祭壇価格より30％

港南区
清水康益社
http://shimizukouekisha.jp
本社・サバスホール☎045−842−1140

横浜市港南区港南中央通4−11 神奈川県内 1（1） 10〜20％

港南区
テンレイ斎場メゾン
http://tenrei.co/
☎045−844−5990・☎0120−88−5990

横浜市港南区上永谷4−19−13 横浜市内 1（1）
祭壇価格より
10〜30％
斎場使用料
無料

保土ヶ谷区
ほか

板橋
https://www.sougi-itabashi.co.jp
本社☎045−335−2211
統括センター各奉斎殿☎0120−20−7676

横浜市保土ケ谷区天王町1−1
保土ケ谷・三ツ境・四季美台・
十日市場・戸塚・新横浜・関内・
上大岡・鶴間・中野島・大口・
西谷・磯子・南本宿・今宿・瀬
谷・都筑・鶴見・南まきが原・
泉・井土ヶ谷・大船・青葉台・
大和・相武台・本郷台

横浜市、大和市、川
崎市及び隣接する市
の一部

26（26）
20〜30％
式場使用料
30％

⑷　葬儀店

施設名/ホームページ 所在地問い合わせ 交　　通 優待料金及び利用方法 注意事項

ツヴァイ
（イオングループ）
https://www.zwel.com/
houjin/f75/

ツヴァイ横浜
横浜市西区北幸1−11−15
横浜STビル9階
☎045−325−0281
フリーコール
☎0120−374−281

ツヴァイ横浜
JR「横浜駅」西口
より徒歩5分、ダイヤ
モンド地下街南10
番出口より徒歩1分

会員優待
入会時初期費用が最大5万円OFF（税抜）
利用方法
①HPまたは電話にて、資料請求、来店予約。
②その際、会員である旨を申告または入力。
③入会手続き時、会員証等を提出。

※ツヴァイ横浜以
外にも店舗があ
ります。
※別途月会費が必
要です。

⑶　結婚情報
　結婚情報の提供として、結婚相手紹介サービス会社株式会社ツヴァイと法人契約を結んでいます。
　すべての手続きは会員の方とツヴァイの間で行われ、当互助会は関与しません。なお、入会の
事実などの個人情報が、ツヴァイ外部（互助会等）に知られることは一切ありません。
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所在
地区 指定店名・連絡先 所在地 取扱地域 斎場数

（宿泊施設付） 割引率

保土ヶ谷区
ほか

星陵葬儀社
https://www.seiryosougisha.jp/
本店・ハーレ横濱☎045−716−2101
営業所☎045−243−3022

本店　
横浜市保土ケ谷区岩井町380

横浜市内及び
隣接する市 1（1） 20％

旭区
ほか

ファミリー・ホール
http://www.familyhall.co.jp
鶴ヶ峰斎場☎045−952−1131
港南台斎場☎045−831−9000
高津斎場☎044−852−4733

鶴ヶ峰斎場
横浜市旭区鶴ヶ峰本町1−26−1

横浜市内（高津斎場
は川﨑市内） 3（3）

10％
斎場使用料
50％

磯子区 杉浦本店
☎045−751−4242

横浜市磯子区滝頭2−28−5 横浜市内 1（1） 40％

磯子区
ほか

横浜セレモ
https://www.yokohama-ceremo.com/
セレモホール新杉田・セレモホール富岡・
セレモホール金沢文庫・セレモホール上
郷・舞岡ホール・南営業所
☎0120−594−852

セレモホール新杉田
横浜市磯子区中原2−8−６ 横浜市内 5（4） 祭壇価格より

20%

港北区
菊名葬儀社
本社☎045−401−9567
小ホール☎0120−419−567

本社　
横浜市港北区菊名3−22−13

横浜市内、川崎市
高津区、宮前区、中
原区

20〜50％

緑区
ときわ祭典
http://tokiwasaiten.com/
本社☎045−983−1103
町田店☎042−723−3389

本社　
横浜市緑区長津田5−６−20

横浜市緑区、青葉
区、町田市、川崎市
多摩区、麻生区、相
模原市

1 20〜50％

青葉区
サギヌマ祭典
http://www.saginumasaiten.co.jp
本店☎045−911−1199/0120−110−992
宮前シティホール☎044−977−1677

