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表紙写真
令和３年度の表紙を飾るのは、2017年度の「横浜港
に輝いた作品です。題して「おふね

客船フォトコンテスト2017」において特選

いっちゃった」。

子どもたちって、
「おふね」が大好きですよね。そんな子どもたちが、いつでも船を見にくることがで
きる「港町よこはま」。この横浜の港もかつては「鎖国」という江戸幕府の制度で閉鎖されていたこと
は、誰もが知っていることだと思います。1853年（嘉永６年）、米国のペリー提督が浦賀に来航し、そ
の後、日米和親条約締結、日米修好通商条約締結を経て、1859年（安政６年）に横浜港が開港され
ました。令和３年度 互助会ガイドでは、横浜港周辺にスポットをあててみました。
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よこはま ぶらり散歩
表紙写真が撮影された場所は、
「山下臨港線プロムナード」上です。
このプロムナードは横浜税関付近から大さん橋入口を経て山下公園西端を結ぶ500mほどの遊歩道
で、2002年に散策コースとして設定された「開港の道」
（桜木町駅から港の見える丘公園）
の中間地点に
あたります。
かつては国鉄山下臨港線が運行されていた跡地を活用して造られたもので、港湾緑地として
整備されました。
天気の良い日には船を見ながらの散歩コースとして、
とてもお薦めの場所です。
プロムナード
の近くには大さん橋があります。今号では、過去の互助会ガイド表紙を飾ったこともある「横浜港大さん橋
国際客船ターミナル送迎デッキ」から出航し、
横浜港内を周遊しながらランチやディナーを楽しめる
「ロイヤル
ウイング」
もご紹介します。
大さん橋から横浜中華街へぶらり行ってみませんか？
今年度は、
「GUNDAM FACTORY YOKOHAMA」
が見どころスポットの一つです。
みなとみらい線の「元町・
中華街駅」からも行くことができますが、横浜市交通局が
運 行する連 節バス
“ B A Y S I D E B L U E （ベイサイド
ブルー）”
に乗ってみるのはいかがでしょうか。BAYSIDE
BLUEは令和２年度から運行を開始した、横浜駅東口
から山 下ふ頭を水 際 線 沿いに結ぶ路 線で、ハンマー
ヘッドや大さん橋などへも行くことができます。

最 後に、横 浜 中 華 街 入 口から「 ぶらり三 溪 園
B U S 」に乗って、三 溪 園までさらに足を延 ばして
みましょう。
三溪園は、生糸貿易の実業家で茶人の原三溪
（ 本 名 富 太 郎 ）によって、1 9 0 6 年（ 明 治 3 9 年 ）に
一般公開された国指定名勝の日本庭園です。名前
は原富太郎の号である「三溪」からきており、本牧三
之谷（三の溪）
に由来しています。土地は原三溪の
祖父である原善三郎氏が、1868年（明治元年）頃に
購入したもので、
そこへ京都や鎌倉などから移築した
重要文化財等が巧みに配置されています。
また、
季節
の花や樹木とあわせた美しい日本庭園となっており、
春には桜、
秋には紅葉と、
風情があり人気が高い庭園
です。
また、
横浜ではあまり雪が降りませんが、
雪の庭園
風景はとても静かで美しく、
どの季節にきても癒され
楽しめる空間となっています。
毎年、観梅会、観桜の夕べ、観月会などの季節に
応じた催し物が開催されています。
また、三渓記念館
では、気軽に楽しめるお抹茶処もありますので、一度
足を運んでみてはいかがでしょうか。
（三溪園の管理者は「公益財団法人 三溪園保勝会」）
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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。
令和３年度は前年度の互助会創立60周年記念事業を中心に充実し、より
一層魅力ある事業を展開していきます。

全会員の特典
１

元気を回復する

● リフレッシュ補助券
● 永年勤続会員旅行補助券

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（令和
２年度実績8,000円分）や永年勤続旅行補助券
7〜8ページ参照
（15,000円～60,000円）を、旅行や飲食などに
使うことができます。
● 東急ハーヴェストクラブ
会員一人あたり年間2室まで、会員制リゾート
● 演劇・コンサート等の一 ホテ ル 東 急 ハ ーヴェストクラブを 会 員 料 金 で
部補助
利用できます。
（年間420室保有）
また、60周年記念事業として、演劇・コンサート
などを 手 頃 な 価 格 で 観 ることが で きるよう、
チケット代の一部補助を行います。

２

優待サービスを使う

● 冠婚葬祭
● 住宅関連
● 割引契約店

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
の内容は契約施設ごとに異なります。

59〜67ページ参照

3

子どもの記念日を祝う

●子どもの誕生
会 員 の 子ども の 誕 生 、小 学 校 入 学 、中 学 校
●小学校入学
入学、
中学校卒業のそれぞれの記念日に合わせて、
●中学校入学
祝金（20,000円）
を給付します。
●中学校卒業（義務教育修了） 夫婦ともに会員の場合は、それぞれに祝金を
給付します。
9〜12ページ参照

4

まさかの時に助け合う

●傷病で連続30日以上療養
●勤務中の負傷
9〜12ページ参照

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、勤務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。
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特定の会員向け特典
１

（任期付職員及び臨時的任用職員は除きます。
）

自分の記念日を祝う

●
●
●
●

10年勤続
勤続10年・20年・30年を迎えられた会員の方に、
20年勤続
旅行補助券
（15,000円～60,000円）
を配付します。
30年勤続
また、会員期間10年以上で退職した会員に、
 職（再任用職員退職除く） 勤続年数に応じて、旅行券への引換券（50,000円
退
～130,000円）
を配付します。
7〜8ページ参照

２

生命保険と上手につき合う

● 団体扱い生命保険

● 生活年金共済
● 会員フリーライフサポー
ト事業
13〜16ページ参照

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、毎月の給与
から控除されます。
会員及び配偶者が対象となる１年更新の生命
保険に加入でき、上乗給付が受けられます。
ご本人が万一亡くなられた時、あるいは、高度
障害となられた時は、原則として、一律30万円を
給付します。

加入・会費等
１ 加入対象者

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等
※教育委員会事務局や国大付属学校等での勤務の期間は対象外となります。
※正規職員・再任用職員のほか、任期付職員及び臨時的任用職員も含まれます。

２ 加入手続

加入申込書に必要事項をご記入の上、学校長決裁の上、互助会に提出してください。

３ 会員証

（１）会 員証は１年間有効で、毎年配付する「互助会ガイド」に綴じこんでいます。会員証は、会員及び
その家族が割引契約店等の利用時や補助券の使用時に必要となりますので、大切に保管して
ください。紛失したときは再発行します。
（２）家族の範囲
①会員の配偶者、子及び父母
②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

４ 会費

正規職員及び再任用職員は基礎月収額の4/1000、任期付職員及び臨時的任用職員は基礎月収
額の３/1000で、毎月の給料から控除されます。

５ 会費の免除

育児休業中や、
心身の故障による休職中で、
給与支給を受けていない月の会費は免除となります
（手続不要）。また、月の初日から末日まで介護休暇を取得して、給与支給を受けていない月の会費
も免除となります。
（ 復帰後の請求により還付）

６ 会員期間の中断

自己啓発休業、大学院修学休業、配偶者同行休業等の期間は、会員期間の中断となるため、会費
の徴収、
リフレッシュ補助券の配付はなくなります。
中断期間中に発生した給付金等の請求は、中断事由の終了後に可能となります。
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横浜クルーズ×レストラン

「ロイヤルウイング」

今号では、体験レポートに代わり、会員の皆様が楽しめるよう、ロイヤルウイングの方への
インタビュー形式により、お食事や横浜港を巡る船上ディナーをご紹介します。

― ロ
 イ ヤ ル ウ イ ン グ は ど の ような 船 な の で
しょうか？
ロイヤ ルウイングは 横 浜 港 大 さん 橋より
出 航するレストラン船 。横 浜 港 内を約2時 間
かけて運航し、クルーズ中は船内厨房で調理
する出来立ての本格中国料理と共に洋上から
眺 める美しい 横 浜 の 景 色をご堪 能 い ただけ
ます。

―ロ
 イヤ ルウイング で はどのような 感 染 症 対 策 を
行っていますか？
感 染 症 対 策として、サ ー モグラフィーカメラの
導入、靴底消毒マットや各所へ消毒液と空間除菌
装置を設置するなどお客様の「安心・安全」を第一
に様々な対策をし、従業員もマスク着用及び体調
管理の徹底等を実施しております。

―お
 食事のプランはどのようなものがありますか？
お食事は全て、船内厨房で一貫して調理する
本格中国料理。ランチクルーズ、ディナークルーズ
ではコース料理やバイキング、
ティークルーズでは
スイーツセットやアフタヌーンティープランなどを
お楽しみいただけます。

―ロ
 イヤルウイングのお食事会場をご紹介ください。
広々とした船内でゆったりとお食事をお楽しみ
いただけます。
会場はコース料理とバイキングで分かれており、
ご人数に合わせたお部屋で貸切も可能です。
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― 横
 浜港内周遊中のお薦めスポットはいかがで
しょうか？
クル ーズ中は下から見 上げる迫 力 満 点 の
ベイブリッジ、ムードあふれるみなとみらいの
ライトアップや赤レンガ倉庫など、絶景ポイント
も さることな がら 、歴 史 あ る 街 並 み を 一 望
できる箇 所 も あり、伝 統 ある港 町 の 横 浜 の
魅 力 を い つ もと違う目 線 で 垣 間 見ることが
できます。

―そ
 の他にアピールポイントがありましたらお願い
します。
誕生日や結婚記念日、入学祝いや長寿のお祝
いといった人生の様々な節目はもちろん、結婚式
などのパーティーも可能です。ご友人やご家族、
お仲間と様々な用途でご利用いただけます。

クル ージングコース

（写真提供及び取材協力：株式会社

ロイヤルウイング）
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１

リフレッシュ補助券及び永年勤続会員旅行補助券

●配付時期

６月下旬までに所属経由で補助券を配付します。前年度の永年勤続会員旅行補助券の再配付も同時期
に行います。

●配付内容と対象者
リフ レッシュ 補 助 券
毎年度4月1日現在の会員（4月1日採用・転入を含む）

8,000円（1枚2,000×4枚）

永年勤続会員旅行補助券
勤続10年（会員期間10年以上）※

15,000円（1枚5,000×３枚）

勤続20年（会員期間10年以上）※

55,000円（1枚5,000×11枚）

勤続30年（会員期間10年以上）※

60,000円（1枚5,000×12枚）

◦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
休業等で会員の資格が中断期間中の方には配付しません。
◦新規採用・転入の場合は４月末までに加入申込書が互助会に届けば、４月１日加入となり、補助券
配付の対象となります。
４月１日現在の会員
※令 和３年度の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、
４月１日時点で
期間が10年以上の会員に配付します。会員期間が10年に達しない会員については、
10年以上になった年度に配付します。
※任期付職員及び臨時的任用職員は対象外です。

●使用期限

令和4年3月31日まで（31日宿泊分まで）使用できます。

●使用対象施設

互助会ガイド18〜22ページの「施設から見つける早見表」を見てください。
互助会ホームページ「https://hamagojo.com/yutai-search/」では最新の情報を見ることが
できます。

●使用上の注意

１ 会員本人及び同居する家族が使用できます。同居する家族のみでも使用できます。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。同居する
家族のみで使用する場合も、会員本人の会員番号・氏名を記入し、会員証を提示してください。
 なお、会員及び同居する家族がともに互助会会員である場合には、それぞれの会員証を提示して、
同時に使用できます。
２ 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。
３ 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。
４ 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。
５ 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。また、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。
６ 予約代行サービス（東急ハーヴェストクラブを除く）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。
７ 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。

7

2005245_市立学校教職員互助会令和3年度�イ�_本文.indd 7

2021/03/26 15:41

２

永年勤続退職者旅行券引換券と退職優待者証

●配付時期及び配付方法
１

令和4年3月末退職予定の方
令和4年3月中旬頃に所属を通じて配付します。
２ 令和4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。

●配付金額及び対象者

令和3年度（令和3年4月1日〜令和4年3月31日）退職者で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、任期付職員及び臨時的任用職員は対象外）
対

象

者

勤続年数

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、任期付職員及び臨時的任用職員は対象外

旅行券引換券の金額

10年〜19年

50,000円

20年〜29年

100,000円

30年以上

130,000円

●引換期間

令和4年4月1日〜令和5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、令和3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：令和3年
4月1日〜令和4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。
）

●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18〜22ページ
「施設から見つける早見表」でご確認ください。
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３

祝金・見舞金等の給付

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。

●給付一覧表
１

一般給付
事 由

請求者

種別

給付金額等

〈請求書は第8号様式〉
提出書類

子どもが生まれたとき

会 員

出産祝金

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）
20,000円
・住民票※1
〈 夫 婦 会 員は双 方
（住民票記載事項証明書でも可）
支給〉
・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

子どもが 小 学 校 又は
中 学 校 等に入 学する
とき
（※2）

会 員

就学祝金

20,000円
〈 夫 婦 会 員は双 方 給付金請求書
支給〉

子どもが 中 学 校 等を
卒業（修了）
したとき
（※2）

会 員

義務教育
修了祝金

20,000円
〈 夫 婦 会 員は双 方 給付金請求書
支給〉

傷 病 で引き続き30日 会員（会員が死亡
療養見舞金
以上療養したとき
した場合は家族）

20,000円
給付金請求書
病気やけがにより引き
医師の診断書（写しでも可）
（※4）
続き30日以上休んだ
療養期間中の出勤簿等の写し（※5）
時、年1回支給（※3）

※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ください。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 中学校等とは、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高一貫教育学校
付属中学校を指します。
※３ 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。
※４ 療養見舞金の医師の診断書の代わりとして、母子健康管理指導事項連絡カード（両面の写し）
でも可能です。
※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。
２

特別給付

〈請求書は第12号様式〉

種別
校務災害給付金

事由

給付金額

勤務中負傷し、学校長が
認定した場合
ただし通勤途上は除く（※１）

10,000円

提出書類
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。
※2 領収書、診断書がない場合、公務災害認定の写しでも可能です。
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●祝金・見舞金の請求
１

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。

２

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。

３

請求書の提出は、毎月20日で締め切ります。

４

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。

５ 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。
校長記名欄、担当者記名欄には校長・担当者それぞれの記名をお願いします。また、新生児氏名等の
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。
６

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。

７

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（原則16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

病気で引き続き１年以上お休みしています。療養見舞金の請求は１回だけですか。

Ａ

最初の療養期間開始から１年30日以上続けてお休みしていれば、２回目が請求できます。
療養見舞金の請求日の考え方
療養中

連続30日間の療養

連続30日間の療養
第1回目の請求可能日から1年間の間隔

4/1
療養開始

4/30

5/1

翌年の4/１

翌年の4/30

翌年の5/1

※第1回目の

※第２回目の

療養見舞金請求

療養見舞金請求

※実際の請求日が5/1（請求可能日）である必要はありません。

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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提出日
（元号での
記載も可）

校長記名

担当者記名

「振込先」
は、
休職等で給与支給がない場合や教職員以外の方についてのみご記入ください。
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提出日
（元号での
記載も可）

校長記名

担当者記名

「振込先」
は、休職等で給与支給がない場合や教職員以外の方についてのみご記入ください。
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４

生命保険等

●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。
１

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 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

法人営業開発部

0120－160－173

富 国 生 命 保 険 相 互 会 社

お客さまセンター

0120－259－817

２

利用手続
団体扱いにしたい場合は、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。保険料は
毎月の給与から控除されます。

３

その他
⑴ 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。個人扱いの場合の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、保険会社に手続きをし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。
⑵ 年末調整（生命保険料控除）については、
「教職員庶務事務システム」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です。
（保険会社
から生命保険料控除証明書（はがき）は送付されません。
）
⑶ 年度途中に互助会を退会する場合は互助会に、住所や氏名を変更した場合は保険会社
にご連絡ください。
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●生活年金共済
互助会の会員又は配偶者に万一の不幸（死亡・高度障害・障害年金１級）があった場合に
死亡・高度障害・障害保険金を、障害年金１級、２級の場合に障害初期給付金を、ご遺族または
本人が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。
契約保険会社
契約会社名
明治安田生命保険相互会社

公法人第五部

電
法人営業第一部

話

045−253−3431

【任意加入部分について】
1 加入対象区分
横浜市立学校教職員互助会会員すべての方（80歳まで）
とその配偶者の方（70歳まで）が加入
できます。ただし、任期付職員及び臨時的任用職員の方は対象外です。
2 申込手続
９月に配付する互助会ニュースでお知らせします。
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。この期間に手続きを行わないと、翌年度まで加入等はできません
のでご注意ください。
3 その他
⑴ 保険期間途中の加入・脱退・増減額はできません。
⑵

保険料は、年齢・性別にかかわらず一律で、毎年加入者数により算出します。第37回（保険
期間：令和3年2月1日〜令和4年1月31日）の正規月額保険料は、1口1,101円（死亡・
高度障害保険金300万円）
です。障害保険金・障害初期給付金の対象外となる場合は１口990円
（死亡・高度障害保険金300万円）です。

⑶

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。

⑷ 第36回の配当金の実績は、約20.655％の還付でした。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。
⑸

第37回の配当金は、令和４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。
⑹ 次の場合は、互助会にご連絡ください。
ア 保険金・給付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又は障害年金
１級・２級のとき）
イ 保険金受取人を変更するとき
ウ 改姓したとき
エ

年度途中で互助会を退会するとき

⑺

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ので、
生命保険料控除証明書の添付は不要です。
（保険会社から生命保険料控除証明書（はがき）
は送付されません。）
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⑻

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、生活年金共済は
自動的に継続加入となりますので手続きは不要です。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、退職時に自動的に脱退となります。

【全員加入部分について】
1

加入資格

横浜市立学校教職員互助会会員すべての方（80歳まで）
で申込書記載の告知内容に該当する
（※）本人です（ただし、加入に同意しない方は除きます。）。任意加入部分同様、任期付職員及び
臨時的任用職員の方は対象外です。
【告知内容】

⑴

現在の就業状態が告知日現在、病気やけがで休職・休業中ではなく、かつ、病気
により就業を制限されていないこと。
（注）「就業を制限」とは、勤務に制限を加える必要のあるもので、勤務先または
医師等により労働時間の短縮、出張の制限、時間外労働の制限、労働負荷の
制限などを指示されている場合をいいます。
⑵ 告知日より起算して過去12か月以内に、< 別表 > に記載の病気により連続して14日
以上の入院をしていないこと。
< 別表 >
がん、肉腫、悪性腫瘍、白血病、脳出血、脳こうそく、
くも膜下出血、てんかん、狭心症、
心筋梗塞、心臓弁膜症、先天性心臓病、心筋症、不整脈、高血圧症、
胃かいよう、十二指腸
かいよう、
肝炎、
肝硬変、
腎炎、
ネフローゼ、
腎不全、
子宮筋腫、
糖尿病
※告 知していただいた内容が事実と相違していた場合、保険金・給付金をお支払い
できない場合があります。

【告知の対象とならない事項】

●医師による治療として処方されたものではなく健康増進のための市販のビタミン剤の服用
●歯科医師による虫歯の治療 ●手術により完治した急性虫垂炎 ●完治後のかぜ ●色覚異常
●現在治療を受けていない花粉症・水虫 ●妊娠中および分娩後で定期健診のみの受診
2

申込手続
申込書の提出は不要で、加入資格を有する会員を毎月自動加入します。加入の際、加入を望まれ

ない方以外については加入者として加入に必要な情報（学校名、会員番号、氏名、性別、生年月日）
を明治安田生命保険相互会社に提供いたしますのでご承知おきください。
なお、加入に必要な情報
の提供を望まない方あるいは上記記載の告知内容に該当されない方は互助会までご連絡ください。
（詳しくは互助会ホームページをご覧ください。）
3

その他
⑴ 保険料は互助会が全額支払います。
（会員の負担はありません。
）
⑵ 死亡・高度障害保険金は一律30万円です。
⑶ 会員の方への配当金の還付はありません。
⑷ 保険金・給付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又は障害年金
１級・２級のとき）は互助会までご連絡をお願いします。
⑸ 死亡保険金受取人は、本人の配偶者、子（子が死亡している場合には、その直系卑属）、
父母、祖父母、兄弟姉妹の順位の者。高度障害保険金受取人は会員本人となります。
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●

 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）
リ
）
―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、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。
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。
今後の環境変化等により取扱内容（販売休止を含む）が変更となる可能性があります。

