
１ 宿泊施設

〈プリンスホテル〉
予約・問い合わせ先　　プリンスホテル予約センター　TEL 0120-33-8686 　携帯からは 0570-02-8686

〈ダイワロイネットホテルズ〉
予約・問い合わせ先　　各施設へ直接お問い合わせください。法人会員番号：4901162

(アカウントは、「令和４年度 厚生事業実施要領」又は「福利厚生のしおり（令和４年度版）」に記載されています。）

富良野プリンスホテル 北海道富良野市 箱根園コテージ キャンピング 神奈川県箱根町

新富良野プリンスホテル 北海道富良野市 龍宮殿 神奈川県箱根町

函館大沼プリンスホテル

ダイワロイネットホテル四ツ橋 (06)6534-8055 大阪市西区

ダイワロイネットホテル大阪上本町 (06)4305-1955 大阪市天王寺区

ダイワロイネットホテル神戸三宮

ダイワロイネットホテル浜松

ダイワロイネットホテル京都テラス 八条東口

ダイワロイネットホテルつくば

(075)682-0855 京都市南区

ダイワロイネットホテル広島 (082)545-2955 広島市中区

ザ・ホテル青龍 京都清水 京都市東山区

団体割引契約施設一覧表
令和４年５月１日現在

施　　　　設　　　　名 所　　在　　地 施　　　　設　　　　名 所　　在　　地

札幌プリンスホテル 北海道札幌市中央区 大磯プリンスホテル 神奈川県中郡大磯町

釧路プリンスホテル 北海道釧路市 ザ・プリンス 箱根芦ノ湖 神奈川県箱根町

屈斜路プリンスホテル 北海道弟子屈町 箱根園コテージ ウエスト 神奈川県箱根町

専用ホームページ http://www.princehotels.co.jp/keiyaku/　(ユーザー名及びパスワードは、「令和４年度 厚生事業実施要領」に記載されています。）

