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補助金 割引利用

入会金
・会費

各種事業
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施 設 等互 助 会

郡 山 市

互助会制度について

　郡山市勤労者互助会は市内の中小企業で働く勤労者及び事業主の方々が個々の企業では実施
することが困難な共済給付事業・福利事業等を行うことによって、勤労者が楽しく安心して働
ける環境づくりと、企業の健全な発展に寄与することを目的としています。　

目      的1

加 入 資 格3

　郡山市勤労者互助会は、会員の皆様からの会費や郡山市からの補助金をもとに公益財団法人
郡山市文化・学び振興公社が運営しています。　

運      営2

　加入できる方
○郡山市内の中小企業に勤務する従業員及び事業主の方
○市内居住者で、市外の中小企業に勤務する従業員と事業主の方
　ただし、次の方は会員となることができません。
　（1）試用期間中の方
　（2）非常勤役員及び勤務実態のない方
　（3）その他公益財団法人郡山市文化・学び振興公社代表理事が不適当と認めた方

　加 入 単 位
○原則として事業所単位で加入していただきます (事業所内希望者のみの加入もできます）。
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入 会 手 続4
　次の書類に必要事項を記入し、互助会事務局へ提出してください。
 　  ○加入申込書
 　  ○会員名簿
 　  ○会員（家族）届
 　  ○口座振替依頼書（会費引落用）　
　　　※ゆうちょ銀行の場合は、通帳表紙裏のコピーも提出してください。
　　　※互助会担当の方を 1人選出していただき、会費の納入等、互助会との連絡事務を
        　 担当していただきます。

会　費　等6

入 会 承 諾5
　入会後に、次の書類を事業所あてに送付いたします。
 　  ○加入承諾書
 　  ○会員証
 　  ○事業所会員台帳
 　  ○勤労者互助会利用ガイド
 　  ○勤労者互助会ハンドブック
 　  ○互助会イベントニュース
　　　※入会申込者は、本会が入会を承諾した日の属する月の初日に会員資格を取得します。
　　　※会員証は、割引指定施設・指定宿泊施設等を割引利用するときに必要となります。

1　 入 会 金　　
      　会員 1人につき 200円で、入会時に納めていただきます。
2　 会   費
　   　会員 1人につき年 7,800 円（会員 1人につき月額 650円になります）
　　　　※会費の一部、または全部を事業主が負担した場合、事業主負担分は税制上、
　　　　　損金または必要経費として処理できます。
3　 会費納入方法
　　　毎年4月及び10月にそれぞれ６ヵ月分の会費を、事業所の指定口座からの引落、または
　　互助会事務局が発行する納付書で納めていただきます。
　　　５月～９月及び 11月～ 3月に入会された会員の入会金及び会費については、互助会事
　　務局が発行する納付書で納めていただきます。
　　　　※納付書での納入は各金融機関、または互助会窓口でお願いいたします。
　　　　  （郡山市内の東邦銀行及び互助会窓口で納めていただく場合は、手数料はかかりません）
　　　　※会費は前納となります。4月～ 8月及び 10月～ 2月に退会された会員の既納会費
　　　　   については、後日指定口座に返還となります。
　　　　※会費を理由なく３ヵ月以上滞納しますと、会員の資格を失う場合があります。
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会員の異動等7

8
　互助会では２ヵ月に１回「イベントニュース」を発行し、事業所宛に会員数分
をお送りいたします。お得で楽しいツアーやイベント、チケット助成などの情報
や重要なお知らせ等を掲載いたしますので、事業所のみなさんやご家族みなさん
で忘れずにご覧ください。

1　  会員の追加加入　　
 　　　新たに会員を追加する場合、『会員異動報告書』（様式第２号）及び『会員（家族）届』
　　（様式第２－２）利用ガイドＰ38、39に必要事項を記入し、互助会事務局へ提出してくだ
　　さい。
　　※登録家族の範囲については、同居親族及び実父母、義父母とします。
　　　（扶養している「子」および実父母、義父母については同居は問いません）
2　 会員の退会
　   　会員が退職、死亡、その他の理由で退会する場合は、『会員異動報告書』（様式第２号）
　　利用ガイドＰ38に必要事項を記入し、会員証を添えて互助会事務局へ提出してください。
　　※郡山市勤労者互助会に加入している事業所間の会員の追加・退会の場合は移籍となりま
　　　す。移籍元、移籍先それぞれの事業所が『会員移籍報告書』（様式第２号ー３）利用ガイ
　　　ドＰ40に必要事項を記入し、互助会事務局へ提出してください（移籍加入の場合は、入
　　　会金は発生しません）。
　　※会員異動関係の受付は原則毎月３日までとなっており、当月加入、前月末退会で処理い
　　　たします。さかのぼっての退会・加入はできません。
3　 会員の登録事項の変更等
　　 会員の氏名・登録家族・住所等に変更があった場合や会員証を紛失した場合は、すみや
　　かに、それぞれの様式（様式第 5号、第 6号）利用ガイドＰ43、44に必要事項を記入し
　　互助会事務局へ提出してください （氏名変更の場合は、会員証を添付してください）。
　　※会員証の再発行には手数料として 100円を互助会窓口で納めていただきます。
　　ただし氏名変更による会員証の再発行手数料は無料です。
4　 事業所の登録事項等の変更
　　 事業所名や指定口座等に変更があった場合は、それぞれの様式（様式第 3 号、第 4 号）
　　利用ガイドＰ41、42に必要事項を記入し、互助会事務局へ提出してください。
　　会費引落口座の変更の場合は、互助会事務局までご連絡ください。
　　※ゆうちょ銀行の場合は、通帳表紙裏のコピーも提出してください。

5　 事業所の退会
　　　事業所の加入者全員が退会する場合は、事業所退会となりますので、『郡山市勤労者互
　     助会事業所退会届』（様式第 7号）利用ガイドＰ45及び『会員異動報告書』（様式第 2号）
　　利用ガイドＰ38に会員証を添えて互助会事務局へ提出してください。

会　　報

※各種様式はウェブサイトからダウンロードできます
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共済給付金の内容 1
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　　会員の結婚、出産や傷病、死亡などの共済事由が発生したとき、各種共済給付金を支給します。
　　　※故意や重大な過失による場合、共済給付金が支給されないものがあります。
   死 亡 弔 慰 金
　1. 会員の死亡
　（1）不慮の事故等による死亡
　　　「不慮の事故等」とは、交通事故、中毒、墜落、溺死、窒息等で急激かつ偶然な外因に
　　　よる事故をいいます。
　（2）病気による死亡
　　　 「病気」とは、不慮の事故等による死亡を除くものをいいます。
　2. 配偶者の死亡
　　「配偶者」とは、会員と戸籍上の婚姻関係にある者をいいます。
　3. 子の死亡
　　 「子」とは、会員が扶養する実子、養子、継子をいいます。
　　 　※妊娠 24週 0日以上経過した後に死産した場合、また出生して 14日以内に死亡した
　　　　 場合を含みます。なお、この場合出産祝金は支払いません。
　4. 親の死亡
　　　「親」とは、会員および会員の配偶者の実父母、養父母、継父母をいいます。
   住宅火災見舞金
　1. 火災等による損害
　　 会員が居住している建物及び家財が火災・落雷・破裂・爆発等によって損害をこうむった
　 場合を対象とします。
　　    ※2人以上の会員が同一世帯のときは、1件のみの支給となります。
　2. 自然災害等による損害
　　 会員が居住している建物が地震・噴火・津波を含む風害・水害・雪害・土砂崩れ等によって
　 損害をこうむった場合を対象とします。
　　    ※2人以上の会員が同一世帯のときは、1件のみの支給となります。
   障 が い 見 舞 金
　　 会員が身体障害者手帳の交付を受けた場合を対象とします。
　　    ※介護認定のみを受けた場合は対象となりません。
   傷病休業見舞金
　　「傷病による休業」とは、会員が業務内外の別を問わず次のそれぞれの日数以上を連続して
　傷病により休業した状態をいいます。ただし、会員が加入時すでに傷病の状態にあるときは、
　会員となった日を起算日とします。
　 ①   休業 30日以上 90日未満     ②　休業 90日以上
　　　 ※同一傷病にかかる支給は 1回限りとなります。
　　　　 ただし、骨折・ケガは同じ箇所でも対象となります。
　　　 ※事業主の場合は診断書の写しが必要です。
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   結 婚 祝 金
　　会員が結婚した（婚姻届を出した）場合を対象とし、内縁関係は含みません。
　　　※会員となってから 1年以内のときは、減額されます。
   出 産 祝 金
　　会員と配偶者との間に子が生まれた場合を対象とします。
　　　※双生児は 2件として扱います。
　　　※会員となってから 1年以内のときは、減額されます。
   就 学 祝 金
　　会員の子が小学校または中学校に入学した場合を対象とします。
　　　※会員の「子」とは、会員と生計を一にする会員の実子・養子・継子とします。
   成 人 祝 金
　　会員が満 2 0 歳を迎えた場合を対象とします。
　　　※会員となってから 1年以内のときは、半額となります。
   還 暦 祝 金
　　会員が満 6 0 歳を迎えた場合を対象とします。
　　　※会員となってから 1年以内のときは、半額となります。
   銀 婚 祝 金
　　会員が結婚した日（戸籍の入籍日）から 25周年を迎え、夫婦が生存している場合を対象
　　とします。
　　　※会員となってから 1年以内のときは、半額となります。
   退   会   金
　　会員が互助会を退会するとき、継続して 5年以上加入していた場合を対象とします。
 　　 ※死亡により退会するときは、死亡弔慰金を支給しますので、退会金は支払いません。

共済給付金の請求2
　共済給付金の請求は、共済給付金請求書（2 枚複写）を互助会事務局へ提出してください。 
郵送でのご提出も可能です。押印箇所が複数ありますので印もれ等のないようご注意ください。
　※共済給付金の請求は、事由発生日以降の受付となります。
　※請求書は互助会事務局にあります。ご連絡いただければ、郵送いたします。
　※共済給付金の種類によっては、証明書類が必要となります。

共済給付金の支給3
　共済給付金は事業所の指定口座へ振り込みます。事業所には給付決定通知書を送付しますので、
互助会担当の方は共済給付金を受領後、すみやかに会員へ支給してください。

　※傷病休業見舞金の請求期限は、最終休業日から 3年間です。

  共済給付金の請求期限は共済事由が発生した日から 3年間となっていますが、できるだけ
早めに手続きをすませてください（3年を経過した事由については請求できません）。
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※会員資格の取得日以降に発生した事由が対象です。
※共済給付金の請求は、事由発生日以降の受付となります。
※共済給付金請求書は１つの事由につき、１部ずつ必要です。

種　　類 共 済 の 事 由 共済給付金額 給 付 条 件 提出書類（添付書類）

死亡弔慰金

会員が不慮の事故等により
死亡した場合

会員が上記以外により死亡した場合
（ただし会員資格の取得日から 3年
以内の自殺行為による死亡並びに会
員の犯罪行為による死亡を除く）

会員の配偶者が死亡した場合

会員の子が死亡した場合

会員の親が死亡した場合

200,000 円

200,000 円
　　 以内
135,000 円
　　 以内
50,000 円
　　以内

150,000 円

80,000 円

80,000 円

50,000 円

17,000 円

下記により死亡した
場合を除く
・会員の故意や重大な過失
　によるもの
・会員の犯罪行為によるもの

・満 70歳以上での死亡
・会員資格取得日から
　1年以内に共済事由
　が発生したとき

下記により死亡した
場合を除く
・会員の故意や重大な
　過失によるもの
・会員の犯罪行為によるもの

下記により生じた損害を
除く
・会員又は会員と生計を
  一にする者の故意や重
　大な過失によるもの
・戦争や変乱によるもの
※床上浸水被害について
　は事務局までお問合せ
　ください

同一傷病は１回のみ
※ただし骨折・ケガ
　は同じ箇所でも対象
　となります

・共済給付金請求書
・死亡診断書又は
　死体検案書の写し
・会員異動報告書も忘れずに
  ご提出ください
・その他
（事務局までお問い合わせください）

・共済給付金請求書
・死亡診断書又はおくやみ
  のお知らせ等の写し

・被災状況申告書
・損害の程度がわかる写真
・罹災証明書
・その他
（事務局までお問い合わせください）

・共済給付金請求書
・身体障害者手帳の写し

・共済給付金請求書
・事業主の場合は診断書の写し

20,000 円

10,000 円

4,000 円

4,000 円

100,000 円

75,000 円

50,000 円

14,000 円

39,000 円

住宅火災見舞金

障がい見舞金

傷病休業見舞金

火災等による
住宅・家財の
損害額が
2,000 円以上

自然災害等
による住宅
の損害額が
20万円以上

会員が身体
障がい者と
なった場合

会員が休業30日以上の場合

会員が休業90日以上の場合

全　焼（70％以上）

半　焼（20％以上）

半　 壊（20％以上）

一部焼（20％未満）

一部壊（20％未満）

全壊・流失（70％以上）

床上浸水

1級・2級

3級・4級

5級・6級
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種　　類 共 済 の 事 由 共済給付金額 給 付 条 件 提出書類（添付書類）

結 婚 祝 金 会員が結婚した場合

25,000 円

17,500 円
会員資格の取得日から
1年以内に共済事由が
発生したとき

会員資格の取得日から
1年以内に共済事由が
発生したとき

会員資格の取得日から
1年以内に共済事由が
発生したとき

会員資格の取得日から
1年以内に共済事由が
発生したとき

会員資格の取得日から
1年以内に共済事由が
発生したとき

・共済給付金請求書
・婚姻届受理証明書の写し
・戸籍謄本又は抄本の写し

・共済給付金請求書
・戸籍謄本又は抄本の写し
※婚姻日より 25 年経過後
　に発行されたもの

・共済給付金請求書
・会員異動報告書も忘れずに
  ご提出下さい

・共済給付金請求書
・母子手帳出生届出済み証明
  のページ又はお子様の保険
  証の写し

・共済給付金請求書
・お子様の保険証又は入学
  通知書の写し

・共済給付金請求書
・保険証又は運転免許証の写し

・共済給付金請求書
・保険証又は運転免許証の写し

出 産 祝 金

就 学 祝 金

成 人 祝 金

還 暦 祝 金

銀 婚 祝 金

会員に子が出生した場合

15,000 円

12,500 円

退　会　金

会員の子が小学校に入学した場合

会員の子が中学校に入学した場合

会員が満年齢 20歳になった場合

会員が満年齢 60歳になった場合

会員が結婚 25周年を迎えた場合

会員期間が満 5年以上

会員期間が満 10年以上

10,000 円

10,000 円

10,000 円

10,000 円

10,000 円

15,000 円

15,000 円

5,000 円

5,000 円

7,500 円

※添付書類（戸籍謄本（抄本）等）は、事由発生日以降のものをご提出下さい。
※共済給付金の請求期限は、共済事由が発生した日から３年間です。
   （傷病休業見舞金の請求期限は、最終休業日から３年間です）



融資あっせん事業
融 資 事 由 1
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次の事由に該当する資金の融資を斡旋します。
　 （1）医療費・災害復旧費
　 （2）冠婚葬祭費
　 （3）教育費
　 （4）育児・介護休業期間中の生活資金
    （5）自動車購入資金
　 （6）求職活動中に必要とする生活資金
　　　※ただし、事業資金および負債整理資金の対象使途は対象外

融 資 機 関 2
　資金の融資は、東北労働金庫福島県本部が行います。

融資の手続き3

融資内容一覧4

①　申込書を互助会事務局に提出してください（申込書は互助会事務局にあります）。
②　互助会は申込者に融資仮申込書を交付します。
③　融資仮申込書に必要書類を添付して取引金融機関に持参し、審査を受けることになります。