１

契約保険会社
契

約

会

社

名

電

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

２

話

045−253−3431
受付時間9：00〜17：00
（除土日・祝日）

申込手続
定年退職予定の方には、９月中旬に、生活年金共済の案内と一緒に案内文を送付します。
手続きを希望される方は加入者と保険会社の直接契約になりますので、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。
⑴ 制度内容等詳細については、９月中にお配りする互助会ニュース及びパンフレットを
ご覧ください。
⑵ 年齢は保険年齢です。
⑶ 障害保険金、障害初期給付金は64歳までの本人のみ保障の対象となります。
⑷ 障害保険金、障害初期給付金は保険期間中に公的障害年金の受給権を取得した場合に
保障の対象となります。（リレー定期保険を脱退後に受給権を取得してもお支払いでき
ません。）
⑸ 死亡保険金、高度障害保険金、障害保険金は重複して支払われません。
⑹ 障害保険金が支払われた場合は、この保険は脱退となります。
⑺ 障害初期給付金のお支払いは１回限りです。
⑻ 高度障害保険金をお支払いし、脱退となった後に公的障害年金の受給権を取得しても
障害初期給付金は支払われません。
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５

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。
※１ 市外指定ホテルのうち３施設は、補助券の使用はできません。
※２ 優待券をホームページからダウンロードしてください。

補助券等が使用できる施設
営業種目

地

区

遊覧飛行

店舗名・施設名

横浜スカイクルーズ

新横浜

横浜駅周辺

飲食店

永年勤続会員
旅行補助券

退職優待者証
による割引

23

〇

〇

24

〇

〇

（新横浜グレイスホテル B1F）日本料理ぎん

24

〇

〇

（新横浜プリンスホテル ２Ｆ）ブッフェレストラン ケッヘル

24

〇

（新横浜プリンスホテル 40Ｆ）日本料理 羽衣

24

〇

（新横浜プリンスホテル 41Ｆ）トップオブヨコハマ 鉄板焼＆ダイニング

24

〇

（新横浜プリンスホテル４２Ｆ） トップオブヨコハマ バーラウンジ＆バンケット

24

〇

（新横浜国際ホテル マナーハウス １Ｆ）コンカフェ

24

〇

髙島屋横浜店店内飲食店

24

〇

横浜 星のなる木

25

〇

〇

クルーズ・クルーズ YOKOHAMA

25

リオグランデグリル横浜ベイクオーター

〇

25

〇

（横浜ベイシェラトンホテル＆タワーズ ２Ｆ）シーウインド

25

〇

（横浜ベイシェラトンホテル＆タワーズ 2F）コンパス

25

〇

（横浜ベイシェラトンホテル＆タワーズ 3F）ベイ・ウエスト

25

〇

（横浜ベイシェラトンホテル＆タワーズ 3F）彩龍

25

〇

（横浜ベイシェラトンホテル＆タワーズ 7F）プライベートファンクションルーム

25

〇

（横浜ベイシェラトンホテル＆タワーズ 8F）木の花

25

〇

（横浜ベイシェラトンホテル＆タワーズ 28F）さがみ

25

〇

（横浜ベイシェラトンホテル＆タワーズ 28F）ベイ･ビュー

25

〇

（ＨＯＴＥＬ ＴＨＥ ＫNOT ＹＯＫＯＨＡＭＡ １Ｆ）ＰＡＮＷＯＫ

26

〇

〇

（HOTEL PLUMM B1F）Canton Lounge

26

〇

〇

（HOTEL PLUMM １F）tobago café&bar

26

〇

（横浜東急 REIホテル 9F）ビストロチャイナ「ENCORE」

26

〇

（ナビオス横浜 １F）レストラン オーシャン

26

〇

（横浜ベイホテル東急 1F）大志満

26

〇

（横浜ベイホテル東急 2F）ジャックス

26

〇

（横浜ベイホテル東急 2F）ソマーハウス

26

〇

（横浜ベイホテル東急 2F）カフェトスカ

26

〇

（横浜ベイホテル東急 3F）トゥーランドット 游仙境

26

〇

（横浜ベイホテル東急 3F）クイーン・アリス

26

〇

26

〇

〇

（ヨコハマ グランド インターコンチネンタル ホテル）ぷかり桟橋 ピア 21

27

〇

〇

（ヨコハマ グランド インターコンチネンタル ホテル 1F）オーシャンテラス

27

〇

〇

（ヨコハマ グランド インターコンチネンタル ホテル 2F）ラヴェラ

27

〇

〇

（ヨコハマ グランド インターコンチネンタル ホテル 2F）アジュール

27

〇

〇

（ヨコハマ グランド インターコンチネンタル ホテル 4F）なだ万

27

〇

〇

（ヨコハマ グランド インターコンチネンタル ホテル 31F）驊騮（かりゅう）

27

〇

〇

（横浜ロイヤルパークホテル2F）メインバー「ロイヤルアスコット」

27

〇

〇

（横浜ロイヤルパークホテル 1F）ケーキショップ「コフレ」

27

〇

〇

（横浜ロイヤルパークホテル B1F）レストラン＆バンケット「フローラ」

27

〇

〇

（横浜ロイヤルパークホテル B1F）鉄板焼「よこはま」

27

〇

〇

（横浜ロイヤルパークホテル 68F）中国料理「皇苑」

27

〇

〇

（横浜ロイヤルパークホテル 68F）フレンチレストラン「ル シエール」

28

〇

〇

（横浜ロイヤルパークホテル 68F）日本料理「四季亭」

28

〇

〇

（横浜ロイヤルパークホテル 70F）スカイラウンジ「シリウス」

28

〇

〇

28

〇

〇

（横浜桜木町ワシントンホテル 2F）ダイニング&バーベイサイド

28

〇

（ニューオータニイン横浜プレミアム ３F）The Sea

28

〇

〇

28

〇

〇

28

〇

イタリアンダイニング カリーナ

28

〇

〇

貸切パーティー フェスタ・カリーナ

28

〇

〇

東天紅 横浜桜木町ワシントンホテル店

LEONE MARCIANO（レオーネマルチアーノ）
（横浜伊勢佐木町ワシントンホテル 5F）アクアマリン
関内

リフレッシュ
補助券

（新横浜グレイスホテル 1F）ティーラウンジパレグレイス

レストラン DANZERO

桜木町・
みなとみらい

掲載
ページ

18

2005245_市立学校教職員互助会令和3年度�イ�_本文.indd 18

〇
〇

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

2021/03/26 15:42

営業種目

地

区

店舗名・施設名

仏蘭西料亭 横浜元町 霧笛楼

飲食店

その他横浜

その他神奈川

横浜市内

三浦・横須賀

箱根・湯河原

日帰り入浴施設

その他神奈川
伊豆

万葉の湯

その他関東

旅行社

リフレッシュ
補助券

永年勤続会員
旅行補助券

退職優待者証
による割引

28

〇

（ローズホテル横浜１Ｆ）重慶飯店新館

28

〇

（ローズホテル横浜 1F）ブラスリーミリーラ・フォーレ

29

〇

29

〇

〇

International cuisine subzero(インターナショナルキュイジーヌ サブゼロ)

29

〇

〇

アルテリーベ横浜本店

29

〇

〇

（ホテルニューグランド 本館１Ｆ）ロビーラウンジ「ラ・テラス」

29

〇

〇

（ホテルニューグランド 本館１Ｆ）コーヒーハウス「ザ・カフェ」

29

〇

〇

（ホテルニューグランド 本館１Ｆ）バー「シーガーディアンII」

29

〇

〇

（ホテルニューグランド 本館１F）イタリアンレストラン「イル・ジャルディーノ」

29

〇

〇

（ホテルニューグランド タワー館５F）パノラミックレストラン「ル・ノルマンディ」

29

〇

〇

英一番館

29

〇

〇

ロイヤルウイング

29

〇

〇

中華街 揚州飯店 本店

29

〇

〇

中華街 聘珍樓 横浜本店

30

〇

〇

中華街 桂宮

30

〇

〇

中華街 謝朋酒樓

30

〇

〇

中華街 四五六菜館別館

30

〇

〇

中華街 四五六菜館新館

30

〇

〇

中華街 四五六菜館本館

30

〇

〇

中華街 重慶飯店本館

30

〇

あざみ野うかい亭

北欧料理 レストラン

元町・
山下公園周辺

掲載
ページ

スカンディヤ

〇

30

〇

（横浜テクノタワーホテル 1F）カフェ＆マーケット コア

30

〇

〇

（横浜テクノタワーホテル 2F）リューバンカフェ

30

〇

（横浜テクノタワーホテル 18F）八景

30

〇

横浜うかい亭

30

〇

〇

とうふ屋うかい 鷺沼店

30

〇

〇

ファンタジーサウナ＆スパ おふろの国

31

〇

〇

RAKU SPA 鶴見

31

〇

〇

極楽湯 横浜芹が谷店

31

〇

〇

横浜天然温泉「ＳＰＡＥＡＳ」

31

〇

〇

おふろの王様 港南台店

31

〇

マホロバマインズ三浦

31

〇

〇

観音崎京急ホテル SPASSO

32

〇

〇

天成園

32

〇

〇

箱根 花紋

32

〇

〇

箱根 湯寮

32

〇

〇

ニューウェルシティ湯河原

32

〇

〇

おふろの王様 高座渋谷駅前店

32

〇

〇

野天湯元 湯快爽快 ちがさき

32

〇

〇

江の島アイランドスパ

32

〇

〇

伊豆長岡温泉 ニュー八景園

33

〇

〇

クアハウス石橋旅館

33

〇

〇

横浜みなとみらい万葉倶楽部

33

〇

東京・湯河原温泉 万葉の湯

33

〇

はだの・湯河原温泉 万葉の湯

33

〇

小田原お堀端 万葉の湯

33

〇

沼津・湯河原温泉 万葉の湯（沼津館）

33

〇

タイムズ スパ・レスタ

33

〇

〇

天然温泉 ロテン・ガーデン

33

〇

〇

豊島園 庭の湯

33

〇

農協観光神奈川支店

34

〇

〇

〇

アスコットトラベル

34

〇

〇

〇

エイチ・アイ・エス

34

〇

〇

〇

近畿日本ツーリスト

36

〇

〇

〇

ジェイアール東海ツアーズ

37

〇

〇

〇

ＪＴＢ

37

〇

〇

〇

大和観光

39

〇

〇

〇

旅コレクション

39

〇

〇

〇

東日観光

39

〇

〇

〇

東武トップツアーズ

39

〇

〇

〇

とらべるわん

39

〇

〇

〇

ドリーム観光

39

〇

〇

〇

日新航空サービス

39

〇

〇

〇

日本旅行

39

〇

〇

〇

ハマツーリスト企画

40

〇

〇

〇

〇
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リフレッシュ
補助券

永年勤続会員
旅行補助券

退職優待者証
による割引

富士急トラベル

40

〇

〇

〇

富士バス観光

40

〇

〇

〇

名鉄観光サービス

40

〇

〇

〇

横浜エアーアンドシーサービス

40

〇

〇

〇

横浜トラベルサービス

40

〇

〇

〇

臨港コミュニティ

40

〇

〇

〇

新横浜グレイスホテル

41

〇

〇

新横浜国際ホテル

41

〇

〇

新横浜プリンスホテル

41

〇

〇

HOTEL PLUMM

41

〇

〇

HOTEL KNOT THE YOKOHAMA

41

〇

〇

横浜ベイシェラトンホテル＆タワーズ

41

〇

〇

横浜東急 REIホテル

41

〇

〇

ナビオス横浜

42

〇

横浜ロイヤルパークホテル

42

〇

〇

横浜ベイホテル東急

42

〇

〇

横浜桜木町ワシントンホテル

42

〇

〇

ヨコハマ グランド インターコンチネンタル ホテル

42

〇

〇

ニューオータニイン横浜プレミアム

42

〇

〇

関内

横浜伊勢佐木町ワシントンホテル

42

〇

〇

元町・
山下公園周辺

ローズホテル横浜

42

〇

〇

ホテルニューグランド

43

〇

〇

その他横浜

横浜テクノタワーホテル

43

〇

〇

ホテル京急油壺観潮荘

43

〇

〇

マホロバマインズ三浦

43

〇

〇

佐島マリーナホテル

43

〇

〇

観音崎京急ホテル

43

〇

〇

メルキュールホテル横須賀

43

〇

〇

ススキの原一の湯（一の湯グループ）

43

〇

〇

青巒荘

44

〇

〇

ニューウェルシティ湯河原

44

〇

〇

大箱根一の湯（一の湯グループ）

44

〇

〇

箱根ハイランドホテル

44

〇

〇

品の木一の湯（一の湯グループ）

44

〇

〇

箱根ホテル

44

〇

〇

姥子温泉芦ノ湖一の湯（一の湯グループ）

44

〇

〇

箱根パークス吉野

44

〇

〇

山のホテル

44

〇

〇

箱根 ゆとわ

45

〇

〇

ホテル花月園

45

〇

〇

天成園

45

〇

〇

箱根 花紋

45

〇

〇

ホテルはつはな

45

〇

〇

湯本富士屋ホテル

45

〇

〇

一の湯新館（一の湯グループ）

45

〇

〇

一の湯本館（一の湯グループ）

45

〇

〇

塔ノ沢キャトルセゾン（一の湯グループ）

45

〇

〇

富士屋ホテル

45

〇

〇

山荘なぎさ

46

〇

〇

潮騒と磯料理の宿 美浜レステル

46

〇

〇

ニュー八景園

46

〇

〇

クアハウス石橋旅館

46

〇

〇

伊豆北川温泉 つるや吉祥亭

46

〇

〇

堂ヶ島温泉ホテル

46

〇

〇

伊豆長岡温泉京急ホテル

46

〇

〇

国民宿舎サンライズ九十九里

46

〇
〇

営業種目

地

区

旅行社

新横浜
市内指定ホテル
横浜駅周辺

桜木町・
みなとみらい

三浦・横須賀

箱根・湯河原
市外指定ホテル

その他神奈川

伊豆

その他関東

山梨

信越

店舗名・施設名

内浦山県民の森 森の宿せせらぎ

46

ペンションてんとう虫

46

〇

〇

水上高原ホテル２００

47

〇

〇

奥日光高原ホテル

47

〇

〇

フルーツパーク富士屋ホテル

47

〇

〇

富士ビューホテル

47

〇

〇

キッズペンションめーぷる

47

〇

〇

白樺湖ロイヤルホテル

47

〇

〇

白馬五竜 ペンション くるみ

47

〇

〇

六日町温泉龍氣

47

〇

〇
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営業種目

地

区

信越

関西
山陽
東北
その他

市外指定ホテル

星野リゾート

会員証割引のみの
ホテル

会員制リゾート

その他

東急ハーヴェスト
クラブ

店舗名・施設名

掲載
ページ

リフレッシュ
補助券

永年勤続会員
旅行補助券

退職優待者証
による割引

ホテル八峯苑鹿の湯

47

〇

〇

ホテル志賀サンバレー

47

〇

〇

安曇野蝶ケ岳温泉ほりでーゆ〜 四季の郷

48

〇

〇

野沢温泉旅館ホテル事業協同組合

48

〇

〇

ＪＯＥＴＳＵ見晴館

48

〇

〇

ＩＮＦ
ＩＮＩ
ＴＯ ＨＯＴＥＬ＆ＳＰＡ

48

〇

湯処むろべ（和歌山県教育互助会）

48

〇

安芸グランドホテル＆ＳＰＡ

48

〇

〇

五感の湯つるや

48

〇

〇

会津アストリアホテル・会津高原ホテル

48

〇

〇

ダイワロイネットホテルズ

48

〇

星野リゾート OMO7 旭川

48

〇

〇

〇

星野リゾート リゾナーレトマム

49

〇

〇

〇

星野リゾート トマム ザ・タワー

49

〇

〇

〇

星野リゾート 青森屋

49

〇

〇

〇

星野リゾート 奥入瀬渓流ホテル

49

〇

〇

〇

星野リゾート 界 津軽

49

〇

〇

〇

星野リゾート 磐梯山温泉ホテル

49

〇

〇

〇

星野リゾート 界 加賀

49

〇

〇

〇

星野リゾート ＢＥＢ５ 軽井沢

49

〇

〇

〇

星野リゾート 界 松本

49

〇

〇

〇

星野リゾート 界 アルプス

50

〇

〇

〇

星野リゾート リゾナーレ八ヶ岳

50

〇

〇

〇

星野リゾート OMO5 東京大塚

50

〇

〇

〇

星野リゾート リゾナーレ那須

50

〇

〇

〇

星野リゾート OMO３ 東京川崎

50

〇

〇

〇

星野リゾート 界 川治

50

〇

〇

〇

星野リゾート 界 鬼怒川

50

〇

〇

〇

星野リゾート 界 日光

50

〇

〇

〇

星野リゾート ＢＥＢ５ 土浦

50

〇

〇

〇

星野リゾート 界 箱根

51

〇

〇

〇

星野リゾート 界 仙石原

51

〇

〇

〇

星野リゾート リゾナーレ熱海

51

〇

〇

〇

星野リゾート 界 伊東

51

〇

〇

〇

星野リゾート 界 アンジン

51

〇

〇

〇

星野リゾート 界 遠州

51

〇

〇

〇

星野リゾート 界 長門

51

〇

〇

〇

星野リゾート 界 出雲

51

〇

〇

〇

星野リゾート 界 阿蘇

51

〇

〇

〇

季一遊（伊豆 / 下田）

52

〇

ホテルヴィレッジ( 群馬 / 草津）

52

〇

ロッジ花月園（山梨 / 山中湖）

52

東急ハーヴェストクラブ 山中湖マウント富士

54

〇

〇

東急ハーヴェストクラブ 箱根明神平

54

〇

〇

東急ハーヴェストクラブ 蓼科リゾート

54

〇

〇

東急ハーヴェストクラブ 裏磐梯グランデコ

54

〇

〇

東急ハーヴェストクラブ スキージャム勝山

54

〇

〇

東急ハーヴェストクラブ 箱根甲子園

54

〇

〇

東急ハーヴェストクラブ VＩ
ＡＬＡ箱根翡翠

54

〇

〇

東急ハーヴェストクラブ 熱海伊豆山

54

〇

〇

東急ハーヴェストクラブ Ｖ
Ｉ
ＡＬＡ annex 熱海伊豆山

54

〇

〇

東急ハーヴェストクラブ 天城高原

54

〇

〇

東急ハーヴェストクラブ 浜名湖

55

〇

〇

東急ハーヴェストクラブ 勝浦

55

〇

〇

東急ハーヴェストクラブ 那須

55

〇

〇

東急ハーヴェストクラブ 那須 Retreat

55

〇

〇

東急ハーヴェストクラブ 軽井沢

55

〇

〇

東急ハーヴェストクラブ Ｖ
Ｉ
ＡＬＡ annex 軽井沢

55

〇

〇

東急ハーヴェストクラブ 京都鷹峯

55

〇

〇

東急ハーヴェストクラブ Ｖ
Ｉ
ＡＬＡ annex 京都鷹峯

55

〇

〇

58

〇

〇

58

〇

〇

58

〇

〇

ダスキン
家事代行・
株式会社ニチイ学館
ハウスクリーニング （ニチイライフ 〜ニチイの家事・育児・自費介護サービス〜）
ブレス

〇
〇

〇

〇
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会員証による割引優待施設（補助券は使用できません）
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

