
※必要事項をご記入の上、郵便かファクシミリでお送り下さい。 

申請者 

氏 名 

※必須
TEL 

※必須

※必須
FAX 

予約者 

氏 名 

宿泊先への予約者名と申請者名が異なる場合のみ記入

勤務先 

■補助対象保険 

下記のいずれかの保険に加入されている方は1 泊につき2,000 円、年間（4 月～翌3 月)4 泊まで補助申請可能。 
➀～④のいずれかに加入の方で、さらに⑤または⑥に加入の方は年間 6 泊まで補助申請可能。 

※加入中の物に〇をご記入下さい。 

➀ ユース教弘保険 
 （災害割増特約付集団契約特約付勤労保険）

 ④ 教弘グループ保険（勤労団体保険）

➁ 新教弘保険（集団契約特約付勤労保険）   ⑤ (団体扱)自動車保険 

➂ 新教弘保険 K 型（集団契約特約付勤労保険）   ⑥ (団体扱)火災保険・地震保険 

■申請内容 

     年     月     日（   ）泊  

■（公財）日本教育公務員弘済会神奈川支部通信欄 

申し訳ありません。ご加入中の保険は補助対象ではありませんでした。 【備考】 

申し訳ありません。今年度は年間限度まで宿泊補助をご申請済です。 

来年度 4 月 1 日以降の宿泊分よりご申請下さい。 

宿泊日

宿泊施設

□箱根強羅クラブ 
□紀州鉄道 
□日本オーナーズクラブ（提携含む） 
□東急ハーベストクラブ 

施設名（ ）

施設利用補助申請書

上記内容で予約しました。

宿泊補助を下記口座へ振込して下さいい。

※振込は宿泊日以降となります。

生命保険料振替口座

自動車保険料振替口座

火災・地震保険料振替口座

□

□

□

(公財)日教弘神奈川支部 ＜郵送先＞ 

＞号番リミシクァフ＜ 045-250-3811
〒231-0056 横浜市中区若葉町 3-43-3 

）

【ご住所】〒 

【お名前】 

様 

□本部提携施設 
□リーガロイヤルホテルグループ 
□東急ホテルズ 
□阪神阪急第一ホテルグループ

施設名（  

上記内容で予約しました。

宿泊補助券を下記住所へ郵送して下さい。

※宿泊補助券を現地へお持ち下さい。現地で補助致します。

公益財団法人 日本教育公務員弘済会神奈川支部
〒231-0056　横浜市中区若葉町3-43-3　TEL045-250-3800　FAX045-250-3811

福祉事業のご案内

※詳細は「本会指定の者（ジブラルタ生命 LC）」にお問合せ下さい。

○結婚祝　○出産祝　○小学校入学祝
○観劇招待　○コンサート招待　○健康増進補助

○新規採用記念　○新採用時教弘保険加入記念　○教弘保険加入者継続記念　○退職記念

（2019.3.1）

4月1日予約開始分より
全ての宿泊施設が
直接予約に変わります。
※これに伴い弘済会での予約受付は終了します。

2019（平成31）年度

東急ハーヴェストクラブは利用券枚数に限りがある為下記の通り宿泊制限を設けています。
　①弘済会全体での宿泊制限（1か月 26枚まで）
　②ご利用者様ごとの宿泊制限（年度内 4枚まで）
宿泊制限を超えた場合は予約開始日前後に関わらず、月内の予約を一旦終了いたします。
利用券が終了した場合「平日・日曜特別優待券」（宿泊制限対象外）でのご利用が可能です。
ご利用方法の詳細は P.4 をご覧下さい。優待券も枚数に限りがありますので、なくなり次第予約終了となります。

東急ハーヴェストクラブのご利用について

下記保険にご加入の方は 1泊につき 2,000 円、1年度 4泊分まで補助します。
　①新教弘保険（基本・A型・B型・S型・K型）、ユース教弘保険、教弘グループ保険
　②弘済会が取扱う自動車保険、火災保険