会員の生活の経済的な安定を図るため、福島県勤労者支援融資制度の斡旋を行います。

※1：その他、労金、保証機関の定める基準を満たす方・現勤務先に１年以上勤務している方
※2：勤続 3年未満の非正規社員は 100万円以内

1 0 0万円

事業主都合により
失業し求職中の方

（一社）日本労働者信用基金協会
 かつ同居家族以外の保証人１名

※保証料別途

1 0 0万円 1 0 0万円

福島県勤労者支援融資制度

育児・介護休業を
取得中の方など 

福祉車両購入資金 求職活動中に必要
な生活資金

冠婚葬祭費 教育費

2.75％

制度名等

融資対象者

融資限度額

資金種類・
使途

融資利率

返済期間

保証関係

勤労者生活資金融資制度 勤労者教育資金融資制度 勤労者福祉資金融資制度 求職者緊急支援資金融資制度勤労者自動車資金融資制度

県内に居住または、県内企業に勤務する方

2 0 0万円3 0 0万円

①医療費・災害復旧費
②育児・介護期間中の
　生活資金

7年以内 7年以内 7年以内 5年以内10年以内

(一社 ) 日本労働者信用基金協会（保証人は原則不要）

※1 ※1 ※1

※2

1.55％ 1.55％ 1.25％ 0.75％



福利厚生事業
レクリエーション事業1
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　年間を通じて実施する互助会主催事業に格安な費用で参加できます。
主な行事として、日帰りバスツアーや一泊ツアー、各種スポーツ大会などがあります。
　※イベントニュースに掲載しますので『事業参加申込書』（様式第 8号）利用ガイド P46に
　　必要事項を記入してお申込みください。

指定ツアー参加助成2
　旅行業者が主催するツアーのうち互助会が指定したツアーに参加した会員と中学生以上の登
録家族に対し費用の一部を助成いたします。
　　○日帰りツアー　  会員・登録家族（中学生以上）1 人につき　　　2,000 円
　　○宿泊ツアー 　 　会員・登録家族（中学生以上）1 人１泊につき　5,000 円
　　◇助成回数
　　　会員 1 人につき登録家族を含め日帰りツアー・宿泊ツアー（1 泊につき 1 回）合わせ
　　　て年度内 4回
　　◇申込方法
 　　　① 旅行業者へ直接申込（互助会会員であることを伝えてください）
 　　　② 互助会事務局へ「指定ツアー割引利用券」の交付を FAXもしくは事務局窓口で依頼

　　    ③ 互助会が発行した「指定ツアー割引利用券」と会員証を持参し、旅行業者へお支払い下さい。
　　　     その際、助成額とあわせて旅行代金の 3％が割引になります。
（例 1）　1回の旅行で、会員1人につき中学生以上の登録家族3人まで利用できますが、その
　　　　際の利用回数は会員含め4人で4回となり「年度内4回」の助成利用限度に該当します。

　　　指定○○（日帰りツアーまたは宿泊ツアー）

（例 2）　会員を含む登録家族が日帰りツアー 2 人で 1 回、宿泊（1 泊）ツアーで 2 人で 1 回
      　　使用の場合は「年度内 4回」の助成利用限度に該当します。
　　　指定△△（日帰りツアー）

FAXの場合（出発 1 0 日前まで）
　　　『指定ツアー割引利用券申込書（仮）』

　　　（様式第9号）利用ガイドP47に必要事項を記入しFAX
　↓

　事務局にて作成し発送

「指定ツアー割引利用券」にご記入頂き、
その場でお渡し

事務局窓口の場合

会
員

会
員

中
学
生
以
上

の
登
録
家
族

4 回

指定××（宿泊ツアー）

日帰りツアー 2回

宿泊ツアー 2回

利用限度該当に
なります

4回 利用限度該当に
なります)会

員

中
学
生
以
上

の
登
録
家
族

中
学
生
以
上

の
登
録
家
族

※各種様式はウェブサイトからダウンロードできます



健康維持増進事業3

南東北医療クリニック
郡山市八山田七丁目 161
TEL  0120-373-107
ダイヤルイン 024-934-5368
※要予約

PET検査
〔会員と家族〕

コース

Aコース

Cコース

通　　常 会員と家族

209,000 円

104,700 円

157,000 円

78,500 円

※南東北医療クリニックではPET検査の割引をしております。予約の際に互助会会員であることを伝えて下さい。

なお、上記の健康維持増進にかかる助成金の請求期限は、最終受診日から 1年間となっており
ますので忘れず、早めに手続きをしてください。1年を経過した場合は請求できません。

　定期健康診断の受診料助成
　会員の健康管理を目的に事業所が定期健康診断を受診した場合に助成いたします。
　●対象者　　　会員      ●利用回数　　年度内 1回  
   ●助成額　　　会員 1 人につき 1,000 円
　提出書類
　・『定期健康診断受診助成金請求書』（様式第 10号 -1）
　・『定期健康診断受診者名簿』（様式第 10号 -2）
　・受診した医療機関が発行した請求書または領収書の写し
　・受診した医療機関が発行した書類で、受診日・受診者氏名・受診内容の内訳が記載されて
　　いるもの（請求書または領収書に記載されている場合は不要です）
　人間ドックの受診料助成
　会員個人で人間ドックを受診した場合に助成をいたします。
　　※受診費用を個人負担した場合に限ります
　●対象者　　　会員
　●助成資格　　人間ドック、脳ドックまたは PET検査を受診した場合
　　　　　　　   ※ただし 40 歳、50 歳の方が全国健康保険協会管掌生活習慣病予防健診の
　　　　　　　　   一般健診と併せて付加健診を受診した場合は対象とします。
　●利用回数　　2年に 1回（受診日の年度で数えます。前年度に助成を受けた方は本年度対
　                    象外です）
　●助成額　　  10,000 円を限度
　提出書類
    ・『人間ドック助成金請求書』（様式第 1 1 号）利用ガイド P50
    ・医療機関の発行した会員宛の領収書の写し
　　　（受診者氏名、受診日、種類の記載があることをご確認ください）

　　　　●人間ドック、脳ドック　　●PET検査　　　●一般健診＋付加健診
 ◆注意    ○受診費用を事業所で負担した場合は、助成対象になりません。
　　　　 ○一般健診＋オプション検査は、助成対象になりません。
　　　　 ○この助成は、会員個人に対する助成です。事業所に対しての助成ではありません。
　　　　 ○助成金は事業所の指定口座に振り込みますので、事業所の互助会ご担当の方は、す
　　　　　 みやかに会員へ助成金を支給してください。
　※内容をよくご確認のうえ、申請してください。要件を満たしていない場合は、補助を受けられません。
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利用ガイド　P48.49

※各種様式はウェブサイトからダウンロードできます



自己啓発事業4
   国家資格等取得の受験料助成

会員が国家資格等を取得するため、全額自己負担で受験した場合に助成いたします。
●対象者　　　　会員
●利用回数　　　年度内 1回
●対象資格　　　○ 国家資格

                           ○ 郡山市勤労者互助会が認めた主要民間資格
●助成額　　　　受験料の 2分の 1の額で 5,000 円を限度

　　　　　　　　　※ただし、2分の 1の額に 1,000 円未満の端数がある場合は、
                              これを切り捨てた額とします。
提出書類
・『国家資格試験等受験料助成金請求書』（様式第 14号）利用ガイド P53

　・受験票の写し
　・領収書の写し
●注意 ○この助成は、会員個人に対する助成です。事業所に対しての助成ではありません。

                  ○助成金は事業所の指定口座に振り込みますので、事業所の互助会ご担当の方は、
　　　　　　　すみやかに会員へ助成金を支給してください。

                  ○技術士、技術士補の資格試験等で、一次試験に合格し同一年度内で二次試験を
　　　　　　　受けた場合は、単年度ごとにどちらか一つの受験のみを助成対象とします。

                  ○技能士の資格試験等で学科と実技を同時に受験した場合は、合計受験料を助成
　　　　　　　対象とします。また、単年度ごとにどちらか一つの受験でも助成対象とします。

なお、国家資格等取得にかかる助成金の請求期限は、受験料納入の日から1年間となって
おりますので忘れず早めに手続きをしてください。1年を経過した場合は請求できません。
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　インフルエンザ等予防接種助成

　会員個人でインフルエンザ等の予防接種をした場合に助成いたします。
　※接種料を個人負担した場合に限ります。事業所が接種料の一部を負担し、会員個人が　　　
　　2,000 円以上の接種料を自己負担として徴収した場合は対象となります。
　●対象者　　　会員（65歳未満の方）      ●利用回数　　期間内 1回のみ
   ●助成額　　　1,000 円
　●接種期間、助成限度ほか詳細については直近のイベントニュースでお知らせいたします。

※各種様式はウェブサイトからダウンロードできます



各種チケット割引助成5

このほか互助会では、各種コンサートやイベント等の入場券について助成し、割引料金でチケット
を販売しています。くわしくは互助会イベントニュースやウェブサイト等に掲載します。
　※「年間」とは、4月～ 3月の 1年間となります。
　※ チケット申込書はウェブサイトからダウンロードできます。

郡 山 テ ア ト ル

けんしん郡山文化センター
（郡山市民文化センター）主催
によるコンサートチケット

ドリームランド
券

15 歳以上

4 歳
～ 14 歳

大人 1日券

大人 1回券

プ
ー
ル
回
数
券

ユラックス
熱海
温泉利用券

カ
ル
チ
ャ
ー
パ
ー
ク

ラウンドワンスタジアム郡山店

スキーリフト割引利用券
利用できるスキー場は事務局へ
お問い合わせ下さい。

マッサージ等施術券

1,000 円～ 1,800 円

1,000 円

1,000 円

通常料金から
1,000 円割引

1,000 円

1,500 円

900円

700円

700円

300円

500円

400円

750円

－

－

－

－

1回につき 150円割引

500 円割引

1人年間
10枚まで

500円～ 1,000 円割引

1人年間
5冊まで

1人年間
10枚まで

1人年間
10枚まで

1人年間
5枚まで

1人年間
5枚まで

1人年間
4枚まで

1人年間
あわせて
5冊まで

チケット申込書
に現金を添えて
互助会事務局へ
お越しください。

イベントニュース
やウェブサイトで
お知らせします。

チケット申込書
で互助会事務局
にお申し込み
ください。
割引利用券をお
渡しします。
（FAXでのお申し
 込みも可）
利用時に各施設
へ利用券を提出
し、代金をお支
払いください。

入手方法等会 員 料 金通 常 料 金種類

（施術認定施設は次ページ）

互助会ではキャンプ用テントを無料で貸し出しております。
　※貸出期間は貸出日から 5日以内です。
　※電話等で互助会事務局へ予約後、『テント借用申込書』（様式第 12号）利用ガイド P51に
      必要事項を記入して提出してください。

テントの無料貸出6
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ボウリング割引利用券

※チケット申込書及び各種様式はウェブサイトからダウンロードできます



マッサージ等施術認定施設7

割引指定施設8

添野治療院
添野治療院田村出張所
市川鍼灸指圧治療院
近藤療術院
ひかり堂療術院

郡山市島 1-7-2
郡山市田村町桜ヶ丘 2-120
郡山市下亀田 17-18
郡山市逢瀬町河内字屋敷 83
郡山市富久山町久保田字恩田 52

933-3635
090-4635-2948
939-7818
957-2399
923-4848

基本施術内容 : マッサージ、指圧、はり、灸、カイロ手技療法、電気療法、光線療法、温熱刺激療法

会員証の提示や優待券等で特典が受けられます。
掲載する情報は令和 4年 4月 1日現在のものです。なお、割引内容は変更になることもあります。
下記のほか、様々な施設の割引優待券等の配布があります。最新の優待情報はイベントニュースや
ウェブサイト等に掲載しております。

電話番号所　在　地施　設　名NO
1
2
3
4
5
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大人
（高校生以上） 800円 700円

小人
（小学生以上）
※未就学児無料

400円 300円

大人
（中学生以上） 3,570円

小人
（小学生）

2,250円

幼児
（3歳以上） 1,640円

宿泊料（1泊2食付）
モノリスタワー、
ホテルハワイアンズ、
ウイルポート

―

大人
（中学生以上）

大人
（中学生以上）

1,600円 1,000円

小人
（3歳～小学生） 800円 500円

大人
（中学生以上） 5,600円 4,600円

小人
（3歳～小学生） 3,900円 3,100円

花と歴史の郷　蛇の鼻
本宮市本宮字蛇ノ鼻38
TEL 0243-34-2036
http://janohana.com

入園料
（蛇の鼻御殿拝観料込）
【会員証1枚で5名まで】

スパリゾートハワイアンズ
いわき市常磐藤原町蕨平50
TEL 0570-550-550

https://www.hawaiians.co.jp

入場料
【会員証1枚で9名まで】

通常規定料金の10％割引
※指定宿泊施設割引利用券と併用可

一般料金より
１０％割引

那須ハイランドパーク
栃木県那須郡那須町高久乙3375
TEL 0287-78-1150

https://www.nasuhai.co.jp

入園料
【会員と家族】

ファンタジーパスセット
（入園料＋１日乗り放題）

【会員と家族】

 

こども
（3歳～小学生） 

 

※１度入園すると、発行年に限り何度でも
　入園できるパスポート券がもらえます！ 

一 般 料 金 会 員 料 金区　分施　設　名 券　種　等

２，４００円 １，２００円

１，０００円 無料

那須どうぶつ王国
栃木県那須郡那須町大島1042-1

TEL 0287-77-1110
http://www.nasu-oukoku.com/

【優待券利用】

【優待券利用】

王国パスポート
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大人
（中学生以上） 1,600円

小人
（3歳～小学生） 800円 500円

大人
（中学生以上）

幼児
（3歳～未就学児）

大人
（中学生以上） 4,800円 4,100円

小人
（小学生） 2,500円 2,100円

大人
（中学生以上） 4,100円 3,600円

小人
（小学生） 2,100円 2,000円

TEL 0287-76-3111

入園料

江戸ワンダーランド
日 光 江 戸 村

栃木県日光市柄倉470-2
TEL 0288-77-1777

http://edowonderland.net

１日手形
【会員と家族】

午後手形
【会員と家族】

※14時以降（冬季は13時以降）

大人
（中学生以上）
小人

（小学生以下）

（小学生以下）

大人
（中学生以上）

１，２００円

４，９００円 ４，２００円

小学生 ４，１００円 ３，５００円

３，１００円 ２，４００円

那須高原
りんどう湖ファミリー牧場

栃木県那須郡那須町大字
高久丙414-2

http://www.rindo.co.jp/ 入園料+エンジョイパス

【優待券利用】

【優待券利用】

４，６００円 ３，８００円

※130㎝以上

小人

※110㎝以上

３，６００円 ２，８００円

３，６００円 3，2００円

２，０００円 １，６００円

ＮＯＺＡＲＵ
那須の森の空中アスレチック

栃木県那須郡那須町高久乙３３７５
TEL 0287-78-2900
https://nozaru.net/

ＮＯＺＡＲＵコース

ＫＯＺＡＲＵコース

大人・高校生 ５，５００円
（５，０００円） ４，７００円

シニア
（65歳以上）

３，９００円
（３，６００円） ３，３００円

小・中学生 ３，９００円
（３，６００円） ３，３００円

幼児
（4才以上）

２，２００円
（２，０００円） １，９００円

大人・高校生 ３，０００円 ２，６００円

シニア
（65歳以上） ２，５００円 ２，１５０円

小・中学生 １，８００円 １，５００円

幼児
（4才以上） ９００円 ７００円

横浜・八景島シーパラダイス
横浜市金沢区八景島
TEL 045-788-8888

TEL 022-355-2222

http://www.seaparadise.co.jp/

【優待券利用】

【優待券利用】

ワンデーパス
（水族館4施設+アトラクション）

※（　）内は冬季料金

アクアリゾーツパス
（水族館４施設パス）

大人
（18歳以上） ２，２００円 ２，０００円

シニア
（65歳以上） １，６００円 １，４００円

中・高校生 １，６００円 １，４００円

小学生 １，１００円 ９００円

幼児
（４才以上） ６００円 ５００円

仙台うみの杜水族館

宮城県仙台市宮城野区
中野4丁目6番地

http:www.uｍｉｎｏｍｏｒｉ.jp/
umino/index.html

入館料

一 般 料 金 会 員 料 金区　分施　設　名 券　種　等
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大人
（18歳以上）