北海道七飯町西大沼温泉 箱根湯の花プリンスホテル 神奈川県箱根町

雫石プリンスホテル 岩手県雫石町高倉温泉 箱根仙石原プリンスホテル 神奈川県箱根町

十和田プリンスホテル 秋田県小坂町 苗場プリンスホテル 新潟県湯沢町

万座プリンスホテル 群馬県嬬恋村 志賀高原プリンスホテル 長野県山ノ内町志賀高原

万座高原ホテル 群馬県嬬恋村 ザ・プリンス ヴィラ軽井沢 長野県軽井沢町

嬬恋プリンスホテル 群馬県嬬恋村 軽井沢 浅間プリンスホテル 長野県軽井沢町

川越プリンスホテル 埼玉県川越市 ザ・プリンス 軽井沢 長野県軽井沢町

ザ・プリンス パークタワー東京 東京都港区 軽井沢プリンスホテル 長野県軽井沢町

ザ・プリンス さくらタワー東京 東京都港区 下田プリンスホテル 静岡県下田市

グランドプリンスホテル高輪 東京都港区 三養荘 静岡県伊豆の国市

グランドプリンスホテル新高輪 東京都港区 川奈ホテル 静岡県伊東市

東京プリンスホテル 東京都港区 プリンス スマート イン 熱海 静岡県熱海市

品川プリンスホテル 東京都港区 名古屋プリンスホテル スカイタワー 名古屋市中村区

新宿プリンスホテル 東京都新宿区 びわ湖大津プリンスホテル 滋賀県大津市

サンシャインシティプリンスホテル 東京都豊島区 ザ・プリンス 京都宝ヶ池 京都市左京区

プリンス スマート イン 恵比寿 東京都渋谷区 プリンス スマート イン 京都四条大宮 京都市下京区

新横浜プリンスホテル 横浜市港北区 グランドプリンスホテル広島 広島市南区

専用ホームページ　https://www.daiwaroynet.jp/corporate_login/　　

施　　　設　　　名 電話番号 所　　在　　地 施　　　設　　　名 電話番号 所　　在　　地

ダイワロイネットホテル札幌すすきの (011)530-0755 札幌市中央区 ダイワロイネットホテル岐阜 (058)212-0055 岐阜県岐阜市

鎌倉プリンスホテル 神奈川県鎌倉市 沖縄プリンスホテル オーシャンビューぎのわん 沖縄県宜野湾市

ダイワロイネットホテル青森 (017)732-7380 青森県青森市 (053)455-8855 浜松市中区

ダイワロイネットホテル八戸 (0178)73-2555 青森県八戸市 ダイワロイネットホテル名古屋駅前 (052)541-3955 名古屋市中村区

ダイワロイネットホテル 仙台西口 (022)217-7255 仙台市青葉区 ダイワロイネットホテル京都駅前 (075)344-3055 京都市下京区

ダイワロイネットホテル 盛岡駅前 (019)621-8555 岩手県盛岡市

名古屋市中区

ダイワロイネットホテル京都四条烏丸 (075)342-1166 京都市下京区

京都市南区

ダイワロイネットホテル宇都宮 (028)610-0455 栃木県宇都宮市 ダイワロイネットホテル大阪心斎橋 (06)6575-7155 大阪市中央区

神戸市中央区

ダイワロイネットホテル東京有明 (03)3599-6180 東京都江東区

ダイワロイネットホテル千葉中央 (043)205-4980 千葉市中央区

ダイワロイネットホテル東京京橋 (03)5579-5850 東京都中央区

(029)863-3755 茨城県つくば市

(078)291-4055 神戸市中央区

ダイワロイネットホテル 京都グランデ (075)950-6186 京都市南区

ダイワロイネットホテル 大阪東天満 (06)6351-6186 大阪市北区

(06)4797-6186 大阪市福島区

ダイワロイネットホテル 大阪堺筋本町  (06)4256-0655 大阪市中央区

(086)803-0055 岡山市北区ダイワロイネットホテル新横浜 (045)473-4155 横浜市港北区

ダイワロイネットホテル東京赤羽 (03)5249-4055 東京都北区 ダイワロイネットホテル 神戸三宮中央通り (078)894-3420

ダイワロイネットホテル横浜公園 (045)664-3745 横浜市中区