宿泊補助の申請

　①・②ともにご加入の方は 6泊分まで補助します。

P.8「施設利用補助申請書」にて申請して下さい。

神奈川県に設置された公立学校、その他教育機関に勤務する教職員（現職・退職）およびそのご家族なら
どなたでもご利用できます。

宿泊施設の利用 ご予約後の弘済会への連絡は不要です。

宿泊施設利用のご案内



名称 所在地 料金 予約開始日 電話番号

2 ★鳴子温泉ビラ 宮城 3,240　 宿泊日の
2ヶ月前 0229-83-3631

3 裏磐梯沼尻ビラ 福島 3,240　 宿泊日の
2ヶ月前 0242-64-3610  

4 那須塩原別邸（2 食付） 栃木 8,100〜 宿泊日の
2ヶ月前 0287-32-2110

5 ★草津温泉ビラ（現在休館中）群馬 3,240　 宿泊日の
2ヶ月前 0279-88-2803

6 ★ホテルスポーリア湯沢 新潟 6,000〜 随時受付 025-784-1112

7 軽井沢ホテル　本館（2 食付）
（12 月〜 4 月中旬休館） 群馬 7,344〜 宿泊日の

4ヶ月前 0279-84-3011

8 軽井沢ホテル　ビラ・コテージ
（12 月〜 4 月中旬休館） 群馬 2,700〜 宿泊日の

4ヶ月前 0279-84-3011

9 信州塩嶺高原ビラ / バウバウコ
テージ（11月中旬〜4月中旬休館） 長野 3,240　 宿泊日の

2ヶ月前 0263-56-2227

10 ★センターホテル東京（軽朝食付） 東京 6,200〜 随時受付 03-3667-2711

11 ★三井ガーデンホテル汐留イタリア街 東京 5,700〜 随時受付 03-3431-1131

12 ★ホテルマーキュリー（浅草橋） 東京 5,000〜 随時受付 03-3866-1211

13 箱根強羅深山ヴィラ 神奈川 3,240〜 随時受付 0460-82-1416 

14 箱根強羅深山（2 食付） 神奈川 11,340〜 随時受付 0460-82-2229 

15 片瀬江ノ島ホテル 神奈川 2,916〜 宿泊日の
2ヶ月前 0466-22-8481

16 房総白浜ウミサトホテル（2 食付） 千葉 7,020〜 宿泊日の
2ヶ月前 0470-38-5121 

17 ★三井ガーデンホテル千葉 千葉 5,000〜 随時受付 043-224-1131

18 ★三井ガーデンホテルプラナ東京ベイ 千葉 7,992〜 随時受付 047-382-3331 

19 ★グリーンバレー八ヶ岳
　（2 食付）〈火・水定休〉 山梨 7,020〜 宿泊日の

2ヶ月前 0551-38-4661

名称 所在地 料金 予約開始日 電話番号

1 箱根強羅クラブ（箱根強羅深山ヴィラ内） 神 奈川 2,700 宿泊日の 2ヶ月前 0460-82-1416

名称 所在地 料金 予約開始日 電話番号

20 浜名湖ビラ 静岡 3,456　 宿泊日の
2ヶ月前 053-525-1222  

21 伊豆一碧湖レイクサイドテラス 静岡 3,456〜 宿泊日の
2ヶ月前 0557-45-7557

22 伊豆一碧湖ドギーテラス 静岡 4,956〜 宿泊日の
2ヶ月前 0557-45-7557

23 ★グランビュー熱海 静岡 5,000〜 随時受付 0557-85-0051

24 ★熱海伊豆山ビラ 静岡 3,456　 宿泊日の
2ヶ月前 0557-80-2222

25 中伊豆ビラ / バウバウ 静岡 3,456　 宿泊日の
2ヶ月前 0558-83-1351 

26 ホテルナチュレ名古屋栄 愛知 3,240〜 宿泊日の
2ヶ月前 052-962-1073

27 ★伊勢鳥羽ビラ 三重 3,456　 宿泊日の
2ヶ月前 0599-26-3325 

28 ★琵琶湖ビラ 滋賀 3,456　 宿泊日の
2ヶ月前 0775-85-4111

29 ★三井ガーデンホテル京都三条 京都 5,076〜 随時受付 075-256-3331

30 ★三井ガーデンホテル京都四条 京都 4,320〜 随時受付 075-361-5531

31 淡路洲本ビラ 兵庫 3,456　 宿泊日の
2ヶ月前 0799-24-5795 

32 ホテルナチュレ大阪梅田 大阪 3,276〜 宿泊日の
2ヶ月前 06-6375-1789

33 南紀白浜ビラ 和歌山 3,456　 宿泊日の
2ヶ月前 0739-43-2845

34 ★皆生温泉おーゆ・ホテル（朝食付） 鳥取 6,120〜 随時受付 0859-31-3333

35 ★三井ガーデンホテル岡山 岡山 4,860〜 随時受付 086-235-1131

36 ★三井ガーデンホテル広島 広島 4,200〜 随時受付 082-240-1131

37 ★アンカーホテル博多（軽朝食付） 福岡 3,500〜 随時受付 092-432-1211

38 ★三井ガーデンホテル熊本 熊本 5,500〜 随時受付 096-352-1131

予約方法

インターネットで予約（宿泊日4日前まで予約可能）
①紀州鉄道公式HPへアクセス。
　�「会員様専用ページ」→「紀州鉄道会員様ご予約はこちら」→「イ
ンターネット予約」をクリック。
②�「紀鉄クラブWEB会員番号ログイン」の画面でWEB会員番号を入力。
③�ご希望の施設を選び、宿泊プラン照会画面の「空室状況・予約」を
クリック。
④宿泊希望日を選び〇印をクリック、必要事項をご入力下さい。
　※�初回利用時のみ「予約ID」と「お客様パスワード」の設定が必
要となります（予約IDは任意の英数字で設定してください）。

⑤予約が成立した場合は確認メールが返信されます。
⑥確認メールをプリントアウトして、宿泊施設へご持参ください。

FAXで予約（宿泊日4日前まで予約可能）平日のみ
ｐ.7「紀州鉄道利用申込書・確認書」に必要事項を記入の上、紀州鉄
道予約センターへFAXで送信して下さい。
FAXで回答が返信されますので、紀州鉄道の確認印が押された利用

申込書を現地へお持ち下さい。

電話で予約（宿泊日前日の17：00まで予約可能）平日のみ
上記予約センターへご連絡下さい。予約の際は日本教育公務員弘済会
神奈川支部（会員番号1-2360）の会員であることを必ずお伝えください。
予約がとれましたら弘済会神奈川支部（045-250-3800 平日9：00
〜16：30）へご連絡下さい。利用券をお送り致します。
※No.7、No.8 軽井沢ホテルは現地予約のみ

変更・キャンセル方法
※4日前からキャンセルチャージが発生します
インターネット予約の方　WEB上でお手続きください。利用日4日前
より変更・キャンセルはWEB上ではできませんので、予約センター
又は宿泊施設へご連絡下さい。
FAX予約の方　紀州鉄道より返信された申込書に変更内容を記入の
上、予約センターへFAXして下さい。予約センターが休業日の場合
は宿泊施設へご連絡下さい。
電話予約の方　予約センターへご連絡ください。予約センターが休業
日の場合は、宿泊施設へご連絡下さい。