地

区

掲載
ページ

リフレッシュ
補助券

永年勤続会員
旅行補助券

退職優待者証
による割引

百貨店

髙島屋

59

〇

印章

香蘭堂

59

〇

内田時計店

60

〇

京セラ クレサンベール銀座店

60

〇

オグラ眼鏡店

60

〇

金明堂

60

〇

メガネスーパー

60

〇

三善堂

61

〇

一条工務店

61

〇

UR 賃貸住宅

62

〇

神奈川営繕センター建設

62

〇

大和ハウス工業 横浜支社 住宅事業部

62

〇

横浜テクノ建設

62

〇

ウスイホーム

62

〇

京急不動産

62

〇

みずほ不動産販売

62

〇

三井不動産レジデンシャル

62

時計・貴金属
メガネ・
コンタクトレンズ
仏壇

住宅

不動産

浅岡装飾

62

〇

ウスイ住装

62

〇

小尾表具内装店

62

〇

家具インテリア

ルームズ大正堂

63

〇

自動車

Honda Cars 横浜北

63

〇

トヨタレンタリース横浜

63

〇

高栄企業（レンタカー）

63

〇

ツヴァイ

63

〇

日本官婚推進協会

63

メモワール Ｓｏｃ
ｉ
ａ21（ソシア21）

63

〇

モンテファーレ

63

〇

ロイヤルホールヨコハマ

64

〇

ニュースパーク（日本新聞博物館）

64

リフォーム

レンタカー
結婚情報

指定店

店舗名・施設名

結婚式場

文化施設

葬儀店

神奈川県立音楽堂

64

〇

KAAT 神奈川芸術劇場

64

〇

神奈川県民ホール

64

〇

横浜にぎわい座

64

みなと典礼サービス

65

〇

友善社

65

〇

本牧葬儀社

65

〇

式典船山博善社

65

〇

セレモマイホール

65

〇

メモワール memoire

65

〇

清水康益社

65

〇

テンレイ斎場メゾン

65

〇

板橋

65

〇

星陵葬儀社

65

〇

ファミリー・ホール

66

〇

杉浦本店

66

〇

横浜セレモ

66

〇

菊名葬儀社

66

〇

ときわ祭典

66

〇

サギヌマ祭典

66

〇

緑葬儀社

66

〇

白光社すみれ葬祭

66

〇

川崎葬儀社

67

〇

平都葬祭

67

〇

中央祭典

67

〇

船越葬儀社大野屋

67

〇
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６

補助券が使用できる施設

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7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
イ
ウ

補助券の使用 リフレッシュ補助券が使用できます。
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。
精算方法 直接申込先に確認してください。

業者名 / 電話

横浜スカイクルーズ

（シティアクセス）
https://www.skycruise.jp
045-223-1155 （12：00~20：00：月曜
または連休日の翌日は定休）

所在地 / 交通

優待料金及び利用方法

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」下車

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：9,900円⇒7,700円（税込み）
フライト日：金・土・日及び祝日
利用方法：
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。
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（２）飲食店
ア
イ
ウ

補助券の使用 リフレッシュ補助券が使用できます。
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。
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。

施設名/ホームページ

新横浜

（新横浜グレイスホテル 1F）
ティーラウンジパレグレイス

横浜市港北区新横浜3-6-16
045-474-5112
「新横浜駅」下車徒歩２分

飲食料金の５％OFF

新横浜

（新横浜グレイスホテル B1F）
日本料理ぎん

横浜市港北区新横浜3-6-15
045-474-5111
「新横浜駅」下車徒歩２分

飲食料金の５％OFF

新横浜

（新横浜プリンスホテル ２Ｆ）
ブッフェレストラン ケッヘル

横浜市港北区新横浜3-4
045-471-1111
「新横浜駅」下車徒歩２分

割引料金はありません

横浜市港北区新横浜3-4
045-471-1111
「新横浜駅」下車徒歩２分

割引料金はありません

横浜市港北区新横浜3-4
045-471-1111
「新横浜駅」下車徒歩２分

割引料金はありません

横浜市港北区新横浜3-4
045-471-1111
「新横浜駅」下車徒歩２分

割引料金はありません

横浜市港北区新横浜3-6-16
045-474-5112
「新横浜駅」下車徒歩３分

割引料金はありません

横浜市西区南幸１-６-３１
045-223-1155
「横浜駅」下車。西口より徒歩1分

割引優待はありません。

新横浜

https://gracehotel.jp/restaurant/
palaisgrace.php

https://gracehotel.jp/restaurant/
gin.php

https://www.princehotels.co.jp/
shinyokohama/restaurant/kochel/

（新横浜プリンスホテル 40Ｆ）
日本料理 羽衣
https://www.princehotels.co.jp/
shinyokohama/restaurant/
hagoromo/

新横浜

（新横浜プリンスホテル 41Ｆ）
トップオブヨコハマ
鉄板焼＆ダイニング

新横浜

（新横浜プリンスホテル 42Ｆ）
トップオブヨコハマ
バーラウンジ＆バンケット

新横浜

横浜駅周辺

https://www.princehotels.co.jp/
shinyokohama/restaurant/top_
dining/

https://www.princehotels.co.jp/
shinyokohama/restaurant/top_
dining/

（新横浜国際ホテル マナーハウス １Ｆ）
コンカフェ
http://kokusai-hotels.com/
shinyokohamakokusai/restaurant/
concaffe/index.html

髙島屋横浜店店内飲食店

https://www.takashimaya.co.jp/
yokohama/rose_dining/index.html

住所/電話番号/交通

会員証・退職優待者証の提示
による割引料金

地区

24

2005245_市立学校教職員互助会令和3年度�イ�_本文.indd 24

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

2021/03/26 15:42

地区
横浜駅周辺

施設名/ホームページ

横浜

星のなる木

http://ginza-cruise.jpn.org/
y-hoshinonaruki/

横浜駅周辺

クルーズ・クルーズ
YOKOHAMA

横浜駅周辺

リオグランデグリル横浜
ベイクオーター

横浜駅周辺

横浜駅周辺

横浜駅周辺

横浜駅周辺

横浜駅周辺

横浜駅周辺

横浜駅周辺

横浜駅周辺

http://ginza-cruise.jpn.org/
yokohama/

http://riogrande.createrestaurants.
com/jp/yokohama/index.html

（横浜ベイシェラトンホテル＆タワーズ ２Ｆ）
シーウインド
https://www.yokohamabaysheraton.co.jp/restaurant_bar/
seawind/

（横浜ベイシェラトンホテル＆タワーズ 2F）
コンパス
https://www.yokohamabaysheraton.co.jp/restaurant_bar/
compass/

（横浜ベイシェラトンホテル＆タワーズ 3F）
ベイ・ウエスト
https://www.yokohamabaysheraton.co.jp/restaurant_bar/
baywest/

（横浜ベイシェラトンホテル＆タワーズ 3F）
彩龍
https://www.yokohamabaysheraton.co.jp/restaurant_bar/
sairyu/

（横浜ベイシェラトンホテル＆タワーズ 7F）
プライベートファンクションルーム
https://www.yokohamabaysheraton.co.jp/restaurant_bar/
functionroom/

（横浜ベイシェラトンホテル＆タワーズ 8F）
木の花
https://www.yokohamabaysheraton.co.jp/restaurant_bar/
konohana/

（横浜ベイシェラトンホテル＆タワーズ 28F）
さがみ
https://www.yokohamabaysheraton.co.jp/restaurant_bar/
sagami/

住所/電話番号/交通
横浜市西区高島２-１９-１２ スカイビル２８階
045-440-1313
「横浜駅」徒歩３分
横浜市西区高島2-19-12 スカイビル27階
045-450-2111
「横浜駅」東口徒歩３分
横浜市神奈川区金港町1-10 横浜ベイク
オーター３階
045-440-0070
横浜駅きた東口からベイクォーターウォーク徒
歩3分

会員証・退職優待者証の提示
による割引料金
飲食代の１０％OFF
（土日祝及びランチタイムを除く）
※ 現金支払いのみ可
飲食代金１０％OFF
※ 現金支払いのみ クレジットカード支
払不可

１ドリンクサービス
※ その他割引券等併用不可

横浜市西区北幸1-3-23
045-411-1111
「横浜駅」下車西口徒歩１分

割引料金はありません

横浜市西区北幸1-3-23
045-411-1111
「横浜駅」下車西口徒歩１分

割引料金はありません

横浜市西区北幸1-3-23
045-411-1111
「横浜駅」下車西口徒歩１分

割引料金はありません

横浜市西区北幸1-3-23
045-411-1111
「横浜駅」下車西口徒歩１分

個室使用料

横浜市西区北幸1-3-23
045-411-1111
「横浜駅」下車西口徒歩１分

割引料金はありません

横浜市西区北幸1-3-23
045-411-1111
「横浜駅」下車西口徒歩１分

個室使用料

横浜市西区北幸1-3-23
045-411-1111
「横浜駅」下車西口徒歩１分

割引料金はありません

（横浜ベイシェラトンホテル＆タワーズ 28F）
ベイ･ビュー

横浜市西区北幸1-3-23
045-411-1111
https://www.yokohamabay「横浜駅」下車西口徒歩１分
sheraton.co.jp/restaurant_bar/bay_
view_french/

50％OFF
（食事及び宴会）

50％OFF
（食事及び宴会）

割引料金はありません
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地区

施設名/ホームページ

横浜駅周辺

（ＨＯＴＥＬ ＴＨＥ ＫNOT ＹＯＫＯＨＡＭＡ １Ｆ）
ＰＡＮＷＯＫ
http://panwok.jp/

住所/電話番号/交通
横浜市西区南幸2-16-28
045-311-1311
「横浜駅」下車徒歩５分

会員証・退職優待者証の提示
による割引料金
割引料金はありません

横浜駅周辺

（HOTEL PLUMM B1F）
Canton Lounge

ディナーコース 10％ＯＦF

横浜駅周辺

（HOTEL PLUMM １F）
横浜市西区北幸２-９-１
tobago café&bar
045-314-3111

割引料金はありません。

桜木町・
みなとみらい

桜木町・
みなとみらい

桜木町・
みなとみらい

桜木町・
みなとみらい

桜木町・
みなとみらい

桜木町・
みなとみらい

桜木町・
みなとみらい

桜木町・
みなとみらい

桜木町・
みなとみらい

http://www.hotel-plumm.jp/
restaurant/china.html

http://www.hotel-plumm.jp/
tobago/

横浜市西区北幸２-９-１
045-314-3111
「横浜駅」下車徒歩5分

「横浜駅」下車徒歩５分

（横浜東急REIホテル ９F）
横浜市西区みなとみらい4-3-6
ビストロチャイナ
045-663-0138
「ENCORE」
みなとみらい線「新高島駅」下車徒歩2分

割引料金はありません

https://www.tokyuhotels.co.jp/
yokohama-r/restaurant/index.html

（ナビオス横浜 １F）
レストラン オーシャン

https://www.navios-yokohama.
com/category02/

（横浜ベイホテル東急 1F）
大志満
https://ybht.co.jp/restaurant/
oshima.php

（横浜ベイホテル東急 2F）
ジャックス
https://ybht.co.jp/restaurant/
jacks.php

（横浜ベイホテル東急 2F）
ソマーハウス
https://ybht.co.jp/restaurant/
somerhouse.php

（横浜ベイホテル東急 2F）
カフェトスカ
https://ybht.co.jp/restaurant/cafe_
tosca.php

（横浜ベイホテル東急 3F）
トゥーランドット 游仙境
https://ybht.co.jp/restaurant/
turandot.php

（横浜ベイホテル東急 3F）
クイーン・アリス
https://ybht.co.jp/restaurant/

レストラン DANZERO
http://danzero.net/

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

割引料金はありません。
リフレッシュ補助券をディナータイム
（17：
00～21：00）
に限り使用できます。

横浜市西区みなとみらい2-3-7
045-682-2222
みなとみらい線「みなとみらい駅」下車徒歩１分

割引料金はありません

横浜市西区みなとみらい2-3-7
045-682-2222
みなとみらい線「みなとみらい駅」下車徒歩１分

割引料金はありません

横浜市西区みなとみらい2-3-7
045-682-2222
みなとみらい線「みなとみらい駅」下車徒歩１分

割引料金はありません

横浜市西区みなとみらい2-3-7
045-682-2222
みなとみらい線「みなとみらい駅」下車徒歩１分

割引料金はありません

横浜市西区みなとみらい2-3-7
045-682-2222
みなとみらい線「みなとみらい駅」下車徒歩１分

割引料金はありません

横浜市西区みなとみらい2-3-7
045-682-2222
みなとみらい線「みなとみらい駅」下車徒歩１分

割引料金はありません

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
045-633-3563
みなとみらい線「みなとみらい駅」下車
「桜木町駅」下車
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クレジット払いの場合
飲食代10%割引き、
は5％割引き
※ クリスマス期間など、各種イベント営業
日は割引対象外
※ 婚礼・二次会に関しては要相談

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

2021/03/26 15:42

地区

桜木町・
みなとみらい

施設名/ホームページ

（ヨコハマ グランド インターコンチネンタル ホテル）
ぷかり桟橋 ピア 21
https://www.interconti.co.jp/yokohama/
restaurant/restaurant/pier21/

桜木町・
みなとみらい

（ヨコハマ グランド インターコン
チネンタル ホテル 1F）
オーシャンテラス

桜木町・
みなとみらい

（ヨコハマ グランド インターコン
チネンタル ホテル 2F）
ラヴェラ

桜木町・
みなとみらい

（ヨコハマ グランド インターコン
チネンタル ホテル 2F）
アジュール

桜木町・
みなとみらい

（ヨコハマ グランド インターコン
チネンタル ホテル 4F）
なだ万

桜木町・
みなとみらい

（ヨコハマ グランド インターコン
チネンタル ホテル 31F）
驊騮
（かりゅう）

桜木町・
みなとみらい

桜木町・
みなとみらい

桜木町・
みなとみらい

桜木町・
みなとみらい

桜木町・
みなとみらい

https://www.interconti.co.jp/yokohama/
restaurant/restaurant/ocean_terrace/

https://www.interconti.co.jp/yokohama/
restaurant/restaurant/lavela/

https://www.interconti.co.jp/yokohama/
restaurant/restaurant/azur/

https://www.interconti.co.jp/yokohama/
restaurant/restaurant/nadaman/

https://www.interconti.co.jp/yokohama/
restaurant/restaurant/karyu/

住所/電話番号/交通

会員証・退職優待者証の提示
による割引料金

横浜市西区みなとみらい1-1-1
045-223-2222
みなとみらい線「みなとみらい駅」下車徒歩２分

10％ OFF

横浜市西区みなとみらい1-1-1
045-223-2222
みなとみらい線「みなとみらい駅」下車徒歩２分

10％ OFF

横浜市西区みなとみらい1-1-1
045-223-2222
みなとみらい線「みなとみらい駅」下車徒歩２分

10％ OFF

横浜市西区みなとみらい1-1-1
045-223-2222
みなとみらい線「みなとみらい駅」下車徒歩２分

10％ OFF
個室使用料金は50％ OFF

横浜市西区みなとみらい1-1-1
045-223-2222
みなとみらい線「みなとみらい駅」下車徒歩２分

10％ OFF

横浜市西区みなとみらい1-1-1
045-223-2222
みなとみらい線「みなとみらい駅」下車徒歩２分

10％ OFF
個室使用料金は50％ OFF

（横浜ロイヤルパークホテル 2F） 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）
メインバー「ロイヤルアスコット」 045-221-1111（代表番号）

料理飲物５%割引

（横浜ロイヤルパークホテル 1F） 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）
ケーキショップ「コフレ」
045-221-1111
（代表番号）

料理飲物５%割引

（横浜ロイヤルパークホテル B1F） 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）
レストラン＆バンケット「フローラ」 045-221-1111（代表番号）

料理飲物５%割引

（横浜ロイヤルパークホテル B1F） 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）
鉄板焼「よこはま」
045-221-1111
（代表番号）

料理飲物５%割引

（横浜ロイヤルパークホテル 68F） 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）
中国料理「皇苑」
045-221-1111
（代表番号）

料理飲物５%割引

https://www.yrph.com/
restaurants/ascot/index.html

https://www.yrph.com/
restaurants/coffret/index.html

https://www.yrph.com/
restaurants/flora/index.html

https://www.yrph.com/
restaurants/yokohama/index.html

https://www.yrph.com/
restaurants/kohen/index.html

「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

「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

「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

「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

「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
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地区

桜木町・
みなとみらい

桜木町・
みなとみらい

桜木町・
みなとみらい

桜木町・
みなとみらい

桜木町・
みなとみらい

桜木町・
みなとみらい

桜木町・
みなとみらい

関内

関内

施設名/ホームページ

住所/電話番号/交通

（横浜ロイヤルパークホテル 68F） 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）
フレンチレストラン「ル シエール」 045-221-1111（代表番号）

料理飲物５%割引

（横浜ロイヤルパークホテル 68F） 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）
日本料理「四季亭」
045-221-1111
（代表番号）

料理飲物５%割引

（横浜ロイヤルパークホテル 70F） 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）
スカイラウンジ
「シリウス」 045-221-1111（代表番号）

料理飲物５%割引

https://www.yrph.com/
restaurants/leciel/index.html

「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

https://www.yrph.com/
restaurants/shiki/index.html

「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

https://www.yrph.com/
restaurants/sirius/

東天紅
横浜桜木町ワシントンホテル店
http://www.totenko.co.jp/
restaurant/sakuragi/

「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

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）
045-681-1015
「桜木町駅」下車

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

横浜市中区桜木町1-101-1
045-683-3111
（代表番号）
（VIP予約専用）
045-243-7100
「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

割引料金はありません

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

飲食料金10％割引

（横浜桜木町ワシントンホテル 2F）
ダイニング&バーベイサイド
https://washington-hotels.
jp/yokohama/sakuragicho/
restaurant/shop/WH54.html

（ニューオータニイン横浜プレミアム ３F）
The Sea
http://www.newotani.co.jp/
innyokohama/restaurant/index.html

LEONE MARCIANO
（レオーネマルチアーノ）
http://leonemarciano.com/

（横浜伊勢佐木町ワシントンホテル 5F）
アクアマリン
https://washington-hotels.jp/
yokohama/isezakicho/restaurant/

イタリアンダイニング
カリーナ
http://www.e-carina.jp/

関内

貸切パーティー
フェスタ・カリーナ

https://www.f-carina.jp/

元町・
山下公園周辺

元町・
山下公園周辺

会員証・退職優待者証の提示
による割引料金

仏蘭西料亭
横浜元町 霧笛楼

https://www.mutekiro.com/

（ローズホテル横浜 １Ｆ）
重慶飯店新館
https://www.jukeihanten.com/
shinkan1f/

横浜市西区みなとみらい４丁目６－２
グランドセントラルタワー 1F
イタリアの焼き菓子「バーチ ディ ダー
045-232-4080
マ」
を1人一袋プレゼント
みなとみらい線『みなとみらい駅』1番出口徒歩2分
（ディナータイムのみ）
『桜木町駅』徒歩12分
横浜市営地下鉄『高島町駅』徒歩8分
横浜市中区長者町５-５３
045-243-7111
（代表番号）
（VIP予約専用）
045-243-7100
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

割引料金はありません

横浜市中区本町1-3綜通横浜ビルB1
045-650-3372
みなとみらい線「日本大通り駅」
１番出口徒歩1分

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％
OFF
パーティープラン５％OFF
※ 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。

直接施設に予約が必要
横浜市中区元浜町4-40関内小俣ビル2F･３F レストラン利用の場合、合計金額から5％
045-680-2128
OFF
みなとみらい線「馬車道駅」6番出口
パーティープラン５％OFF
※ クレジットカードでの支払い不可
横浜市中区元町2-96
045-681-2926
みなとみらい線「元町・中華街駅」下車
横浜市中区山下町77番地
045-681-6885
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
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飲食合計金額より10％割引
※ 割引プランとの併用は不可

割引料金はありません。

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

2021/03/26 15:42

地区

元町・
山下公園周辺

施設名/ホームページ

（ローズホテル横浜 1F）
ブラスリーミリーラ・フォーレ
http://www.rosehotelyokohama.
com/content/restaurant03

元町・
山下公園周辺

北欧料理 レストラン
スカンディヤ

元町・
山下公園周辺

International cuisine subzero
(インターナショナルキュイジーヌ サブゼロ)

元町・
山下公園周辺

元町・
山下公園周辺

元町・
山下公園周辺

元町・
山下公園周辺

http://www.scandia-yokohama.jp/

https://www.y-subzero.com/

アルテリーベ横浜本店

http://alteliebe.co.jp/yokohama/

（ホテルニューグランド 本館１Ｆ）
ロビーラウンジ
「ラ・テラス」
https://www.hotel-newgrand.co.jp/
la-terrasse/

（ホテルニューグランド 本館１Ｆ）
コーヒーハウス
「ザ・カフェ」
https://www.hotel-newgrand.co.jp/
the-cafe/

（ホテルニューグランド 本館１Ｆ）
バー
「シーガーディアンII」
https://www.hotel-newgrand.co.jp/
sea-guardian-2/

（ホテルニューグランド 本館１F）
イタリアンレストラン
元町・
山下公園周辺 「イル・
ジャルディーノ」
https://www.hotel-newgrand.co.jp/
il-giardino/

（ホテルニューグランド タワー館５F）
パノラミックレストラン
元町・
山下公園周辺 「ル・
ノルマンディ」
https://www.hotel-newgrand.co.jp/
le-normandie/