ダイワロイネットホテル池袋東口 (03)6811-2880 東京都豊島区

ダイワロイネットホテル富山駅前 (076)471-6422 富山県富山市 ダイワロイネットホテル福山駅前 (084)973-6880 広島県福山市

横浜市中区

(0742)30-6186 奈良県奈良市ダイワロイネットホテル 奈良

ダイワロイネットホテル岡山駅前

(073)435-0055 和歌山県和歌山市ダイワロイネットホテル和歌山

ダイワロイネットホテル姫路 (079)287-0655

ダイワロイネットホテル富山 (076)420-0055 富山県富山市 ダイワロイネットホテル徳島駅前 (088)611-8455 徳島県徳島市

ダイワロイネットホテル 金沢駅西口 (076)224-5280 石川県金沢市 ダイワロイネットホテル松山 (089)913-1355 愛媛県松山市

ダイワロイネットホテル 金沢MIYABI (076)223-6186 石川県金沢市 ダイワロイネットホテル小倉駅前 (093)513-7580 北九州市小倉北区

東京都品川区

ダイワロイネットホテル川崎 (044)210-2055 川崎市川崎区

東京ベイ潮見プリンスホテル 東京都江東区

日南海岸　南郷プリンスホテル 宮崎県日南市ホテル シーパラダイスイン 横浜市金沢区

ダイワロイネットホテル名古屋新幹線口 (052)452-7055 名古屋市中村区

ダイワロイネットホテル高松 (087)811-7855 香川県高松市ダイワロイネットホテル金沢 (076)224-7755 石川県金沢市

ダイワロイネットホテル 山形駅前 (023)627-7255 山形県山形市

ダイワロイネットホテル横浜関内 (045)252-1475

ダイワロイネットホテル大阪北浜 (06)6228-1255

ダイワロイネットホテル 名古屋納屋橋 (052)211-6186 名古屋市中区

ダイワロイネットホテル 名古屋伏見 (052)265-6186

(03)5496-5055

(022)293-7055 仙台市宮城野区

ダイワロイネットホテルぬまづ (055)925-8955 静岡県沼津市

ダイワロイネットホテル名古屋太閤通口 (052)459-3155 名古屋市中村区

大阪市中央区

ダイワロイネットホテル郡山駅前 (024)927-4855 福島県郡山市 ダイワロイネットホテル京都八条口 (075)693-0055

ダイワロイネットホテル盛岡 (019)604-2155 岩手県盛岡市

ダイワロイネットホテル千葉駅前 (043)202-4755 千葉市中央区

ダイワロイネットホテル銀座 (03)5159-1380 東京都中央区

ダイワロイネットホテル 札幌中島公園 (011)530-6755 札幌市中央区

ダイワロイネットホテル秋田 (018)883-0500 秋田県秋田市

ダイワロイネットホテル水戸 (029)303-3311 茨城県水戸市

ダイワロイネットホテル仙台一番町 (022)796-7685 仙台市青葉区

ダイワロイネットホテル仙台

ダイワロイネットホテル新橋 (03)3500-5080 東京都港区

ダイワロイネットホテル西新宿 (03)5909-8480 東京都新宿区

ダイワロイネットホテル東京大崎

ダイワロイネットホテル 大阪新梅田

ダイワロイネットホテル堺東 (072)224-9055 堺市堺区

兵庫県姫路市

ダイワロイネットホテル広島駅前 (082)554-1455 広島市東区



〈リーガロイヤルホテル〉
予約・問い合わせ先　　各施設へ直接お問い合わせください。

〈東急ホテルズ〉
予約・問い合わせ先 東急ホテルズ予約センター　TEL 0120-21-5489
専用インターネット予約サイト  URL：https://www.tokyuhotels.co.jp/ja/biz/     

(ＩＤ及びパスワードは、「令和４年度 厚生事業実施要領」又は「福利厚生のしおり（令和４年度版）」に記載されています。）

　 　 　