紀州鉄道
● WEB会員番号　　  W2360H12
● 電話予約会員番号　1-2360

公式ホームページ 　http://www.kitetsu.co.jp/
予約センター 　TEL03-3262-8166 / FAX03-3230-1246

　　　　　　　　　（平日9：00〜17：00　土曜日・日曜祝日・年末年始休業）

★はFAX・電話予約のみ

ご予約・お問合せ
宿泊施設へ電話でご連絡下さい。日本教育公務員弘済会神奈川支部の会員であることを必ずお伝えください。

箱根強羅クラブ（箱根強羅深山ヴィラ内）
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名称 所在地 料金 予約開始日 電話番号

39 磐梯ビラ（リステル猪苗代本館） 福島 2,160　 随時受付 0242-66-2233

40 鬼怒川ビラ 栃木 2,160　 随時受付 0288-77-0338

41 草津ビラ（現在休館中） 群馬 3,240　 随時受付 03-6629-7720

42 グリーンプラザ上越（2 食付） 新潟 7,300〜 随時受付 025-782-1030

43 湯沢ビラ（現在休館中） 新潟 3,240　 随時受付 03-6629-7720

44 グリーンプラザ白馬（2 食付） 長野 7,500〜 随時受付 0261-82-2236

45 グリーンプラザ軽井沢（2 食付） 群馬 6,900〜 随時受付 0279-86-4111

46
グリーンプラザ鴨川（2 食付）
※ GW、お盆、年末年始は利
用できません

千葉 7,800〜 随時受付 04-7094-2525

名称 所在地 料金 予約開始日 電話番号

47

グリーンプラザ強羅（2 食付）
2019 秋まで休館
※ GW、お盆、年末年始は利
用できません

神奈川 7,800〜 随時受付 0460-82-3367

48 グリーンプラザ箱根（2 食付） 神奈川 11,500〜 随時受付 0460-84-8611

49 熱海ビラ（現在休館中） 静岡 3,240　 随時受付 03-6629-7720

50 グリーンプラザ浜名湖（2 食付） 静岡 7,800〜 随時受付 053-526-1221

51 グリーンプラザ富士（2 食付） 静岡 6,400〜 随時受付 0550-89-2101

52 琵琶湖ビラ 滋賀 3,240　 随時受付 077-585-4111

53 淡路島ビラ 兵庫 3,240　 随時受付 0799-24-2726

54 グリーンプラザ東条湖（2 食付） 兵庫 7,000〜 随時受付 0795-44-1300

55 白浜ビラ（現在休館中） 和歌山 3,240　 随時受付 03-6629-7720

名称 所在地 料金 予約開始日 電話番号

58 ホテルアーバイン蒲田 東京 5,150〜 随時受付 03-3732-5123

59 ホテルグリーンプラザ小豆島（2 食付） 香川 7,344〜 随時受付 0879-62-2201

予約方法

インターネットで予約（宿泊日4日前まで予約可能）
①日本オーナーズクラブ公式HPへアクセス。
②会員ID、パスワードを入力し、ログイン。
　※�初回利用時のみ「ユーザー登録」が必要になります。個人パスワー
ドは任意の英数字で設定して下さい。

③�ご希望の施設を選び、宿泊プラン照会画面の「空室状況・予約」を
クリック
④宿泊希望日を選び〇印をクリック、必要事項をご入力下さい。
⑤予約が成立した場合は確認メールが返信されます。
⑥確認メールをプリントアウトして、ご宿泊施設へご持参ください。

名称 所在地 料金 予約開始日 電話番号

56 ウィスタリアンライフクラブ野尻湖 長野 4,320　 随時受付 026-255-5091

57 ホテルグランドシティ東京池袋 東京 6,480〜 随時受付 03-3984-5121

ご予約・お問合せ
宿泊施設へ電話でご連絡下さい。日本オーナーズクラブ（KT0509）の会員であることを必ずお伝えください。

電話で予約（宿泊日当日まで予約可能）※施設により若干異なります。
上記予約センターへご連絡下さい。予約の際は神奈川教弘（会員番号
KT0509）の会員であることを必ずお伝えください。
郵便・もしくはFAXで送られた「宿泊確認書」をご宿泊施設へご持
参下さい。

変更・キャンセル方法
※3日前からキャンセルチャージが発生します
インターネット予約の方　WEB上でお手続きください。利用日3日前
より変更・キャンセルはWEB上ではできませんので、予約センター
へご連絡下さい。
電話予約の方　予約センターへご連絡下さい。

日本オーナーズクラブ
● 会員ID　　  KT0509
● パスワード　AC1434

公式ホームページ 　http://www.hgp.co.jp/noc/
予約センター 　03-6629-7720（年中無休10：00〜19：00）

日本オーナーズクラブ提携施設
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名称 所在地 料金 予約開始日 電話番号