大人
（高校生以上）

シニア
（65歳以上）

幼児
（４才以上）

幼児
（４才以上）

入館料

１，８００円 １，７００円

１，５００円 １，４００円

高校生 １，１００円 １，０００円

小・中学生

小・中学生

９００円 ８００円

５００円 ４５０円

上越市立水族博物館
うみがたり

新潟県上越市五智2-15-15

TEL 025-543-2449

http:www.uｍｉｇａｔａrｉ.jp/
joetsu/index.html

【優待券利用】

２，３００円 ２，１００円

１，２００円 １，１００円

７００円 ６００円

マルセル アクアパーク品川
東京都港区高輪4-10-30
品川プリンスホテル
TEL 03-5421-1111

http://www.aqua-park.jp/aqua/
【優待券利用】

水族館入場料

富士急ハイランド他、
FUJIYAMA倶楽部
各施設割引券
（1枚につき5名まで）

平日 8,200円 7,500円

土日祝 12,600円 10,740円

ジーラックスイミングクラブ
郡山市大槻町字三ツ坦11-11
TEL 024-926-0101

http://www.g-luck-swim.jp

入会金
【会員と家族】 ― 6,600円 無料

スパリゾートハワイアンズ
ゴルフコース

富士急グループ
（FUJIYAMA倶楽部）

いわき市渡辺町上釜戸字橋の上216
TEL 0246-56-0111

http://www.hawaiians-golf.jp

https://www.fujikyu-concierge.com/club

【会員のみ】

郡山市ふれあい科学館
郡山市駅前２丁目11-1
（ビッグアイ20～24階）
TEL 024-936-0201

http://www.space-park.jp

―

―

―
観覧券（宇宙劇場・展示ゾーン）
購入の方に、記念品プレゼント

「FUJIYAMA倶楽部」公式ウェブ
サイトにログインして「割引券」
を印刷、各施設の受付窓口に提出
してください。
※ユーザーIDとパスワードは互助会
　事務局にご連絡ください。

キ タ ス ポ
郡山市喜久田町堀之内字山影32
TEL 024-963-0404

http://www.nansupokitasupo.com

ゴルフ練習場入場料
【会員のみ】

― 220円 110円

ナ ン ス ポ
郡山市安積町成田字車川原61
TEL 024-947-0404

http://www.nansupokitasupo.com

ゴルフ練習場入場料
【会員のみ】 ― 220円 110円

一 般 料 金 会 員 料 金区　分施　設　名 券　種　等
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一 般 料 金 会 員 料 金区　分施　設　名 券　種　等

1時間コース 550円 445円

2時間コース 780円 570円

4時間コース 1,100円 890円

店頭価格より10％割引
※合計1,080円以上（税込）
　お買い上げの場合に限る

か に 徳
郡山市亀田2-18-16
TEL 024-931-2188

https://www.miyabigroup.jp

飲食代
【会員と家族（4名まで）】

10％割引
※他のクーポン券
　等との併用不可

な り た 温 泉
郡山市安積町成田字車川原27

TEL 024-947-2626
http://www.narita-onsen.com

入浴料
【会員のみ】

う ね め 温 泉
郡山市富田町大徳南31-3
TEL 024-951-8801

入浴料
【会員のみ】 ―

― ―

郡山市字燧田195
郡山駅食品館ピボット
TEL 024-935-7755

――

450円 420円

― 10％割引

かんぽの宿
全国のかんぽの宿

https://www.kanponoyado
.japanpost.jp

宿泊料
【会員と同伴者３名まで】 ―

チェックイン時に会員証提示で500円割引

家族葬のみやび希望ヶ丘
郡山市希望ヶ丘80-6
TEL 0120-382-880

家族葬のみやび静御前通り
郡山市大槻町針生北86-1
TEL 0120-382-880

家族葬のみやび安積ホール
郡山市安積二丁目298
TEL 0120-382-880

家族葬のみやび須賀川インター前ホール
須賀川市牛袋町78-2
TEL 0120-382-880

http://0120382880.com

― ―

さんかけや
郡山市八山田3-1-103
TEL 024-953-7730
http://sankakeya.netl

― ―
ディンプルキー・ウェーブキー・合鍵作成
→10％割引
オーダー印鑑・ゴム印（1,000円以上の品）
→10％割引

カットハウスゆう
郡山市菜根5-12-15
TEL 024-931-5097

― ― カット代10％割引

ちゃすき
郡山市並木1-13-8
TEL 024-995-5330

― ― お茶・コーヒー10％割引
※一部除外品あり

ＶＩＡＲＥＩＳＥ[ビアライズ]
郡山市菜根3-16-10
TEL　024-954-3524
http://viareise.com

― ―
デジタル名刺（上質紙）印刷を
通常価格から10％割引
※お一人100枚のご注文のみ
※デザイン製作費、消費税別途

右記については
対象外

 

 

※1泊2食未満のプラン  
※6歳以下（小学生は除く） 
※施設が定めた繁忙期など  

More Felicia（モアフェリシア）

みとみ学園
ライセンスアカデミー郡山校

郡山市松木町2-88
（イオンタウン郡山内）
TEL　024-941-0033
http://mitomi-gakuen.com/
la/school/Koriyama.html

― ―
入学金サービス（最大20,000円）

※登録家族も対象
※一部除外あり
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【会員と登録家族】
自費料金

厳選お菓子一品プレゼント

自転車購入の方へワイヤーキーをプレゼント

施術30分

―

―

一 般 料 金 会 員 料 金区　分施　設　名 券　種　等

レイス治療院
郡山市名郷田2-66
TEL 024-934-1317
http://leis.co.jp

ベンリー佐藤
郡山市片平町字新蟻塚133
TEL 024-962-3132

http://www.benri-satoh.fnc-gn.com

みよし堂
郡山市麓山2-12-23
TEL 024-995-3440

https://www.rakuten.co.jp/yubeshi/

3,000円 10％割引

― ― 車検基本料金10％割引
（法人除く）

(有）マルコー自動車整備工場
郡山市香久池2-17-10
TEL 024-932-4300

― ―

―

店頭価格より10％割引
一般・冠婚葬祭ギフト、選べるギフトも10％割引
名入れタオル・スポーツタオル等も特別価格！
羽毛・綿布団、マクラ等の丸洗い・リフォーム
もご相談ください。

快眠館　サガワ寝具
郡山市本町2-8-11
TEL 024-922-2202

（株）futaba（futaba工房）
郡山市亀田２丁目19-14
チャレンジビル3F

https://futaba79.webnode.jp

オーダーメイド
施術（30分）

オーダーメイド
施術（60分）

３,０００円 ２,５００円

５,０００円 ４,０００円

スポーツクラブ
ルネサンス郡山24
郡山市桑野3-12-30
TEL 024-991-5411

http://www.ｓ-re.jp/koriyama/

【会員と登録家族】

―【会員と登録家族】

入会金　3,300円→無料
会員証発行　5,500円→1,650円
会費　マンスリーコーポレート会員；
15,620円→9,570円ほか

詳しくはスポーツクラブルネサンス
郡山24のウェブサイトをご覧ください

ハルメク・ベンチャーズ(株)
【おうちでドック】

【会員と二親等以内の親族】おうちでドック
（郵送健診）

単品（男性用または女性用）

消しゴムはんこ・ワイヤーアート
を通常価格から10％割引

一般価格１９,８００円（税別）→
会員価格１８,０００円（税別）等

※他にも特別価格セット有。
　詳しくは全福センター
　ウェブサイトをご覧ください

※1部除外品あり
※ネットショップ購入は不可

保健所犬猫応援団
デュホームアンドガーデン（株）
郡山市緑ヶ丘東6-23-1
https://duhomeandgarden.
amebaownd.com

―【会員と登録家族】

フルオーダーメイド
犬猫モニュメント製作
一体33,000円→30,000円
※送料別1,100円

いとう芳賀鍼灸治療院
郡山芳賀一丁目7-28
TEL 024-944-3579
http://ｉｈ-ｓｈｉｎｋｙｕ.com

施術料
【会員と登録家族】
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宿泊料金
宿泊料金の10％割引
※指定宿泊施設割引利用券との併用可
※除外日等あり
※詳しくは予約時にお問い合わせください

鳴子温泉　鳴子風雅
宮城県大崎市鳴子温泉湯元55
TEL 0570-001-262

https://www.naruko-fuga.com

宿泊料金
【会員証1枚で4名まで】

１名１泊あたり500円割引
●宿へ直接申込みに限る
※１泊２食未満は除く　※他割引券等併用不可
※除外日等あり 　※詳しくは予約時にお問い合わせください

いわき藤間温泉ホテル浬
（旧かんぽの宿いわき）
いわき市平藤間字柴崎60
TEL 0246-39-2670
http://www.hotel-kairi.jp

宿泊料金

通常料金から10％割引

※指定宿泊施設割引利用券との併用可 ※企画・平日限定プランは除く
●宿へ直接申込みに限る ●現金支払いのみ

※休前日及び特別期間（年末年始・ＧＷ・お盆）は除く
※詳しくは予約時にお問い合わせください

※指定宿泊施設割引利用券との併用可 ※企画・平日限定プランは除く
※休前日及び特別期間（年末年始・ＧＷ・お盆）は除く
※詳しくは予約時にお問い合わせください

通常料金から10％割引
●宿へ直接申込みに限る ●現金支払いのみ

穴原温泉　山房　月之瀬
福島市穴原温泉北原7
TEL 024-542-1000

http://www.tsuki-hana.com/tsuki

宿泊料金

穴原温泉　渓苑　花の瀬
福島市穴原温泉新湯7
TEL 024-542-0800

http://www.tsuki-hana.com/hana

通常料金から10％割引
宿泊料金 ※指定宿泊施設割引利用券との併用可

※詳しくは予約時にお問い合わせください

磐梯熱海温泉　八景園
郡山市熱海町字真弓山4－8

郡山市熱海町熱海5－18

TEL 024-984-3145
http://hakkeien.com

宿泊料金
通常企画商品価格から10％割引
※指定宿泊施設割引利用券との併用可
※詳しくは予約時にお問い合わせください

穴原温泉　吉川屋
福島市飯坂町湯野字新湯6
TEL 024-542-2226

http://www.yosikawaya.com

通常料金の10％割引

お飲み物1本サービス

宿泊時、チャコールバーデン無料

宿泊料金 ※指定宿泊施設割引利用券との併用可
※割引対象外もあり
※詳しくは予約時にお問い合わせください

猪苗代温泉
ホテルリステル猪苗代

耶麻郡猪苗代町大字川桁字天王坂2414
TEL 0242-66-2233

http://www.listel-inawashiro.jp

※指定宿泊施設割引利用券との併用不可
※除外日等あり
※詳しくは予約時にお問い合わせください

熱塩温泉　山形屋
喜多方市熱塩加納町熱塩字北平田甲347-2

TEL 0241-36-2288
https://spa-yamagataya.com

※指定宿泊施設割引利用券との併用可
※除外日等あり
※詳しくは予約時にお問い合わせください

磐梯熱塩温泉
ゆとりろ磐梯熱海

TEL 024-984-2811
https://yutorelo-bandaiatami.com

宿泊料金

1泊2食付14,300円以上のプラン5％割引
※指定宿泊施設割引利用券との併用不可
※企画商品は除く
※休前日及び特別期間（年末年始、GW、お盆）は除く
※詳しくは予約時にお問い合わせください

ながめの館　光雲閣
二本松市岳温泉１－８５
TEL 0243-24-2101

https://www.kounkaku.co.jp

日帰り入浴料
裏磐梯レイクリゾート

耶麻郡北塩原村大字桧原字湯平山1171-1
TEL 0241-37-1111

http://www.lakeresort.jp

―

―

―

―

―

1,200円 700円

1,200円 600円

一 般 料 金 会 員 料 金区　分施　設　名 券　種　等

宿泊料金
10％割引
※指定宿泊施設割引利用券との併用可
※詳しくは予約時にお問い合わせください

白馬アルプスホテル
長野県北安曇郡小谷村千国乙12851
TEL 0261-82-2811

http://ｗｗｗ.hakuba-alps.co.jp

日帰り入浴料

アクティブリゾーツ裏磐梯
耶麻郡北塩原村大字桧原字剣ケ峯1093-309
TEL  0241-32-3111

https://www.daiwaresort.jp/urabandai

磐梯名湯リゾート
ボナリの森

福島県耶麻郡猪苗代町大字蚕養
沼尻山甲2855-550

TEL 0242-64-3333
http://www.ｍｅｉｔｏ-ｂｏｎａｒｉ.com/

公式サイトからの予約で月替り特典付
※指定宿泊施設割引利用券との併用可
※詳しくは予約時にお問い合わせください
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☆申込方法

☆パスポート料金（東京ディズニーランド  、東京ディズニーシー  とも同額）

大人

中人

小人

7,900 円～ 9,400 円

6,600 円～ 7,800 円

4,700 円～ 5,600 円

区　分 種  類 通　常　料　金
（1デーパスポート）

コーポレートプログラム利用券
利用の場合

6,900 円～ 8,400 円

5,600 円～ 6,800 円

3,700 円～ 4,600 円

<東京ディズニーリゾート・コーポレートプログラム>
　互助会では、“東京ディズニーリゾート ・コーポレートプログラム利用券”を会員１人につき年度内３枚まで発行いたします。利用券を
お使いただくと東京ディズニーリゾート をお得な料金でお楽しみいただけます。その他、会員とご家族の方には“東京ディズニー
リゾート ・コーポレートプログラムならではのスペシャルな特典がありますのでぜひご利用ください。
※“東京ディズニーリゾート ・コーポレートプログラム”特典等の詳細は、イベントニュースやウェブサイト等でお知らせいたします。

   チケット申込書に必要事項をご記入の上、互助会事務局にお申込みください。
＊窓口でお申込みいただくと、その場で利用券を発行いたします。
＊ＦＡＸでお申込みいただき、事業所宛に郵送も可能です。
＊利用券は１枚で 1,000 円分の助成券としてお使いいただけます。
＊利用券は、会員 1人につき、年度内 3枚までの発行となります。

※変動価格制となります。日別の価格は東京ディズニーリゾート・コーポレートプログラム利用者サイトでご確認ください。

☆利用券の利用方法
コーポレートプログラム利用券は、東京ディズニーランド /東京ディズニーシー  のパークチケット購入、
ディズニーホテルの宿泊費にご利用いただけます。
※利用券は、第三者への有償無償を問わず譲渡（インターネットオークションへの出品行為を含む）できません。
　利用者が当該行為を行った場合、当該利用券は無効となります。

オンラインにて日付指定券を購入、または抽選による入園に当選された方のみ購入できます。
詳細は東京ディズニーリゾート・コーポレートプログラム利用者サイトでご確認ください。
なお、販売数上限に達した時点で販売停止となります。