元町・
山下公園周辺

元町・
山下公園周辺

元町・
山下公園周辺

英一番館

https://www.eiichibankan.co.jp/

ロイヤルウイング

https://www.royalwing.co.jp/
cruise/

中華街

揚州飯店

本店

http://www.yoshuhanten.com/

住所/電話番号/交通
横浜市中区山下町77番地
045-681-2916
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

会員証・退職優待者証の提示
による割引料金
割引料金はありません。

横浜市中区海岸通１-１
045-201-2262
みなとみらい線「日本大通り駅」下車

飲食合計金額より10％割引
※ 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
※ 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。

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）
045-662-1099
みなとみらい線「日本大通り駅」下車

（クレジットカードでの
飲食代金10％割引
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

横浜市中区日本大通り11
横浜情報文化センター１F
045-222-3346
みなとみらい線「日本大通り駅」下車

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

横浜市中区山下町10番地
045-681-1841
みなとみらい線「元町中華街駅」1番出口より
徒歩１分

飲食料金の5％ OFF

横浜市中区山下町10番地
045-681-1841
みなとみらい線「元町中華街駅」1番出口より
徒歩１分

飲食料金の5％ OFF

横浜市中区山下町10番地
045-681-1841
みなとみらい線「元町中華街駅」1番出口より
徒歩１分

飲食料金の5％ OFF

横浜市中区山下町10番地
045-681-1841
みなとみらい線「元町中華街駅」1番出口より
徒歩１分

飲食料金の5％ OFF

横浜市中区山下町10番地
045-681-1841
みなとみらい線「元町中華街駅」1番出口より
徒歩１分

飲食料金の5％ OFF

横浜市中区山下町3-1 県民ホール6F
045-662-5446
みなとみらい線「日本大通り駅」下車
「関内駅」下車

レストラン・宴会の飲食
（料理・飲物）
の
10%OFF （ ランチ・企画商品は除く。現
金支払のみ）

（一般料金の3割引）
横浜市中区海岸通1-1-4
乗船料
※ 会員証提示1枚につき5名様まで有効
大さん橋国際客船ターミナル2F
045-662-6125（予約センター 10:00～19:00）
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）
・
みなとみらい線「日本大通り駅」下車
室料
（5割引）
「関内駅」下車
（横浜中華街内）
横浜市中区山下町164番地
045-651-5108
みなとみらい線「元町・中華街駅」下車
「石川町駅」下車

（税別、
サービス料別）
5％割引
飲食代金
※ 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
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地区

施設名/ホームページ

元町・
山下公園周辺

中華街 聘珍樓 横浜本店

元町・
山下公園周辺

元町・
山下公園周辺

元町・
山下公園周辺

元町・
山下公園周辺

元町・
山下公園周辺

元町・
山下公園周辺

その他
横浜

その他
横浜

その他
横浜

その他
横浜

http://www.heichin.com/

中華街

桂宮

http://chukagai-keikyu.jp/

中華街

謝朋酒樓

https://www.shahoshuro.com/

中華街

四五六菜館別館

https://www.456saikan.jp/

中華街

四五六菜館新館

https://www.456saikan.jp/

中華街

四五六菜館本館

中華街

重慶飯店本館

https://www.456saikan.jp/

https://www.jukeihanten.com/

あざみ野うかい亭

https://www.ukai.co.jp/azamino/

（横浜テクノタワーホテル 1F）
カフェ＆マーケット コア
http://www.technotower.jp/
restaurant/core

（横浜テクノタワーホテル 2F）
リューバンカフェ
http://www.technotower.jp/
restaurant/ruban

（横浜テクノタワーホテル 18F）
八景
http://www.technotower.jp/
restaurant/hakkei

住所/電話番号/交通

横浜市中区山下町149番地
（横浜中華街内） 飲食代金10％割引
045-681-3001
※ 1月1日~3日は除外
みなとみらい線「元町・中華街駅」下車
※ クレジットカードでの支払いは割引対
象外
「石川町駅」下車
横浜市中区山下町151番地
（横浜中華街内）
飲食代金10％割引
045-226-5088
※ クレジットカードでの支払いは5％割引
みなとみらい線
※ ランチメニューやトクトクセットメニュー
「元町・中華街駅」下車
は対象外
「石川町駅」下車
横浜市中区山下町188番地
（横浜中華街内）
045-662-9113
飲食代金10％割引
みなとみらい線
※ クレジットカードでの支払いを除く
「元町・中華街駅」下車
「石川町駅」下車
横浜市中区山下町202-1番地
（横浜中華街内）
飲食代金10％割引
045-641-4569
※ クレジットカードでの支払いは5％割引
みなとみらい線
※ サービスランチ・飲み放題付コースは
「元町・中華街駅」下車
使用できません。
「石川町駅」下車
横浜市中区山下町166番地
（横浜中華街内）
飲食代金10％割引
045-664-4569
※ クレジットカードでの支払いは5％割引
みなとみらい線
※ サービスランチ・飲み放題付コースは
「元町・中華街駅」下車
使用できません。
「石川町駅」下車
横浜市中区山下町190番地
（横浜中華街内）
飲食代金10％割引
045-681-3456
※ クレジットカードでの支払いは5％割引
みなとみらい線
※ サービスランチ・飲み放題付コースは
「元町・中華街駅」下車
使用できません。
「石川町駅」下車
横浜市中区山下町164番地
（横浜中華街内）
割引料金はありません。
045-641-8288
みなとみらい線「元町中華街駅」2番出口徒歩1分 リフレッシュ補助券が使用できます。
「石川町駅」下車徒歩10分
横浜市青葉区あざみの南2-14-3
045-910-5252
東急田園都市線・地下鉄ブルーライン
「あざみ野駅」下車

横浜うかい亭

その他
神奈川

とうふ屋うかい 鷺沼店

割引料金はありません

横浜市金沢区福浦1丁目1-1
045-788-7410
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

割引料金はありません

横浜市金沢区福浦1丁目1-1
045-788-7410
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

割引料金はありません

神奈川県川崎市宮前区鷺沼1-18-4
044-865-1028
より徒歩3分
https://www.ukai.co.jp/saginuma/ 東急田園都市線「鷺沼駅」
（駐車場 約２０台分あり）
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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）

横浜市金沢区福浦1丁目1-1
045-788-7410
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

大和市つきみ野6-5-2
045-910-5252
か
https://www.ukai.co.jp/yokohama/ 東急田園都市線・小田急線「中央林間駅」
らタクシーで5分

その他
神奈川

会員証・退職優待者証の提示
による割引料金

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）

飲食合計金額の５％割引。
ただし、
クレジッ
トカードによるお支払いの場合を除く。

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

2021/03/26 15:42

（３） 日帰り入浴施設
ア
イ
ウ

補助券の使用 リフレッシュ補助券が使用できます。
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。
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。
施設名/電話

ファンタジーサウナ＆スパ
おふろの国
http://ofuronokuni.co.jp/
045-585-4126

RAKU SPA 鶴見

https://rakuspa.com/tsurumi/
045-820-4126

極楽湯

横浜芹が谷店

https://www.gokurakuyu.ne.jp/
tempo/serigaya/index.html
045-820-4126

横浜天然温泉
「ＳＰＡ ＥＡＳ」

https://www.spa-eas.com/
045-290-2080

おふろの王様

港南台店

https://www.ousama2603.com/
shop/kounandai/
045-830-2603

マホロバマインズ三浦

https://www.maholova-minds.
com/kuapark/index.php
0120-046-891

所在地/交通

優待料金

横浜市鶴見区下末吉2-25-23
入浴受付時に会員証提示でレン
鶴見駅西口から臨港バス7番
タルタオルセット無料
乗り場「川50系統」15分「新
（1会員証につき１セット）
鶴見橋」バス停下車。
神奈川県横浜市鶴見区元宮
2-1-39
鶴見駅・川崎駅から送迎バ
ス。時刻はホームページを確
認してください。

利用方法
・リフレッシュ補助券が利用できる
サービス
ボディケア・フットケア・アカスリ
（入
浴券別）
・回数券
（入浴）
※ 全て差額を現金で支払い

入館料10％割引
※ 合計金額2,000円以上でリフ
大人
（中学生以上）
平日1,332円 レッシュ補助券使用可
（通常1,480円） 大人土日祝
※ 割引除外事項
1,512円（通常1,680円）
他 割引券、割引デーとの併用
子供（4歳～小学生まで）平日
不可
405円（通常450円） 大人土
 風呂、深夜料金は不可
朝
日祝450円（通常500円）
furocaカード割引対象外

入館料10％割引
大人（中学生以上）平日720円
横浜市港南区芹が谷5-54-8
（通常800円）土日祝850円
東戸塚駅から送迎バス
（通常950円）
時刻表はホームページで確認
子供（４歳から小学生まで）平日
してください。
340円（通常380円）大人土日
祝430円（通常480円）

・合 計金額2,000円以上でリフレッ
シュ補助券使用可
（入館料、
回数券
は不可、館内利用料金のみ対象）
割引除外事項
・入館料の割引は現金のみとなります。
他割引券、
割引デーとの併用不可。

・入館時にフロント受付で会員証・退
職優待者証を提示しリフレッシュ補助
優待料金 平日
2,344円
横浜市西区北幸2-2-1
券
（使用の場合）
を提出してください。
（消費税、入湯税込み）
ハマボールイアスタワー４~７階
・精算時にリフレッシュ補助券（使用
土日祝日 2,674円
「横浜駅」西口から徒歩5分
の場合）
を提出してください。(館内
（消費税、入湯税込み）
利用分に対しても使用できます。）
（１８歳未満入館はできません）

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

⑴入館ペアセット
（入館料・レンタルタオルセット・ソ
フトドリンク無料券×２名分）合計
2,400円~2,600円)→リフレッ
・直接フロントに会員証・退職優待者
シュ補助券1枚
証を提示し、
リフレッシュ補助券
（使
⑵入 館回数券7,000円をリフレッ
用の場合）
を提出してください。
シュ券及び差額の現金で購入
（入会手数料100円はサービス）
※ 会員証による割引料金はあ
りません。

⑴大浴場(税込)
一般料金（大人・小学生同一）
：
⑴入館時に直接フロントに会員証・
1,000円⇒優待料金900円
退職優待証を提示（リフレッシュ
（未就学児は大人と同伴であれば無料）
補助券使用の場合はその際に提
⑵クアパーク
（税込）
出）
し、料金をお支払いください。
リ
大人：2,700円⇒優待2,160円
フレッシュ補助券の使用は、合計
小学生：1,890円⇒
神奈川県三浦市南下浦町
で2,000円以上でないと使えませ
優待料金1,512円
上宮田３２３１
ん。
（なお入浴券の自動券売機が
3歳~未就学児：300円
（3歳未満
京浜急行「三浦海岸駅」
より
ありますが、
こちらでお求めになら
無料、
プール・クアパークのみ可）
徒歩５分
ず直接フロントへお越しください）
※ 家族及び同伴者に適用、他
⑵入館時に直接クアパークフロント
クーポンとの併用不可
に会員証・退職優待証を提示（リ
※ 3才未満のお子様でオムツ
フレッシュ補助券使用の場合は
をされているお子様のご利用
その際に提出）
し、料金をお支払
は、幼児用プール
（乳児用の仮
いください。
プール）
のみとさせていただい
ております。
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施設名/電話

観音崎京急ホテル
SPASSO
https://go-spasso.jp/
046-844 -4848

天成園

http://www.tenseien.co.jp/
0460-83-8511

箱根

花紋

https://www.hakone-kamon.jp/
0460-85-5050

箱根

湯寮

http://www.hakoneyuryo.jp/
0460-85-8411

所在地/交通

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

神奈川県足柄下郡箱根町湯本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

野天湯元
湯快爽快 ちがさき

http://www.yukaisoukai.com/
0467-82-4126

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

・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

入館料
大人：1,800円⇒ 1,600円
（税別）
・入館時に直接フロントに会員証・退
入館料セット料金
職優待者証を提示、
またはリフレッ
日帰りプラン・プレミアム日帰りプ
シュ補助券を提出してください。
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。
【大人】入館料1,000円を200円割引
精算時にリフレッシュ補助券
（使用
【小人】入館料500円を100円割引
を提出してください。(飲食
の場合）
【幼児】入館料400円を80円割引
も合算して精算します。）
（税別）
営業時間 11:00～翌朝9:00
24時以降は別途深夜料金加算

⑴入 館岩盤ペアセット
（入館料+岩盤浴利用料×２名
⑴⑵の場合は直接フロントに会員
分）合計3,300円~3,500円)→
証・退職優待者証を提示し、
リフレッ
神奈川県大和市渋谷5-22
リフレッシュ補助券1枚
シュ補助券（使用の場合）
を提出し
IKOZA 5F
⑵入 浴回数券をリフレッシュ補助
てください。
小田急「高座渋谷駅」徒歩１分
券及び差額の現金で購入（入
⑶入館時フロントに会員証・退職優
会手数料100円はサービス）
待者証を提示してください。
⑶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
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

入館料10％割引き
通常期（下記特定日以外）
大人：3,175円⇒2,872円
藤沢市江の島2-1-6
小学生：1,540円⇒1,386円
小田急「片瀬江ノ島駅」、江ノ
特定日
（夏季等の土日祝、施設
電「江ノ島駅」、湘南モノレー
の定めた日）
ル線「湘南江の島駅」下車徒
大人：3,725円⇒3,367円
歩江ノ島弁天橋を渡る
小学生：1,815円⇒1,633円
（入湯税・消費税込）
他の割引との併用不可
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利用方法
・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。
（ラストエ
・営業時間は10時〜23時
ントリー22時30分）
です。

大浴場「本殿 湯楽庵」
・帳場
（受付）
で会員証等を提示して
【大人】
（税込）
一般料金→優待料
神奈川県足柄下郡箱根町塔之澤4
ください。
リフレッシュ補助券は帳場
金1,500円 →1,300円
小田急・箱根登山鉄道「箱根
で会計ができる次の施設に限り使
【子供
（小学生）
（
】税込）
一般料金
湯本駅」
から無料送迎バス
用できます。
→優待料金 750円 →650円
・大浴場「本殿 湯楽庵」
☆大浴場は未就学児の利用はで
・個室貸切風呂「離れ湯屋 花伝」
きません。

静岡県熱海市泉１０７
http://www.welcity-yugawara.co.jp/ ＪＲ東海道線「湯河原駅」下
車バス８分
0465-63-3721

https://www.ousama2603.com/
shop/kouzashibuya/
046-201-0126

大人400円引き
小人300円引き

【大人】入館料2,530円
⇒2,230円（税別）
神奈川県足柄下郡箱根町湯本682 【小学生】入館料1,320円
箱根登山鉄道「箱根湯本駅」 ⇒1,220円（税別）
下車徒歩12分
【幼児】入館料990円⇒870円
（税別）
大人は別途入湯税50円

ニューウェルシティ湯河原

おふろの王様
高座渋谷駅前店

優待料金

・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。）
・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。）
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施設名/電話

所在地/交通

優待料金

利用方法

静岡県伊豆の国市長岡２１１ 【大人】300円引き
伊豆箱根鉄道「伊豆長岡駅」 平日：1,500円⇒1,200円
タクシー８分
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。）

クアハウス石橋旅館

静岡県下田市蓮台寺185-1
【大人･小人】
伊豆急行「蓮台寺駅」
より徒
一般料金の10%引き
歩10分

・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
を提出してください。(飲食
の場合）
も合算して精算します。）
営業時間 10:00～21:00

横浜みなとみらい万葉倶楽部

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

伊豆長岡温泉
ニュー八景園

http://www.hakkeien.jp/
055-948-1500

http://www.kur-ishibashi.com/
0558-22-2222

https://www.manyo.co.jp/
0570-07-4126

東京・湯河原温泉 万葉の湯
https://www.manyo.co.jp/
042-788-4126

はだの・湯河原温泉 万葉の湯
https://www.manyo.co.jp/
0463-85-4126

小田原お堀端

万葉の湯

https://www.manyo.co.jp/
0465-23-1126

沼津・湯河原温泉
万葉の湯（沼津館）

https://www.manyo.co.jp/
055-927-4126

タイムズ スパ・レスタ

http://www.timesspa-resta.jp/
03-5979-8924

天然温泉 ロテン・ガーデン
http://roten-garden.com/
042-774-2681

豊島園

庭の湯

http://www.niwanoyu.jp/niwa/
index.html
03-3990-4126

全日
（大人）
：2,500円⇒2,300円
・利用の際、
リフレッシュ補助券又は
（税別）
優待券を、
施設の窓口に提出してく
別途入湯税が100円かかります。
ださい。
（1グループ5名まで優待料
金）
。優待券は互助会ホームページ
東京都町田市鶴間 1685-2
からダウンロードできます。
東急田園都市線「南町田
全日
（大人）
：2,300円⇒2,000円
・リフレッシュ補助券は会員と同行す
駅」北口から 無料シャトルバ （税別）
る家族のみ利用可能です。
スにて 10分
・他の割引券との併用は出来ません。
平日
（大人）
：1,800円⇒1,500円 ・各 施設により割引料金及び内容
秦野市河原町 2-54
等が異なりますので、
ご確認のうえ、
（税別）
小田急線「秦野駅」南口から
ご利用ください。
土・日・祝・特別期間（大人）
：
無料シャトルバスにて 10 分
・館 内飲食代、
マッサージ代等は退
1,800円⇒1,700円（税別）
館の際に精算されます。追加費用
平日
（大人）
：2,300円⇒1,800円 にも新たなリフレッシュ補助券が使
小田原市栄町 1-5-14
用できます。
（税別）
JR・小田急「小田原駅」東口
・営業時間は24時間営業。
土・日・祝・特別期間（大人）
：
徒歩 3分
・深 夜３時以降は別途深夜料金が
2,300円⇒2,000円（税別）
かかります。
（大人）
：1,520円⇒1,330円 ・横浜館の宴会、宿泊は施設にお問
平日
静岡県沼津市岡宮1208-1
い合わせください。
また予約の際は、
（税別）
ＪＲ
「沼津駅」北口から
リフレッシュ補助券を使用する旨伝
土・日・祝・特別期間（大人）
：
無料シャトルバスにて１５分
えてください。
2,000円⇒1,710円（税別）

東京都豊島区東池袋4-25-9
タイムズステーション池袋
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

・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。
一般利用
（11：30〜）
大人：2,850 ・リフレッシュ補助券を利用する場合
円⇒2,550円
（税込）
は退館精算時に提出してください。
※土・日・祝日・特定日は400円追 （飲食・ボディケアも合算して精算
加となります。
また深夜（0：00〜
します。割引は1グループ5名まで優
5：00）
の滞在は深夜割増料
（60分 待料金の適用となります。）
毎に500円）
がかかります。
※1 8歳未満の方、大小に関わらず
入れ墨・タトゥーをされている方は
ご入館いただけません。

東京都町田市相原町358
JR横浜線・京王相模線「橋
本駅」
から送迎バス10分

入館料 （平成31年４月５日料
金改定）
平日・大人：760円⇒（割引後）
710円
土日祝、特定日・大人：930円⇒
（割引後）830円
（税込）

・入館時に直接フロントに会員証・退
職優待者証を提示し、入館手続き
を行い、退館時精算。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）
。

東京都練馬区向山3-25-1
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
平日 2,070円⇒1,970円（補
助券使用不可）
土日祝 2,370円⇒2,150円
（補助券使用可）
（補助券を使用しない会員証・優
待者証2,170円）
特定日 2,470円⇒2,200円
（補助券使用の割引料金 会員
証のみ・退職優待者証使用不可）
（入湯税・消費税込）
※リフレッシュ補助券は土日祝・特
定日の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。
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（4） 旅行社
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
イ

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。

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。
施設名称

農協観光神奈川支店
https://ntour.jp/corporate/
shop/ntour/

アスコットトラベル

http://www2.bbweb-arena.com/
ascot/1top.html

割引情報

店舗情報

・国内
自社個人宿泊商品（３％割引）【旅立ち・こだわりの宿】
自社団体宿泊商品（５％割引）【宴自慢等】 ８名以上
の商品
弊社指定個人パッケージ商品各種（３％）利用
可能商品等は要確認
・海外
自社団体海外商品（３％割引）【なかまＤＥお得等】
６名以上
※ クレジットカード支払いの場合は対象外
弊社指定個人パッケージ商品各種（３％）利用可
能商品等は要確認