60 HC 裏磐梯グランデコ 福島 4,536　 宿泊日の
2ヶ月前 03-6629-7720

61 HC 鬼怒川 栃木 3,888　 宿泊日の
2ヶ月前 0288-76-0109

62 HC 那須 栃木 3,888　 宿泊日の
2ヶ月前 0287-76-1900

63 HC 那須 Retreat（戸建タイプ） 栃木 4,536　 宿泊日の
2ヶ月前 0287-76-1900

64 HC 斑尾 長野 3,888　 宿泊日の
2ヶ月前 026-258-3666

65 HC 蓼科 長野 3,888　 宿泊日の
2ヶ月前 0266-60-2101

66 HC 蓼科アネックス 長野 3,888　 宿泊日の
2ヶ月前 0266-60-3000

67 HC 蓼科リゾート 長野 4,536　 宿泊日の
2ヶ月前 0266-69-3101

68 HC 旧軽井沢 / アネックス 長野 3,888　 宿泊日の
2ヶ月前 0267-41-3000

69 HC 軽井沢 長野 4,536　 宿泊日の
2ヶ月前 0267-45-0109

70 VIALA annex 軽井沢 長野 8,100〜 宿泊日の
2ヶ月前 0267-45-0109

71 プレジデントリゾートホテル軽井沢
（旧　ハーヴェストクラブ軽井沢高原） 群馬 3,888　 宿泊日の

2ヶ月前 0279-84-1100

72 HC 箱根明神平 神奈川 3,888　 宿泊日の
2ヶ月前 0460-87-0109

73 HC 箱根甲子園 神奈川 3,888　 宿泊日の
2ヶ月前 0460-84-0123

74 VIALA 箱根翡翠 神奈川 4,680〜 宿泊日の
2ヶ月前 0460-84-5489

名称 所在地 料金 予約開始日 電話番号

75 HC 勝浦 千葉 3,888　 宿泊日の
2ヶ月前 0470-76-0109

76 HC 山中湖マウント富士 山梨 3,888　 宿泊日の
2ヶ月前 0555-62-1093

77 HC 天城高原 静岡 3,888　 宿泊日の
2ヶ月前 0557-29-1234

78 HC 伊東 静岡 3,888　 宿泊日の
2ヶ月前 0557-32-0109

79 HC 熱海伊豆山 静岡 4,536　 宿泊日の
2ヶ月前 0557-80-0109

80 VIALA annex 熱海伊豆山 静岡 8,100〜 宿泊日の
2ヶ月前 0557-80-0109

81 HC 浜名湖 静岡 3,888　 宿泊日の
2ヶ月前 053-526-1093

82 HC 静波海岸 静岡 3,888　 宿泊日の
2ヶ月前 0548-22-8111

83 HC スキージャム勝山 福井 3,888　 宿泊日の
2ヶ月前 0779-87-0109

84 プライムリゾート賢島 三重 4,020〜 宿泊日の
2ヶ月前 0599-43-7211

85 HC 京都鷹峯 京都 4,536　 宿泊日の
2ヶ月前 075-491-0109

86 VIALA annex 京都鷹峯 京都 8,100〜 宿泊日の
2ヶ月前 075-491-0109

87 HC 有馬六彩 兵庫 3,888　 宿泊日の
2ヶ月前 078-903-1109

88 VIALA annex 有馬六彩 兵庫 4,680〜 宿泊日の
2ヶ月前 078-903-1109

89 HC 南紀田辺 和歌山 3,888　 宿泊日の
2ヶ月前 0739-25-6109

予約方法

インターネットで予約（宿泊日当日まで予約可能）
※�ただし山中湖、静波海岸は2日前まで、プレジデントリゾート軽井沢、賢島は11
日前まで予約可能
①ハーヴェストクラブ公式HPへアクセス→「法人予約（代行）」
②法人番号、法人パスワードを入力し、ログイン。
※�初回利用時のみ「新規登録」が必要になります。登録の際、社員番
号（＝職員番号）が必要になります。登録後メールで社員パスワー
ドが送信されますので保管して下さい。
③�登録した社員番号（＝職員番号）と、送信された社員パスワードを
入力し、ログイン。
④空室情報をご確認の上、必要事項を入力してください。
⑤予約が成立した場合は確認メールが送信されます。
※�私立学校等に勤務の方で職員番号をお持ちでない方は弘済会神奈川

支部（045-250-3800）へご相談下さい。
電話で予約（宿泊日当日まで予約可能）
上記サポートセンターへご連絡下さい。予約の際は日本教育公務員弘
済会神奈川支部（法人番号6152）の会員であることを必ずお伝えく
ださい。また、職員番号を確認されますのでご用意下さい。
※�私立学校等に勤務の方で職員番号をお持ちでない方は弘済会神奈川
支部（045-250-3800）へご相談下さい。

変更・キャンセル方法
※2日前からキャンセルチャージが発生します
インターネット予約の方　WEB上でお手続きください。利用日10日
前より変更・キャンセルはWEB上ではできませんので、サポートセ
ンターへご連絡下さい。
電話予約の方　サポートセンターへご連絡下さい。

「宿泊制限を超えています。」と案内されたら…

「平日・日曜特別優待券」（会員番号VV9000）をご活用下さい。
　※ご宿泊日は「平日・日曜限定」となります。土曜日、祝前日、特定期間は対象外です。
　※朝食付（￥8,532〜）もしくは2食付（￥12,852〜）のプランとなります。
　※枚数に限りがありますのでなくなり次第予約終了となります。
　※優待券は個人の宿泊制限（4枚）には含まれません。

①予約開始はご宿泊日の1か月前10：00から11日前まで（10日前からは現地へ予約）。

②受付窓口は東急ハーベストクラブ予約センターへ（050-5840-7741　9：30〜17：30年末年始を除く）
　※サポートセンターとは異なります。ご注意下さい。　※宿泊日10日前からは現地へ直接ご予約下さい。
③「平日・日曜特別優待券」（会員番号VV9000）を使用とお伝え下さい。
④予約がとれましたら弘済会神奈川支部（045-250-3800　平日9：00〜16：30）へご連絡下さい。優待券をお送り致します。