予約・問い合わせ先　 TEL(０６)６３７７-５７４１ 　

専用インターネット予約サイト URL：https://www.hankyu-hotel.com/biz/   

(ＩＤ及びパスワードは、「令和４年度 厚生事業実施要領」又は「福利厚生のしおり（令和４年度版）」に記載されています。）

(03)3503-0109 東京都千代田区

赤坂 エクセルホテル東急 (03)3580-2311

名古屋 東急ホテル (052)251-2411 名古屋市中区

富士山三島 東急ホテル

ザ・キャピトルホテル 東急

施　　　設　　　名

東京都千代田区

横浜ベイホテル東急 (045)682-2222 横浜市西区 高松 東急REIホテル

京都 東急ホテル

(06)6460-0109

吉祥寺 東急REIホテル (0422)47-0109 東京都武蔵野市 松江 エクセルホテル東急 (0852)27-0109

大阪市此花区

二子玉川 エクセルホテル東急 (03)3700-1093 東京都世田谷区 神戸三宮 東急REIホテル

熊本市中央区

ダイワロイネットホテル那覇おもろまち (098)862-4555 沖縄県那覇市

施　　　設　　　名 電話番号 所　　在　　地 施　　　設　　　名 電話番号 所　　在　　地

リーガロイヤルホテル京都 (075)341-1121 京都市下京区 リーガロイヤルホテル新居浜 (0897)37-1121 愛媛県新居浜市

リーガプレイス肥後橋 (06)6447-1122 大阪市西区

リーガロイヤルグラン沖縄 (098)867-3337 沖縄県那覇市リーガロイヤルホテル（大阪） (06)6448-1121 大阪市北区

施　　　設　　　名 電話番号 所　　在　　地 施　　　設　　　名 電話番号 所　　在　　地

ダイワロイネットホテル博多祇園 (092)281-3600

リーガロイヤルホテル東京 (03)5285-1121 東京都新宿区 リーガロイヤルホテル広島 (082)502-1121 広島市中区

都市センターホテル (03)3265-8211 東京都千代田区 リーガホテルゼスト高松 (087)822-3555 香川県高松市

福岡市博多区

ダイワロイネットホテル大分 (097)535-0022 大分県大分市

ダイワロイネットホテル熊本 (0570)08-1050 熊本市中央区

ダイワロイネットホテル 熊本銀座通り

(098)868-9055 沖縄県那覇市ダイワロイネットホテル那覇国際通り

(096)312-0655

横浜 東急REIホテル (045)663-0109 横浜市西区 松山 東急REIホテル

電話番号 所　　　在　　　地

札幌 エクセルホテル東急 (011)533-0109 札幌市中央区

伊豆今井浜 東急ホテル (0558)32-0109 静岡県河津町

米沢 エクセルホテル東急 (0238)24-0411 山形県米沢市 下田 東急ホテル (0558)22-2411 静岡県下田市

施　　　設　　　名 電話番号 所　　　在　　　地

札幌 東急REIホテル (011)531-0109 札幌市中央区

(075)341-2411 京都市下京区

セルリアンタワー 東急ホテル (03)3476-3000 東京都渋谷区

裏磐梯グランデコ 東急ホテル (0241)32-3200 福島県北塩原村

（06)6252-0109     大阪市中央区

新大阪江坂 東急REIホテル (06)6338-0109 大阪府吹田市渋谷 エクセルホテル東急 (03)5457-0109 東京都渋谷区

(03)5756-6000 東京都大田区

島根県松江市

東京ベイ 東急ホテル (047)390-0109 千葉県浦安市

渋谷 東急REIホテル (03)3498-0109 東京都渋谷区 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