本店　横浜市青葉区あざみ野
南3−７−1

横浜市、川崎市内
及び隣接する市 1（1）

30％
式場使用料
10％

青葉区
緑葬儀社
http://www.midorisougisha.com/
☎045−971−2948

横浜市青葉区市ケ尾町1053−9 横浜市内 1（1）
20％

（緑セレモニーホー
ルセットは除く）

瀬谷区
ほか

白光社すみれ葬祭
http//www.0120-365-787.com
本社☎045−301−2131
磯子支店☎045−753−1331
大和支店☎046−201−0011

本社　
横浜市瀬谷区本郷4−50−2 神奈川県内

20％
式場使用料
無料

泉区
和泉葬儀社
http://www.hatonokai.com
☎045−802−2799

横浜市泉区和泉町4044−1
横浜市泉区、戸塚区、
瀬谷区、綾瀬市、
大和市、海老名市

1（1） 20〜50％

川崎市
川崎葬儀社
http://www.0120-12-4940.jp
☎044−711−2611☎0120−12−4940

川崎市中原区小杉町3−26 川崎市内及び
隣接する市の一部 20％

藤沢市 平都葬祭
☎0466−24−3833

藤沢市朝日町13−16
藤沢市、茅ヶ崎市、
平塚市、寒川町、
鎌倉市

20〜50％

大和市

東京葬祭　全店
http://www.tokyo-sousai.co.jp
横浜家族葬館☎045−813−4441
神奈川本部（大和店）☎0120−143−011
江戸川・世田谷・本郷・浦安・三郷
☎0120−88−6111

神奈川本部（大和店）
大和市大和東2−9−13

神奈川県及び
首都圏 8（8） 30％

相模原市 中央祭典
☎042−751−4425

相模原市中央区並木4−13−1 相模原市、
隣接市町村 20％

横須賀市
船越葬儀社大野屋
http://oonoya.net/
本社☎046−861−5353
セレモホール☎046−866−5353

本社　
横須賀市船越町1−48

横浜市、横須賀市、
三浦市、逗子市、葉
山町、鎌倉市

1（1）
20〜30％
斎場使用料
無料
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11　互助会からのお知らせ
１　割引優待契約の新規施設について
　　平成31年4月1日から次の施設と新規に契約等を行いました。
⑴　割引優待及びリフレッシュ補助券の使用
　　遊覧飛行：横浜スカイクルーズ
　　飲食店：アルテリーベ横浜本店、インターナショナルキｭイジーヌ	サブゼロ、
　　仏蘭西料亭　横浜元町	霧笛楼、北欧料理	レストラン	スカンディヤ
　　市内指定ホテル：ナビオス横浜、ニューオータニイン横浜プレミアム
　　市外指定ホテル･指定旅館：白馬五竜ペンション	くるみ
　　家事代行・お掃除：ダスキン、ニチイ学館、ブレス
⑵　会員証・退職優待者証の提示による割引優待の対象施設
　京セラ	クレサンベール銀座店

２　補助券を使った遊園地等の入場券の購入について
　平成31年2月1日から、遊園地等の入場券（年度内の利用日指定）の購入に、「リフレッシュ
補助券」と「永年勤続会員旅行補助券」が使用できるようになりました。
　互助会と契約している旅行社（一部除外のため要確認）において、会員証を提示の上、入場
券等を購入してください。
　特に、東京ディズニーリゾート（ＴＤＲ）、ユニバーサルスタジオジャパン（USJ）の入場
券等の購入について、発行手数料不要で補助券が使える旅行社は、次のとおりです。
　近畿日本ツーリスト、ジェイアール東海ツアーズ、東日観光（TDRのみ）、東武トップツ
アーズ、ドリーム観光、日本旅行、横浜市交通局協力会、横浜トラベルサービス
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