東急ハーヴェストクラブは利用券枚数に限りがある為
①弘済会全体での宿泊制限（1か月26枚まで）　②ご利用者様ごとの宿泊制限（年度内4枚まで）を設けています。
そのため予約開始日前後に関わらず、宿泊制限を超えた場合は月内の予約を一旦終了いたします。

そんな
時は

東急ハーベストクラブ
● 法人番号　　　　6152
● 法人パスワード　3800

公式ホームページ 　http://www.harvestclub.com/Un
サポートセンター 　050-5840-1402（年末年始を除く11：00〜17：30）
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名称 所在地 料金 予約開始日 電話番号

90 アップルパレス青森 青森 5,800〜 随時受付 017-723-5600

91 秋田ビューホテル 秋田 6,500〜 随時受付 018-832-1111

92 山形七日町ワシントンホテル 山形 4,200〜 随時受付 023-625-1111

93 那須高原山房　小
こ げ ら

啄木（2 食付） 栃木 18,000〜 随時受付 0287-74-6550

94 ホテル万長（2 食付） 新潟 11,700〜 随時受付 0259-74-3221

95 大町山荘（2 食付） 長野 9,000〜 宿泊日の
3ヶ月前 0261-22-1823

96 奥信濃山荘（2 食付） 長野 9,180〜 随時受付 026-258-2158

97 安曇野穂高ビューホテル（2 食付） 長野 15,120〜 随時受付 0263-83-6200

98 かたくら諏訪湖ホテル（2 食付） 長野 11,880〜 随時受付 0266-52-2151

99 ホテルレイクビュー水戸 茨城 6,534〜 随時受付 029-224-2727

100 ホテルグランドヒル市ヶ谷 東京 8,605〜 随時受付 03-3268-0117

101 アルカディア市ケ谷 東京 8,325〜 随時受付 03-6685-0541

102 グランドアーク半蔵門 東京 9,504〜 随時受付 03-3288-0111

103 富山県赤坂会館 東京 6,900〜 随時受付 03-3586-0991

104 東京ガーデンパレス（御茶ノ水） 東京 9,450〜 随時受付 03-3813-6211

105 ホテルメトロポリタン（池袋）東京 12,000〜 随時受付 03-3980-1111

106 ホテルポートプラザちば 千葉 7,000〜 随時受付 043-247-7211

107 東京ベイ舞浜ホテルクラブリゾート 千葉 7,593〜 随時受付 047-350-3555

108 堂ヶ島ホテル天遊（2 食付） 静岡 14,620〜 随時受付 0558-52-1234

109 沼津リバーサイドホテル 静岡 5,500〜 随時受付 055-952-2411

110 立山高原ホテル（4/25 〜 11/4 営業）（2 食付） 富山 19,440〜 随時受付 076-463-1014

111 ホテル日航金沢 石川 8,700〜 随時受付 076-234-8801

112 ベストウェスタンホテル高山 岐阜 8,300〜 随時受付 0577-37-2000

113 奥琵琶湖マキノグランドパークホテル 滋賀 3,000〜 随時受付 0740-28-1111

114 HOTEL&RESORTS NAGAHAMA 滋賀 10,500〜 随時受付 0749-64-2000

115 びわ湖大津プリンスホテル 滋賀 11,219〜 随時受付 077-521-1111

116 花のいえ 京都 11,880〜 宿泊月の 6
か月前 1日 075-861-1545

117 ホテル北野プラザ六甲荘 兵庫 7,000〜 随時受付 078-241-2451

118 ラッセホール 兵庫 5,342〜 随時受付 078-291-1117

名称 所在地 料金 予約開始日 電話番号

119 ホテル・アゴーラ・リージェンシー堺 大阪 13,500〜 随時受付 072-224-1121

120 ホテルリガーレ春日野 奈良 6,534〜 随時受付 0742-22-6021

121 ホテル日航奈良 奈良 7,500〜 随時受付 0742-35-8831

122 白兎会館（2 食付） 鳥取 8,800〜 随時受付 0857-23-1021

123 倉敷アイビースクエア 岡山 7,020〜 随時受付 086-422-0012

124 セントコア山口 山口 6,500〜 随時受付 083-922-0811

125 ビーチサイドホテル鹿島荘（2 食付） 香川 12,600〜 随時受付 0879-62-0492

126 阿波観光ホテル 徳島 7,560〜 随時受付 088-622-5161

127 エスポワール愛媛文教会館 愛媛 4,000〜 随時受付 089-945-8644

128 奥道後　壱湯の守（2 食付） 愛媛 12,960〜 随時受付 089-977-1111

129 高知会館 高知 5,346〜 随時受付 088-823-7123

130 コンフォートホテル高知 高知 5,800〜 随時受付 088-884-2811

131 ホテル日航高知旭ロイヤル 高知 9,200〜 随時受付 088-885-5111

132 ホテル日航大分オアシスタワー 大分 7,300〜 随時受付 097-533-4411

133 別府温泉　杉乃井ホテル（2 食付） 大分 12,420〜 随時受付 0977-78-8888

134 コンフォートホテル博多（朝食付） 福岡 6,600〜 随時受付 092-431-1211

135 グローバルアリーナ 福岡 5,832〜 随時受付 0940-33-8400

136 アリストンホテル宮崎 宮崎 6,000〜 随時受付 0985-23-1333

137 リッチモンドホテル宮崎駅前 宮崎 5,900〜 随時受付 0985-60-0055

138 アパホテル（佐賀駅南口） 佐賀 4,500〜 随時受付 0952-25-1111

139 萬象閣敷島（2 食付） 佐賀 11,000〜 随時受付 0954-43-3135

140 ホテルセントヒル長崎（朝食付） 長崎 7,128〜 随時受付 095-822-2251

141 ムーンビーチパレスホテル（朝食付） 沖縄 8,490〜 随時受付 098-964-3512

142 ホテルムーンビーチ（朝食付）沖縄 8,640〜 随時受付 098-965-1020

143 沖縄かりゆし
アーバンリゾート・ナハ（朝食付） 沖縄 12,000〜 随時受付 098-860-2161

144 沖縄かりゆし
ビーチリゾート・オーシャンスパ（朝食付） 沖縄 14,000〜 随時受付 098-860-2161

145 OKINAWA
SPA RESORT EXES（朝食付） 沖縄 23,500〜 随時受付 098-860-2161

146 OKINAWA EXES 
ISHIGAKIJIMA（朝食付） 沖縄 28,000〜 随時受付 098-860-2161

名称 所在地 料金 予約開始日 電話番号

147 くろよんロイヤルホテル 長野 6,020〜 随時受付 0261-22-1530

148 リーガロイヤルホテル東京（早稲田） 東京 13,000〜 随時受付 03-5285-1121 

149 リーガロイヤルホテル京都 京都 8,964〜 随時受付 075-341-1121 

150 リーガ中之島イン 大阪 7,180〜 随時受付 06-6447-1122 

151 リーガロイヤルホテル（大阪） 大阪 10,000〜 随時受付 06-6448-1121 

名称 所在地 料金 予約開始日 電話番号

152 リーガロイヤルホテル広島 広島 11,500〜 随時受付 082-502-1121 

153 リーガホテルゼスト高松 香川 6,480〜 随時受付 087-822-3555

154 リーガロイヤルホテル新居浜 愛媛 9,300〜 随時受付 0897-37-1121

155 リーガロイヤルホテル小倉 福岡 9,700〜 随時受付 093-531-1121 

156 リーガロイヤルグラン沖縄 沖縄 10,000〜 随時受付 093-531-1121 

ご予約・お問合せ
宿泊施設へ電話でご連絡下さい。日本教育公務員弘済会神奈川支部の会員であることを必ずお伝えください。

ご予約・お問合せ
宿泊施設へ電話でご連絡下さい。日本教育公務員弘済会神奈川支部の会員であることを必ずお伝えください。

本部提携施設

リーガロイヤルホテルグループ
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東急ホテルズ 予約センター 　0120-21-5489（平日9：00〜18：00／土曜日9：00〜15：00　日曜祝日・年末年始休業）