（18歳以上）

（中学・高校生　12～17歳）

（幼児・小学生　 4～11歳）

R

R R

R

R

R

R

R

R

■お問い合わせ・ご予約先
・東京ディズニーリゾート インフォメーションセンター
                                 　　     一部の PHS・IP 電話からは
　・東京ディズニーリゾート・オンライン予約・購入サポートデスク

R ☎0570-00-8632（10:00 ～ 15:00）
☎045-330-5211
☎0570-00-1928（10:00 ～ 15:00）

R

R

R

東京ディズニーリゾート・
コーポレートプログラム
利用者サイト

http://dcp.go2tdr.com

   
※パークチケット 1枚につき、利用券を 1枚ご利用いただけます。

　【前売券】　◆東京ディズニーリゾート・オンライン予約・購入サイト※利用券のQRコードを使用R

●東京ディズニーランド / 東京ディズニーシー  のパークチケット購入にご利用の場合R R

東京ディズニーリゾート
オンライン予約・購入サイト

R

ディズニー eチケット

※ご利用の際はユーザー登録が必要です。

https://reserve.
tokyodisneyresort.jp

●ディズニーホテルの宿泊費にご利用の場合
チェックアウトの際、利用券を各ホテルのフロントに提出すると、割引料金で精算となります（東京ディズニー

　セレブレーションホテルのみチェックイン時）。
※宿泊者 1人につき、利用券を 1枚ご利用いただけます。同一ホテルで 2泊以上の場合も 1枚のみとなります。

　※旅行会社等のパッケージ商品を利用して精算済みの場合は、割引額が現金で返金となります。
　　（東京ディズニーリゾート バケーションパッケージを除く）
   ※出発日が利用期間外となる場合はご利用いただけません。
　※ホテル内のレストラン、ショップ等ではご利用いただけません。
〈取扱い窓口〉ディズニーホテル（ディズニーアンバサダーホテル、東京ディズニーシー・ホテルミラコスタ、
　　　　　 東京ディズニーランドホテル、東京ディズニーリゾート・トイ・ストーリーホテル、
　　　　　 東京ディズニーセレブレーションホテル）のフロント

R

①ホテルウェブサイト（右記バーコード）「法人契約企業の皆さまへ」にアクセス
②「宿泊プランはこちら」を押下　※初めてのご利用は「ユーザー登録へ」
③当会専用のＩＤとパスワードを入力  ＩＤ：myu a i k　パスワード：99009 0 6
④会員様ご自身のＩＤと暗証番号を設定　※③と同じは不可
⑤ユーザー登録完了の画面で「会員様ログインページへ」を押下
⑥「ユーザー登録がお済みの方」の入力箇所に、ご自身のＩＤとパスワードを入力、「マイページログイン」へ
⑦「ご宿泊プラン一覧」を押下、企業専用プランが表示されます。

電話、または公式ウェブサイトからの直接予約となります。
※必ず郡山市勤労者互助会指定宿泊施設割引利用券を利用する旨をお伝えください。
※現地払いのみとなり、宿泊前のオンラインカード決済ではご利用できません。
TEL：047-350-8561（平日 /10:00 ～ 18:00、土日祝 /10:00 ～ 19:00）

電話、または東急ホテルズ法人サイトからの直接予約となります。
チェックイン時に「郡山市勤労者互助会指定宿泊施設割引利用券」をフロントにご提出ください。
東急ホテルズ予約ダイヤル　TEL：0120-21-5489

東京ディズニーリゾート ・周辺指定宿泊施設
◎東京ディズニーリゾート・オフィシャルホテル　東京ベイ舞浜ホテル  ご予約方法R

◎東京ディズニーリゾート・パートナーホテル　オリエンタルホテル 東京ベイ  ご予約方法

◎近隣ホテル　東京ベイ東急ホテル　ご予約方法

R

https://www.maihamahotel.jp/

https://www.oriental-hotel.co.jp/

https://www.tokyuhotels.co.jp/biz/

※チケット申込書はウェブサイトからダウンロードできます



指定宿泊施設の利用助成10

－20－

FAXの場合（宿泊日 10日前まで） 事務局窓口の場合

　　『指定宿泊施設割引利用券申込書（仮）』
（様式第13号）利用ガイドP52に必要事項を記入しFAX
　　　　　　　　　　↓
　　　　　　事務局にて作成し発送

「指定宿泊施設割引利用券」にご記入頂き、
その場でお渡し

7 月 1日

9月 2日

　互助会指定の宿泊施設を利用する会員と中学生以上の登録家族に対し、1人1泊につき3,000円
を助成いたします。
　◇助成回数
　　会員 1人につき登録家族を含め年度内 4回（4泊分）
　◇申込方法
　　①旅行代理店を通さず、直接宿泊施設に予約（互助会会員であることを伝えてください）。
　　②互助会事務局へ「指定宿泊施設割引利用券」の交付を FAXもしくは事務局窓口で依頼。

〇利用日にすでに会員資格を失っている場合は助成を受けられません。
〇人数の変更、宿泊をキャンセルする場合は必ず事務局までご連絡ください。
〇他の割引券と併用できないことがあります。

（例 2）7月 1日：会員 1人と家族 1人の「計 2人」で 1泊の利用→計：2泊利用①
　　　 9 月 2日：家族 2人で 1泊の利用　　　　　　　　　　　 →計：2泊利用②
　　　 宿泊回数　①＋②＝4泊利用　→　「年度内 4回（4泊分）」利用に該当
          なお、同一家族に会員 2人の場合は、それぞれに年度内 4回（4泊分）まで利用できます。

会
員

4 回 利用限度該当に
なります

中
学
生
以
上

の
登
録
家
族

中
学
生
以
上

の
登
録
家
族

中
学
生
以
上

の
登
録
家
族

　　③宿泊受付の際に「指定宿泊施設割引利用券」をフロントに提出。
（例 1）  1 泊で会員 1人につき中学生以上の登録家族 3人まで助成が受けられますが、その際 
　　　 の利用回数は4人で4泊分となり「年度内4回（4泊分）」の助成利用限度に該当します。

　　　 ○ ホテル

会
員

中
学
生
以
上

の
登
録
家
族

4 回 利用限度該当に
なります

1泊の利用→計 2泊利用①

1泊の利用→計 2泊利用②

注意

)
※各種様式はウェブサイトからダウンロードできます
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＜指定宿泊施設一覧表＞
・ご予約の際は、必ず郡山市勤労者互助会の会員であることを伝えてください。
・施設によっては、除外日や対象外の場合もありますので予約時にご確認ください。
・利用日に既に会員資格を失っている場合は助成は受けられません。
・割引利用券を受け取った後に人数や宿泊日等に変更がある場合には、必ず事務局までご連絡ください。
・宿泊をキャンセルされた場合は、必ず事務局までご連絡ください。

　 ：電話予約のみ割引対象
　 ：「法人契約専用宿泊プラン」のインターネット予約のみ割引対象

◆郡山市磐梯熱海温泉

◆郡山市内

◆福島県内

施設名 住         所 電  話 備考

四季彩　一力 郡山市熱海町熱海４丁目１６１ 024-984-2115

きらくや 　　〃　熱海町熱海４丁目３９ 024-984-2130
昭月 　　〃　熱海町熱海５丁目３０ 024-984-3309
八景園 　　〃　熱海町安子島真弓山４－８ 024-984-3145
深山荘 　　〃　熱海町熱海５丁目１７１ 024-984-2648
健康温泉水林亭 　　〃　熱海町熱海５丁目４３ 024-984-2735
守田屋 　　〃　熱海町熱海５丁目２７１ 024-984-2620
ゆとりろ磐梯熱海 　　〃　熱海町熱海５丁目１８ 024-984-2811
山城屋旅館 　　〃　熱海町熱海５丁目１４５ 024-984-2216
ホテル華の湯 　　〃　熱海町熱海５丁目８－６０ 024-984-2222
萩姫の湯栄楽館 　　〃　熱海町熱海４丁目４７ 024-984-2135
湯のやど楽山 　　〃　熱海町熱海５丁目３９ 024-984-2325
幻灯庵月の庭 　　〃　熱海町熱海５丁目１４３ 024-984-2301

ホテルバーデン 　郡山市安積町成田字島ノ前２－３ 024-947-7777
なりた温泉 　　〃　安積町成田字車川原２７ 024-947-2626

スパリゾートハワイアンズホテルハワイアンズ　
いわき市常磐藤原町蕨平５０ 0570-550-550スパリゾートハワイアンズモノリスタワー

スパリゾートハワイアンズウイルポート
いわき新舞子ハイツ 　　　 〃 　平下高久南谷地１６－４ 0246-39-3801
飯坂温泉　飯坂ホテル聚楽 　福島市飯坂町西滝ノ町２７ 024-542-2201
穴原温泉　吉川屋 　　〃　飯坂町湯野字新湯６ 024-542-2226
　　〃　　山房月之瀬 　　〃　穴原温泉北原７ 024-542-1000
　　〃　　渓苑花の瀬 　　〃　穴原温泉新湯７ 024-542-0800
土湯温泉　山水荘 　　〃　土湯温泉町字油畑５５ 024-595-2141
　　〃　　はるみや旅館 　　〃　土湯温泉町杉ノ下７２ 024-595-2134
新野地温泉　相模屋旅館 　　〃　土湯温泉町字野地２ 0242-64-3624

：他に会員特典あり　※詳しくは利用ガイドＰ13～ 18をご覧ください。 特

：法人プランあり　※詳しくはみゅーあい郡山ウェブサイトの『指定宿泊助成情報』をご確認ください。法 

：詳細は互助会事務局までご連絡ください。　※法人プラン特別サイトあり事 

特

特

特

特

特

特

野地温泉　野地温泉ホテル 　　〃　土湯温泉町字鷲倉山１－２ 0242-64-3031
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岳温泉　鏡が池碧山亭 二本松市岳温泉２－１３ 0570-052-780
　　〃　　陽日の郷あづま館 　　〃　　岳温泉１－５ 0243-24-2211
　　〃　　ながめの館光雲閣 　　〃　　岳温泉１－８５ 0243-24-2101
　　〃　　空の庭プチホテル 　　〃　　岳温泉２－５６ 0243-24-2217
　　〃　　空の庭リゾート 　　〃　　岳温泉１－１９７－２ 0243-24-2306

会津東山温泉 大江戸温泉物語 東山グランドホテル 会津若松市東山町大字湯本字上湯本５ 050-011267
　　〃　　　御宿　東鳳

　　〃　　 花見屋

　　     〃　　　  大川荘

　　〃　　 東山町大字石山字院内７０６ 0242-26-4141
会津芦ノ牧温泉　丸峰観光ホテル　　　〃　　 大戸町大字芦ノ牧字下夕平１１２８

　　〃　　 大戸町大字芦ノ牧字下平９８４
0242-92-2121
0242-92-2111

猪苗代ライジングサンホテルヴィライナワシロ 耶麻郡猪苗代町字葉山７１０５ 0242-62-4111
中ノ沢温泉　磐梯名湯リゾート ボナリの森　　 〃　 猪苗代町蚕養沼尻山甲２８８５-550 0242-64-3333

　　 〃　 猪苗代町蚕養沼尻山甲2855 0242-64-3621
猪苗代温泉 ホテルリステル猪苗代　　 〃　 猪苗代町大字川桁リステルパーク 0242-66-2233
熱塩温泉　山形屋 喜多方市熱塩加納町熱塩字北平田甲３４７－２ 0241-36-2288
裏磐梯グランデコ東急ホテル 耶麻郡北塩原村大字桧原字荒砂沢山1082-93 0241-32-3200
裏磐梯レイクリゾート 　　〃　北塩原村大字桧原字湯平山１１７１－１ 0241-37-1111
新甲子温泉　五峰荘 西白河郡西郷村大字真船字馬立１ 0248-36-2222
　　〃　　　 みやま荘 〃 0248-36-2001

ルネサンス棚倉 東白川郡棚倉町関口字一本松４３－１ 0247-33-4111
天栄温泉　天栄湯 岩瀬郡天栄村牧之内字天栄山1 0248-82-3121

母畑温泉 癒しの湯 高蔵内源泉 石川郡石川町母畑字湯前３２－１ 0247-26-5111
　　〃　  八幡屋 　　〃　石川町大字母畑字樋田７５－１ 0247-26-3131

　定山渓温泉　定山渓ビューホテル 北海道札幌市南区定山渓温泉東２丁目１１１ 011-598-3339
洞爺湖温泉　洞爺サンパレスリゾート＆スパ　　〃  有珠郡壮暼町字洞爺湖温泉７－１ 0142-75-2444
阿寒湖温泉　ニュー阿寒ホテル　　〃  釧路市阿寒町阿寒湖温泉２－８－８ 0154-67-3232

鳴子温泉　鳴子風雅

秋保温泉　ホテル瑞鳳 宮城県仙台市太白区秋保町湯元字除２６－１ 0570-550-397

　　〃　　  秋保グランドホテル 　　〃　 仙台市太白区秋保町湯元字枇杷原１２－２ 0570-026-001
　　〃　 大崎市鳴子温泉湯元５５ 0570-001-262

蔵王温泉　蔵王国際ホテル 山形県山形市蔵王温泉９３３ 023-694-2111
　〃　    深山荘高見屋旅館 　　〃　山形市蔵王温泉５４ 023-694-9333
　〃　    ホテルハモンドたかみや　　〃　山形市蔵王温泉上ノ代９４－１ 023-694-2121
　〃　    タカミヤヴィレッジホテル樹林　　〃　山形市蔵王温泉上ノ台８１４ 023-694-9511
　〃　    たかみや瑠璃倶楽リゾート　　〃　山形市蔵王温泉三度川１１１８－７ 023-694-2520
　〃　    ホテルルーセントタカミヤ　　〃　山形市蔵王温泉９４２ 023-694-9135
かみのやま温泉　月岡ホテル 　　〃　上山市新湯１－３３ 023-672-1212
タカミヤ湯の浜テラス西洋茶寮　　〃　鶴岡市湯野浜１丁目２５－１ 0235-75-2188
あつみ温泉　高見屋別邸　久遠
小野川温泉　湯杜　匠味庵　山川

　　〃　鶴岡市湯温海字湯之尻８３－３ 0235-43-4119
　　〃　米沢市小野川町２４３６ 0238-32-2811

白布高湯温泉　別邸　山の季 　　〃　米沢市大字関字清水裏３９３１－４ 0238-55-2141

◆県外

施設名 住         所 電  話 備考

特

特

特

特

特

特

赤湯温泉　櫻湯　山茱萸 　　〃　南陽市赤湯７４０ 0238-43-3020
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草薙温泉 高見屋 最上川別邸 紅

ＴＯＷＡピュアコテージ

ホテルサンバレー那須

東京ベイ舞浜ホテル

オリエンタルホテル東京ベイ

富士クラシックホテル

白馬アルプスホテル

ホテルフクラシア大阪ベイ

白浜温泉　ホテル川久

　　〃　   白浜古賀の井リゾート＆スパ

山形県最上郡戸沢村大字古口３０５８

栃木県那須郡那須町高久乙３３７５

　〃　那須郡那須町湯本２０３

千葉県浦安市舞浜１－３４※詳しくはP19

　〃　浦安市美浜１-８-２※詳しくはP19

山梨県南都留郡富士河口湖町冨士ケ嶺1306

長野県北安曇郡小谷村千国乙12851

大阪府大阪市住之江区南港北1-7-50

和歌山県西牟婁郡白浜町３７４５

　 〃　  西牟婁郡白浜町３２１２－１

0234-57-2100

0287-78-1164

0287-76-3800

047-355-1222

047-350-8111

0555-89-3600

0261-82-2811

06-6614-8711

0739-42-3322

0739-43-6000

テンザホテル＆スカイスパ・札幌セントラル
ホテルウィングインターナショナル
ホテルウィングインターナショナル
ホテルウィングインターナショナル
ホテルウィングインターナショナル
テンザホテル・仙台ステーション
ホテルウィングインターナショナル
ホテルウィングインターナショナル
ホテルウィングインターナショナル
ホテルウィングインターナショナルプレミアム
ホテルウィングインターナショナル
ホテルウィングインターナショナルプレミアム
ホテルウィングインターナショナルセレクト
ホテルウィングインターナショナル
ホテルウィングインターナショナル
ホテルウィングインターナショナルセレクト
ホテルウィングインターナショナルセレクト