⃝農協観光 神奈川支店
横浜市中区海岸通1-2-2
ル１階
045-201-7513

JAグループ神奈川ビ

国内：スカイホリデー、JALパック、ビッグホリデー、
⃝本社
西鉄悠遊ツアー、JAL紀行倶楽部他 ２～５％
横浜市緑区長津田町4074
海外：JALパック、ANA ハローツアー他 ２～５％
045-982-0771
※ クレジットカードでの支払いは除く
⃝ HISベ ネフィッ
ト デスク（電話予約センター）
東京都中央区新川1-22-11 茅場町イーストスクエ
ア５階
海外050-5894-3823
国内050-5894-3824
⃝ Hawaii 横浜営業所
横浜市西区北幸1-6-1 横浜ファーストビル11F
045-279-8815

エイチ・アイ・エス

https://www.his-ｊ.com/

対象品目：HIS国内・海外パッケージブランド「Ｃ
ｉａｏ」
「ｉｍｐｒｅｓｓｏ」および海外格安航空券
・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
※ベネフィットデスクのみ
・５万円〜２０万円未満 お一人様につき2,000円ＯＦＦ
・２０万円以上 お一人様につき3,000円ＯＦＦ

⃝横浜モアーズ本店
横浜市西区南幸1-3-1 横浜岡田屋モアーズ4F
045-320-6021
⃝横浜ジョイナス国内旅行専門店
横浜市西区南幸1-4 ジョイナス地下1階
045-290-1201

⃝ららぽーと横浜営業所
※ 割引対象外：２歳未満の家族、各航空会社が運
横浜市都筑区池辺町4035-1 ららぽーと横浜３Ｆ
賃を設定する正規割引航空券、当社の指定する
045-930-1371
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
⃝コレッ
トマーレみなとみらい営業所
※ 店舗情報は予告なく変わる場合があります。
横浜市中区桜木町1-1-7 コレットマーレみなとみら
最新の情報は HIS の公式サイト http://access.
い5F
his-j.com/01/でご確認ください。
050-1747-5104
⃝新横浜営業所
横浜市港北区新横浜3-18-14 住友生命新横浜第
二ビル1F
045-478-1231
⃝ノースポート・モール営業所
横浜市都筑区中川中央1-25-1 ノースポート・モー
ル2F
045-912-0121
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施設名称

割引情報

店舗情報
⃝青葉台営業所
横浜市青葉区青葉台1-6-13 ケントロンビル3F
045-989-2341
⃝たまプラーザ営業所
横浜市青葉区美しが丘 2-1-4 City palたまプラー
ザ1Ｆ
050-1745-4411
⃝上大岡カミオ営業所
横浜市港南区上大岡西1-15-1 ＣＡＭＩ
Ｏ３Ｆ
045-840-1081
⃝戸塚トツカーナモール営業所
横浜市戸塚区戸塚町16-1 トツカーナモール3F
320区画
045-867-2581
⃝ラゾーナ川崎本店
川崎市幸区堀川町72-1 ラゾーナ川崎プラザ4F
044-520-8191
⃝新百合ヶ丘オーパ営業所
川崎市麻生区上麻生1-1-1 新百合丘オーパ2F
044-959-6181

エイチ・アイ・エス

https://www.his-ｊ.com/

対象品目：HIS国内・海外パッケージブランド「Ｃ
ｉａｏ」
「ｉｍｐｒｅｓｓｏ」および海外格安航空券
・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
※ベネフィットデスクのみ
・５万円〜２０万円未満 お一人様につき2,000円ＯＦＦ
・２０万円以上 お一人様につき3,000円ＯＦＦ

⃝マルイファミリー溝口営業所
川崎市高津区溝口 １丁目４－１マルイファミリー溝口
６F
044-820-1161
⃝厚木イオン営業所
厚木市中町1-5-10 イオン厚木7F
046-223-5661

⃝小田原ダイナシティ・イースト営業所
小田原市中里296-1 ダイナシティイースト3F
※ 割引対象外：２歳未満の家族、各航空会社が運
0465-45-0721
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）
、
⃝ボーノ相模大野営業所
インターネットでの申込み
相模原市南区相模大野3-3
※ 店舗情報は予告なく変わる場合があります。
ボーノ相模大野サウスモール1F
最新の情報は HIS の公式サイト http://access.
042-702-5361
his-j.com/01/でご確認ください。
⃝ミウィ橋本営業所
相模原市緑区橋本3-28-1
042-700-7871

ミウィ橋本3F

⃝平塚営業所
平塚市宝町3-1 平塚 MNビル１F
0463-23-8931
⃝テラスモール湘南営業所
藤沢市辻堂神台1-3-1 テラスモール湘南3F
0466-38-3141
⃝ ODAKYU 湘南 GATE 営業所
藤沢市南藤沢21-1 ODAKYU 湘南 GATE 5F
0466-50-6761
⃝横須賀モアーズシティ営業所
横須賀市若松町2-30 横須賀モアーズシティ4F
046-821-5141
⃝ららぽーと海老名営業所
海老名市扇町13番1号 ららぽーと海老名4Ｆ
046-292-3011
⃝ららテラス武蔵小杉営業所
川崎市中原区新丸子東3-1302ららテラス武蔵小
杉4F
044-430-2781
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施設名称

割引情報

店舗情報
⃝横浜支店
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
045-277-0771
⃝横浜教育旅行支店
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
045-277-0681
⃝ヨドバシ横浜営業所
横浜市西区北幸１-２-７ ヨドバシ横浜ビル７Ｆ
045-317-4301
⃝上大岡営業所
横浜市港南区上大岡西１-１８-５ ミオカ１Ｆ
045-845-6810
⃝東急プラザ戸塚営業所
横浜市戸塚区戸塚町１６-１ 東急プラザ戸塚1階
045-860-6521
⃝トレッサ横浜営業所
横浜市港北区師岡町７００-１トレッサ横浜南棟３Ｆ
045-533-5201
⃝イトーヨーカドー立場営業所
横浜市泉区中田西１-１-１５ イ
トーヨーカドー立場店２Ｆ
045-806-0671
⃝ラゾーナ川崎営業所
川崎市幸区堀川町７２-１ラゾーナ川崎プラザ４Ｆ
044-522-8600

近畿日本ツーリスト

https://www.knt.co.jp/index.
html

国内：
メイトイト
（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：ホリデイ 3％
各種ギフト券の支払い
※ 他社発行クレジットカード、
は除く

⃝ノクティプラザ溝の口営業所
川崎市高津区溝口１-３-１ノクティプラザ１，５Ｆ
044-820-0151
⃝藤沢営業所
藤沢市鵠沼石上１-２-２ＡＳＣＡビル１Ｆ
0466-23-2555
⃝ラスカ平塚営業所
平塚市宝町1-1 ラスカ平塚２F
0463-23-4151
⃝中央林間東急スクエア営業所
大和市中央林間4-12-1 中央林間東急スクエア3F
046-278-2251
⃝相模大野モアーズ営業所
相模原市南区相模大野3-9-１ 相模大野モアーズ５F
042-767-2260
⃝町田モディ営業所
町田市原町田６-２-６ 町田モディ店４F
042-728-5051
⃝イオン厚木営業所
厚木市中町1-5-１０ イオン厚木店７Ｆ
046-222-1400
⃝綾瀬タウンヒルズ営業所
綾瀬市深谷中一丁目１-１ 綾瀬タウンヒルズ1F
0467-79-5191
⃝横浜高島屋営業所
横浜市西区南幸1-6-31 横浜高島屋7F
045-319-2333
⃝港南台バーズ営業所
横浜市港南区港南台3-1-3 港南台バーズ3F
045-834-2702
⃝二俣川営業所
横浜市旭区二俣川2-50-14 ジョイナステラス二俣川5階
045-362-5792
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施設名称

ジェイアール東海ツアー
ズ
http://www.jrtours.co.jp

割引情報

店舗情報

 らっとフリープラン、
国内：ぷ
ぷらっと、
エスコートプラン、
ぷらっと
⃝新横浜支店
宿泊プラン ３％
横浜市港北区新横浜2-100-45
他社企画商品 ３％
2F
海外：他社企画商品 ３％
045-474-3712
※ クレジッ
トカードの支払いは除く

新横浜中央ビル

⃝横浜支店
横浜市神奈川区鶴屋町3-29-1 第６安田ビル
045-311-4811
⃝トラベルゲート横浜
横浜市西区北幸1-7-6横浜駅西口高島屋向い
045-523-4986
⃝そごう横浜店
横浜市西区高島2-18-1 そごう横浜店８F
045-465-2970
⃝横浜スタジアム前支店
横浜市中区尾上町1-4-1 関内STビル
045-345-1379
⃝戸塚店
横浜市戸塚区戸塚町16-5 ＡＲＫビル
045-523-4983
⃝湘南藤沢店
藤沢市南藤沢21-7 平野ビル2階
0466-54-6702
⃝ららぽーと湘南平塚店
平塚市天沼１０-１ ららぽーと湘南平塚３Ｆ
0463-20-5215
⃝イオン厚木店
厚木市中町1-5-10
046-203-5091

ＪＴＢ

https://www.jtb.co.jp/

国内：エース
（エスコートのみ）３％
海外：ルック JTB
３％

厚木ガーデンシティ イオン２Ｆ

⃝横須賀モアーズシティ店
横須賀市若松町2-30 横須賀モアーズシティ4F
046-812-1986
⃝青葉台店
横浜市青葉区青葉台2-9-13 セザーム青葉台１F
045-523-4971
⃝アトレ川崎店
川崎市川崎区駅前本町26-1 アトレ川崎店2階
044-233-4714
⃝鶴見イトーヨーカドー店
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
045-523-4995
⃝東戸塚西武店
横浜市戸塚区品濃町537-1 西武東戸塚店
西武館３F
045-828-2451
⃝能見台イトーヨーカドー店
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
045-523-4973
⃝上大岡駅前店
横浜市港南区上大岡西1-13-8
大樹生命上大岡ビル１Ｆ
045-523-4974
⃝上永谷イトーヨーカドー店
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
045-523-4990
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施設名称

割引情報

店舗情報
⃝港北東急ショッピングセンター店
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
045-523-4980
⃝ららぽーと横浜店
横浜市都筑区池辺町4035-1 ららぽーと横浜３Ｆ
045-523-4976
⃝トレッサ横浜店
横浜市港北区師岡町700トレッサ横浜 南棟３Ｆ
045-345-1508
⃝ラゾーナ川崎店
川崎市幸区堀川町72-1 ラゾーナ川崎プラザ４Ｆ
044-330-3176
⃝グランツリー武蔵小杉店
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
044-431-1775
⃝新百合ヶ丘イトーヨーカドー店
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3Ｆ
044-330-3181
⃝大船イトーヨーカドー店
鎌倉市大船6-1-1 イトーヨーカドー大船店２Ｆ
0467-30-1020
⃝鎌倉駅前店
鎌倉市小町1-4-8 A＆B鎌倉１Ｆ
0467-24-6531

ＪＴＢ

https://www.jtb.co.jp/

国内：エース
（エスコートのみ）３％
海外：ルック JTB
３％

⃝大和鶴間イトーヨーカドー店
大和市下鶴間1-3-1 イ
トーヨーカドー大和鶴間店２Ｆ
046-203-5069
⃝古淵イトーヨーカドー店
相模原市南区古淵3-13-33
イトーヨーカドー古淵店１Ｆ
042-716-8867
⃝橋本アリオ店
相模原市緑区大山町1番22号 アリオ橋本 ２Ｆ
042-770-8311
⃝ラスカ茅ヶ崎店
茅ヶ崎市元町1-1 ラスカ茅ヶ崎店5Ｆ
0467-87-3933
⃝ららぽーと海老名店
海老名市扇町13番1号 ららぽーと海老名4Ｆ
046-292-1310
⃝イオン秦野ショッピングセンター店
秦野市入船町１２-１
イオン秦野ショッピングセンター１Ｆ
0463-66-3975
⃝テラスモール湘南店
藤沢市辻堂神台１丁目３番１号
テラスモール湘南３Ｆ
0466-32-7994
⃝小田原ダイナシティ･ウエストモール店
小田原市中里208 ダイナシティ
・ウェストモール４Ｆ
0465-40-5862
⃝町田東急ツインズ店
町田市原町田6-4-1 町田東急ツインズウエスト７Ｆ
042-716-8996
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施設名称

大和観光

http://www.daiwa-kanko.co.jp/

旅コレクション

https://tabi-colle.jp/

東日観光

https://www.tonichi.co.jp/

東武トップツアーズ

http://www.tobutoptours.
co.jp/

とらべるわん

http://www.travel1.co.jp/

ドリーム観光

日新航空サービス

https://www.nissin-trvl.co.jp/

割引情報
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％

店舗情報
横浜市磯子区杉田4-4-24
045-770-5565

ビッグホリデー国内パッケージ・
・
・表示価格から３％割引
全日空スカイホリデー国内パッケージ・
・
・表示価格から
３％割引
JALパック国内パッケージ・
・
・表示価格から３％割引
３％~５％割引
国内温泉宿泊施設・
・
・
⃝旅コレクション本店
ホテル三日月グループ・伊藤園グループ・
・
・団体プラン
横浜市中区尾上町３-３５ 横浜第一有楽ビル５F
５％割引
045-680-5489
オーダーメイドハネムーン成約・大人３人以上の参加
オーダーメイド個人旅行・
・
・TSAロック付きスーツケース
１台または海外お土産パンフレッ
ト10,000円分クーポン
（１組・
１グループにつき）
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：J AL 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%
トカードの支払いは除く
※ クレジッ
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

⃝神奈川支店
川崎市川崎区駅前本町12-1
044-220-6151

⃝横浜支店
横浜市西区北幸2-8-29東武横浜第3ビル5Ｆ
045-326-1120
⃝神奈川教育旅行支店
横浜市西区北幸2-8-29東武横浜第3ビル5Ｆ
045-326-1121

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％

横浜市保土ケ谷区天王町1-25-9
045-335-1213

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％

横浜市泉区中田南5-65
045-806-1900

国内：JAL パック、
ANA スカイホリデー ５％
海外：CLUB21、
JAL パック、
ルック JTB ３％
※ 割引対象外
・各社キャンペーン商品、
特別企画商品など
・インターネッ
ト商品
・クレジッ
トカードの支払い

⃝横浜営業所
横浜市中区尾上町6-81 ニッセイ横浜尾上町ビル６F
045-222-8100

⃝神奈川法人営業部
横浜市中区尾上町6-81ニッセイ横浜尾上町ビル４F
045-641-9601
⃝藤沢支店
藤沢市鵠沼石上１-５-４大樹生命藤沢ビル３Ｆ
0466-22-7411

日本旅行

https://www.nta.co.jp

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％

⃝港北阪急モザイクモール営業所
横浜市都筑区中川中央1-31-1
モザイクモール港北4F
045-914-2811
⃝たまプラーザイト-ヨーカドー営業所
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
045-909-3501
⃝新百合が丘ＯＰＡ営業所
川崎市麻生区上麻生1-1-1新百合が丘ＯＰＡ５F
044-959-3520
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施設名称

割引情報

店舗情報
⃝湘南モールFILL営業所
藤沢市辻堂新町4-1-1湘南モールFILL 1F
0466-31-6351
⃝ららぽーと湘南平塚営業所
平塚市天沼10-1ららぽーと湘南平塚３F
0463-25-2368
⃝京浜法人営業部
横浜市中区尾上町6-81ニッセイ横浜尾上町ビル４F
045-277-1420

日本旅行

https://www.nta.co.jp

⃝横浜ポルタ支店
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
045-453-6321

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％

⃝上大岡京急支店
横浜市港南区上大岡西１-６-１ 京急上大岡駅構内
045-848-7131
⃝金沢文庫支店
横浜市金沢区谷津町３８４京急金沢文庫駅構内
045-782-5538
⃝川崎アゼリア支店
川崎市川崎区駅前本町２６-２ 川崎地下街アゼリア内
044-245-1832
⃝横須賀中央支店
横須賀市若松町２-２５京急横須賀中央駅構内
046-822-1330
⃝ウイング久里浜支店
横須賀市久里浜４-４-１０ウィング久里浜4F
046-834-0360

ハマツーリスト企画

http://www17.plala.or.jp/
hamatourist/

国内：温泉旅館、
シティホテル宿泊代
貸切バス利用料
屋形船、
デーナィクルーズ
（横浜・東京）
以下のパッケージツアー各商品
メイト、
ッビッグホリデー、
スカイツアーズ
海外：以下のパッケージツアー各商品
ホリデイ、
KIS商品

5％
5％
3％
3％

横浜市南区永田北２-５-７
045-715-1024

3％

http://www.fujikyu-travel.
co.jp/

国内：
グリーンツアー、
びゅう商品
（ＪＲ東日本）5％
⃝神奈川支店
エースＪＴＢ、
メイト他 3％
相模原市南区相南4-3-32 武井ビル２F
海外：
ジョイフルツアー、ルックＪＴＢ、
ホリデイ、
マッハ、
ＪＡ
042-743-8105
Ｌパック、
その他 3％

富士バス観光

貸し切りバス ５％割引

⃝富士バス 本社営業所
横浜市港南区最戸１-３-６
045-714-2271

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

⃝横浜支店
横浜市中区尾上町４-５２野村證券ビル５Ｆ
045-641-4166

富士急トラベル

http://www.fujibus.co.jp/

名鉄観光サービス
http://www.mwt.co.jp/

横浜エアーアンドシー
サービス

http://www.yokohamatour.jp/

横浜トラベルサービス

http://www.yokohama-travel.
com/

臨港コミュニティ

国内パッケージ
（ANAスカイホリデー・ビッグホリデー商
５％割引
品）
・
・
・
海外パッケージ
（JALパック・ANAハローツアー商品）
・
・
・
３％割引
はとバスツアー
（日帰り）
・
・
・
２％割引
※クレジッ
トカード支払いの場合は割引対象外

横浜市中区曙町１-１ ル・ヴァン・ブルービル２F
045-261-5222

国内宿泊手配 宿泊代金 ５％
国内観光バス貸切 ５％
ハトバス ５％
ビックホリデー、
※ クレジッ
トカードの支払いは除く

横浜市鶴見区生麦5-24-14
045-510-4535

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％
トカードの支払いは除く
※ クレジッ

川崎市川崎区中瀬3-21-6
044-280-3457
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（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「星野リゾート各
施設」及び「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
地区

施設名 /ホームページ/ 住所 /
電話番号 / 交通

新横浜グレイスホテル

新横浜

https://www.gracehotel.jp/
横浜市港北区新横浜3-6-15
045-474-5111
「新横浜駅」下車徒歩２分

新横浜国際ホテル

新横浜

http://kokusai-hotels.com/
shinyokohamakokusai/
横浜市港北区新横浜3-18-1
045-473-1311
「新横浜駅」下車徒歩３分

新横浜プリンスホテル

新横浜

https://www.princehotels.co.jp/
shinyokohama/
横浜市港北区新横浜3-4
045-471-1111
「新横浜駅」下車徒歩２分

HOTEL PLUMM

横浜駅周辺

横浜駅周辺

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

HOTEL KNOT
THE YOKOHAMA

https://hotel-the-knot.jp/yokohama/
横浜市西区南幸2-16-28
045-311-1311
「横浜駅」下車徒歩５分

横浜ベイシェラトンホテル＆
タワーズ

横浜駅周辺

https://www.yokohamabay-sheraton.
co.jp/
横浜市西区北幸1-3-23
045-411-1111
「横浜駅」下車西口徒歩１分

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

宿：ホテル
 本料理ぎん（B1F）

食：日
、
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。
 日
20％ OFF
基本料金の 平
10%OFF
土・休前日
 W、お盆、年末年始、その他特例日を
※G
除く
食：飲食料金の５％OFF
宴：飲食料金の10%OFF

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

宿：割引料金はありません。
食：割引料金はありません。
宴：割引料金はありません。

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（２
Ｆ）
宴：宴会場（3～5F）

宿：優待価格が適用されます。詳細は宿泊
予約係り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。

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％ＯＦF
宴：乾杯用スパークリングワインプレゼント

宿：ホテル
食：PANWOK（１Ｆ）
宴：宴会場（2～3F）

 ストラン「PANWOK」に限る料理・
食：レ
飲物料金
5%OFF
宴：割引料金はありません。

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 宿：割引料金はありません。
ョンルーム（7F)、彩龍（3F）
、ベイ・ 食：
「
 彩龍」及び「木の花」の個室使用料
ウエスト（3F）
、コンパス（2F）
、シー
50％OFF（食事及び宴会）
ウインド（２Ｆ）
宴：割引料金はありません。
宴：宴会場（4～6F）
、マンハッタンルーム
（28F）