(082)244-0109 広島市中区

神戸元町 東急REIホテル (078)327-0109 神戸市中央区

(078)291-0109 神戸市中央区

羽田 エクセルホテル東急

東京虎ノ門 東急REIホテル

(03)3406-1090 東京都渋谷区 大阪 東急REIホテル (06)6315-0109 大阪市北区

(03)3431-0109 東京都港区

大阪 エクセルホテル東急

渋谷ストリームエクセルホテル東急

川崎キングスカイフロント 東急REIホテル

電話番号 所　　在　　地 施　　　設　　　名 電話番号 所　　在　　地

東京第一ホテル鶴岡 (0235)24-7611 山形県鶴岡市

上田 東急REIホテル (0268)24-0109 長野県上田市

白馬 東急ホテル (0261)72-3001 長野県白馬村

長野 東急REIホテル (026)223-1090 長野県長野市

(0980)76-2109 沖縄県宮古島市

熊本 東急REIホテル (096)322-0109 熊本市中央区金沢 東急ホテル (076)231-2411 石川県金沢市

呉阪急ホテル

ホテルロイヤルヒル福知山＆スパ (0773)27-5000 京都府福知山市

第一ホテル東京 (03)3501-4411 東京都港区 天橋立ホテル (0772)22-4111 京都府宮津市

レムプラス銀座 (03)6866-0606 東京都中央区 レム新大阪 (06)7668-0606 大阪市淀川区

(0248)24-0001 福島県西郷村

大阪市北区

レム六本木 (03)6863-0606 東京都港区

ホテル阪急インターナショナル (06)6377-2100

ホテル一畑

(078)571-0606 神戸市中央区第一イン池袋 (03)3986-1221 東京都豊島区

第一ホテル両国 (03)5611-5211 東京都墨田区 宝塚ホテル (0797)87-1151 兵庫県宝塚市

銀座クレストン (03)5550-5700 東京都中央区

第一ホテル東京シーフォート (03)5460-4411 東京都品川区 大阪第一ホテル (06)6341-4411 大阪市北区

ホテル八重の翠東京 (03)6263-2020 東京都中央区 ホテル阪神アネックス大阪 (06)6344-1662

ホテル阪神大阪 (06)6344-1661 大阪市福島区

有馬きらり (078)904-2295 神戸市北区

(052)955-1001 名古屋市中区

ホテルボストンプラザ草津 (077)561-3311 滋賀県草津市

レムプラス神戸三宮

(0823)20-1111 広島県呉市

(06)6372-5101 大阪市北区

レム秋葉原 (03)3254-0606 東京都千代田区 新阪急ホテルアネックス (06)6372-5101 大阪市北区

大阪新阪急ホテル

(0852)22-0188 島根県松江市

大阪府豊中市

ホテル阪急レスパイア大阪 (06)6372-8006 大阪市北区

第一イン新湊 (0766)82-4111 富山県射水市 ロイヤルパークホテル倉敷 (086)436-8500 岡山県倉敷市

(03)3775-6121 東京都品川区 千里阪急ホテル (06)6872-2211

第一イン湘南 (0466)36-4411 神奈川県藤沢市

東京第一ホテル錦

(044)280-1090 川崎市川崎区 博多 エクセルホテル東急 (092)262-0109 福岡市博多区

レム東京京橋 (03)6843-0606 東京都中央区

レム日比谷 (03)3507-0606 東京都千代田区

〈阪急阪神第一ホテルグループ〉

施　　　設　　　名

富山 エクセルホテル東急 (076)441-0109 富山県富山市 博多 東急REIホテル (092)451-0109 福岡市博多区

那覇 東急REIホテル (098)869-0109 沖縄県那覇市

宮古島 東急ホテル＆リゾーツ

京都新阪急ホテル (075)343-5300 京都市下京区

東京第一ホテル新白河

(0266)69-3109 長野県茅野市

(055)991-0109 静岡県三島市

大阪市福島区

アワーズイン阪急

リーガロイヤルホテル小倉 (093)531-1121 北九州市小倉北区リーガグラン京都 (075)662-1121 京都市南区

THE HOTEL HIGASHIYAMA
 by Kyoto Tokyu Hotel (075)341-2655 京都市東山区

蓼科 東急ホテル

(087)821-0109

(089)941-0109

香川県高松市

愛媛県松山市

ダイワロイネットホテル博多冷泉 (092)409-4755 福岡市博多区 ダイワロイネットホテル 鹿児島天文館 (099)216-7255 鹿児島県鹿児島市

  ダイワロイネットホテル福岡西中洲 (092)409-3155 福岡市中央区 ダイワロイネットホテル沖縄県庁前 (098)860-1855 沖縄県那覇市

広島 東急REIホテル



予約・問い合わせ先　　各施設へ直接お問い合わせください。

〈海花亭〉

予約・問い合わせ先　　各施設へ直接お問い合わせください。

予約・問い合わせ先　　集中予約センター　　TEL(03)5695-2500 企業コード：306-056

(企業コードは、「令和４年度 厚生事業実施要領」又は「福利厚生のしおり（令和４年度版）」に記載されています。）

高松国際ホテル (087)831-1511 香川県高松市 東京第一ホテル松山 (089)947-4411 愛媛県松山市

(099)224-0606 鹿児島県鹿児島市

ＪＲホテルクレメント高松 (087)811-1111 香川県高松市 今治国際ホテル (0898)36-1111 愛媛県今治市

ＪＲホテルクレメント徳島 (088)656-3111 徳島県徳島市

〈ホテル法華クラブ〉

施　　　設　　　名 電話番号 所　　在　　地 施　　　設　　　名 電話番号 所　　在　　地

ホテル法華クラブ札幌 (011)221-2141 札幌市中央区 アルモントホテル京都 (075)681-2301 京都市南区

ホテル法華クラブ函館 (0138)52-3121 北海道函館市 ホテル法華クラブ大阪 (06)6313-3171

レム鹿児島

広島市中区

アルモントイン東京日本橋

〈四季倶楽部グループ〉

[ 直営施設] 

アルモントイン湘南藤沢 (0466)55-2441 神奈川県藤沢市 ホテル法華クラブ鹿児島 (099)223-0551 鹿児島県鹿児島市

ホテル法華クラブ新潟長岡 (0258)30-3151 新潟県長岡市 アルモントホテル那覇おもろまち (098)860-6611 沖縄県那覇市

ホテル法華クラブ京都 (075)361-1251 京都市下京区 アルモントホテル那覇県庁前 (098)866-3811 沖縄県那覇市

海花亭　花御前 京都府京丹後市

施　　　設　　　名 電話番号 所　　　在　　　地

予約センター

(082)248-3371

神奈川県藤沢市 ホテル法華クラブ大分 (097)532-1121

エリア 施　　設　　名 所　　在　　地 施　　設　　名 所　　在　　地

関東・
甲信越

ベルフォーレ那須 栃木県那須町 箱根星の家 神奈川県箱根町

アイソネット草津 群馬県草津町 箱根和の香 神奈川県箱根町

フォレスト箱根 神奈川県箱根町 箱根スタイル 神奈川県箱根町

強羅彩香 神奈川県箱根町 プレーゴ葉山 神奈川県葉山町

ヴィラ箱根８０ 神奈川県箱根町 ヴァンベール軽井沢 長野県軽井沢町

岐阜県高山市

近畿 京都加茂川荘 京都市北区

東海
熱海青青荘

九州 ゆの香湯布院 大分県由布市

静岡県熱海市

シオン熱海 静岡県熱海市 飛騨高山荘

熱海望洋館 静岡県熱海市

[提携施設]

