
これから暑い夏がはじまり、家族で外出したりする機会の多いシーズンを迎えます。
ご旅行で県内または県外の公立共済の宿泊施設等をご利用される場合、組合員の皆様は充実した
割引・補助制度で、ご負担も少なく快適にご利用いただくことができます。
このお得な補助制度等を利用して、日頃の疲れを癒して、心身のリフレッシュをはかりましょう!
（公務による出張については、利用補助は使用できませんのでご注意ください。）

宿泊施設の割引・補助制度について

ホテルアバローム紀の国
■宿泊利用

■その他の割引・補助等

※その他にも組合員の皆様には様々な特典や割引がございます。ご利用の際には直接施設にお問い合わせください。

宿泊料金表（参考） 一　般 組合員
共済組合員 医大職員

本　人 その家族 本　人 その家族

シングルルーム
（素泊まり）

ツインルーム
（素泊まり、2名利用時、1名料金）

アバローム紀の国で宴会後宿泊
ゆったり宿泊プラン

（朝食付き、シングルルーム、1名料金）

8,640円

8,100円

─

5,292円

4,860円

─

5,292円

4,860円

─

5,292円

4,860円

3,820円

6,912円

6,480円

7,600円

3,292円

2,860円

1,820円
宿泊料金　3,292円でご宿泊できます。

共済組合宿泊利用補助　1,620円割引

たとえば、シングルルームに素泊まりの場合

教育互助会宿泊補助　2,000円割引
（年度内1回、事前申請要）

割引・補助等 内　　　容

婚礼利用補助／10万円 アバローム紀の国で婚礼（婚礼料理及び衣裳利用）を行った場合、10万円（1組につき、新郎側10万円、新婦側10万円最高20万円）の補
助があります。対象は組合員本人又はその子。申請書・請求書をアバローム紀の国へ提出してください。

イベント利用補助／1,080円割引 アバローム紀の国が企画したイベントに参加又はご宴会利用の場合、お一人様1回につき1,080円の補助があります。対象は組合員本人。
年度間3回までご利用可能。直接施設へお申し込みください。

レストラン割引／10%割引

仕出し料理割引／10%割引

アバローム紀の国のレストラン3店舗をご利用で、会計時に組合員証を提示するとご飲食代金が10%割引となります。対象は組合員本人
又はその家族を含む1グループ（紹介・不在は不可）。他の割引との併用並びに座敷及び貸切りの利用は不可。通常メニューに限ります。

バラエティ豊かな会場で、ご要望に応じたスタイルでホ
テルならではの「匠」の料理をご提供します。
学期末や運動会後の打ち上げ、忘年会、新年会、歓送

迎会、ディナーショー、婚礼二次会、同窓会、法事後のお
食事など様 な々シーンでご利用いただけます。

ご結納、挙式披露宴、食事会、二次会から結婚指輪
や新婚旅行、列席者宿泊まで組合員特典でお得に。
結婚が決まったら…
まずは、ホテルアバローム紀の国ウエディングプラン
ナーにご相談ください。

本番さながらのアバロームウエディングを体感
フラワーシャワーやチャペル内での映像演出、大人気のイリュージョンなど体験していただけます。
さらに、ホテル自慢の料理の試食やウエディングドレスの試着など内容が盛りだくさんです。
フェア限定の特別プランもご用意!是非、デート感覚で気軽にご参加ください。
■ 模擬チャペル式　模擬披露宴　婚礼料理試食（ハーフコース）　ドレス試着　会場コーディネート

アバローム紀の国の仕出し料理をご注文いただくと10%割引となります。直接施設へお申し込みください。

■わかやまがいっぱい 紀州の恵み 朝食バイキング

食の宝庫 和歌山の“美味しい”を集めました

■様々なスタイルに合わせたお料理をご用意します

■組合員だから、アバロームだからできる結婚式をご提案します

─プレミアムブライダルフェア開催─
8月9日（日）　一部/13:45～　二部/15:45～

・高野豆腐としいたけの煮物 ・法蓮草とごぼうの胡麻和え
・タコとしらすの胡瓜もみ ・かぼちゃとじゃこの炊き合わせ
・こんにゃくの炒り煮 ・あさりとわけぎのチジミ
・生石豊卵の温泉卵風 ・生石豊卵の生卵（葱・卵かけごはんの醤油）

和食 冷製

・塩鮭と秋刀魚の味醂干 ・ミートローフ ・イノブタとピーマンのソテー
・梅鶏とキノコのクリーム煮 ・ポテトとツナのグラタン ・熊野牛の朝カレー
《鉄板での実演提供メニュー》 ・目玉焼き ・ベーコン等

洋食 温製

・白飯 ・紀州茶粥
・南高梅と釜揚げしらすの炊き込みご飯（大葉・ゆかり・胡麻使用）

ご飯もの
・ミネストローネ ・豆腐とわかめの味噌汁（葱）

汁物 温製

※季節の食材や入荷状況により、料理内容を変更する場合がございます。
※赤字は、和歌山産又は郷土料理

一般 8,640円から 20%割引　　6,912円
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（最大補助使用の場合）