横浜東急 REIホテル

桜木町・
みなとみらい

https://www.tokyuhotels.co.jp/
yokohama-r/
横浜市西区みなとみらい4-3-6
045-663-0109
みなとみらい線「新高島駅」下車徒歩2分

宿：ホテル
宿：優待価格が適用されます。
食：ビストロチャイナ「ENCORE」
（９F） 食：割引料金はありません。
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地区

施設名 /ホームページ/ 住所 /
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

ナビオス横浜

桜木町・み
なとみらい

桜木町・
みなとみらい

桜木町・
みなとみらい

会員証・退職優待者証の提示による
割引料金

宿：ホテル
食：レストラン「オーシャン」
（１F)
https://www.navios-yokohama.com/
レストランはディナータイム
（17：00~21：00）
横浜市中区新港二丁目1-1
に限ります。
045－633－6000
みなとみらい線「馬車道駅」下車４番出口 ※毎週月曜日・火曜日のディナー営業は
お休みいたします。
より 徒歩3分

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。

横浜ロイヤルパークホテル

宿：ホテル
食：ス
（70F）
、日
 カイラウンジ「シリウス」
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）

横浜ベイホテル東急

宿：ホテル
宿：優待価格が適用されます。
食：ク
、トゥーランドッ
ト
 イーン・アリス（3F）
詳しくは直接ホテルにお問い合わせくだ
游仙境（3F）
、カフェトスカ（2F）
、ソ
さい。
マーハウス（2F）ジャックス（2F）
、大
食：割引料金はありません。
志満（1F）
宴：割引料金はありません。
宴：宴会場（B1～B2F）

http://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）
「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

https://ybht.co.jp/
横浜市西区みなとみらい2-3-7
045-682-2222
みなとみらい線「みなとみらい駅」下車徒
歩１分

 曜日～木曜日30%OFF
宿：基本料金の 日
20%OFF
金曜日
土曜日・休前日10%OFF
レストラン＆バー：料理飲物５% 割引
（下記の店舗に限る。）
※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。

横浜桜木町ワシントンホテル

桜木町・
みなとみらい

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

ヨコハマ グランド インター
コンチネンタル ホテル
桜木町・
みなとみらい

桜木町・
みなとみらい

https://www.interconti.co.jp/
yokohama/index.html
横浜市西区みなとみらい1-1-1
045-223-2222
みなとみらい線「みなとみらい駅」下車徒
歩２分

ニューオータニイン
横浜プレミアム

http://www.newotani.co.jp/
innyokohama/
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（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％引（割引併用不可）
。

宿：法人契約の料金を適用します。
宿：ホテル
※年末年始・お盆・その他特定日は除く。
（31F）
、なだ万（4F）
、
食：驊騮（かりゅう）
食：10％ OFF。
（全てのレストラン）但し、驊
アジュール（2F）
、ラヴェラ（2F）
、オ
騮（かりゅう）
・アジュールの個室使用料
ーシャンテラス（1F）
、ピア 21（ぷか
金は50％ OFF
り桟橋）
宴：割引料金はありません。
宴：宴会場（1F・3F・30F）上記レス
トラン
 パベイウィンドーの割引正規料金の
他：ス
他：スパベイウィンドー（4F）
10% 割引

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。

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）
。

宿：ホテル
 リーラフォーレ（1F）

食：ミ
、
重慶飯店新館（1F）

、
宴：宴会場（2～3F、10F）
重慶飯店新館（3F）

 日
50％OFF
宿：基本料金の 平
10％OFF
土・休前日
※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％OFFで対応します。
（必ず予約が必要です）

横浜伊勢佐木町
ワシントンホテル

関内

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

ローズホテル横浜

http://www.rosehotelyokohama.com/
横浜市中区山下町77番地
元町・
山下公園周辺 045-681-3311
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
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施設名 /ホームページ/ 住所 /
電話番号 / 交通

ホテルニューグランド

元町・
山下公園周辺

https://www.hotel-newgrand.co.jp/
横浜市中区山下町10番地
045-681-1841
みなとみらい線「元町中華街駅」1番出口
より徒歩１分

横浜テクノタワーホテル

その他横浜

http://www.technotower.jp
横浜市金沢区福浦1丁目1-1
045-788-7410
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

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

宿：ホテル
宿：優待価格が適用されます。
食：ル・ノルマンディ
（タワー館 5F）イル・
 日
20％ OFF
基本料金の 平
ジャルディーノ
（本館 1F）
、シーガーデ
土・休前日 10％ OFF
ィアンII（本館 1F）
、ザ・カフェ（本
食：飲食料金の5％ OFFで対応します。
館1F）
、ラ・テラス（本館1F）
宴：割引料金はありません。
宴：宴会場（タワー館 3F、本館 2・5F）

宿：ホテル
宿：平日の宿泊料金（基本料金）の20％
食：八景（18F）
、リューバンカフェ（2F）
、
OFF（休前日を除く、電話予約に限る）
カフェ＆マーケッ
ト コア（1F）
食：割引なし
宴：宴会場（3F、18F）
宴：割引なし

（５）
－2 市外指定ホテル・指定旅館
地区

施設名 /ホームページ/ 住所 /
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

ホテル京急油壺観潮荘
三浦・横須賀

https://www.misakikanko.co.jp/
aburatsubo/
宿：旅館
神奈川県三浦市三崎町小網代152
食：潮彩
046-881-5211
京浜急行「三崎口駅」より京急バス油壺
行15分､「油壺」又は「油壺マリンパーク」
終点下車

宿：優待価格が適用されます。
食：割引料金はありません。

マホロバマインズ三浦

三浦・横須賀

https://www.maholova-minds.com/
宿：ホテル
神奈川県三浦市南下浦町上宮田3231
日帰り入浴
03-3507-3161( 首都圏予約センター)
京急「三浦海岸駅」より徒歩7分 ( 駅前よ
り送迎バス有り)

宿：優待価格が適用されます。

佐島マリーナホテル

https://hpdsp.jp/sajima-hotel-south宿：特別優待価格が適用されます。
of-hayama/
（ホテル宿泊費20％割引 適用除外期間あり）
神奈川県横須賀市佐島3-7-4
宿：ホテル
 ニュー記載の料理・飲料10％
レストラン：メ
三浦・横須賀 046-856-0141
「
 レストランモア」メニュー記載
レストラン：
割引
電車パス：JR「逗子駅」または京浜急行
の料理・飲料代
（パーティ・宴会・会食等特別料理は適用外）
「逗子葉山駅 Jから「佐島マリーナ」行き
夏季プール：入場料50％割引
バス終点下車徒歩約5分
車：黄浜横須賀道路「横須賀 IC」または
「衣笠 IC」から約15分

観音崎京急ホテル

三浦・横須賀

http://www.kannon-kqh.co.jp/
宿：ホテル
神奈川県横須賀市走水2-1157-2
日帰り入浴
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：優待価格が適用されます。

メルキュールホテル横須賀

三浦・横須賀

https://mercureyokosuka.jp/
宿：ホテル
神奈川県横須賀市本町3-27
 ストロ・ブルゴーニュ（19階）
食：ビ
046-821-1111
ロビーラウンジ シャンゼリゼ（1階）
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：優待価格が適用されます。
食：飲食代金の5％割引

ススキの原一の湯
（一の湯グループ）
箱根・湯河原

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。
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地区

施設名 /ホームページ/ 住所 /
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

宿：旅館

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

宿：旅館
 ストラン瀬音、千歳（１F）
食：レ
日帰り入浴「いずみの湯」

宿：優待価格が適用されます。
食：割引料金はありません。

宿：旅館

宿：優待価格が適用されます。

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。

宿：旅館

宿：優待価格が適用されます。

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。

宿：旅館

宿：優待価格が適用されます。

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円割引

青巒荘

箱根・湯河原

https://www.seiransou.co.jp/
神奈川県足柄下郡湯河原町宮上679
0465-63-3111
ＪＲ東海道線「湯河原駅」下車バス18分

ニューウェルシティ湯河原

箱根・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

会員証・退職優待者証の提示による
割引料金

大箱根一の湯
（一の湯グループ）
箱根・湯河原

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

箱根ハイランドホテル

箱根・湯河原

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

品の木一の湯
（一の湯グループ）
箱根・湯河原

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

箱根ホテル

箱根・湯河原

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「小田原駅東口」より箱根登山
バス箱根町港行き（H 系）に乗車。「箱根ホ
テル前」下車。
※所要時間50分

姥子温泉芦ノ湖一の湯
（一の湯グループ）
箱根・湯河原

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

箱根パークス吉野

箱根・湯河原

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

山のホテル

箱根・湯河原

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
 ェル・ボア（１F）
食：ヴ
､ つつじの茶屋（２ 宿：優待価格が適用されます。
､ サロン・ド・テ・ロザージュ（別館 食：割引料金はありません。
F）
１F）
､ ラウンジ（１F）
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会員証・退職優待者証の提示による
割引料金

箱根 ゆとわ

箱根・湯河原

https://www.hakoneyutowa-hotel.jp/
神奈川県足柄下郡箱根町強羅1300-27
0460-82-0321
箱根登山鉄道「強羅駅」から徒歩5分

宿：ホテル

宿：優待価格が適用されます。

宿：旅館

宿：優待価格が適用されます。

ホテル花月園

箱根・湯河原

https://kagetsuen.net/hotel/
神奈川県足柄下郡箱根町仙石原1244-2
0460-84-8621
ＪＲ・小田急「小田原駅」よりバスで60分

天成園

箱根・湯河原

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

宿：旅館
食：瀧見亭（2F）
､ 憩い処（2F）
宿：優待価格が適用されます。
日帰り入浴は https://hamagojo.com/
食：割引料金はありません。
onsen/tenseien/「日帰り入浴施設」を
ご覧ください。

箱根 花紋

箱根・湯河原

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

ホテルはつはな
箱根・湯河原

http://www.odakyu-hotel.co.jp./
hatsuhana/
神奈川県足柄下郡箱根町須雲川20-1
0460-85-6111
箱根登山鉄道「箱根湯本駅」より車で10分

湯本富士屋ホテル

箱根・湯河原

箱根・湯河原

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

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
食：つつじの茶屋（6F）
※昼食は前日までに予約要

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：優待価格が適用されます。
食：割引料金はありません。

宿：ホテル
宿：優待価格が適用されます。
食：姫沙羅ランチブッフェ（1F）
､ 桂（1F）
､
食：割引料金はありません。
ヴァンヴェール（1F）
､ 桃華楼（1F）

宿：旅館

割引優待内容
宿：優待価格が適用されます。

宿：旅館

割引優待内容
宿：優待価格が適用されます。

宿：旅館

宿：優待価格が適用されます。

宿：ホテル
食事：菊華荘、メインダイニングルーム・
ザ・フジヤ、レストラン・カスケード

宿：優待価格が適用されます。
食：割引料金はありません。

一の湯本館
（一の湯グループ）
箱根・湯河原

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）
箱根・湯河原

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

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
箱根・湯河原 0460-82-2211
箱根登山鉄道「宮ノ下駅」より徒歩7分
または「箱根湯本駅」からバスで約15分
「ホテル前」で下車
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リフレッシュ補助券が使用できる
サービス

山荘なぎさ

http://www.sansou-nagisa.net/
神奈川県伊勢原市大山421
その他神奈川 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

割引優待内容
宿：優待価格が適用されます。
（適用除外日あり）
トカードは使用できません。
※クレジッ
（現金払いのみ）

宿：旅館

宿：優待価格が適用されます。
※クレジッ
トカード（電子マネー含む）使用の
場合割引適用不可

潮騒と磯料理の宿
美浜レステル

伊豆

https://suzukishokai.jp/distinations/
hotel-mihama
静岡県沼津市戸田３６２－５
0558-94-3555
伊豆箱根鉄道「修善寺駅」より戸田行の
バスで５０分（終点戸田）

会員証・退職優待者証の提示による
割引料金

ニュー八景園
伊豆

宿：旅館
http://www.hakkeien.jp/
食：食事処万葉・憩い処（１F）
静岡県伊豆の国市長岡211
日帰り入浴
055-948-1500
伊豆箱根鉄道「伊豆長岡駅」タクシー8分

クアハウス石橋旅館
伊豆

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

宿：旅館
食：部屋食
日帰り入浴

伊豆北川温泉
つるや吉祥亭
伊豆

https://www.tsuruya-kisshotei.com/
宿：旅館
静岡県賀茂郡東伊豆町北川温泉
日帰りプラン
0557-23-1212
伊豆急行「伊豆熱川駅」~つるや吉祥亭
間の送迎バス（予約不要）

堂ヶ島温泉ホテル

伊豆

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：優待価格が適用されます。

宿：優待価格が適用されます。
食：料理飲食5％割引

：優待価格が適用されます。
宿（１泊２食付）
 Ｐ日帰りプランより、

日帰りプラン：Ｈ
一律５００円引き

宿：旅館

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

宿：旅館

宿：優待価格が適用されます。

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
※退職優待者証による特典はありません。

宿：旅館

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

宿：旅館

宿：優待価格が適用されます。

伊豆長岡温泉京急ホテル

伊豆

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

国民宿舎
サンライズ九十九里
その他関東

https://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

内浦山県民の森
森の宿せせらぎ

その他関東

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

ペンションてんとう虫

その他関東

https://oze-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
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施設名 /ホームページ/ 住所 /
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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

水上高原ホテル２００
その他関東

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：旅館

宿：優待価格が適用されます。

宿：旅館

宿：優待価格が適用されます。

宿：ホテル
 ・コリーナ（２F）
食：ラ
､ 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。

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。

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円割引
＊電話予約時のみ。他の割引との重複なし

宿：旅館

宿：優待価格が適用されます。
※クレジッ
トカード（電子マネー含む）使用の
場合割引適用不可
※スキーシーズンレンタル代金・カフェレスト
ラン適用不可
※利用範囲は１２月~３月・７月~９月（先期
間以外はスキー場整備のため利用不可）
※夏休み・冬休み及び１月~３月は学生団
体貸切利用があるため、予約時に現地
確認してください。

宿：旅館

宿：優待価格が適用されます。

宿：旅館

宿：優待価格が適用されます。

宿：ホテル

宿：優待価格が適用されます。

宿：ホテル

宿：優待価格が適用されます。

奥日光高原ホテル

その他関東

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

フルーツパーク富士屋ホテル

山梨

https://www.fruitpark.jp/
山梨県山梨市江曽原1388
0553-22-8811
Ｊ
Ｒ中央線「山梨市駅」からタクシー７分（無
料送迎有・予約制）

富士ビューホテル

山梨

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）

キッズペンションめーぷる

山梨

https://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

白樺湖ロイヤルホテル
信越

https://suzukishokai.jp/distinations/
hotel-royal
長野県茅野市北山白樺湖3419－1
0266-68-2336
中央本線「茅野駅」白樺湖行バス乗車５０分

白馬五竜 ペンション くるみ

信越

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

六日町温泉龍氣

信越

http://www.ryuuki.com/
新潟県南魚沼市小栗山字上の台２３１０
025-770-2525
ＪＲ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

ホテル八峯苑鹿の湯

信越

http://happoen.jp/
長野県諏訪郡富士見町境12067
0266-66-2131
Ｊ
Ｒ中央本線「小淵沢駅」より無料送迎バ
ス・タクシー 15分

ホテル志賀サンバレー
信越

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
JR北陸新幹線「長野駅」
より直通バス70分
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会員証・退職優待者証の提示による
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安曇野蝶ケ岳温泉ほりでーゆ~
四季の郷

信越

信越

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）

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
Ｊ
Ｒ北陸新幹線「飯山駅」より直通バス25分

宿：旅館

宿：優待価格が適用されます。

宿：旅館

宿：優待価格が適用されます。
桐屋旅館、さかきや、末広屋旅館、清風
館、千歳館、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、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18軒

宿：旅館

宿：優待価格が適用されます。

宿：旅館

宿：優待価格が適用されます。
トカード（電子マネー含む）使用の
※クレジッ
場合割引適用不可
※日帰り入浴・館内レストラン割引適用不
可

ＪＯＥＴＳＵ見晴館
信越

http://miharashi.jkokusai.com/
新潟県南魚沼市樺野沢84
025-782-0381
ＪＲ上越新幹線「越後湯沢駅」乗換上越
線「上越国際前駅」下車

Ｉ
ＮＦ
Ｉ
Ｎ
Ｉ
ＴＯ ＨＯＴＥＬ＆ＳＰＡ
関西

https://suzukishokai.jp/distinations/
hotel-shirahama
和歌山県西牟婁郡白浜町2018番地
0739-42-2733
JR「白浜駅」より車約15分。空港より車
約5分

湯処むろべ
（和歌山県教育互助会）
関西

山陽

http://www.murobe.jp/
宿：旅館
和歌山県西牟婁郡白浜町1997
（永年勤続会員旅行補助券も使えます）
0739-42-3300
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

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

安芸グランドホテル＆ＳＰＡ
宿：旅館

宿：優待価格が適用されます。
※クレジッ
トカード（電子マネー含む）使用の
場合割引適用不可
※日帰り入浴・館内レストラン割引適用不
可

宿：旅館

宿：優待価格が適用されます。

宿：旅館

宿：優待価格が適用されます。

宿：ホテル

宿：優待価格が適用されます。
全国のダイワロイネッ
トホテルが対象となりま
す。

https://www.akigh.co.jp/
広島県廿日市市宮島口西1-1-17
0829-56-0111
JR「宮島口駅」から車３分

五感の湯つるや

東北

http://www.tsuruyahotel.co.jp
山形県山形市蔵王温泉７１０番地
023-694-912
JR 山形新幹線「山形駅」下車バス４０分

会津アストリアホテル・
会津高原ホテル

東北

その他

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）

ダイワロイネットホテルズ

（ダイワロイネッ
トホテル横浜公園ほか）
https://www.daiwaroynet.jp/

星野リゾート

星野リゾート

OMO7 旭川

https://www.hoshinoresorts.com/gp/
corporate-sp/
待価格が適用されます。
北海道旭川市6条通9丁目
宿：ホテル・旅館
季節や曜日により変動いたします。
0166-29-2666
（永年勤続会員旅行補助券も使えます）
（平均一般価格の1,000円 ~5,000円割引）
新千歳空港から：電車で最速約135分
旭川空港から：市内行きバスで約50分／
車で約30分
JR 函館本線「旭川駅」から徒歩
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地区

施設名 /ホームページ/ 住所 /
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

星野リゾート
リゾナーレトマム
星野リゾート

https://www.hoshinoresorts.com/gp/
corporate-sp/
北海道勇払郡占冠村字中トマム
0167-58-1122
JR 石勝線「トマム駅」から送迎バス5分

星野リゾート
トマム ザ・タワー
星野リゾート

https://www.hoshinoresorts.com/gp/
corporate-sp/
北海道勇払郡占冠村字中トマム
0167-58-1122
JR 石勝線「トマム駅」から送迎バス5分

星野リゾート

星野リゾート

青森屋

https://www.hoshinoresorts.com/gp/
corporate-sp/
青森県三沢市古間木山56
0570-073-022
JR 東北新幹線「八戸駅」
・青森空港から
無料送迎バス

星野リゾート
奥入瀬渓流ホテル
星野リゾート

https://www.hoshinoresorts.com/gp/
corporate-sp/
青森県十和田市大字奥瀬字栃久保231
0570-073-022
JR 東北新幹線「八戸駅」
・青森空港から
無料送迎バス

星野リゾート

星野リゾート

界 津軽

https://www.hoshinoresorts.com/gp/
優待価格が適用されます。
corporate-sp/
宿：ホテル・旅館
季節や曜日により変動いたします。
青森県南津軽郡大鰐町字上牡丹森36-1
（永年勤続会員旅行補助券も使えます）
（平均一般価格の1,000円 ~5,000円割引）
0570-073-011
弘南鉄道「大鰐温泉駅」から送迎バス・タク
シーほか

星野リゾート
磐梯山温泉ホテル
星野リゾート

https://www.hoshinoresorts.com/gp/
corporate-sp/
福島県耶麻郡磐梯町大字更科字清水平
6838-68
0570-073-022
JR 東北新幹線「郡山駅」からシャトルバス