エリア 施　　設　　名 所　　在　　地 施　　設　　名 所　　在　　地

東北
愛真館 岩手県盛岡市 エンゼルフォレスト那須白河 福島県天栄村

八幡平ライジングサンホテル 岩手県八幡平市

関東・
甲信
越

NASPAニューオータニ 新潟県湯沢町

ホテル古柏園 山梨県笛吹市 黒姫ライジングサンホテル 長野県信濃町

文化北竜館 長野県飯山市

ホテル星川館 長野県山之内町

ホテルホワイトイン北志賀 長野県山ノ内町

近畿 神戸ﾒﾘｹﾝﾊﾟｰｸｵﾘｴﾝﾀﾙﾎﾃﾙ 神戸市中央区

中国 ゆのごう美春閣 岡山県美作市 鷲羽山下電ホテル 岡山県倉敷市

四国 ホテルサンシャイン徳島 徳島県徳島市 オーキドホテル 香川県土庄町

九州
・

沖縄

i+Land nagasaki 長崎県長崎市 ホテルサンバリーアネックス 大分県別府市

ホテル長崎 長崎県長崎市 ホテル日南北郷リゾート 宮崎県北郷町

ホテルサンバリー 大分県別府市

ザ クラウンパレス新阪急高知 (088)873-1111 高知県高知市

（０７７２）７４－０３４３

(03)5643-3211 東京都中央区 ホテル法華クラブ福岡

ホテル法華クラブ湘南藤沢 (0466)27-6101

アルモントホテル仙台 (022)212-6551 仙台市青葉区 ホテル法華クラブ広島

大分県大分市

(092)271-3171 福岡市博多区

施　　　設　　　名 電話番号 所　　在　　地 施　　　設　　　名 電話番号 所　　在　　地

アルモントホテル日暮里 (03)5615-3431 東京都荒川区 ホテル法華クラブ熊本 (096)322-5001 熊本市中央区

大阪市北区



〈株式会社レパスト〉

予約・問い合わせ先　　各施設へ直接お問い合わせください。

〈全国の契約施設〉

予約・問い合わせ先　　各施設へ直接お問い合わせください。

白馬アルプスホテル （０２６１）８２－２８１１ 長野県小谷村白馬乗鞍高原

ロッジしろがね

施　　　設　　　名 電話番号 所　　　在　　　地

八ヶ岳温泉　樅の木荘 （０２６６）７４－２３１１ 長野県原村

施　　　設　　　名 電話番号 所　　　在　　　地

サホロリゾートホテル （０１５６）６４－７１１１ 北海道新得町

湯守ホテル 大観 （０１９）６８９－２１２１ 岩手県盛岡市

あきた芸術村 温泉ゆぽぽ （０１８７）４４－３３３３ 秋田県仙北市

草津温泉 大阪屋 （０２７９）８８－２４１１ 群馬県草津町草津温泉

ほりでーいん こばやし （０２５）７８３－２３２３ 新潟県南魚沼市

永芳閣 （０７６６）７４－０７００ 富山県氷見市

ホテル北陸古賀乃井 （０７６１）７４－１０４１ 石川県加賀市片山津温泉

雄山閣 （０７６１）７７－１４００ 石川県加賀市山代温泉

お花見久兵衛 （０７６１）７８－１３０１ 石川県加賀市山中温泉

あわら温泉　ホテル八木 （０７７６）７８－５０００ 福井県あわら市芦原温泉

料理旅館　さかえ荘 （０７７８）４８－２０９０ 福井県南越前町

漁師の宿　なかむら （０７７０）４７－１１０５ 福井県若狭町

いそや （０７７０）３２－０２６３ 福井県美浜町

ペンション遊歩道 （０５５１）４８－３１６３ 山梨県北杜市清里高原

ペンションＢｏｏＦｏｏＷｏｏ （０５５１）４８－３８９０ 山梨県北杜市清里高原

ガストホフ アスコット （０５５１）３６－４５２１ 山梨県北杜市小淵沢高原

斎藤ホテル （０２６８）４４－２２１１ 長野県上田市鹿教湯温泉

朝日屋旅館 （０２６）２７５－００７５ 長野県野沢温泉村

ロッヂまつや （０２６９）８５－２０８２ 長野県野沢温泉村

しんざんペンション （０２６９）６４－３４５８ 長野県飯山市斑尾高原

ベルグかどや （０２６９）６５－２１５０ 長野県飯山市戸狩温泉