※共済組合補助1,620円／共済組合員と医大職員のみ。家族可。（家族は事前申請要）　※ゆったり宿泊プラン補助2,160円／共済組合員と医大職員のみ。
※互助会補助2,000円／年度内1回のみ。共済組合員・互助会特別加入者のみ。（事前申請要）家族不可。　※互助会特別加入者には、上記支払金額とは別の補助あり。（事後申請）



和歌山の海の幸・山の幸を、季節や郷土感たっぷりにご提供します。

■和歌山県観光連盟認定【和（なごみ）】わかやま満喫朝食メニュー

熊野牛、伊勢海老、アワビ、まぐろ等の高級食材をは
じめ、季節に応じた様々なお料理をお求めやすい価格
でご堪能いただけます。
また、夏には大好評のバーベキューや、冬には鍋料
理など季節に応じて様 な々プランを企画しています。

■季節に応じた様々なお料理

イルカと一緒に泳ぐこともできる勝浦の人気スポット。
水が苦手なお子様や、ウエットスーツに着替えるのが…

とうい方には「ふれ合いのコース」がおススメ。無料貸出の
オーバーパンツで水に入らなくてもイルカとふれ合えます!

■アクティビティ

サンかつうら
■宿泊利用

■その他の割引・補助等

※その他にも組合員の皆様には様々な特典や割引がございます。ご利用の際には直接施設にお問い合わせください。

宿泊料金表（参考） 一　般 組合員
共済組合員 医大職員

本　人 その家族 本　人 その家族

梅コース
（1泊2食付き）

竹コース
（1泊2食付き）

期間限定プレミアム
BBQ宿泊プラン
（1泊2食付き）

11,880円

14,040円

14,500円

8,100円

10,260円

8,560円

8,100円

10,260円

8,560円

7,020円

9,180円

7,480円

10,800円

12,960円

14,500円

6,020円

8,180円

6,480円
宿泊料金　6,020円でご宿泊できます。

共済組合宿泊利用補助　3,780円割引
教育互助会宿泊補助　1,000円割引

たとえば、1泊2食付き梅コースで宿泊の場合

割引・補助等 内　　　容

婚礼・法要利用補助／最大54,500円割引 サンかつうらで婚礼・法要を行った場合、利用金額の20%（お一人様54,500円を上限）の補助があります。対象は組合員本人（婚礼の
場合は組合員本人又はその子）。直接施設へお申し込みください。

イベント利用補助／最大3,240円割引 サンかつうらが企画したイベントに参加した場合、お一人様1回につき最大3,240円の補助があります。補助額については、各イベント
等により施設で設定しています。直接施設へお申し込みください。

県外の宿泊施設を利用
割引・補助等 内　　　容

宿泊補助／2,160円割引

県外の公立学校共済組合の宿泊・保養施設を利用の場合
2,160円の補助があります。年度内2回まで。対象は組合員本
人。所属所で指定宿泊施設利用補助券を発行し施設へ提出し
てください。ご利用いただける施設は「やすらぎの宿」ホームペー
ジでご確認ください。
やすらぎの宿ホームページ http://www.kourituyasuragi.jp

割引・補助等 内　　　容

宿泊補助／2,000円割引

県外の教育互助会指定宿泊施設を利用の場
合2,000円の補助があります。年度内1回ま
で。対象は組合員本人。宿泊施設を予約後、
指定宿泊施設利用補助券申込書を事前に教
育互助会に提出し、発行された利用券を施設
に提出してください。

県外の公立共済宿泊・保養施設を利用 県外の教育互助会指定宿泊施設を利用

一般 11,880円から組合員料金　　10,800円

※仕入等の都合により地元産の物で、予告なく変更する場合がございます。

お
し
な
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串本産姫ひじきの白和え・わかやま名物金山寺味噌
太地水揚鯨の大和煮・勝浦産生まぐろの南高梅煮（より3品）一の重

勝浦生まぐろの刺身・黒アワビ茸の甘辛煮・出汁巻き玉子
地元シラスの南高梅肉又はおろしかけ（より3品）二の重

地元干物バイキング（下記より5品）
いらぎ・太刀魚・きびなご・めざし・アジ開き・アジ味醂焼き物

紀州茶がゆ・味噌汁（自家製まぐろのつみれ入り）・白飯
わかやま名物南高梅2種・漬物2種ご飯類

地元季節野菜とベーコン蒸し・自家製柚子ポン酢温野菜

地元色川茶・古座川柚子ジュース・コーヒー・紅茶等お飲物

●ドルフィンベェイス

日本有数のまぐろ基地で、延縄漁法による生鮮まぐろの
水揚げは日本一。
土曜日を除く毎日早朝には、水揚げされるまぐろを見るこ

とや、たくさん並ぶセリ市の光景を見学することができます。

●勝浦漁港のまぐろ
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（最大補助使用の場合）

※共済組合補助3,780円／共済組合員本人と医大職員本人のみ。　※共済組合補助2,700円／共済組合員家族と医大職員家族のみ。（事前申請要）
※互助会補助1,000円／共済組合員・互助会特別加入者本人のみ。　※互助会特別加入者には、上記支払金額とは別の補助あり。（事後申請）