阪神阪急第一ホテルグループ 予約センター 　0120-005-101（平日9：00〜18：00）

名称 所在地 料金 予約開始日 電話番号

157 札幌東急 REI ホテル 北海道 7,500〜 随時受付 011-531-0109

158 札幌エクセルホテル東急 北海道 8,500〜 随時受付 011-533-0109

159 裏磐梯グランデコ東急ホテル（朝食付） 福島 10,260〜 随時受付 0241-32-3200

160 長野東急 REI ホテル 長野 7,000〜 随時受付 026-223-1090

161 上田東急 REI ホテル 長野 7,750〜 随時受付 0268-24-0109

162 白馬東急ホテル（朝食付） 長野 9,500〜 随時受付 0261-72-3001

163 蓼科東急ホテル（朝食付） 長野 9,800〜 随時受付 0266-69-3109

164 新橋愛宕山東急 REI ホテル 東京 9,900〜 随時受付 03-3431-0109

165 セルリアンタワー東急ホテル（渋谷） 東京 17,107〜 随時受付 03-3476-3000

166 渋谷東急 REI ホテル 東京 11,000〜 随時受付 03-3498-0109

167 渋谷エクセルホテル東急 東京 15,400〜 随時受付 03-5457-0109

168 ザ・キャピトルホテル東急
（国会議事堂前） 東京 42,768〜 随時受付 03-3503-0109

169 赤坂エクセルホテル東急 東京 11,250〜 随時受付 03-3580-2311

170 二子玉川エクセルホテル東急 東京 12,650〜 随時受付 03-3700-1093

171 大森東急 REI ホテル 東京 8,400〜 随時受付 03-3768-0109

172 羽田エクセルホテル東急 東京 10,900〜 随時受付 03-5756-6000

173 吉祥寺東急 REI ホテル 東京 11,000〜 随時受付 0422-47-0109

174 横浜ベイホテル東急 神奈川 9,000〜 随時受付 045-682-2222

175 下田東急ホテル（朝食付） 静岡 10,200〜 随時受付 0558-22-2411

176 伊豆今井浜東急リゾート（朝食付） 静岡 9,300〜 随時受付 0558-32-0109

名称 所在地 料金 予約開始日 電話番号

197 東京第一ホテル岩沼リゾート 宮城 正規料金より
10% 引 随時受付 0223-24-4455

198 東京第一ホテル鶴岡 山形 正規料金より
10% 引 随時受付 0235-24-7611

199 東京第一ホテル米沢 山形 正規料金より
10% 引 随時受付 0238-24-0411

200 第一イン池袋 東京 5,000〜 随時受付 03-3986-1221

201 第一ホテル東京シーフォート（天王洲アイル） 東京 6,500〜 随時受付 03-5460-4411

202 第一ホテル両国 東京 6,500〜 随時受付 03-5611-5211

203 吉祥寺第一ホテル 東京 8,500〜 随時受付 0422-21-4411

204 第一ホテル東京（新橋） 東京 6,415〜 随時受付 03-3501-4411

205 第一ホテルアネックス（新橋） 東京 11,386〜 随時受付 03-3503-5611

206 第一イン湘南 神奈川 正規料金より
10% 引 随時受付 0466-36-4411

207 富山第一ホテル 富山 正規料金より
20% 引 随時受付 076-442-4411

208 第一イン新湊 富山 正規料金より
10% 引 随時受付 0766-82-4111

209 東京第一ホテル錦（名古屋市） 愛知 正規料金より
10% 引 随時受付 052-955-1001

名称 所在地 料金 予約開始日 電話番号

177 富山エクセルホテル東急 富山 7,500〜 随時受付 076-441-0109

178 金沢東急ホテル 石川 7,900〜 随時受付 076-231-2411

179 名古屋栄東急 REI ホテル 愛知 9,500〜 随時受付 052-251-0109

180 名古屋東急ホテル 愛知 12,000〜 随時受付 052-251-2411

181 京都東急ホテル 京都 9,450〜 随時受付 075-341-2411

182 神戸三宮東急 REI ホテル 兵庫 7,750〜 随時受付 078-291-0109

183 神戸元町東急 REI ホテル 兵庫 10,000〜 随時受付 078-327-0109

184 大阪東急 REI ホテル 大阪 8,640〜 随時受付 06-6315-0109

185 新大阪江坂東急 REI ホテル 大阪 9,000〜 随時受付 06-6338-0109