ホテルウィングインターナショナル
ホテルウィングインターナショナル
ホテルウィングインターナショナル
ホテルウィングインターナショナルプレミアム
ホテルウィングインターナショナル
ホテルウィングインターナショナル
ホテルウィングインターナショナルセレクト
ホテルウィングインターナショナルプレミアム
ホテルウィングインターナショナル
ホテルウィングインターナショナルセレクト
ホテルウィングインターナショナルセレクト
ホテルウィングインターナショナル
ホテルウィングインターナショナル

 
札幌すすきの
旭川駅前
千歳
苫小牧

須賀川
日立
鹿嶋
東京四谷
新橋御成門
渋谷
池袋
池袋
後楽園
上野・御徒町
浅草駒形
東京赤羽
湘南藤沢
相模原
金沢駅前
飛騨高山
名古屋
名古屋栄
京都三条
京都四条烏丸

大阪梅田
東大阪
神戸新長田駅前

姫路

北海道札幌市中央区南 2条西 8丁目 6-1

　〃　札幌市中央区南 6条西 6丁目 2-2

　〃　旭川市宮下通 7 - 3112

　〃　千歳市千代田町 2 - 2 - 1 0

　〃　苫小牧市表町 5 - 7 - 1

宮城県仙台市宮城野区榴岡 4丁目 6-28

福島県須賀川市中町 3 6 - 1

茨城県日立市幸町 1- 5 -1 2

　〃　神栖市大野原１-２４-１

東京都新宿区四谷 3 - 1 4 - 1
　〃　港区新橋 6 - 20 - 8
　〃　渋谷区宇田川町４-３
　〃　豊島区東池袋 3 - 7 - 1
　〃　豊島区東池袋 3 - 1 0 - 7

　〃　文京区本郷 1 - 2 5 - 1 1

　〃　台東区東上野２ - １８ - ４

　〃　台東区駒形２丁目７－５

　〃　北区赤羽西 1-39-17

神奈川県藤沢市藤沢 1 0 9 - 5

　  〃　 相模原市中央区上溝 5 - 1 - 3 0

石川県金沢市堀川新町８ - １３

岐阜県高山市初田町 2丁目 51番地

愛知県名古屋市中区錦 1 - 4 - 1 1

　〃　名古屋市中区栄３-12-23-２

京都府京都市左京区和国町 407番 6

　〃　京都市下京区高辻通烏丸西入骨屋町 319

大阪府大阪市北区神山町８- 4

　〃　東大阪市長田東２ - １ - ２

兵庫県神戸市長田区若松町 5 - 1 - 1

　〃　姫路市綿町 1 3 2

011-272-0555

011-533-2100

0166-27-5330

0123-24-2111

0144-33-0333

022-299-5211

0248-72-1411

0294-23-2111

0299-92-9012

03-3356-2111
03-3433-0122
03-3461-2773

03-3988-7788

03-5396-5555

03-5804-1011

03-6689-5511

03-6777-1188

03-5993-8800

0466-55-1112

042-761-3333

076-290-7776

0577-35-1300

052-201-6011

052-857-4488

075-761-1000

075-284-0111

06-7711-0550

06-7709-9088

078-611-7270

079-287-2111

施設名 住         所 電  話 備考

◆ホテルウィングインターナショナル

法

法

事

法

特

②法人様専用
ログイン画面で

③宿泊を希望
する施設や
プランを選択

④お客様登録
画面で希望
の予約方法
を選択

⑤宿泊詳細情報
を入力して
予約

※ご質問・ご要望
　欄に指定宿泊
　施設割引利用
　券使用と入力

https://www.
hotelwing.co.
jp

①電話（一般料金）
または法人会員
専用サイト（優待
料金）にアクセス

ID：99100008
パスワード：
0906を入力
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施設名 住         所 電  話 備考

かんぽの宿

かんぽの宿

かんぽの宿

かんぽの宿

かんぽの宿
かんぽの宿
かんぽの宿
かんぽの宿
かんぽの宿
かんぽの宿
かんぽの宿
かんぽの宿
JPリゾート
かんぽの宿
かんぽの宿
かんぽの宿
かんぽの宿
かんぽの宿
かんぽの宿
かんぽの宿
かんぽの宿
かんぽの宿
かんぽの宿
かんぽの宿
かんぽの宿
かんぽの宿
かんぽの宿
かんぽの宿
かんぽの宿
かんぽの宿

一関

大洗

潮来

塩原

栃木喜連川温泉
寄居
旭
鴨川
青梅
福井
熱海（本館）
熱海（別館）
伊豆高原
焼津
知多美浜
鳥羽
彦根
富田林
大和平群
奈良
紀伊田辺
有馬
赤穂
淡路島
光
観音寺
伊野
北九州
柳川
阿蘇

岩手県一関市厳美町字宝竜 1 4 7 - 5

茨城県東茨城郡大洗町磯浜町 7 9 8 6 - 2

　〃　潮来市水原 1 8 3 0 - 1

栃木県那須塩原市塩原 1 2 5 6

　〃　さくら市喜連川 5 2 9 6 - 1
埼玉県大里郡寄居町末野 2 2 6 7
千葉県旭市仁玉 2 2 8 0 - 1
  〃    鴨川市西町 1 1 3 7
東京都青梅市駒木町 3 - 6 6 8 - 2
福井県福井市渕町 4 3 - 1 7
静岡県熱海市水口町 2 - 1 2 - 3
　〃　熱海市水口町 2 - 1 3 - 7 7
　〃　伊東市八幡野 1 1 0 4 - 5
　〃　焼津市浜当目 1 3 7 5 - 2
愛知県知多郡美浜町奥田砂原 3 9
三重県鳥羽市安楽島町 1 2 0 0 - 7
滋賀県彦根市松原町 3 7 5 9
大阪府富田林市龍泉 8 8 0 - 1
奈良県生駒郡平群町上庄 2 - 1 6 - 1
　〃　奈良市二条町 3 - 9 - 1
和歌山県田辺市目良 2 4 - 1
兵庫県神戸市北区有馬町 1 6 1 7 -1
　〃　赤穂市御崎 8 8 3 - 1
　〃　淡路市富島 8 2 4
山口県光市室積東ノ庄 3 1 - 1
香川県観音寺市池之尻町 1 1 0 1 - 4
高知県吾川郡いの町波川 1 5 6 9
福岡県北九州市若松区大字有毛 2 8 2 9
　〃　柳川市弥四郎町 1 0 - 1
熊本県阿蘇市一の宮町宮地 5 9 3 6

0191-29-2131

029-267-3191

0299-67-5611

0287-32-2845

028-686-2822
048-581-1165
0479-63-2161
04-7092-1231
0428-23-1171
0776-36-5793
0557-83-6111
0557-83-6111
0557-51-4400
054-627-0661
0569-87-1511
0599-25-4101
0749-22-8090
0721-33-0700
0745-45-0351
0742-33-2351
0739-24-2900
078-904-0951
0791-43-7501
0799-82-1073
0833-78-1515
0875-27-6161
088-892-1580
093-741-1335
0944-72-6295
0967-22-1122

特

◆かんぽの宿

ホテルウィングインターナショナル
ホテルウィングインターナショナルセレクト
ホテルウィングインターナショナル
ホテルウィングインターナショナル
ホテルウィングインターナショナル

 博多新幹線口
熊本
熊本八代
都城
出水

　〃　福岡市博多区博多駅東 1 - 1 7 - 1 7

熊本県熊本市中央区水道町 2 - 13

　〃　八代市旭中央通 2 3 - 1

宮崎県都城市北原町 3 5 - 1 0

鹿児島県出水市昭和町 4 8 - 5

092-431-0111

096-325-1000

0965-32-0711

0986-22-2111

0996-63-8111

前頁参照
テンザホテル・博多ステーション 　〃　福岡市博多区博多駅東２-５-３３ 092-472-0211

ホテルウィングインターナショナル
ホテルウィングインターナショナル
ホテルウィングインターナショナルセレクト

 下関
高松
博多駅前

山口県下関市竹崎町 3 - 1 1 - 2

香川県高松市瓦町２-２-３

福岡県福岡市博多区博多駅前 3 - 2 2 - 1９

083-235-2111

087-861-0017

092-476-9111
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ベルフォーレ那須
アイソネット草津
フォレスト箱根
強羅彩香
ヴィラ箱根 80
箱根星の家
箱根和の香
箱根スタイル
プレーゴ葉山
熱海青青荘
シオン熱海
熱海望洋館

栃木県那須郡那須町大字湯本 2 0 6
群馬県吾妻郡草津町大字草津 2 4 6 - 1 5
神奈川県足柄下郡箱根町仙石原 1285-12
　  〃 　足柄下郡箱根町強羅 1320-304
　  〃 　足柄下郡箱根町宮ノ下 4 7 6
　  〃 　足柄下郡箱根町宮城野字日影山 1358-4
　  〃 　足柄下郡箱根町仙石原字小塚山 1285
　  〃 　足柄下郡箱根町元箱根１１０-１６２
　  〃 　三浦郡葉山町一色 2 2 3 3
静岡県熱海市西山町 1 8 - 6
　〃　熱海市小嵐町 9 - 1 7
　〃　熱海市桃山町 8 - 2 7

施設名 住         所 電  話 備考

●予約方法
①会員専用ダイヤルに電話
　　03-5695-2500

②下記の2つを伝える
・パートナー企業コード
  『304-020』
・登録名
  『郡山市勤労者互助会』

③指定宿泊施設割引利用
　券を使う旨を伝える

◆四季倶楽部

八ヶ岳エレガンス
ヴァンべール軽井沢
飛騨高山荘
京都加茂川荘
ゆの香湯布院

長野県諏訪郡富士見町境 4 4 4 0 - 1
　〃　北佐久郡軽井沢町大字長倉字長倉山 5956-32
岐阜県高山市西之一色町 3 - 9 5 0 - 1
京都府京都市北区小山下内河原町 6
大分県由布市湯布院町川上 1 9 8 6 - 2 1 

◆HMIホテルグループ

http://www.
hmi-hotel.co.
jp/hojin/

ID:H000045
パスワード :hmi

①

②

③

ユーザー
登録へ→
当会専用ID
とパスワード
を入力

会員様ご
自身のID
と暗証番号
を設定

⑤法人会員
様ご優待
プランから
プランを
選択

④会 員 様
ログイン
ページで
ご自身のID
とパスワード
を入力して
ログイン

法人会員用
サイトに
アクセス

法

ホテルパールシティ秋田川反 秋田県秋田市大町 3-4-18 018-865-2111
ホテルパールシティ秋田竿燈大通り 　〃　秋田市大町 2-2-3 018-862-0501
ホテルパールシティ盛岡 岩手県盛岡市大通 3-7-19 019-625-3311
ホテルパールシティ気仙沼 宮城県気仙沼市古町 3-2-42 0226-24-2511
ホテルパールシティ仙台 　〃　仙台市青葉区一番町 2-8-9 022-262-8711

ホテルパールシティ天童 山形県天童市東本町 2-9-23 023-651-0411
ホテル亀屋（鳴子温泉） 　〃　大崎市鳴子温泉字車湯 54-6 0229-83-2211

ホテル南海荘（白浜野嶋温泉） 千葉県南房総市白浜町白浜 623-13 0470-38-3500
銀座クレストン 東京都中央区明石町 8番 (聖路加ガーデン ) 03-5550-5700
渋谷クレストンホテル 　〃　渋谷区神山町 10-8 03-3481-5800
調布クレストンホテル 　〃　調布市小島町 1-38-1 調布パルコ 042-489-5000
ホテルウェルネス能登路（千里浜やわらぎ温泉）石川県羽咋郡宝達志水町敷浪 5-48-2 0767-29-4181
ホテル ラヴィエ川良（伊東温泉）静岡県伊東市竹の内 1-1-3 0557-37-8181
大仙家（畑毛温泉） 　〃　伊豆の国市奈古谷 655 055-979-7000
つま恋リゾート 彩の郷（掛川） 　〃　掛川市満水 2000 0537-24-1111
グランドホテル浜松 　〃　浜松市中区東伊場 1-3-1 053-452-2112
ホテルクラウンパレス浜松 　〃　浜松市中区板屋町 110-17 053-452-5111
ホテルクラウンパレス知立 愛知県知立市中町中 128 0566-85-3939
名古屋クレストンホテル 　〃　名古屋市中区栄3-29-1 名古屋パルコ西館 052-264-8000
ホテル平安の森京都（京都東山）京都府京都市左京区岡崎東天王町 51 075-761-3130
ホテルクラウンパレス神戸 兵庫県神戸市中央区東川崎町 1-3-5 078-362-1155

ホテルパールシティ札幌 北海道札幌市中央区北 3条西 2丁目 1-26 011-222-0511
ホテルパールシティ八戸 青森県八戸市城下 2-2-22 0178-47-0034
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施設名 住         所 電  話 備考

ホテルクラウンパレス北九州 　〃　北九州市八幡西区東曲里町 3-1 093-631-1111

長崎にっしょうかん（長崎） 長崎県長崎市西坂町 20-1 095-824-2151

にっしょうかん新館　梅松鶴（長崎）　〃　長崎市浜平 2-14-1 095-824-2153

にっしょうかん別邸　紅葉亭（長崎）　〃　長崎市立山 5-13-65 095-824-2152

八代グランドホテル 熊本県八代市旭中央通り 10-1 0965-32-2111

ホテル霧島キャッスル（霧島温泉）鹿児島県霧島市牧園町高千穂3878-49 0995-78-2211

本部グリーンパークホテル 沖縄県国頭郡本部町字古島 404 0980-48-3211

リザンシーパークホテル谷茶ベイ 　〃　国頭郡恩納村字谷茶 1496 098-964-6611

旅亭 山の井（玉造温泉） 　〃　松江市玉湯町玉造 1042 0852-62-0621

湯本観光ホテル西京（長門湯本温泉）山口県長門市深川湯本 1051 0837-25-3111

ザ　クラウンパレス新阪急高知 高知県高知市本町 4-2-50 088-873-1111

ホテルクラウンパレス小倉 福岡県北九州市小倉北区馬借 1-2-1 093-511-4111

ホテルパールシティ神戸 兵庫県神戸市中央区港島中町 7-5-1 078-303-0100

三朝ロイヤルホテル（三朝温泉）鳥取県東伯郡三朝町大瀬 1210 0858-43-1231

ホテルウェルネス因幡路（湖山温泉）　〃　鳥取市松原 343 0857-57-0224

保性館（玉造温泉） 島根県松江市玉湯町玉造 1191-1 0852-62-0011

前頁参照

◆ルートインホテルズ（令和4年4月1日現在）

https://www.
route-inn.co.jp/
corp/033323

ID:HB005-
033323

パスワード :
H2SPNED4

①

②

③
一覧から希望
するホテルを
選び、必要事項
を入力して予約

法人会員専用
ページにアクセス

法 

ルートイングランティアサロマ湖

ルートイン北見大通西

ルートインGrand -北見駅前-

ルートイングランティア知床 斜里駅前

ルートイン網走駅前

ルートイン帯広駅前

ルートイン釧路駅前

十勝幕別温泉グランヴィリオホテル

ルートイン旭川駅前一条通

ルートインGrand旭川駅前

ルートイン札幌白石

ルートイン札幌北四条

ルートイン札幌駅前北口

ルートイン札幌中央

ルートイン千歳駅前

ルートイン苫小牧駅前

ルートイン東室蘭駅前

ルートインGrand室蘭

ルートイングランティア函館五稜郭

ルートイングランティア函館駅前

北海道常呂郡佐呂間町富武士812

　〃　北見市大通西4丁目7

　〃　北見市大通西1丁目2-1

　〃　斜里郡斜里町港町16-10

　〃　網走市新町1-2-13

　〃　帯広市西三条南11丁目8番地

　〃　釧路市北大通13丁目2-10

　〃　中川郡幕別町字依田384

　〃　旭川市一条通6丁目39-1

　〃　旭川市宮下通8丁目1962-1

　〃　札幌市白石区北郷4条2丁目1-5

　〃　札幌市中央区北四条西13丁目1-53

　〃　札幌市北区北七条西4丁目2-2

　〃　札幌市中央区南五条西5丁目13番1

　〃　千歳市千代田町5丁目3-1

　〃　苫小牧市王子町3丁目2-15

　〃　室蘭市中島町3丁目5番10号

　〃　室蘭市中島町2丁目22-2

　〃　函館市本町11番10号

　〃　函館市若松町21-3

01587-2-2211

0157-32-7432

050-5847-7503

0152-22-1700

0152-44-5511

0155-28-7200

0154-32-1112

0155-56-2121

0166-21-5011

050-5847-7720

011-873-2727

011-204-7122

011-727-2111

011-518-6111

050-5847-7579

0144-38-1110

0143-42-3100

050-5576-7700

0138-33-1550

0138-21-4100
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施設名 住         所 電  話 備考