白樺高原ホテル （０２６７）５５－６２０４ 長野県立科町白樺高原

池の平ホテル （０１２０）６８－５７５５ 長野県立科町白樺湖

恵那峡グランドホテル （０５７３）２５－５３７５ 岐阜県恵那市

八勝閣みづのを （０５８３）８５－４６１１

ペンションシャレークリスチャニア （０２６９）３４－２９２９ 長野県山ノ内町奥志賀高原

熊の湯ホテル （０２６９）３４－２３１１ 長野県山ノ内町志賀高原熊の湯温泉

菅平高原温泉ホテル （０２６８）７４－２５１５ 長野県上田市菅平高原

プチホテル　りすの森 （０２６８）７４－２３８５ 長野県上田市菅平高原

飯綱東高原ペンションビレッジ

長野県飯綱東高原
　ピュアハウス もとやま

（０２６）２５３－６７２２

　ポム （０２６）２５３－６４３３

（０２６）２５３－６６３１

　ウイスキージャック

（０２６１）８２－２３８８ 長野県小谷村白馬乗鞍高原

プチホテル志鷹 （０２６１）７２－５５５０ 長野県白馬村

上林ホテル仙壽閣 （０２６９）３３－３５５１ 長野県山ノ内町上林温泉

アドバンテージ （０２６３）７９－２１４１ 長野県松本市奈川温泉

白樺高原ペンションビレッジ

長野県立科町白樺高原
　暖 （０２６７）５５－６８１８

　ウインズ （０２６７）５５－７０７７

　ティータイム （０２６７）５５－７８０７

岐阜県各務原市

ホテル鞠水亭 （０５３）４８７－０５３１ 浜松市西区舘山寺温泉

銀波荘 （０５３３）５７－３１０１ 愛知県蒲郡市西浦温泉

京都センチュリーホテル （０７５）３５１－０１１１ 京都市下京区

松園荘 保津川亭 （０７７１）２２－０９０３ 京都府亀岡市

橋立ベイホテル （０７７２）４６－６１００ 京都府与謝野町

守源旅館 （０７７２）７２－０１５５ 京都府京丹後市網野町

（０５３１）３５－６１１１

ホテル京都エミナース （０７５）３３２－５８００ 京都市西京区

西村屋本館 （０７９６）３２－２２１１ 兵庫県豊岡市城崎温泉

伊良湖ビューホテル 愛知県田原市伊良湖岬

旅館丸定 （０５９９）５７－２２４８ 三重県志摩市

島の宿 村田家 （０５９９）３４－２２３９

賢島宝生苑 （０５９９）４３－３１１１ 三重県志摩市

大石屋旅館 （０５９６）４３－２０７４ 三重県伊勢市二見浦

鈴鹿サーキットホテル （０５９）３７８－５４８９ 三重県鈴鹿市

三重県鳥羽市菅島

西村屋ホテル招月庭 （０７９６）３２－３５３５ 兵庫県豊岡市城崎温泉

但馬屋 （０７９６）３２－２６２６ 兵庫県豊岡市城崎温泉



２ レクリエーション施設等

深山楽亭 （０７９６）３２－２８５５ 兵庫県豊岡市城崎温泉

つたや晴嵐亭 （０７９６）３２－３０８６ 兵庫県豊岡市城崎温泉

つたや （０７９６）３２－２５１１ 兵庫県豊岡市城崎温泉

所　　　在　　　地電話番号施　　　設　　　名

和歌山県和歌山市和歌浦

天望苑 （０７９６）３２－３６６１ 兵庫県豊岡市城崎温泉

旅館みつば （０７９６）４７－１０６７ 兵庫県豊岡市竹野浜

梅屋 （０７９６）４５－０１０４ 兵庫県豊岡市神鍋高原

ペンション・スモークウッド （０７９６）４５－１３８１ 兵庫県豊岡市神鍋高原

グリーンホテルやまなみ （０７９）６６７－７１２１ 兵庫県養父市ハチ高原

スキーハウス （０７９）６６７－８７２８ 兵庫県養父市ハチ高原

熊谷寺 （０７３６）５６－２１１９ 和歌山県高野町高野山

ホテル大山 （０８５９）５２－２１１１ 鳥取県大山町

皆生シーサイドホテル （０８５９）３４－２２２２ 鳥取県米子市皆生温泉

鷲羽グランドホテル備前屋甲子 （０８６）４７９－８２２２ 岡山県倉敷市下津井

錦水館 ０１２０－１６－３８４０ 広島県廿日市市宮島町

かどや （０７９６）３８－０１１３ 兵庫県香美町香住