186 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®（朝食付） 大阪 11,000〜 随時受付 06-6460-0109

187 松江東急 REI ホテル 島根 8,9000〜 随時受付 0852-27-0109

188 広島東急 REI ホテル 広島 13,500〜 随時受付 082-244-0109

189 高松東急 REI ホテル 香川 6,000〜 随時受付 087-821-0109

190 松山東急 REI ホテル 愛媛 7,100〜 随時受付 089-941-0109

191 博多エクセルホテル東急 福岡 8,000〜 随時受付 092-262-0109

192 博多東急 REI ホテル 福岡 12,150〜 随時受付 092-451-0109

193 熊本東急 REI ホテル 熊本 6,500〜 随時受付 096-322-0109

194 鹿児島東急 REI ホテル 鹿児島 6,400〜 随時受付 099-256-0109

195 那覇東急 REI ホテル 沖縄 8,000〜 随時受付 0980-76-2109

196 宮古島東急ホテル & リゾーツ（朝食付） 沖縄 14,500〜 随時受付 0980-76-2109

名称 所在地 料金 予約開始日 電話番号

210 ホテルボストンプラザ草津（びわ湖） 滋賀 7,700〜 随時受付 077-561-3311

211 ホテルロイヤルヒル福知山＆スパ 京都 6,660〜 随時受付 0773-27-5000

212 六甲山ホテル 兵庫 5,500〜 随時受付 078-891-0301

213 宝塚ホテル 兵庫 6,750〜 随時受付 0797-87-1151

214 千里阪急ホテル 大阪 5,750〜 随時受付 06-6872-2211

215 ホテル阪急エキスポパーク 大阪 5,000〜 随時受付 06-6878-5151

216 ホテル阪急インターナショナル 大阪 17,820〜 随時受付 06-6377-2100

217 大阪第一ホテル 大阪 正規料金より
20% 引 随時受付 06-6878-5151

218 呉阪急ホテル 広島 正規料金より
20% 引 随時受付 0823-20-1111

219 東京第一ホテル下関 山口 正規料金より
20% 引 随時受付 083-223-7111

220 高松国際ホテル 香川 6,000〜 随時受付 087-831-1511

221 今治国際ホテル 愛媛 正規料金より
20% 引 随時受付 0898-36-1111

222 東京第一ホテル松山 愛媛 7,000〜 随時受付 089-947-4411

ご予約・お問合せ
予約センター又は宿泊施設へ電話でご連絡下さい。日本教育公務員弘済会神奈川支部の会員であることを必ずお伝えください。

ご予約・お問合せ
予約センター又は宿泊施設へ電話でご連絡下さい。日本教育公務員弘済会神奈川支部の会員であることを必ずお伝えください。
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コンポーネント・オーナーズ・システム

オーナー№                          

オーナー名                   

ﾌﾘｶﾞﾅ

名 名

０歳 １歳 ２歳 ３歳

※備考 名 名 名 名 名

■お食事　素泊り ／ １泊２食付 （小学生：子供会席70% ・ 幼児：お子様ランチ50%）
名

■到着予定時間（　　　：　　　） 交通手段（　　　　　　　　）
3日目～

＊ビラの場合、3才以下は無料で人数に含みません　

[回答]

[確認印]

ﾌﾘｶﾞﾅ

利用者氏名                  　　　　　　　 部屋数           室

＊予約確認番号が記入され、確認印が捺印されたこの用紙をフロントへ必ず提出して下さい。

＊提出がない場合は、ご利用出来ない事がありますのでご注意下さい。

＊キャンセルの場合は、お早めにご連絡下さい。(別紙のキャンセル料が掛る場合があります。)

宿泊日    　　月　　    日～   　　泊 合計人数         名 大人        名

子供        名

幼児        名 認印無きものは無効

◆　変更・キャンセル欄（上記予約がＯＫになった後に変更があれば変更点のみご記入下さい。）

変 更 項 目 （ ○ 印 で 囲 ん で 下 さ い ）
施設名                                 

キ ャ ン セ ル ・ 人 数 ・ 室 数 （紀州鉄道記入欄）

利 用 者 氏 名 ・ 日 程 泊 数 ・ 利 用 施 設
新予約確認番号                         

予 約 回 答 日
[備考]