ルートイングランティア秋田SPA RESORT
ルートイン秋田土崎
ルートイン大館大町
ルートイン大館駅南
ルートイン能代
ルートイン由利本荘
ルートイン大曲駅前
ルートイン横手インター
ルートイン古川駅前
ルートイン石巻河南インター
ルートイン登米
ルートイン気仙沼
ルートイン石巻中央
ルートイン仙台泉インター
ルートイン仙台長町インター
ルートイン仙台東
ルートイン仙台港北インター
ルートイン多賀城駅東
ルートイン名取　

ルートイン名取岩沼インター-仙台空港-
ルートイン仙台大和インター
ルートイン鶴岡インター
ルートイン酒田

秋田県秋田市中通5-2-1
　〃　秋田市土崎港西2丁目12-30
　〃　大館市大町91-1　
　〃　大館市中道2-1-60
　〃　能代市西大瀬17-1
　〃　由利本荘市井戸尻50番地
　〃　大仙市大曲通町3番14号
　〃　横手市婦気大堤字田久保下117
宮城県大崎市古川駅前大通1-4-18
　〃　石巻市恵み野二丁目14番地2
　〃　登米市迫町佐沼字中江5丁目11番1号
　〃　気仙沼市松崎萱32-1
　〃　石巻市大街道北3丁目3-3
　〃　仙台市泉区大沢2-3-9
　〃　仙台市太白区東郡山2丁目49番5号
　〃　仙台市若林区六丁の目西町1-60
　〃　多賀城市町前1-1-15
　〃　多賀城市八幡四丁目4番77号
　〃　名取市増田字関下37番地
　〃　名取市堀内字北竹345-1
　〃　黒川郡大和町吉岡字東下蔵27-1
山形県鶴岡市大塚町12番26号
　〃　酒田市東大町1-48-12

018-825-5411
018-880-2320
0186-43-6601
0186-44-6055
0185-89-1003
0184-28-0001
0187-86-3511
0182-35-8311
0229-22-0095
0225-92-0075
050-5847-7600
050-5847-7501
050-5847-7551
022-371-0550
022-304-1131
050-5864-0360
022-361-8501
050-5847-7301
022-784-4450
050-5847-7601
022-344-5711
0235-26-2255
0234-21-3301

ルートイン青森駅前
ルートイン青森中央インター
ルートイン弘前駅前
ルートイン弘前城東
ルートイン本八戸駅前
ルートイン三沢
ルートイン十和田
ルートイン盛岡駅前
ルートイン盛岡南インター
ルートイン宮古
ルートイン釜石
ルートイン一関インター
ルートイン北上駅前
ルートイン花巻
ルートイン奥州
ルートイン大船渡
ルートイン矢巾

青森県青森市新町1-1-24
　〃　青森市第二問屋町2丁目2番12号
　〃　弘前市駅前町5-1
　〃　弘前市城東中央5丁目5-6
　〃　八戸市内丸1丁目51-16
　〃　三沢市幸町1丁目9番2号
　〃　十和田市稲生町13-2
岩手県盛岡市盛岡駅前通3番25号
　〃　盛岡市津志田14地割167
　〃　宮古市藤の川15番38号
　〃　釜石市大町二丁目5番17号
　〃　一関市赤荻字鶴巻33-1
　〃　北上市青柳町1丁目2番12号
　〃　花巻市東宮野目第10地割1番地
　〃　奥州市水沢区横町105
　〃　大船渡市大船渡町字野々田154-9
　〃　紫波郡矢巾町医大通2丁目1番7号

017-731-3611
017-762-5551
0172-31-0010
0172-29-1011
0178-71-2511
0176-50-1011
0176-21-2020
019-604-3100
019-637-8111
050-5847-7500
050-5847-7701
0191-33-2011
0197-61-0711
0198-26-0700
050-5847-7710
050-5847-7307
050-5576-7775

前頁
参照
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施設名 住         所 電  話 備考

ルートイン鶴岡駅前
ルートイン米沢駅東
ルートイン天童
ルートイン山形駅前
ルートイン新庄駅前
ルートイン山形南-大学病院前-
ルートイン会津若松
ルートイン郡山インター
ルートイン郡山南
ルートイン新白河駅東
ルートインいわき駅前
ルートインいわき泉駅前
ルートイン二本松-国道4号-
ルートイン西那須野
ルートイン真岡

ルートイン宇都宮御幸町-国道4号-
ルートイン第２西那須野

山形県鶴岡市末広町1番17号
　〃　米沢市下花沢２丁目10番20-9号
　〃　天童市鎌田１丁目13-22
　〃　山形市双葉町1丁目3-1
　〃　新庄市金沢1109-6
　〃　山形市飯田西1丁目1番11号
福島県会津若松市平安町1番5号
　〃　郡山市町東二丁目230番地
　〃　郡山市南1-55
　〃　白河市新白河1丁目34-1
　〃　いわき市平4町目22番3号
　〃　いわき市泉町字八木屋14-4
　〃　二本松市上竹1丁目280番地1
栃木県那須塩原市睦105-18
　〃　真岡市長田二丁目34番地5
　〃　宇都宮市御幸町187-1
　〃　那須塩原市東三島二丁目102-2

0235-28-2055
0238-26-1121
023-656-9511
023-647-1050
0233-28-1211
050-5576-8200
0242-28-3370
024-952-0505
024-925-3313
0248-24-1211
0246-35-6101
050-5847-7530
050-5576-8205
0287-39-6110
0285-80-2900
028-683-1771
0287-39-6110

ルートイン矢板
ルートイン小山
ルートイン佐野藤岡インター
ルートイン第２足利-国道50号沿-
ルートイン足利駅前
ルートイン宇都宮ゆいの杜
ルートイン鹿沼インター
ルートイン高崎駅西口
ルートインコート藤岡
ルートイン渋川
ルートイン安中
ルートイン太田南-国道407号-
ルートイン伊勢崎インター
ルートインGrand太田駅前
ルートイン上尾
ルートイン秩父
ルートイン本庄駅南
ルートイン深谷駅前
ルートイン鴻巣

ルートイングランティア羽生SPA RESORT
ルートイン熊谷
ルートイン結城
ルートイン下館

　〃　矢板市東町3008-8
　〃　小山市雨ヶ谷新田71-21
　〃　佐野市高萩町379-1
　〃　足利市堀込町2460
　〃　足利市通１丁目2688-1
　〃　宇都宮市ゆいの杜1丁目2番88号
　〃　鹿沼市上石川字北原1138-1
群馬県高崎市旭町128-4
　〃　藤岡市立石745-1
　〃　渋川市渋川1186-1
　〃　安中市原市398-2
　〃　太田市飯塚町1712
　〃　伊勢崎市三室町5622-1
　〃　太田市飯田町1380
埼玉県上尾市井戸木2-37-1
　〃　秩父市野坂町2丁目3番18号
　〃　本庄市駅南1丁目4-3
　〃　深谷市西島町3-6-1
　〃　鴻巣市袋791番地1
　〃　羽生市西3丁目19-3
　〃　熊谷市石原1193番1
茨城県結城市中央町1丁目1番地9
　〃　筑西市西谷貝360-1

050-5847-7721
0285-31-3117
0283-27-0065
0284-70-8400
0284-40-1300
050-5847-7480
050-5576-7771
027-327-1011
0274-42-1001
0279-30-0055
050-5847-7330
0276-60-2600
050-5847-7773
050-5576-8111
048-787-6111
050-5894-0886
050-5847-7448
048-551-3311
050-5847-7722
048-560-3555
050-5847-7450
0296-33-8101
0296-23-1611
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施設名 住         所 電  話 備考

ルートイン古河駅前
ルートイン水戸県庁前
ルートイン日立多賀
ルートイン水海道駅前
ルートインひたちなか
ルートイン鹿嶋
ルートイン石岡
ルートイン土浦
ルートイン神栖
ルートイン千葉浜野
ルートイン北松戸駅前
ルートイン木更津

ルートイン千葉ニュータウン中央駅前-成田空港アクセス線-
ルートイン香取佐原駅前
ルートイン柏南-国道16号沿-
ルートイン市原
ルートイン野田-国道16号沿-

茨城県古河市東1丁目12番7号

ルートインGrand東京東陽町
ルートイン品川大井町
ルートイン東京阿佐ヶ谷
ルートイン東京蒲田-あやめ橋-
ルートインGrand東京浅草橋
ルートイン東京池袋
ルートイン横浜馬車道
ルートイン相模原-国道129号-
ルートイン伊勢原大山インター -国道246号-
ルートイン海老名駅前
ルートインコート韮崎
ルートインコート甲府石和
ルートインコート甲府

ルートインコート南アルプス
ルートインコート山梨
ルートインコート富士吉田
ルートイン河口湖(河口湖温泉 霊水の湯)
ルートインコート上野原
ルートイン山梨中央
ルートイン第１長野
ルートイン第２長野
ルートイン長野別館
ルートインコート篠ノ井

東京都江東区東陽2-3-12
　〃　品川区大井1-35-2
　〃　杉並区成田東5-35-14
　〃　大田区蒲田3-18-2
　〃　台東区浅草橋二丁目29番14号
　〃　豊島区東池袋3-5-5
神奈川県横浜市中区弁天通4-53-1
 　〃　 相模原市中央区上溝3960-1
 　〃　 伊勢原市神戸417番地1号
 　〃　 海老名市扇町14番5号
山梨県韮崎市本町1-1-20
　〃　笛吹市石和町広瀬1195
　〃　甲府市富竹2-2-24

　〃　南アルプス市山寺250
　〃　山梨市上石森字吉原187番3号
　〃　富士吉田市上吉田東5丁目10番12号
　〃　南都留郡富士河口湖町浅川366-1
　〃　上野原市上野原3245
　〃　中央市山之神字流通団地2949番1
長野県長野市稲葉中千田沖2016-2
　〃　長野市稲葉中千田沖2071-1
　〃　長野市稲葉中千田沖2092-1
　〃　長野市篠ノ井御弊川1264-2

050-5864-4517
050-5847-7553
03-3220-5711
050-5837-2020
050-5864-0363
050-5847-7711
045-227-8911
042-764-3211
050-5847-7771
050-5847-7550
0551-23-1011
055-262-1011
055-225-1011
055-283-8111
0553-23-2011
0555-24-8000
0555-72-1011
0554-63-5711
050-5576-8201
050-5847-7440
050-5576-7660
050-5576-7660
026-293-0085

　〃　水戸市千波町1953-1
　〃　日立市多賀町2-15-11
　〃　常総市水海道宝町1555-2
　〃　ひたちなか市市毛945-11
　〃　鹿嶋市長栖2275-1
　〃　石岡市石岡1-1-10
　〃　土浦市真鍋新町19-1
　〃　神栖市知手3106-15
千葉県千葉市中央区浜野町1025ｰ110
　〃　松戸市上本郷888
　〃　木更津市清見台2丁目29-11
　〃　印西市中央北1丁目1
　〃　香取市佐原イ92-6
　〃　柏市大島田1丁目4-3
　〃　市原市五井6879-1
　〃　野田市鶴奉14番1

050-5837-1883
029-305-0111
0294-37-3311
0297-30-0011
050-5847-7331
050-5824-4010
050-5576-7701
050-5576-8000
050-5576-7777
050-5576-7800
047-369-5511
050-5837-7660
050-5576-7780
050-5576-7703
050-5576-7773
050-5576-8103
050-5576-8013

前頁
参照
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施設名 住         所 電  話 備考

ルートインコート千曲更埴

ルートイン上山田温泉

ルートイン中野

ルートインコート松本インター
ルートインコート安曇野豊科駅南

ルートインコート南松本

上田駅前ロイヤルホテル

ルートイン上田-国道18号-

ルートインGrand上田駅前

ルートインコート軽井沢

ルートインコート小諸
ルートインコート佐久南インター

ルートイン塩尻北インター

ルートイン塩尻

ルートイン上諏訪

ルートイン諏訪インター

ルートイン第２諏訪インター

長野県千曲市小島3151-1

ルートイン飯田

ルートインコート伊那

ルートイン伊那インター

ルートイン駒ヶ根インター

ルートイン信濃大町駅前

ルートイン新潟県庁南

ルートイン新潟西インター

ルートイン新発田インター

ルートイン長岡駅前

ルートイン長岡インター

ルートイン燕三条駅前

ルートインコート柏崎

ルートイン妙高新井

ルートイン糸魚川

ルートイン上越

ルートイン裾野インター
ルートイン新御殿場インター -国道246号-

ルートイン御殿場駅南

ルートイン長泉沼津インター第１

ルートイン長泉沼津インター第２

ルートイン島田吉田インター

ルートイン島田駅前

ルートイン藤枝駅北

　〃　飯田市育良町2-3-5

　〃　伊那市山寺1536-1

　〃　上伊那郡南箕輪村8293-1

　〃　駒ヶ根市赤穂1503-1

　〃　大町市大町3167-7

新潟県新潟市中央区東出来島11-14

　〃　新潟市西区善久731-1

　〃　新発田市舟入町3-3-12

　〃　長岡市城内町1-1-5

　〃　長岡市堺東町85

　〃　三条市須頃2-19

　〃　柏崎市日吉町2-56

　〃　妙高市高柳１-4-8

　〃　糸魚川市横町2-13-2

　〃　上越市塩屋新田字下之曲り157-1

静岡県裾野市御宿字幕間1532-1

　〃　御殿場市萩原71-1

　〃　御殿場市川島田628-16

　〃　駿東郡長泉町下長窪1157-1

　〃　駿東郡長泉町南一色34-5 

　〃　島田市井口1194

　〃　島田市本通5丁目1番の13

　〃　藤枝市青木1丁目10番16号

0265-25-1622

0265-73-1006

0265-71-4411

0265-82-7011

050-5576-7888

025-280-9811

025-370-7411

0254-20-3355

0258-36-2331

0258-20-5911

0256-34-9020

050-5847-7300

050-5864-0362

025-553-1161

025-531-3233

055-997-9511

0550-80-3411

0550-70-1155

055-999-1131

055-999-1141

0547-38-3011

0547-37-0055

054-645-8000

　〃　千曲市上山田温泉2-28-3

　〃　中野市吉田字立石木99-1

　〃　松本市島立掘米834-1

　〃　安曇野市豊科4677-1

　〃　松本市高宮東7-10

　〃　上田市天神1-2-31

　〃　上田市材木町2-2-5

　〃　上田市天神1-5-7

　〃　北佐久郡御代田町御代田2037-1

　〃　小諸市紺屋町二丁目7番16号

　〃　佐久市三塚126-1

　〃　塩尻市大字広丘吉田842-1

　〃　塩尻市大字広丘高出1548-1

　〃　諏訪市湖岸通り4-9-25

　〃　諏訪市四賀2247-1

　〃　諏訪市大字中洲字境通2940-1

026-273-0100

026-276-0006
050-5847-7502

050-5847-7700

0263-73-0011

0263-28-8011

0268-27-5115

0268-23-2121

050-5847-7555

0267-32-1011

0267-24-0002

0267-64-8811

0263-59-6411

0263-51-5000

050-5576-8011

0266-57-5050

0266-57-5050
https://www.
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施設名 住         所 電  話 備考