双葉荘 （０７９６）３６－０８４８ 兵庫県香美町香住

銀波荘 （０７９１）４５－３３５５ 兵庫県赤穂市

紀の国屋甚八 （０７４７）６４－０３０９ 奈良県天川村洞川温泉

ホテル三楽荘 （０７３９）４３－１１１１ 和歌山県白浜町白浜温泉

萬波 （０７３）４４４－１１６１

千光寺山荘 （０８４８）２２－７１６８ 広島県尾道市

旅館静海荘 （０８７９）８２－１２１５ 香川県小豆島町

琴平グランドホテル桜の抄 （０８７７）７５－１２１１ 香川県琴平町琴平温泉

松栄第二別館 （０８８）８２２－３２３１ 高知県高知市

武雄温泉観光ホテル京都屋 （０９５４）２３－２１７１ 佐賀県武雄市

阿蘇白雲山荘 （０９６７）３５－０１１１ 熊本県阿蘇市赤水温泉

御宿 由布両築 （０９７７）８５－２５２６ 大分県由布市湯布院町

分野 施設名称等 問い合わせ先 優待内容

レクリエ
ーション

登別伊達時代村 (0143)83-3311 北海道登別市 入場料割引

日光江戸村 (0288)77-1777 栃木県日光市 入場料割引

白樺湖ファミリーランド (0266)68-2100 長野県茅野市 入場料割引

鈴鹿サーキット (0593)78-1111 三重県鈴鹿市 入場料割引（前売券のみ）

伊勢安土桃山文化村 (0596)43-2300 三重県伊勢市 入場料割引

京都府宮津市 入場料割引

琵琶湖汽船（ミシガン等） (077)524-5000 滋賀県大津市 乗船料割引

東映太秦映画村 (075)864-7716 京都市右京区 入場料割引

田井観光フィッシング (0772)22-4719 京都府宮津市 入場料割引

アサヒビール大山崎山荘美術館 (075)957-3123 京都府大山崎町 入館料割引

天橋立ビューランド (0772)22-5304

明石市立天文科学館 (078)919-5000 兵庫県明石市 入館料割引

教養・
健康づくり

ヒューマン・アカデミー（京都校） (075)253-2831 京都市中京区 入学金・受講料割引

京都ＹＭＣＡウェルネスセンター (075)231-4388 京都市中京区 入会金免除

わかさぎ温泉笠置いこいの館 (0743)95-2892 京都府笠置町 入浴料割引

あやべ温泉「二王の湯」 (0773)55-0888 京都府綾部市 入浴料割引

天橋立温泉「智恵の湯」 (0772)22-1515 京都府宮津市 入浴料割引

リフレかやの里

スプリングスひよし (0771)72-1526 京都府南丹市 入浴料割引

京都　竹の郷温泉　万葉の湯 (075)333-4126 京都市西京区 入浴料割引

プレー料金割引

青山台ゴルフ倶楽部 (0795)52-4980 兵庫県篠山市 プレー料金割引

(0772)44-3111 京都府与謝野町 入浴料割引

弥栄あしぎぬ温泉 (0772)65-2000 京都府京丹後市 入浴料割引

通信教育「アルク」（大阪支店） (06)6204-4567 大阪市中央区 受講料割引

滋賀県東近江市 乗馬スクール料金割引

パブリックテニス小倉 (0774)20-3676 京都府宇治市 入会金免除

京都サンガ（西京極競技場実施分のみ） (0774)55-7603 京都府城陽市 入場料割引

乗馬クラブ クレイン京都 (075)972-5972 京都府八幡市 乗馬スクール料金割引

 (0743)94-0331 京都府南山城村 ゴルフプレー料金割引・テニス他施設利用料金割引レイクフォレストリゾート（ゴルフ・テニス他・プール・温泉）
スポーツ

M＆S乗馬クラブ (0748)25-5940

舞鶴グリーンテニスクラブ (0773)76-2923 京都府舞鶴市 テニス教室入会金免除

篠山ゴルフ倶楽部 (0795)58-0341 兵庫県篠山市