星野リゾート

星野リゾート

界 加賀

https://www.hoshinoresorts.com/gp/
corporate-sp/
石川県加賀市山代温泉18-47
0570-073-011
電車：JR 北陸本線「加賀温泉駅」タクシ
ー・バス約10分
車：北陸道 加賀 I.C.15分

星野リゾート ＢＥＢ５ 軽井沢

星野リゾート

https://www.hoshinoresorts.com/gp/
corporate-sp/
長野県北佐久郡軽井沢町長倉3364-15
0267-44-3015
しなの鉄道「中軽井沢駅」からタクシー約5分

星野リゾート

星野リゾート

界 松本

https://www.hoshinoresorts.com/gp/
corporate-sp/
長野県松本市浅間温泉1-31-1
0570-073-011
電車：JR 中央線「松本駅」からタクシーで
約15分
車：長野自動車道 松本 I.C 約30分
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地区

施設名 /ホームページ/ 住所 /
電話番号 / 交通

星野リゾート

星野リゾート

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

界 アルプス

https://www.hoshinoresorts.com/gp/
corporate-sp/
長野県大町市平2884-26
0570-073-011
電車：JR大糸線「信農大町駅」からタクシー
約15分
車：中央道 安曇野I.C.約60分

星野リゾート
リゾナーレ八ヶ岳
星野リゾート

https://www.hoshinoresorts.com/gp/
corporate-sp/
山梨県北杜市小淵沢町129-1
0570-073-055
電車：JR 中央線「小淵沢駅」から送迎バ
ス5分
車：中央自動車道小淵沢 I.C.5分

星野リゾート
OMO5 東京大塚

星野リゾート

https://www.hoshinoresorts.com/gp/
corporate-sp/
東京都豊島区北大塚2丁目26番地
0570-073-022
ＪＲ山手線「大塚駅」徒歩1分

星野リゾート
リゾナーレ那須
星野リゾート

https://www.hoshinoresorts.com/gp/
corporate-sp/
栃木県那須郡那須町高久乙道下2301
0570-073-055
電車：JR 東北新幹線「那須塩原駅」より
送迎バス40分
車：東北自動車道黒磯板室 I.C.より30分 宿：ホテル・旅館
（永年勤続会員旅行補助券も使えます）

星野リゾート
OMO３ 東京川崎
星野リゾート

星野リゾート

星野リゾート

星野リゾート

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円割引）

https://www.hoshinoresorts.com/gp/
corporate-sp/
川崎市川崎区小川町17-1
0570-073-022
JR 線・京浜急行線「川崎駅」下車

星野リゾート

界 川治

星野リゾート

界 鬼怒川

星野リゾート

界 日光

https://www.hoshinoresorts.com/gp/
corporate-sp/
栃木県日光市川治温泉22番地
0570-073-011
電車：東武鉄道「川治湯元駅」無料送
迎バス5分
車：東北自動車道西那須野 I.C.より60分
https://www.hoshinoresorts.com/gp/
corporate-sp/
栃木県日光市鬼怒川温泉滝308
0570-073-011
東武鉄道「鬼怒川温泉駅」タクシー5分
https://www.hoshinoresorts.com/gp/
corporate-sp/
栃木県日光市中宮祠2482
0570-073-011
東武バス「中禅寺温泉」送迎バス3分

星野リゾート ＢＥＢ５ 土浦

星野リゾート

https://www.hoshinoresorts.com/gp/
corporate-sp/
茨城県土浦市有明町1-30 プレイアトレ土浦3階
0570-073-022
JR常磐線「土浦駅」
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地区

施設名 /ホームページ/ 住所 /
電話番号 / 交通

星野リゾート

星野リゾート

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

界 箱根

https://www.hoshinoresorts.com/gp/
corporate-sp/
神奈川県足柄下郡箱根町湯本茶屋230
0570-073-011
箱根登山鉄道「箱根湯本駅」から箱根登山バ
ス7分

星野リゾート 界 仙石原

星野リゾート

https://www.hoshinoresorts.com/gp/
corporate-sp/
神奈川県足柄下郡箱根町仙石原817-359
0570-073-011
箱根登山鉄道「箱根湯本駅」から箱根登
山バス40分。
「台ヶ岳」バス停下車５分

星野リゾート
リゾナーレ熱海
星野リゾート

星野リゾート

https://www.hoshinoresorts.com/gp/
corporate-sp/
静岡県熱海市水口町2-13-1
0570-073-055
電車：JR「熱海駅」から送迎バス約20分
車：小田原厚木道路 石橋 I.C.から国道
135号約45分

星野リゾート

界 伊東

星野リゾート

界 アンジン

星野リゾート

界 遠州

星野リゾート

界 長門

星野リゾート

界 出雲

星野リゾート

界 阿蘇

https://www.hoshinoresorts.com/gp/
corporate-sp/
静岡県伊東市岡広町2-21
0570-073-011
電車：JR 伊東線「伊東駅」から徒歩10分
（タクシー約5分）

https://www.hoshinoresorts.com/gp/
宿：ホテル・旅館
corporate-sp/
（永年勤続会員旅行補助券も使えます）
星野リゾート
静岡県伊東市渚（なぎさ）町5-12
0570-073-011
電車：JR 伊東線「伊東駅」から徒歩約15分
（タクシー５分）

星野リゾート

星野リゾート

星野リゾート

星野リゾート

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円割引）

https://www.hoshinoresorts.com/gp/
corporate-sp/
静岡県浜松市西区館山寺町399-1
0570-073-011
電車：JR東海道新幹線「浜松駅」から無料
送迎バス約45分
車：東名高速道路 舘山寺スマートI.C約10分
https://www.hoshinoresorts.com/gp/
corporate-sp/
山口県長門市深川湯本2229-1
0570-073-011
JR 美祢線「長門湯本駅」下車徒歩15分
https://www.hoshinoresorts.com/gp/
corporate-sp/
島根県松江市玉湯町玉造1237
0570-073-011
JR山陰本線「玉造温泉駅」からタクシー約
５分（松江駅からタクシー・レンタカー約20分）
https://www.hoshinoresorts.com/gp/
corporate-sp/
大分県玖珠郡九重町湯坪瀬の本628-6
0570-073-011
JR 久大本線「豊後中村駅」からタクシー
約40分（肥後大津塚駅からタクシー75分）
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地区

施設名 /ホームページ/ 住所 /
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

季一遊（伊豆 / 下田）

伊豆

https://www.tokiichiyu.com/room/
リフレッシュ補助券は使用できません。
静岡県賀茂郡南伊豆町湊９０２-１
0558-62-5151
伊豆急線「下田駅」下車 送迎バス20分

会員証・退職優待者証の提示による
割引料金
割引優待内容
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
円割引
＊電話予約時のみ。他の割引との重複なし

ホテルヴィレッジ
（群馬 / 草津）
その他関東

山梨

http://0932.jp/
リフレッシュ補助券は使用できません。
群馬県吾妻郡草津町618
0279-88-3232
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）

ロッジ花月園
（山梨 / 山中湖）

https：//kagetsuen.net/lodge/
リフレッシュ補助券は使用できません。
山梨県南都留郡山中湖村旭日丘
0279-88-3232
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。

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。）
令和３年度の営業期間は令和３年４月８日
（木）～令和３年11月2２日（月）です。

広告
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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
イ
ウ

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。
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。
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420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
◆法人番号：９０５０
〈横浜市立学校教職員互助会専用ホームページ〉
◆パスワード：４５８０
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54〜55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。
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カ

ホームグランド施設（５施設
施設名 / 所在地 / 電話番号

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

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

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

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

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

キ

相互利用施設（13施設
施設名 / 所在地 / 電話番号

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

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

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

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

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

予約が相互利用施設より取りやすくなります。
）の一覧

客室数 /
夕食 / 朝食
（税抜）

付帯設備

100室 /
5,741円〜
/1,819円〜

電車：JR 御殿場線「御殿場駅」からバス
レストラン（3か所）
、温泉大浴場（露天風呂、
（約45分）
「ホテルマウント富士入口」下車、
サウナ、ジャグジー、ミストサウナ）
、屋内温水
タクシー（約5分）
プール（ジャグジー付）
、結婚式場、会議室、
車：東名高速道路「御殿場 I.C.」から国道
カラオケルーム、ゲームコーナー、ショップ、ペ
138号及び東富士五湖道路「山中湖 I.C」か
ッ
トホテル
ら約5km

38室 /
5,000円〜
/2,200円〜

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
和食レストラン、温泉大浴場（露天風呂、サ
は、箱根登山鉄道線「強羅駅」からシャトル
ウナ）
、屋内温水プール（ジャグジー付）
、ショ
バス・タクシー（約10分）
ップ、テニスコート
車：東名高速道「御殿場 I.C.」から国道138
号（約16km）経由

20室 /
5,556円〜
/2,400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
電車：JR 中央線「茅野駅」下車、タクシー
※大浴場・露天風呂は蓼科アネックス併設の （約35分）またはシャトルバス（約45分）
「鹿山の湯」をご利用ください。
車：中央自動車道「諏訪 I.C.」からビーナス
※東急リゾートタウン蓼科内：蓼科東急スキ ライン（約16km）経由
ー場、蓼科東急ゴルフコース等

30室 /
5,800円〜
/2,200円〜

レストラン（3か所）
、温泉大浴場（露天風呂、
電車：JR 磐越西線「猪苗代駅」下車、タク
サウナ）
、屋内温水プール、屋外プール（ジ
シー（約35分）またはシャトルバス（約35分）
ャグジー付）
、リフレクソロジー、多目的室、ラ
車：磐越道「猪苗代磐梯高原 I.C.」から国
ウンジ、バー、ショップ
道115・459号（約24km）経由
※グランデコスノーリゾートに併設

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、 電車：JR 北陸新幹線「福井駅」からえちぜ
ジャグジー）
、屋内温水プール、エステルーム、ん鉄道線（約55分）
「勝山駅」下車、タクシ
マッサージルーム、ラウンジ、カラオケルーム、ー約20分、またはシャトルバス（約30分）
会議室、ショップ、ペッ
トルーム、ゲームコー 車：東海北陸自動車道「白鳥 I.C.」から国
ナー、ランドリー
道146・157号経由法恩寺山有料道路（約
※スキージャム勝山併設（スキーリゾート）
74km）

予約受付開始時点でも満室の場合があります。
）の一覧
客室数 /
夕食 / 朝食
（税抜）

付帯設備

交通

141室 /
5,500円〜
/2,200円〜

レストラン（1か所）
、温泉大浴場（露天風呂、
電車：JR 東海道線・小田急電鉄小田原線
サウナ、家族風呂、湯上りラウンジ）
、足湯、
「小田原駅」下車、タクシー（約45分）また
屋外プール、屋内温水プール（ジャグジー付
は、箱根登山鉄道線「強羅駅」下車、タク
き）
、リラクゼーションスパ、カラオケルーム、
シー（約15分）
多目的室、ショップ、ペッ
トルーム、ペッ
トケー
車：東名高速道路「御殿場 I.C.」から国道
ジ、ペッ
ト専用温泉、パーティールーム、ライ
138号（約12km）経由
ブラリー、ゲームルーム

62室 /
7,000円〜
/2,700円〜

電車：JR 東海道線・小田急電鉄小田原線
レストラン（1か所）
、温泉大浴場（露天風呂、
「小田原駅」下車、タクシー（約45分）また
サウナ、家族風呂、湯上がりラウンジ）
、足
は、箱根登山鉄道線「強羅駅」下車、タク
湯、リラクゼーションスパ、シアタールーム、カ
シー（約15分）
ラオケルーム、多目的室、ショップ、ラウンジ、
車：東名高速道路「御殿場 I.C.」から国道
ライブラリー、ペッ
トルーム、ペッ
トケージ
138号（約12km）経由

125室 /
5,000円〜
/2,200円〜

47室 /
5,000円〜
/2,200円〜

120室 /
5,000円〜
/2,200円〜

、温泉大浴場（露天風呂、 電車：JR 東海道線「熱海駅」下車タクシー・
レストラン（3か所）
展望家族風呂）
、湯上りラウンジ、スパプー シャトルバス（約10分）
ル、屋外プール、スパラウンジ、スパ、ペッ
ト 車：小田原厚木道路「小田原西 I.C.」から
ルーム、ペッ
トケージ、カラオケルーム、ゲー 真鶴道路・
ムコーナー、ショップ
国道135号線（約19km）経由

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

54

2005245_市立学校教職員互助会令和3年度�イ�_本文.indd 54

交通

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

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

2021/03/26 15:42

施設名 / 所在地 / 電話番号

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

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

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

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

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

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

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

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

客室数 /
夕食 / 朝食
（税抜）

付帯設備

交通

120室 /
4,500円〜
/2,200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、 電車：JR 東海道線「鷲津駅」下車、シャト
ペッ
トルーム、ペッ
トケージ、ゲームルーム
ルバス（約30分要予約）
※東急リゾートタウン浜名湖内：
車：東名高速道路「三ヶ日I.C.」から「浜名
スライダープール（屋外）
、テニスコート、フ 湖レイクサイドウェイ」
（約2,5km）経由
ッ
トサルコート、パターゴルフ、マリーナ

98室 /
4,500円〜
/2,200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

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
140室 /
ル、エステルーム、カラオケルーム、多目的室、
4,500円〜
ショップ、ペットルーム、ペットケージ、憩い室、
/2,200円〜 ゲームコーナー、ライブラリー、ドッグラン
電車：JR 東北新館線「那須塩原駅」下車、
※東急那須リゾート内：
タクシー（約30分）
、またはシャトルバス（約40分）
那須国際カントリークラブ
車：東北自動車道「那須 I.C.」から一般道
東急那須リゾート内にある戸建タイプ（平屋タ （約10km）
客室棟12棟 イプ10棟※ペッ
トルーム2棟を含む。2階建タ
/4,500円〜 イプ2棟）
。
/2,200円〜 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。
127室 /
5,000円〜
/2,200円〜

49室 /
5,000円〜
/2,200円〜

83室 /
6,300円〜
/2,200円〜

37室 /
6,300円〜
/2,200円〜

電車：JR 北陸新幹線「軽井沢駅」からタク
、ワインテラス、売店、温 シー（約8分）または、シャトルバス（約20分）
レストラン（3か所）
泉大浴場（露天風呂、家族風呂、サウナ）
、 ※シャトルバス有料：大人410円／小学生
湯上りラウンジ、屋内プール、スパ、ラウンジ、 210円
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
車：上信越道「碓氷軽井沢 I.C.」から一般
道（約10㎞）

、ラウン
レストラン、温泉大浴場（露天風呂）
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

電車：JR 東海道新幹線「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

※ 食事料金は参考です。時期により変動がありますので、予約時に確認してください。

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。
対象施設

予約受付開始
（2か月先の同日までの予約受付）

ホームグラウンド施設

3月１日

相互利用施設

3月５日

利用希望日
ゴールデン
ウィーク

4/29〜5/5

蓼科リゾート
箱根明神平

7/1７〜8/31
夏季

5月2８日

山中湖マウント富士
裏磐梯グランデコ

7/31〜8/15

スキージャム勝山

５月３１日
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利用希望日

予約受付開始
（2か月先の同日までの予約受付）

対象施設
浜名湖
天城高原
熱海伊豆山・VIALA annex 熱海伊豆山

7/1７〜8/31
夏

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）

勝浦

季

那須、那須 Retreat
箱根甲子園
軽井沢・軽井沢 VIALA annex

秋

季

7/31〜8/1５

VIALA 箱根翡翠

7/14〜7/17・7/31〜8/1５

VIALA annex 京都鷹峯・京都鷹峯

10/1５・1６・2２・2３・２９・3０
11/５・６・1２・1３・１９・2０・2６・2７

VIALA 箱根翡翠

8月2３日

11/1３〜12/５

VIALA annex 京都鷹峯・京都鷹峯

9月1７日

ホームグラウンド施設

10月29日

相互利用施設

11月４日

令和4年1/８〜3/2６の週末

裏磐梯グランデコ

12月６日

令和4年2/４〜2/2７

スキージャム勝山

12月６日

12/29〜1/3
冬

季

※ 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
大人
（13歳以上）

小人
（4〜12歳）

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

4,200円

3,200円

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、

4,900円

3,600円

施 設 名

幼児
（3歳以下）
無料

・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

15,100円

18,500円

20,100円

23,500円

26,900円

31,100円

35,200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

16,400円

16,400円

24,100円

26,100円

30,400円

利用料（※3）

※ 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。

・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

16,400円

16,400円

21,400円

21,400円

24,100円

28,100円

33,100円

33,100円

36,400円

利用料（※4）
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・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

16,400円

16,400円

26,100円

31,100円

31,100円

利用料（※4）

 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、
※1 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）4,900円・小人（4〜12歳、消費税別）3,600円が加算されます。
※ 食事は別途予約制です。

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。
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（７）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

ダスキン

https://www.duskin.co.jp
0120-100-505
お申し込みはこの電話番号に限ります。

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〜）

対応地域

神奈川県、東京都、
埼玉県、千葉県、静岡
県内

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

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。
利用方法
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。

神奈川県ほか

https://www.nichiiweb.jp/kaji/
0120-212-295

ブレス

優待料金及び利用方法

優待料金が適用されます。
(1)デビュープラン90分3,619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。
※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。
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。
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７
1
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3

会員証による割引優待施設

利用対象 会員と家族及び退職優待者と同行する配偶者
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。

利用方法
〈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。
髙島屋横浜店内の飲食店ではリフレッシュ補助券が使用できます。
（詳細は
24ページをご覧ください。）
〈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家族の葬儀であるこ
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

4

   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。
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。

百貨店・専門店・結婚式場・文化施設
取扱項目

百 貨 店

印

章

指定店 /ホームページ

髙島屋

店舗情報
⃝髙島屋横浜店
横浜市西区南幸1-6-31 ７F 商品券売場
045-311-5111

https://www.takashimaya.co.jp/

⃝髙島屋玉川店
東京都世田谷区玉川3-17-1 ６F
総合サービスセンター
03-3709-3111

香蘭堂

⃝香蘭堂
横浜市西区戸部町7-220-3
045-326-4616

http://www009.upp.so-net.
ne.jp/kourando/

割引優待

５％（ただし消費税を除く価格3,000円以上）
※一部除外品あり 無休（元旦は店休日）

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

指定店 /ホームページ

内田時計店

http://www.uchida-noge.co.jp

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

店舗情報

割引優待

⃝内田時計店
横浜市中区野毛町2-80
045-231-2306

20〜30% 割引

⃝クレサンベール銀座店
東京都中央区銀座５丁目7-4 鳩居堂ビル
地下1Ｆ
03-3571-7869

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

⃝横浜西口店
横浜市西区南幸1-5-1相鉄ジョイナス4F
045-321-6821
⃝こどもメガネアンファン横浜髙島屋店
横浜市西区南幸1-6-31横浜髙島屋6F
045-290-7211
⃝横浜東口
横浜市西区高島2-16
横浜駅東口地下街ポルタ
045-453-6501
⃝青葉台店
横浜市青葉区青葉台2-1-1
青葉台東急エクエアSouth-1本館3F
045-985-8020

オグラ眼鏡店

http://www.ogura-megane.
co.jp/

⃝上大岡店
横浜市港南区上大岡西1-6-1
京急百貨店7F
045-848-7278

眼鏡10% 眼鏡関連商品10%
※他の割引優待との併用はできません。
※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

⃝相模大野店
相模原市南区相模大野3-8-1
相模大野ステーションスクエア A 館6F
042-767-1696
メ ガ ネ・
コン タク
トレ ン ズ

⃝川崎店
川崎市川崎区駅前本町26-1-325
アトレ川崎6F
044-200-6654
⃝百合ヶ丘店
川崎市麻生区上麻生1-4-1
新百合ヶ丘エルミロード4F
044-965-3020
⃝藤沢店
藤沢市南藤沢22-3 オーパ1F
0466-26-2877
⃝元町本店
横浜市中区元町1-25
045-662-6255

金明堂

http://www.kinmeido.co.jp/

⃝ジョイナス店
横浜市西区南幸1-5-1ジョイナス店
045-311-3955
⃝茅ヶ崎ラスカ店
茅ケ崎市元町1-1
0467-87-3828

取扱商品：メガネ、サングラス、補聴器、
コンタクト
10%( 税別3,000円以上）
現金支払のみ
特価品は除外

⃝ジョイナステラス二俣川店
横浜市旭区二俣川2-50-14
ジョイナステラス二俣川5F
045-453-8011

メガネスーパー

https://www.meganesuper.co.jp

⃝横浜西口本店
横浜市西区北幸1-8-6
04-317-7727
⃝横浜スタジアム前店
横浜市中区山下町２５２
045-661-2110
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取扱項目