ルートイン焼津インター

ルートイン清水インター

ルートイン富士中央公園東

ルートイン掛川インター

ルートイン菊川インター

ルートイン御前崎

ルートイン浜松駅東

ルートイン磐田インター

ルートイン浜松西インター

ルートイン浜名湖

ルートイン浜松ディーラー通り

ルートイン新富士駅南-国道1号バイパス沿-
ルートイン豊川インター

ルートイン知立

ルートイン常滑駅前

ルートイン半田亀崎

ルートイン豊田陣中

静岡県焼津市八楠1-27-7

ルートイン名古屋東別院

ルートイン名古屋栄

ルートイン名古屋今池駅前

ルートイン豊田元町

ルートイン一宮駅前

ルートイングランティア小牧
ルートイン豊橋駅前

ルートイン新城

ルートイングランティア東海Spa＆Relaxation
ルートイン岐阜県庁南

ルートイン大垣インター

ルートイン岐阜羽島駅前

ルートイン各務原

ルートイン美濃加茂

ルートイン可児

ルートイン関

ルートイングランティア飛騨高山
ルートイン恵那

ルートイン中津川インター

ルートイン土岐

ルートイン多治見インター

ルートイン四日市

ルートイン亀山インター

　〃　名古屋市中区富士見町1-26

　〃　名古屋市中区栄4丁目7番12号

　〃　名古屋市千種区内山3丁目31番7号

　〃　豊田市朝日ヶ丘2丁目48-2

　〃　一宮市新生1丁目2-11

　〃　小牧市新小木2丁目33

　〃　豊橋市大橋通2-139

　〃　新城市字的場25-12

　〃　東海市荒尾町丸根1-21

岐阜県岐阜市須賀2丁目1-8

　〃　大垣市築捨町4丁目115-1

　〃　羽島市福寿町浅平1丁目71番地

　〃　各務原市蘇原新栄町1-97-1

　〃　美濃加茂市太田町2449-1

　〃　可児市広見5-130-2

　〃　関市西本郷通4丁目3番30号

　〃　高山市千島町1070-1

　〃　恵那市長島町中野2丁目7番12

　〃　中津川市手賀野375-1

　〃　土岐市泉岩畑町4丁目17番地

　〃　多治見市若松町4丁目1-30

三重県四日市市陶栄町11-1 

　〃　亀山市太岡寺町字下谷1195-9

052-339-1101

052-259-7300

052-745-3211

050-5847-7310

0586-47-7601

0568-71-0011

050-5847-7560

050-5576-8080

050-5576-7702

058-277-7477

0584-87-3011

058-394-0055

058-371-5050

0574-26-1414

0574-63-1323

0575-21-2511

0577-32-0100

0573-20-0050

0573-62-4511

0572-53-1011

0572-21-2500

059-330-7020

0595-84-7611

　〃　静岡市清水区八坂東1丁目20番20号

　〃　富士市永田町2丁目81-1

　〃　掛川市矢崎町3-24

　〃　菊川市加茂5638-1

　〃　御前崎市池新田2525-1

　〃　浜松市中区中央3-10-28

　〃　磐田市見付1845-1

　〃　浜松市西区湖東町6015-1

　〃　湖西市古見1049-1

　〃　浜松市東区篠ケ瀬町1220-1

　〃　富士市宮島602-1

愛知県豊川市上野2-20

　〃　知立市山町小林5番地

　〃　常滑市鯉江本町2丁目73

　〃　半田市亀崎町9-141-2

　〃　豊田市陣中町2丁目18-13

054-671-0001

050-5847-7401

050-5847-7477

0537-62-6511

0537-37-0800

0537-85-0511

053-413-1711

0538-39-1000

053-414-6700

053-574-0700

050-5847-7731

050-5576-7881

0533-80-2690

0566-84-4455

050-5576-8007

0569-20-1022

0565-36-4511

前頁
参照
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施設名 住         所 電  話 備考

ルートイン第２亀山インター
ルートイン鈴鹿

ルートイン伊賀上野-伊賀一之宮インター-

ルートイングランティア和蔵の宿 伊賀上野城前
ルートイン津駅南-国道23号-
ルートイン松阪駅東
ルートイン久居インター
ルートイン名張
ルートイン南四日市
ルートイン伊勢
ルートイン富山駅前
ルートイン富山インター

ルートイングランティア氷見 和蔵の宿
ルートイン魚津
ルートイン高岡駅前
ルートイン輪島
ルートイン七尾駅東

三重県亀山市太岡寺町1164-4

ルートイン美川インター
ルートイン金沢駅前

ルートイングランティア小松エアポート
ルートイン福井大和田
ルートイン福井駅前
ルートイン敦賀駅前
ルートイン鯖江
ルートイン武生インター
ルートイン長浜インター
ルートイン彦根
ルートイン東近江八日市駅前
ルートイン甲賀水口

ルートイン草津栗東-栗東インター国道1号-
ルートイン大阪本町
アークホテル大阪心斎橋
ルートイン大阪和泉
ルートイン大阪高石-羽衣駅前-

ルートイン大阪岸和田-東岸和田駅前/関西空港-
ルートイン小野
ルートイン加西　北条の宿

姫路キヤッスルグランヴィリオホテル
グランヴィリオホテル奈良-和蔵-
ルートイン桜井駅前

　〃　白山市鹿島町2号1番
　〃　金沢市昭和町22番5号
　〃　小松市長崎町4-116-1
福井県福井市大和田2丁目306番地
　〃　福井市大手2丁目1-14
　〃　敦賀市鉄輪町1-6-2
　〃　鯖江市下河端町14-1-1
　〃　越前市葛岡町6字15－5
滋賀県長浜市加納町字上角田884-1
　〃　彦根市東沼波町111-3
　〃　東近江市八日市本町1-11
　〃　甲賀市水口町北脇254
　〃　栗東市大橋六丁目6-40
大阪府大阪市西区西本町2-6-6
　〃　大阪市中央区島之内1-19-18
　〃　和泉市あゆみ野4丁目3-10
　〃　高石市羽衣1丁目10番18号
　〃　岸和田市土生町3丁目16-8
兵庫県小野市敷地町1503番1
　〃　加西市北条町栗田7-7
　〃　姫路市三左衛門堀西の町210
奈良県天理市二階堂上ノ庄町430-1
　〃　桜井市大字桜井1227-5

076-278-7711

076-232-3111

0761-23-7000

050-5576-7555

0776-30-2130

050-5576-8005

050-5847-7775

050-5576-7705

0749-68-2030

0749-21-2551

050-5833-3780

050-5847-7567

050-5576-7880

06-6534-8211

06-6252-5111

050-5864-4520

050-5833-3890

050-5576-8110

050-5847-7777

050-5576-8100

050-5847-7770

050-5847-7447

050-5576-8003

　〃　鈴鹿市平田2丁目6番9号
　〃　伊賀市服部町260-3
　〃　伊賀市上野丸之内1-131
　〃　津市栄町2-450
　〃　松阪市京町1区35-2
　〃　津市久居北口町47-3
　〃　名張市蔵持町原出1345番地1
　〃　四日市市日永東3丁目9-18
　〃　伊勢市小俣町宮前296-3
富山県富山市新富町1-3-3
　〃　富山市黒崎401-1
　〃　氷見市加納443-5
　〃　魚津市上村木2丁目3番39号
　〃　高岡市下関町4番63号
石川県輪島市マリンタウン１番2
　〃　七尾市本府中町ハ31-1

0595-84-7611

059-375-2400

0595-26-1818

0595-26-1011

059-246-7777

0598-50-3900

059-254-1211

0595-67-3330

050-5847-7703

050-5847-7577

076-433-5111

050-5847-7733

0766-73-1771

0765-22-7411

050-5837-7670

0768-22-7700

0767-54-0111
https://www.
route-inn.co.jp/
corp/033323
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施設名 住         所 電  話 備考

アークホテル京都

ルートイン橋本

ルートイン松江

ルートイン益田

ルートイン浜田駅前

アークホテル岡山

ルートイン倉敷水島

ルートイン津山駅前

ルートイングランティア福山SPA RESORT
ルートイン東広島西条駅前

ルートイン三原駅前

グランヴィリオホテル宮島　和蔵
アークホテル広島駅南

ルートイン徳山駅前

ルートイン防府駅前

ルートイン宇部

ルートイン山口　湯田温泉

京都府京都市中京区壬生賀陽御所町1番地

和歌山県橋本市市脇4丁目10番28号

島根県松江市東本町2-22

　〃　益田市あけぼの西町10-4

　〃　浜田市浅井町64-1

岡山県岡山市北区下石井2-6-1

　〃　倉敷市中畝5丁目1番1号

　〃　津山市横山108-1

広島県福山市沖野上町5-27-11

　〃　東広島市西条本町14-24

　〃　三原市城町一丁目3番3号

　〃　廿日市市宮島口西1丁目1-37

　〃　広島市南区西荒神町1-45

山口県周南市本町1丁目35番地

　〃　防府市駅南町1-45

　〃　宇部市妻崎開作887-1

　〃　山口市泉都町9-1

075-812-1111

050-5847-7400

0852-20-6211

ルートイン米子 鳥取県米子市糀町２丁目200 050-5576-7803

050-5576-7900

050-5576-8008

086-233-2200

050-5576-8101

050-5576-7805

084-922-5511

050-5837-7501

050-5576-7666

050-5576-8002

082-263-6363

0834-27-1117

0835-20-1100

050-5837-7610

050-5576-8001
ルートイン阿南

徳島グランヴィリオホテル
ルートイン坂出北インター

ルートイン丸亀

ルートイン高松屋島

ルートイン新居浜

ルートイン伊予西条

ルートイン博多駅南

ルートイン博多駅前-博多口-

アークホテルロイヤル福岡天神

ルートイン柳川駅前

ルートイングランティア福岡宮若-脇田温泉-
ルートイン若宮インター

ルートイングランティア太宰府
ルートイン北九州若松駅東

ルートイン門司港

ルートイン苅田駅前

ルートイン行橋

ルートイン大分駅前

ルートイン佐伯駅前

ルートイン中津駅前

徳島県阿南市領家町火屋ケ原142

　〃　徳島市万代町3-5-1 

香川県坂出市西大浜北4丁目5番31号

　〃　丸亀市田村町字二丁田512-1

　〃　高松市春日町1653-2

愛媛県新居浜市久保田町3丁目2番1号

　〃　西条市新田字北新田191-1

福岡県福岡市博多区博多駅南2-8-19

　〃　福岡市博多区博多駅前1丁目1番20号

　〃　福岡市中央区天神3-13-20

　〃　柳川市三橋町下百町210番地10

　〃　宮若市脇田778-1

　〃　宮若市沼口234-1

　〃　太宰府市連歌屋3丁目8番1号

　〃　北九州市若松区本町3-6-6

　〃　北九州市門司区西海岸2丁目11-2

　〃　京都郡苅田町神田町1丁目8-1

　〃　行橋市中央3-5-8

大分県大分市金池町1-3-1

　〃　佐伯市駅前2丁目6-40

　〃　中津市大字中殿字福成467-3

050-5847-7340

088-624-1111

0877-59-1110

0877-58-2011

050-5847-7445

0897-31-2511

0897-52-1100

092-473-4123

092-477-8885

092-724-2222

050-5824-4101

0949-54-0305

0949-52-0023

092-925-5801

093-752-0301

093-322-1111

093-435-3711

0930-26-8711

097-513-5000

050-5847-7410

0979-85-0050

グランヴィリオホテル別府湾　和蔵 　〃　速見郡日出町大字平道1780-1 050-5211-5800

前頁
参照



－34－

施設名 住         所 電  話 備考

ルートイン鳥栖駅前
ルートイン諫早インター
アークホテル熊本城前
ルートイン熊本駅前
ルートイン阿蘇くまもと空港駅前
ルートイン八代

阿蘇リゾートグランヴィリオホテル
ルートイン薩摩川内
ルートイン宮崎橘通
ルートイン延岡駅前

ルートイングランティアあおしま太陽閣
ルートイングランティア那覇
ルートイン那覇旭橋駅東
ルートイン那覇泊港
ルートイン名護

グランヴィリオリゾート石垣島(オーシャンズウィング・ヴィラガーデン)
ルートイングランティア石垣

佐賀県鳥栖市京町724-1
長崎県諫早市貝津町1682-1
熊本県熊本市中央区城東町5-16
　〃　熊本市西区春日1-14-19
　〃　菊池郡大津町室214-9
　〃　八代市本町1丁目1番5号
　〃　阿蘇市赤水米塚温泉
鹿児島県薩摩川内市西向田町1番7号
宮崎県宮崎市橘通西4丁目1番27号
　〃　延岡市幸町3丁目140番地
　〃　宮崎市青島西1-16-2
沖縄県那覇市西2‐25‐12
　〃　那覇市泉崎1-19-12
　〃　那覇市前島2丁目12番5号
　〃　名護市東江5-11-3
　〃　石垣市新川舟蔵2481-1
　〃　石垣市新栄町21

050-5847-7760
0957-49-8200
096-351-2222
050-5847-7557
096-292-0611
0965-53-0011
0967-35-2111
0996-25-5211
0985-61-1488
0982-23-1300
0985-65-1531
098-860-0771
098-860-8311
098-866-0700
0980-54-8511
0980-88-0030
0980-88-6160

ルートイン日田駅前

ルートイン佐賀駅前
大分県日田市元町21番14号

佐賀県佐賀市駅前中央1丁目9番50号

050-5847-7411

0952-27-7115

◆東急ホテルズ

札幌エクセルホテル東急 北海道札幌市中央区南８条西５－４２０
札幌東急REIホテル 　〃　札幌市中央区南４条西５－１
米沢エクセルホテル東急 山形県米沢市中央１丁目１３-３

裏磐梯グランデコ東急ホテル 福島県耶麻郡北塩原村檜原荒砂沢山
東京ベイ東急ホテル 千葉県浦安市日の出７丁目２－３

ザ・キャピトルホテル 東急 東京都千代田区永田町２-１０-３
赤坂エクセルホテル東急 　〃　千代田区永田町２-１４-３
セルリアンタワー東急ホテル 　〃　渋谷区桜丘町２６－１
渋谷エクセルホテル東急 　〃　渋谷区道玄坂１丁目１２－２
渋谷ストリームエクセルホテル東急 　〃　渋谷区渋谷３丁目２１－３
渋谷東急REIホテル 　〃　渋谷区渋谷１丁目２４－１０
羽田エクセルホテル東急 　〃　大田区羽田空港３丁目４－２
東京虎ノ門東急REIホテル 　〃　港区愛宕１丁目６－６
二子玉川エクセルホテル東急 　〃　世田谷区玉川１丁目１４－１ 二子玉川ライズ30F
吉祥寺東急REIホテル 　〃　武蔵野市吉祥寺南町１丁目６－３
横浜ベイホテル東急 神奈川県横浜市西区みなとみらい２-３-７
横浜東急REIホテル 　〃　　横浜市西区みなとみらい４-３-６