認印無きものは無効

◆　紀州鉄道記入欄

予 約 受 付 日 [確認印] 予約確認番号

人 数 名 名 名

部 屋 数 室 室 室

合計

泊 数 日 目 日 目

第２希望 　    月　    日　～   泊　　部屋

第３希望 　    月　    日　～   泊　　部屋 幼　児
(4歳～未就学)

施 設 名 利 用 日 ＆ 泊 数 ＆ 部 屋 数 利 用 内 訳

第１希望 　    月　    日　～   泊　　部屋 大　人
子　供

（小学生）

(代表者を記入）
返信先 (○で囲む)

※ 勤 務 先 名 勤務先 有 ・ 無

※印については該当する項目のみご記入下さい。

利 用 者 氏 名
携 帯 ｷｬﾝｾﾙ待ち

紀州鉄道利用申込書・確認書

紀州鉄道(株)受付専用ＦＡＸ番号

公益財団法人 日教弘神奈川支部

※以下の太線内は必ずご記入下さい
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※必要事項をご記入の上、郵便かファクシミリでお送り下さい。 

申請者 

氏 名 

※必須
TEL 

※必須

※必須
FAX 

予約者 

氏 名 

宿泊先への予約者名と申請者名が異なる場合のみ記入

勤務先 

■補助対象保険 

下記のいずれかの保険に加入されている方は1 泊につき2,000 円、年間（4 月～翌3 月)4 泊まで補助申請可能。 
➀～④のいずれかに加入の方で、さらに⑤または⑥に加入の方は年間 6 泊まで補助申請可能。 

※加入中の物に〇をご記入下さい。 

➀ ユース教弘保険 
 （災害割増特約付集団契約特約付勤労保険）

 ④ 教弘グループ保険（勤労団体保険）

➁ 新教弘保険（集団契約特約付勤労保険）   ⑤ (団体扱)自動車保険 

➂ 新教弘保険 K 型（集団契約特約付勤労保険）   ⑥ (団体扱)火災保険・地震保険 

■申請内容 

     年     月     日（   ）泊  

■（公財）日本教育公務員弘済会神奈川支部通信欄 

申し訳ありません。ご加入中の保険は補助対象ではありませんでした。 【備考】 

申し訳ありません。今年度は年間限度まで宿泊補助をご申請済です。 

来年度 4 月 1 日以降の宿泊分よりご申請下さい。 

宿泊日

宿泊施設

□箱根強羅クラブ 
□紀州鉄道 
□日本オーナーズクラブ（提携含む） 
□東急ハーベストクラブ 

施設名（ ）

施設利用補助申請書

上記内容で予約しました。

宿泊補助を下記口座へ振込して下さいい。

※振込は宿泊日以降となります。

生命保険料振替口座

自動車保険料振替口座

火災・地震保険料振替口座

□

□

□

(公財)日教弘神奈川支部 ＜郵送先＞ 

＞号番リミシクァフ＜ 045-250-3811
〒231-0056 横浜市中区若葉町 3-43-3 

）

【ご住所】〒 

【お名前】 

様 

□本部提携施設 
□リーガロイヤルホテルグループ 
□東急ホテルズ 
□阪神阪急第一ホテルグループ

施設名（  

上記内容で予約しました。

宿泊補助券を下記住所へ郵送して下さい。

※宿泊補助券を現地へお持ち下さい。現地で補助致します。

公益財団法人 日本教育公務員弘済会神奈川支部
〒231-0056　横浜市中区若葉町3-43-3　TEL045-250-3800　FAX045-250-3811

福祉事業のご案内

※詳細は「本会指定の者（ジブラルタ生命 LC）」にお問合せ下さい。

○結婚祝　○出産祝　○小学校入学祝
○観劇招待　○コンサート招待　○健康増進補助

○新規採用記念　○新採用時教弘保険加入記念　○教弘保険加入者継続記念　○退職記念

（2019.3.1）

4月1日予約開始分より
全ての宿泊施設が
直接予約に変わります。
※これに伴い弘済会での予約受付は終了します。

2019（平成31）年度

東急ハーヴェストクラブは利用券枚数に限りがある為下記の通り宿泊制限を設けています。
　①弘済会全体での宿泊制限（1か月 26枚まで）
　②ご利用者様ごとの宿泊制限（年度内 4枚まで）
宿泊制限を超えた場合は予約開始日前後に関わらず、月内の予約を一旦終了いたします。
利用券が終了した場合「平日・日曜特別優待券」（宿泊制限対象外）でのご利用が可能です。
ご利用方法の詳細は P.4 をご覧下さい。優待券も枚数に限りがありますので、なくなり次第予約終了となります。

東急ハーヴェストクラブのご利用について

下記保険にご加入の方は 1泊につき 2,000 円、1年度 4泊分まで補助します。
　①新教弘保険（基本・A型・B型・S型・K型）、ユース教弘保険、教弘グループ保険
　②弘済会が取扱う自動車保険、火災保険

宿泊補助の申請

　①・②ともにご加入の方は 6泊分まで補助します。

P.8「施設利用補助申請書」にて申請して下さい。

神奈川県に設置された公立学校、その他教育機関に勤務する教職員（現職・退職）およびそのご家族なら
どなたでもご利用できます。

宿泊施設の利用 ご予約後の弘済会への連絡は不要です。

宿泊施設利用のご案内
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