指定店 /ホームページ

店舗情報

割引優待

⃝イセザキモール店
横浜市中区伊勢佐木町１－５
045-263-2620
⃝二俣川店
横浜市旭区二俣川２－５８
045-367-4027
⃝港北ＮＴセンター南店
横浜市都筑区茅ヶ崎中央１９－１
045-949-1010
メ ガ ネ・
コ ン タ ク メガネスーパー
ト レ ン ズ https://www.meganesuper.co.jp

⃝溝ノ口本店
川崎市高津区溝口1-12-17
044-829-6675

通常価格より15％OFF
※ 他の割引と併用はできません。
※ 特定商品や価は割引対象外となります。

⃝大船店
鎌倉市大船１－２３－１４
0467-45-8269
⃝藤沢南口店
藤沢市南藤沢２０－６
0466-55-1677
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。
⃝田原町店
東京都台東区西浅草1-1-18
03-3842-3010
仏

壇

三善堂

httpｓ://www.3010.co.jp

⃝寿店
東京都台東区寿2-9-13
03-3845-3010

仏壇 20〜40%
仏具 20〜30%

⃝稲荷町店
東京都台東区東上野3-33-12
03-3835-3010

住

宅

一条工務店

https://www.ichijo.co.jp/

⃝業務推進グループ法人営業担当
フリーダイヤル：0120-447-812
全国（沖縄を除く）に展示場があります。

建物本体工事価格（消費税を除く）の２％割引
※割引を受けるためのは契約前までに会員証
の提示が必要です。
※割引除外：分譲土地・分譲住宅
（
「i-palette」
）
、洋風セゾンAタイプ（木造
軸組工法 スタンダード仕様）
、分譲マンシ
ョン、規格型住宅（ご提案型住宅
「i-smile」）
、定借地権上の建物、特別廉
価商品（キャンペーン商品）
、増改築工事、
事業用建物（アパート・店舗付住宅等）

広告
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取扱項目

指定店 /ホームページ

UR 賃貸住宅

https://www.ur-net.go.jp/
chintai/kanto/kanagawa/
counter/yokohama/

神奈川営繕センター建設
住

宅

大和ハウス工業
横浜支社 住宅事業部

https://www.daiwahouse.co.jp/
officeHP/00640.html

横浜テクノ建設

http://www.y-tekuno.com/

ウスイホーム

https://www.usui-home.com/

京急不動産

https://www.keikyu-sumai.com/

店舗情報

割引優待

⃝ UR 横浜営業センター
横浜市神奈川区金港町1-4
横浜イーストスクエア２階
045-461-4177

https://www.mizuho-re.co.jp/

三井不動産レジデンシャル
http://www.31teikei.com/

※退職優待者証による割引きはありません。

⃝神奈川営繕センター建設
横浜市栄区野七里2-9-7
フリーダイヤル0120-412-033
TEL045-896-0116
FAX045-896-2344

見積もり内容から7~15% 割引
＊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
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
0120-29-1807

建物本体工事価格の3%
分譲建物価格の3%

⃝横浜テクノ建設
横浜市旭区東希望ヶ丘100
045-362-5698

工事金額の3%（キャンぺーン商品除く）
（新築・建て替え・リフォーム・エクステリア・
ガーデニング）

⃝法人営業課 046-813-8001
賃貸仲介：仲介手数料の10％割引
上大岡店、戸塚店、杉田店、金沢文庫店、藤沢 売買仲介：仲介手数料の20％割引
店、湘南台店、逗子店、横須賀中央店、馬堀海 注文住宅：請負（受注）額の３％
岸店、衣笠店、武山店、野比店、久里浜店、建 リフォーム：請負（受注）額の５％
設新築部、建設リフォーム部、生活支援課
高齢者施設紹介：無料

⃝仲介事業部 法人営業担当
東京都港区高輪2-18-10
高輪泉岳寺駅前ビル６階
03-6277-3161

分譲物件：販売価格の１％（限度額60万円）
割引
不動産売買仲介：仲介手数料（税抜）の15
％割引
不動産賃貸仲介：仲介手数料（税抜）の10
％割引
注文住宅・リフォーム：請負工事価格（税抜）
の３％割引
※共同事業物件は割引率が異なる場合があ
ります。

⃝グループ連携推進部法人連携推進室
東京都中央区日本橋１-３-１３
東京建物日本橋ビル９階
0120-036-595
店舗のご案内 https://www.mizuho-re.co.jp/
center/をご覧ください。

売買契約締結前までに会員証の提示で規定
仲介手数料（税込）の20％割引

不 動 産

みずほ不動産販売

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。

⃝三井不動産レジデンシャル
東京都中央区日本橋室町3-2-1
31teikei@mfr.co.jp

基本割引：首都圏の分譲住宅・分譲マンショ
ン購入時に5万円割引
特別優待割引：パンフレッ
ト価格より0.5%、も
しくは1% 割引
（特別物件や割引率は物件・住戸により異な
ります）
＊退職優待者証による割引はありません。

リフォーム

浅岡装飾

⃝浅岡装飾
横浜市南区大岡2-7-1
045-712-1615

材料 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

⃝ウスイ住装
横浜市西区戸部町5-175
045-231-7487

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

小尾表具内装店

⃝小尾表具内装店
横浜市保土ヶ谷区天王町1-3-8
045-331-8029

一般価格の10〜20％割引（襖・障子・クロス
他内装工事全般）
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取扱項目

指定店 /ホームページ

店舗情報

割引優待

⃝本 店
相模原市南区上鶴間本町9-50-45
0120-041-481
⃝新横浜店
横浜市港北区大豆戸町648
0120-086-741
⃝あざみ野店
横浜市青葉区あざみ野1-2-1
0120-076-551
家
具
インテリア

ルームズ大正堂

https://www.rooms-taishodo.
co.jp/

⃝鶴ヶ峰店
横浜市旭区四季美台8-3
0120-051-371
⃝戸塚店
横浜市泉区中田東1-35-12
0120-257-411

店頭表示価格から５％割引（税込）特別提
供品・オーダー品は対象外。
(1) 規定のご入金（3万円以上またはご契約
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）お預かり
いたします。
(2)ご契約によりご不要になった家具を特別
料金でお引き取りいたします。
(3)お買上の家具を最長６年間の保証をいた
します。

⃝つじどう店
藤沢市辻堂新町1-6-35
0120-086-731
⃝玉川店
川崎市高津区溝ノ口6-1
0120-085-461

自 動 車

Honda Cars 横浜北
http://dealer.honda.co.jp/
hondacars-yokohamakita/

トヨタレンタリース横浜
https://www.r-toyota.co.jp/

レンタカー

高栄企業（レンタカー）
http://www.koei-k.co.jp/
rentacar.html

結婚情報

⃝ホンダプリモ横浜北
横浜市緑区中山町305-9
045-931-1885

部品・用品10%~20% 割引
＊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% 割引
ホンダ全車種取扱

⃝トヨタレンタリース横浜
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）
0120-045-758
（レンタカーインフォメーションセンター）

レンタカー時間料金の20% 割引一部対象外
車種がありますのでお問い合わせください。
申込は店頭、電話、インターネッ
トで

⃝高栄企業
横浜市磯子区洋光台3-12-1
0120-331-133（予約フリーダイヤル）

会員特別料金（25~55％引き）
車のクラスにより異なりますのでお問い合わせ
下さい。

⃝ツヴァイ横浜
横浜市西区北幸1-11-15
ツヴァイ
横浜ＳＴビル９Ｆ
https://www.zwei.com/houjin/
0120-374-281（フリーダイヤル）045-325-0281
f75/
「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

日本官婚推進協会
http://japan-kankon.com

メモワール
Ｓｏｃ
ｉ
ａ21（ソシア21）
https://www.socia21.co.jp

⃝日本官婚推進協会
東京都千代田区神田和泉町１-２-５
03-5809-1478

横浜市港北区岸根町 6-1
045-472-7777（結婚式場）
「新横浜駅」下車 送迎バス３分

結婚式場

モンテファーレ

https://www.monterfare.co.jp/

横浜市保土ケ谷区天王町 2-45-55
045-335-2626（結婚式場）
相鉄線「天王町駅」下車 徒歩１分

会員優待
法人会員特典を適用
利用方法
(1)HPまたはお電話にて、資料請求、来店
予約。
(2)その際、会員である旨をご申告または入力。
(3) 入会手続き時、会員証等を提出。
入会金 ５，０００円割引（１５，０００円→１０，０００円）
婚活イベント参加費 １，０００円割引
〈結婚式披露宴〉
料理飲物 10％引き 新郎新婦衣裳 20％引き
ブライダルトーン使用無料
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％
引き
会議室料 30％引き
七五三・成人式貸衣裳 20％引き
〈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％引き
〈その他の利用〉
宴会料理と飲物代 10% 引き
お宮参り・七五三・成人式の衣裳 20％~ 50
％引き
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取扱項目

結婚式場

指定店 /ホームページ

ロイヤルホールヨコハマ
https://www.royalhall.co.jp/

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

神奈川県立音楽堂

http://www.kanagawaongakudo.com/

KAAT 神奈川芸術劇場
http://www.kaat.jp/

文化施設

神奈川県民ホール

http://www.kanagawakenminhall.com/

横浜にぎわい座

https://nigiwaiza.yafjp.org/

店舗情報
横浜市中区山下町 90
045-641-1122（結婚式場）
「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

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

入館料
横浜市中区日本大通11
一般 400円
045-661-2040
大学生300円
「関内駅」徒歩10 分
高校生200円
みなとみらい線「日本大通り駅」3番情文センター 中学生以下無料
連絡口直結
・互助会会員証を提示すると100円引きでご
市営バス「日本大通り駅県庁前」バス停徒歩1分
利用になれます。
＊退職優待者証による割引はありません。

横浜市西区紅葉ヶ丘9-2

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
「桜木町駅」
（南改札西口、北改札西口）徒歩約 般料金から原則10 % 割引で購入できます。
10分
（一部例外有）当日券不可
京浜急行「日ノ出町」駅徒歩約13分
購入方法
みなとみらい線「みなとみらい駅」徒歩約20分
(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）
横浜市中区山下町3-1
(2)インターネッ
ト購入：
045-662-5901
トかながわ」ホームページ
みなとみらい線「日本大通り駅」徒歩約５分、
「元 「チケッ
http://www.kanagawa-arts.or.jp/tc/
町・中華街駅」徒歩約８分
Ｉ
Ｄ：kyousyokuin
「関内駅」
・
「石川町駅」徒歩約14分
パスワード：yokohama14
市営バス「芸術劇場・NHK 前」下車
(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、
横浜市中区山下町3-1
支払方法はオペレーターから案内があります。
045-662-5901
チケッ
ト引取り方法によっては、別途発券手数
みなとみらい線「日本大通り駅」徒歩約６分、
料等がかかります。
「元町・中華街駅」徒歩約12分
演目・内容等 神奈川芸術文化財団へお問
「関内駅」
・
「石川町駅」徒歩約15分
い合わせいただくか、ホームページをご覧ください。
市営バス「芸術劇場・NHK 前」下車
http://www.kanagawa-arts.or.jp/

横浜市中区野毛町3-110-1
045-231-2525
「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
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割引優待

利用料金 主催公演（一部除外あり）の入
場料を10％割引き（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）
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日以内にお支払いが必要とな
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
せくだい。
＊退職優待者証による割引はありません。

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

2021/03/26 15:42

葬儀店
葬儀店名 /ホームページ

店舗情報

http://www.minato-t.com

⃝みなと典礼サービス
横浜市西区藤棚町2丁目206-1-305
045-242-7167/0120-3710-97

友善社

⃝本社、セレモニーホールOKURIA
横浜市西区浜松町14-8

みなと典礼サービス

http://www.yuzensha.co.jp
0120-544-594

本牧葬儀社

⃝エンディングルーム
横浜市西区浜松町11-22
⃝本社
横浜市中区本牧町2-323
045-621-3580

https://www.honmoku.co.jp

⃝本牧ホール
横浜市中区本牧町1-95（葬祭ホール）
045-624-0983

式典船山博善社

https://www.funayamahakuzensha.
jp/

⃝式典船山博善社
横浜市中区山下町161-1
045-681-2104

セレモマイホール

⃝南店
横浜市南区永田北1-3-5

https://myhall.co.jp/
0120-87-1813

メモワール memoire

⃝都筑店
横浜市都筑区茅ケ崎東4-1-20

会員証・退職者優待者
証の提示による割引料金

営業地区

30% 割引

横浜市内及び隣接す
る市

10~30％割引
式場使用料 10％割引

東京都、
神奈川県

祭壇価格より10％

横浜市内及び隣接す
る市

20% 割引

神奈川県内

10％割引き

横浜市内及び隣接す
る市

斎場使用料30％
祭壇価格より30％

横 浜・鶴 見 東・東 戸
塚・藤が丘・ 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
エリア内

⃝本社
横浜市南区高砂町2-24

http://www.memoire.co.jp/
0120-251251

⃝各斎場（横浜・鶴見東・東戸塚・藤が丘・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・藤
が丘）

清水康益社

⃝本社、サバスホール
横浜市港南区港南中央通4-11
045-842-1140

10~20％割引

神奈川県内

テンレイ斎場メゾン

⃝本社
横浜市港南区上永谷4-19-13
045-844-5990/0120-88-5990

祭壇価格より10~30％
斎場使用料 無料

横浜市内

20~30％割引
式場使用料 30％割引

横浜市、大和市、川崎
市 及び 隣 接する市の
一部（斎場所在地
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）

20~30％割引
ハーレ横濱斎場使用料
30％割引

横浜市内及び隣接す
る市

http://shimizukouekisha.jp

http://tenrei.co/

板橋

https://www.sougi-itabashi.co.jp

星陵葬儀社

http://www.seiryosougisha.jp

⃝本社
横浜市保土ケ谷区天王町1-1
045-335-2211
⃝統括センター
横浜市旭区下川井町18-1
045-335-2211
0120-20-7676

⃝本店、ハーレ横濱
横浜市保土ケ谷区岩井町380
045-716-2101
⃝営業所
横浜市中区宮川町3-77
さくらビル2F
045-243-3022
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葬儀店名 /ホームページ

店舗情報

会員証・退職者優待者
証の提示による割引料金

営業地区

⃝鶴ヶ峰斎場
横浜市旭区鶴ヶ峰本町1-26-1
045-952-1131

ファミリー・ホール

http://www.familyhall.co.jp

⃝港南台斎場
横浜市港南区港南台3-11-22
045-831-9000

10％割引
斎場使用料 50％割引

横浜市内
（高津斎場は川崎市内）

⃝高津斎場
川崎市高津区末長3-6-17
044-852-4733

杉浦本店

⃝杉浦本店
横浜市磯子区滝頭2-28-5
045-751-4242

40% 割引

横浜市内

祭壇価格より20％割引

横浜市内

20~50％割引

横浜市内、川崎市、高
津区、宮前区、中原区

20~50％割引

横浜市緑区、青葉区、
町田市、川崎市多摩
区、麻生区、相模原市

30% 割引
式場使用料10％割引

横浜市、川崎市内
及び隣接する市

20％（緑セレモニーホール
セッ
トは除く）

横浜市内

10％~20％割引
式場使用料 無料

神奈川県内

⃝セレモホール新杉田
横浜市磯子区中原2-8-6
⃝セレモホール富岡
横浜市金沢区富岡東6-3-5

横浜セレモ

https://www.yokohama-ceremo.
com/
0120-594-852

⃝セレモホール金沢文庫
横浜市金沢区釜利谷東2-13-12
⃝セレモホール上郷
横浜市栄区上郷町1291
⃝舞岡ホール
横浜市戸塚区舞岡町860
⃝南営業所
横浜市南区中里1-9-25

菊名葬儀社

ときわ祭典

http://www.tokiwasaiten.com/

サギヌマ祭典

⃝本社
横浜市港北区菊名3-22-13
045-401-9567
⃝小ホール
横浜市港北区錦が丘1-2
0120-419-567
⃝本社
横浜市緑区長津田5-6-20
045-983-1103
⃝町田店
町田市成瀬7-1-11
042-723-3389
⃝本店
横浜市青葉区あざみ野南3-7-1
045-911-1199/0120-110-992

http://www.saginumasaiten.co.jp

⃝宮前シティホール
川崎市宮前区菅生4-17-2
044-977-1677

緑葬儀社

⃝緑葬儀社
横浜市青葉区市ケ尾町1053-9
045-971-2948

http://www.midorisougisha.com/

⃝本社
横浜市瀬谷区本郷4-50-2
045-301-2131

白光社すみれ葬祭

http//www.0120-365-787.com

⃝磯子支店
横浜市磯子区森1-2-1
045-753-1331
⃝大和支店
大和市福田5506-1
046-201-0011
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葬儀店名 /ホームページ

店舗情報

会員証・退職者優待者
証の提示による割引料金

営業地区

⃝本店
川崎市中原区小杉町3-26
044-711-2611/0120-12-4940

20% 割引

川崎市内及び隣接す
る市の一部

平都葬祭

⃝平都葬祭
藤沢市朝日町13-16
0466-24-3833

20~50％割引

藤沢市、茅ヶ崎市、平
塚市、寒川町、鎌倉市

中央祭典

⃝中央祭典
相模原市中央区由野台1-1-10-205
042-751-4425

20% 割引

相模原市、
隣接市町村

20~30％割引
斎場使用料 無料

横浜市、横須賀市、三
浦市、逗子市、葉山町、
鎌倉市

川崎葬儀社

http://www.0120-12-4940.jp

船越葬儀社大野屋

http://oonoya.net/

⃝本社
横須賀市船越町1-48
046-861-5353
⃝セレモホール
横須賀市追浜町2-64-7
046-866-5353

広告
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演劇・コンサート等の参加費用一部補助（60周年記念事業）
令和２年度は、横浜市立学校教職員互助会創立60周年の年でした。
これを記念して、会員フリーライフサポート事業と呼ぶ全会員（任期付職員及び臨時的任用職員
は除きます。）が加入する保険制度を令和３年２月から開始しました。
任期付職員や臨時的任用職員も含むすべての会員の方々が参加できる事業として、演劇・コン
サートへの参加費用の一部補助を企画していましたが、あいにく、コロナウイルス感染症の拡大によっ
て、実施できない状況が続いていました。しかし、年度末にやっと実施することができ、以下のような
応募状況となりました。
今年度は、コロナウイルスが収束していることを願い、さらに企画の回数を増やして実施していく予
定です。
また、昨年度は実施を見合わせていましたが、今年度は日帰りバス旅行も実施を検討しています。
多くの会員の皆様がレクリエーション事業を利用できることを願っています。

令和２年度

演劇及びコンサート

実施状況

公演名

申込人数

募集定員

当選者数

石田組 MUZA 見参

56名

50名

56名

ミュージカル『キャッツ』
（3月20日公演分）

89名

25名

35名

ミュージカル『キャッツ』
（3月28日公演分）

59名

25名

32名

ミュージカル『ライオンキング』
（3月21日公演分）

179名

25名

46名

ミュージカル『ライオンキング』
（3月27日公演分）

109名

25名

40名

69名

25名

32名

ミュージカル『オペラ座の怪人』
（3月14日公演分）
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互助会周辺地図
線
道本
東海

京浜急行線

戸部駅

横浜花咲ビル 6階
教職員互助会
高島町駅

市営地下鉄線

国道16号線
JR根岸線
みなとみらい21ランプ

横浜駅

みなとみらい21エリア
横浜美術館
新高島駅
みなとみらい線

首都高横羽線

みなとみらい駅

↑石川町

神奈川県庁 東庁舎 9階
公立学校共済組合 神奈川支部
TEL 045-641-6997

神奈川
県庁

横浜
朝日会館
日本大通り
横浜地方
裁判所

横浜公園

J
R

根岸線

日本大通り駅

〒横浜
港局

神奈川県住宅供給公社ビル 2階
神奈川県教育福祉振興会
TEL 045-681-3049

横浜スタジアム

日本
銀行
みなと大通り

関内駅

みなとみらい線

市営地下鉄線

互助会ガイド
■編集発行

令和３年4月1日

横浜市立学校教職員互助会
横浜市西区花咲町6-１４５ 横浜花咲ビル6階
☎ 045-305-6800
FAX 045-620-9012

この印刷物は、印刷用の紙へリサイクルできます。
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互助会ガイド
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