川崎キングスカイフロント東急REIホテル 　〃　　川崎市川崎区殿町３-２５-１１
長野東急REIホテル 長野県長野市南千歳１丁目２８－３
上田東急REIホテル 　〃　上田市天神４丁目２４－１

東急ホテルズ予約ダイヤル
TEL：0120-21-5489

https://www.
tokyuhotels.
co.jp/biz/index.
html

①東急ホテルズ
予約ダイヤル
から予約

②東急ホテルズ
法人サイト
から予約

法

https://www.
route-inn.co.jp/
corp/033323

ID:HB005-
033323

パスワード :
H2SPNED4

①

②

③
一覧から希望
するホテルを
選び、必要事項
を入力して予約

法人会員専用
ページにアクセス

法 

※詳しくはP19



－35－

施設名 住         所 電  話 備考

富山エクセルホテル東急 富山県富山市新富町１丁目２－３（CICビル）

金沢東急ホテル 石川県金沢市香林坊２丁目１－１

名古屋東急ホテル 愛知県名古屋市中区栄４丁目６－８

白馬東急ホテル 長野県北安曇郡白馬村北城４６８８

蓼科東急ホテル 　〃　茅野市北山鹿山４０２６-２

伊豆今井浜東急ホテル 静岡県賀茂郡河津町見高３５－１

下田東急ホテル 　〃　下田市５－１２－１

富士山三島東急ホテル 　〃　三島市一番町１７－１

ホテル伊豆急 　〃　下田市白浜２７３２-７

ルネッサ城ケ崎 　〃　伊東市八幡野１０３０

ルネッサ赤沢 　〃　伊東市赤沢１９０-５
京都東急ホテル 京都府京都市下京区柿本町５８０
THE HOTEL HIGASHIYAMA by Kyoto Tokyu Hotel 　〃　京都市東山区三条通白川橋東入三丁目夷町１７５-２他
大阪エクセルホテル東急 大阪府大阪市中央区久太郎町４丁目１－１５ 南御堂ビル
大阪東急REIホテル   〃  大阪市北区堂山町２－１
新大阪江坂東急REIホテル   〃  吹田市豊津町９－６

ヴィアーレ大阪   〃  大阪市中央区安土町３丁目１－３

ザパークフロントホテルアットユニバーサル・スタジオ・ジャパン   〃  大阪市此花区島屋６丁目２－５２
神戸三宮東急REIホテル 兵庫県神戸市中央区雲井通６丁目１－５
神戸元町東急REIホテル 　〃　神戸市中央区栄町通１丁目２－３５
松江エクセルホテル東急 島根県松江市朝日町５９０
広島東急REIホテル 広島県広島市中区三川町１０－１
高松東急REIホテル 香川県高松市兵庫町９－９
松山東急REIホテル 愛媛県松山市一番町３丁目３－１
博多エクセルホテル東急 福岡県福岡市博多区中洲４丁目６－７
博多東急REIホテル 　〃　福岡市博多区博多駅前１丁目２－２３
熊本東急REIホテル 熊本県熊本市中央区新市街７－２５
那覇東急REIホテル 沖縄県那覇市旭町１１６－３７ カフーナ旭橋内

宮古島東急ホテル＆リゾーツ 　〃　宮古島市下地与那覇９１４

前頁参照

次頁参照

◆ダイワロイネットホテルズ

ダイワロイネットホテル  青森 青森県青森市新町1-11-16 017-732-7380
ダイワロイネットホテル  八戸 　〃　八戸市八日町1-1 0178-73-2555
ダイワロイネットホテル  盛岡 岩手県盛岡市大通1-8-10 019-604-2155
ダイワロイネットホテル  盛岡駅前 　〃　盛岡市盛岡駅前通7-15 019-621-8555
ダイワロイネットホテル  秋田 秋田県秋田市大町2丁目2-41 018-883-0500
ダイワロイネットホテル  山形駅前 山形県山形市幸町2-9 023-627-7255
ダイワロイネットホテル  仙台 宮城県仙台市宮城野区榴岡1-2-37 022-293-7055
ダイワロイネットホテル  仙台一番町 　〃　仙台市青葉区一番町4-2-2 022-796-7685
ダイワロイネットホテル  仙台西口 　〃　仙台市青葉区中央3丁目7番4号 022-217-7255

ダイワロイネットホテル  札幌すすきの 北海道札幌市中央区南4条西1丁目2番地1 011-530-0755

東急ホテルズ予約ダイヤル
TEL：0120-21-5489
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施設名 住         所 電  話 備考

ダイワロイネットホテル  郡山駅前 福島県郡山市駅前1-6-10 024-927-4855

ダイワロイネットホテル  水戸 茨城県水戸市宮町1-7-44 029-303-3311

ダイワロイネットホテル  つくば 　〃　つくば市吾妻1-5-7 029-863-3755

ダイワロイネットホテル  宇都宮 栃木県宇都宮市東宿郷1-4-14 028-610-0455

ダイワロイネットホテル  千葉駅前 千葉県千葉市中央区富士見1-1-14 043-202-4755

ダイワロイネットホテル  千葉中央 　〃　千葉市中央区本千葉町2-11 043-205-4980

ダイワロイネットホテル  東京京橋 東京都中央区京橋2-8-20 03-5579-5850

ダイワロイネットホテル  銀座 　〃　中央区銀座1-13-15 03-5159-1380

ダイワロイネットホテル  新橋 　〃　港区新橋1-17-2 03-3500-5080

ダイワロイネットホテル  西新宿 　〃　新宿区西新宿6丁目12-39 03-5909-8480

ダイワロイネットホテル  東京有明 　〃　江東区有明3-7-3 03-3599-6180

ダイワロイネットホテル  東京赤羽 　〃　北区赤羽南1-9-13 03-5249-4055

ダイワロイネットホテル  東京大崎 　〃　品川区大崎2-1-3 03-5496-5055

ダイワロイネットホテル  池袋東口 　〃　豊島区南池袋1-20-8 03-6811-2880

ダイワロイネットホテル  川崎 神奈川県川崎市川崎区砂子2-6-15 044-210-2055

ダイワロイネットホテル  新横浜 　〃　　横浜市港北区新横浜3-17-1 045-473-4155

ダイワロイネットホテル  横浜公園 　〃　　横浜市中区山下町204番地1 045-664-3745

ダイワロイネットホテル  横浜関内 　〃　　横浜市中区羽衣町2-7-4 045-252-1475

ダイワロイネットホテル  富山駅前 富山県富山市桜町1-3-1 076-471-6422

ダイワロイネットホテル  富山 　〃　富山市荒町6-1 076-420-0055

ダイワロイネットホテル  金沢 石川県金沢市堀川新町2-20 076-224-7755

ダイワロイネットホテル  金沢駅西口 　〃　金沢市広岡1-12-17 076-224-5280

ダイワロイネットホテル  金沢MIYABI 　〃　金沢市広岡1-3-37 076-223-6186

ダイワロイネットホテル  岐阜 岐阜県岐阜市神田町8丁目5番地 058-212-0055

ダイワロイネットホテル  ぬまづ 静岡県沼津市大手町1-1-4（プラサヴェルデ) 055-925-8955

ダイワロイネットホテル  浜松 　〃　浜松市中区旭町9-1 053-455-8855

ダイワロイネットホテル  名古屋駅前 愛知県名古屋市中村区名駅南1丁目23番20号 052-541-3955

ダイワロイネットホテル  名古屋太閤通口 　〃　名古屋市中村区椿町18-10 052-459-3155

ダイワロイネットホテル  名古屋新幹線口 　〃　名古屋市中村区椿町1-23 052-452-7055

ダイワロイネットホテル  名古屋納屋橋 　〃　名古屋市中区栄1-2-27 052-211-6186

ダイワロイネットホテル  名古屋伏見 　〃　名古屋市中区栄1-5-21 052-265-6186

ダイワロイネットホテル  京都四条烏丸 京都府京都市下京区烏丸通仏光寺下ル大政所町678 075-342-1166

ダイワロイネットホテル  京都駅前 　〃　京都市下京区烏丸通七条下る　東塩小路町707-2 075-344-3055

ダイワロイネットホテル  京都テラス八条東口 　〃　京都市南区東九条東山王町14-1 075-682-0855

ダイワロイネットホテル  京都八条口 　〃　京都市南区東九条北烏丸町9-2 075-693-0055

ダイワロイネットホテル  京都グランデ 　〃　京都市南区東九条西岩本町15 075-950-6186

ダイワロイネットホテル  大阪北浜 大阪府大阪市中央区高麗橋2-2-14 06-6228-1255

ダイワロイネットホテル  大阪心斎橋 　〃　大阪市中央区南船場3-9-8 06-6575-7155

ダイワロイネットホテル  四ツ橋 　〃　大阪市西区新町1-10-12 06-6534-8055

ダイワロイネットホテル  大阪上本町 　〃　大阪市天王寺区上本町6-7-5 06-4305-1955

法

③法人ログイン

①各施設に直接
電話予約
（一般料金）
または法人会員
専用サイトから
予約
（法人会員料金）

②ダイワロイネット
ホテルズ公式
ウェブサイト
「法人会員様は
ホテル選択後
ログインして
ください」に
進み、希望する
ホテルを選択

④お客様情報を
入力して予約

ID：
MYUAIKORIYAMA
パスワード：
MYUAIKORIYAMA
を入力
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天然温泉 奈良若草の湯 ダイワロイネットホテル 奈良

ダイワロイネットホテル  堺東 大阪府堺市堺区新町5-13 072-224-9055

ダイワロイネットホテル  大阪東天満 　〃　大阪市北区東天満2-6-3 06-6351-6186

ダイワロイネットホテル  大阪新梅田 　〃　大阪市福島区福島 6-16-1 06-4797-6186

ダイワロイネットホテル  大阪堺筋本町 　〃　大阪市中央区本町1-5-10 06-4256-0655

奈良県奈良市三条本町11番12号 0742-30-6186

ダイワロイネットホテル  和歌山 和歌山県和歌山市七番丁26-1 073-435-0055｠

ダイワロイネットホテル  神戸三宮 兵庫県神戸市中央区御幸通5丁目1-6 078-291-4055

ダイワロイネットホテル 神戸三宮中央通り 　〃　神戸市中央区三宮町1丁目2番2号 078-894-3420

ダイワロイネットホテル  姫路 　〃　姫路市駅前町353番 079-287-0655

ダイワロイネットホテル  岡山駅前 岡山県岡山市北区駅前町1-1-1 086-803-0055

ダイワロイネットホテル  広島駅前 広島県広島市東区二葉の里3‐5‐7 082-554-1455

ダイワロイネットホテル  広島 　〃　広島市中区国泰寺町1-3-20 082-545-2955

ダイワロイネットホテル  福山駅前 　〃　福山市三之丸町2番16号 084-973-6880

ダイワロイネットホテル  徳島駅前 徳島県徳島市寺島本町東3丁目8番地 088-611-8455

ダイワロイネットホテル  高松 香川県高松市丸亀町8番地23-8階 087-811-7855

ダイワロイネットホテル  松山 愛媛県松山市一番町2丁目6-5 089-913-1355

ダイワロイネットホテル  小倉駅前 福岡県北九州市小倉北区魚町1丁目5-14 093-513-7580

ダイワロイネットホテル  博多祇園 　〃　福岡市博多区祇園町1-24 092-281-3600

ダイワロイネットホテル  博多冷泉 　〃　福岡市博多区冷泉町2-7 092-409-4755

ダイワロイネットホテル  福岡西中洲 　〃　福岡市中央区西中洲1-9 092-409-3155

ダイワロイネットホテル  大分 大分県大分市荷揚町2-3 097-535-0022

ダイワロイネットホテル  熊本 熊本県熊本市中央区花畑町10-22 096-319-1050

ダイワロイネットホテル  熊本銀座通り 　〃　熊本市中央区下通1丁目9番1号 096-312-0655

ダイワロイネットホテル  鹿児島天文館 鹿児島県鹿児島市千日町1番1号 099-216-7255

ダイワロイネットホテル  沖縄県庁前 沖縄県那覇市泉崎1-11-2 098-860-1855

ダイワロイネットホテル  那覇国際通り 　〃　那覇市安里2-1-1 098-868-9055

ダイワロイネットホテル  那覇おもろまち 　〃　那覇市おもろまち1-1-12 098-862-4555

前頁参照

全福センターの各種サービス11
　（一社）全国中小企業勤労者福祉サービスセンターが提供する全国のお得なサービスを利用できます。
　サービスにより、当互助会会員証が必要となる場合がありますので、詳しくは全福センターウェブサ
イトでご確認ください。

全福センターウェブサイト
https://www.zenpuku.or.jp
※ログイン ID及びパスワードは互助会
　事務局までお問い合わせください。

　宿　 泊　　プリンスホテル＆リゾーツ、じゃらんコーポレートサービスほか
　生　 活　　洋服の青山、タマホーム、アート引越センター、ニッポンレンタカーほか
 カルチャー  生涯学習のユーキャン、東京リーガルマインド、( 学 ) 大原学園
 健康サポート  おうちでドック、ほか郵送検診         　　　　　 

お得情報もりだくさん!!
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TEL 024-990-0906  FAX 024-932-5525 
お知り合いの事業所をたくさんご紹介ください。

E-mail/gojokai@bunka-manabi.or.jp

●ご紹介者●

会員番号 会員氏名

●ご紹介いただく事業所●
事業所名 従業員数

住所 〒
名

電話番号 FAX 番号

ご担当者

番号に○をつけてください。
①資料を送ってほしい。　　②電話をしてほしい。　　③訪問してほしい。
④その他

お問い合わせ先

みゅーあい郡山（郡山市勤労者互助会）では、会員が増えれば増えるほど、より多く
の充実したサービスを皆様にお届けできます。
そこでぜひ皆様のお知り合いの事業所を下記の紹介用紙にてFAX等でご紹介ください。
ご紹介いただいた事業所にはご希望に応じて資料の送付や、互助会職員が直接説明に
伺います。
また、ご紹介いただいた事業所が加入された場合には紹介してくださった方に３ヵ月
後、加入者１人につき加入報奨金1,000 円を謹呈いたします。
詳しくは事務局までお問い合わせください。

郡山市勤労者互助会
公益財団法人郡山市文化・学び振興公社

〒963-8014　郡山市虎丸町 7-7（郡山市労働福祉会館内）

会員募集中！
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公益財団法人郡山市文化・学び振興公社
郡山市勤労者互助会

●住　　所 ／  〒963－8014
　　　　　　   郡山市虎丸町 7－7（郡山市労働福祉会館内）

●FAX番号 ／
●E -ma i l  ／gojokai@bunka-manabi.or.jp
●U  R  L   ／  http://www.bunka-manabi.or.jp/gojokai
●営業時間 ／  月～金　8 :30～17:15
　　　　　　  （土・日・祝及び12月29日～1月3日はお休みです。）

●電話番号 ／   024－990－0906
024－932－5525

▼ ▼

▼ ▼

お申し込み・お問い合わせは

N

21世紀
記念公園

麓山公園

この情報誌は環境にやさしい植物性インキを使用しています。