三世代割引：三世代での参加の場合、小学生・幼児500円割引

〈アルコール〉
アサヒスーパードライ〔エクストラゴールド〕／ブラックニッ
カフリージングハイボール／キリン一番搾りプレミアム／
キリンハードシードル／カクテル〔ブルドック・スクリュード
ライバー・ジントニック・カシスオレンジ〕／チューハイ〔レモ
ン・ライム〕／ワイン〔赤・白〕／焼酎甕〔麦・芋〕／スコッチ
ウイスキー／梅酒
〈ノンアルコール〉
ノンアルコールビール／ウーロン茶／オレンジジュース
／ジンジャーエール／ファジーネーブル／梅ソーダー／
カシスオレンジ／ロシアンハート／コカコーラ

充実のフリードリンクメニュー

・スーパーボールすくい・当てくじ
・輪投げ・射的・わたがし・かき氷など

和洋中バイキング約50種類
アルコール・ソフトドリンク飲み放題

家族で記念撮影（要予約）

縁日コーナー

前売りチケット好評発売中!

上記カレンダーの の二日間は、下記「ファミリーバイキング」開催日です。



支配人イチオシ贅を味わう!鮑のしゃぶしゃぶと海鮮焼宿泊プラン

●飲み放題ご宿泊特別価格1,500円（通常1,800円）、未成年者は500円OFF ●ご家族の方は、ご家族利用補助券（所属所発行）を1泊につき1人1枚、ご準備ください。

●住所／〒649-5331 那智勝浦町天満803-3
●日帰りBBQ営業時間／17：30～21：00（L.O.20：45） ●完全予約制（前日の17：00まで）
●チェックイン／15：00 ●チェックアウト／10：00 ●門限／0：00 ●15名様以上送迎可（要予約）

TEL.0735-52-4750 sunkatsu.com熊野の歴史・文化・自然を体感できる拠点の宿
公立学校共済組合 南紀保養所

○ご予約は2名様より受付、ご利用の3日前までのご予約となります。○仕入状況により料理内容が若干変わる場合があります。

◆食前酒／
◆刺　身／
◆台　物／
◆焼　物／

◆揚　物／
◆ご飯物／
◆椀物　◆香の物　◆デザート

地酒梅酒割　◆付出し／三種
三種盛り
鮑しゃぶしゃぶ（100g）
海鮮焼
（トコブシ・サザエ・ヒメ貝・有頭海老）
丸茄子田楽
俵形押しごはん

家族サービス・職場懇親に!!

2015年5月15日（金）～9月26日（土）まで（8月11日は除く）
生ビール最高の季節! みんな笑顔でカンパイ!
ご家族・ご友人・ご同僚でお楽しみいただけるリーズナブルな企画

■サンかつプレミアムBBQ〈宿泊プラン〉
●熊野牛・紀州梅鶏・鮑・タラバ…焼きおにぎり付　ボリューム満点!!
現職／6,480円　医大／7,480円　家族／8,560円（小人3,240円OFF）
一般大人／14,500円　小人／11,260円
■サンかつプレミアムBBQ〈日帰りプラン〉
●プレミアムBBQセット＋飲み放題120分
現職・家族／5,000円（イベント補助引後）

■とってもお得なBBQ〈日帰りプラン〉

●生ビール・焼酎・日本酒・チューハイ・梅酒
　ソフトドリンクも飲み放題付!

【スペシャルセット】

●A・B・Cいずれかの2セット＋飲み放題120分

現職・家族／3,440円（イベント補助引後）

■サンかつなぎさのBBQ〈宿泊プラン〉
●大人／B＋ACの盛合せ＋焼おにぎり2個（かき氷付、ドリンク別）
●小人／AとCの盛合せ＋焼おにぎり2個（ソフトドリンク1杯&かき氷付）

現職／5,060円　医大／6,060円
家族／7,140円（小人3,240円OFF）
一般大人／12,000円　小人／8,760円

※写真はイメージです。食材の仕入れにより変更することがございます。

お肉盛合わせ／1,900円A 牛バラ・ホルモン・豚・鶏肉・野菜

魚貝盛合わせ／1,900円C 有頭海老・サザエ・ヒメ貝・大あさり・白身魚ホイル焼

和風オードブル／1,900円B 和風オードブル八種盛り

夏休み 支配人一押し超オススメ!

お1人様 1泊2食（税・サ込）
6,980円●現職（補助差引後）

9,060円●家族（補助差引後）

7,980円●医大（補助差引後） 7,980円
お1人様 お料理（税・サ込）

5,760円●現職・家族（補助差引後）

ご宿泊

日帰り

期間：平成27年6月9日（火）～平成27年8月29日（土）

お品書


