指 定 都 市・市 町 村・都 市 職 員 共 済 組 合「 旅 と 宿 」
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【平成31年４月現在】

指定都市・市町村・都市職員共済組合が運営している
宿泊施設は相互に利用することができます。
お得なプランを用意している宿泊施設もございますので、
この機会に是非ご利用ください。
※お申し込み・お問合せは各施設まで直接ご連絡ください。

ホテルポールスター札幌

各宿泊施設の詳細情報を
ご覧いただけます。

旅と宿

検索

http://www.ctv-yado.jp/

北海道／
札幌市

ホテルノースシティ

シングル朝食付 自組 4,500円～
（税サ込） 他組 7,000円～
ご宿泊日によっては料金に変動がございますのでお電話にてお問合せくださ
い。当ホテルホームページにて、お得なご宿泊プランをご用意しております。

シングル素泊り 8,500円（税サ込）
～
シングル朝食付 9,800円（税サ込）
～
お得なプランをご用意しております。
ホームページまたは直接お問合せください。

〒060-0004

〒064-8645

北海道札幌市中央区北４条西６

☎011-330-2531（宿泊予約直通）
http://www.polestar-sapporo.com/

アップルパレス青森

北海道札幌市中央区南９条西１

☎011-512-9748
http://www.northcity.or.jp/
宮城県／
宮城郡

パレス松洲（まつしま）

人工温泉大浴場「二股炭酸カルシウム温泉」が大好評！
シングル １泊朝食付 7,740円（税サ込）
～
ツイン
１泊朝食付 6,740円（税サ込）
～
お得なプランもご用意しております。詳しくはホームページをご覧ください。

１泊２食付 10,800円（税サ込）
～
全室オーシャンビューによる最高の景色と旬
のお料理でのおもてなし。静かな寛ぎの時間
をお過ごしください。

〒030-0802

〒981-0215

青森県青森市本町5-1-5

☎017-723-5610
https://apple-palace.com/
山形県／
鶴岡市

うしお荘

宮城県宮城郡松島町高城字浜38

☎022-354-2106
http://www.palace-matsushima.jp/
山形県／
南陽市

むつみ荘

日本海の旬の幸をご賞味ください。
季節のグルメコース 12,505円（税サ込）～
※その他、通常コースもご用意しております。
8,347円（税サ込）～

山形の美味の数々、米沢牛とワインをご賞味く
ださい。米沢牛コース15,118円（税サ込）～、
その他、通常コースもご用意しております。
8,822円（税サ込）
～

〒997-1201

〒999-2211

山形県鶴岡市湯野浜1-11-23

☎0235-75-2715
http://www.ushiosou.net/
福島県／
福島市

ホテル福島グリーンパレス

福島駅から徒歩２分の好立地。結婚式・会議・
宴会にも最適です。
シングル 4,989円（税サ込）～、ツイン 4,870円（税サ込・定
員利用）～、和室（６、10畳）4,870円（税サ込・定員利用）～
〒960-8068

福島県福島市太田町13-53

☎024-533-1171

https://www.fukushimagp.com

山形県南陽市赤湯233-1

☎0238-43-3035
http://www.mutsumisou.jp/

東北

青森県／
青森市

北海道

北海道／
札幌市

「旅と宿」ホームページにて、

関東

茨城県／
東茨城郡

大洗鷗松亭

１泊２食付12,030円（税サ込・定員利用）
～
※休前日・夏季期間・年末年始は除きます。
個室の食事処でご夕食をお楽しみいただき、大洗温泉
の大浴場で、心身ともにリフレッシュしてください。
〒311-1301

茨城県東茨城郡大洗町磯浜町8179-5

☎029-266-1122

http://www.iba-kyo.com/hp/oushoutei/
群馬県／
吾妻郡

アルペンローゼ

１泊２食付（税サ込） 平日 11,911円～
シーズン 13,099円～
（シーズンとは、土曜日・
夏・冬休み・年末年始・GW 等）
草津温泉の大浴場・身障者対応家族風呂あり。
〒377-1711

群馬県吾妻郡草津町草津512-2

☎0279-88-1300

http://www.saitama-ctv-kyosai.net/alpenrose/index.html
千葉県／
鴨川市

黒潮荘

［申込］電話またはホームページで承ります。
［料金］
１泊２食付 13,812円
（税サ入湯税込）
～
（特定日は別料金）南房総の四季折々の味覚を
ご堪能ください。
〒296-0004

千葉県鴨川市貝渚2565

☎04-7092-2205
https://www.kuroshioso.jp/
東京都／
立川市

ホテル日航立川 東京

栃木県／
那須郡

那須の森ヴィレッジ

［申込］
電話またはホームページで承ります。
［料金］
１泊２食付 13,200円
（税サ入湯税込）
～
お得なパック・プランを取り揃えております。
〒325-0303 栃木県那須郡那須町大字高久乙字遅山3375-637

☎0287-78-1636
https://www.nasunomori-village.jp
千葉県／
千葉市

オークラ千葉ホテル

ビジネスシングル 7,722円（税サ込）
～
（１名様利用、素泊り）
駐車場と温浴施設は無料。千葉中心街からのアク
セスもよく、手軽にリゾート気分が楽しめます。
〒260-0024

千葉県千葉市中央区中央港1-13-3

☎043-248-1111
https://www.okura-chiba.com/
東京都／
千代田区

東京グリーンパレス

航空券付きパックをご利用の場合は下記 HPか
ら直接お申込みください。
季節ごとに組合員向けのお得なプランもご用
意しています。
〒102-0084

東京都千代田区二番町2番地

☎03-5210-4600
https://www.tokyogp.com/
神奈川県／
足柄下郡

湯河原温泉 ちとせ

１泊料金（１室１名様素泊り）
シングル 11,505円（税サ込）～
様々なプランをご用意しておりますので詳細
はホームページをご覧ください。

１泊２食付
（税サ入湯税込）
平日 12,861円～
土・祝前日 15,237円～
※60歳以上の方及び団体利用は別途割引プランあり。

〒190-0022

〒259-0314

東京都立川市錦町1-12-1

☎042-521-1111（代）
www.hotelnikko-tachikawatokyo.jp

山梨県／
笛吹市

神奈川県足柄下郡湯河原町宮上281-1

☎0465-63-0121

http://www.kanagawa-kyosai.jp/chitose/

ホテルやまなみ

１泊２食付（税サ込）
平日 10,800円～
土・休前日 13,400円～
詳細は施設にお問合せください。
〒406-0028

山梨県笛吹市石和町駅前15-1

☎055-262-5522
http://www.hotelyamanami.com/

北陸・東海

新潟県／
長岡市

アクアーレ長岡

［宿泊料金］
１泊２食付 8,700円～
※入湯税別途
詳細は直接お電話にてお問合せください。
〒940-2147

新潟県長岡市新陽2-5-1

☎0258-47-5656
http://www.aquarenagaoka.or.jp/
富山県／
中新川郡

グリーンビュー立山

新潟県／
村上市

瀬波はまなす荘

［宿泊料金］
１泊２食付 9,416円（税サ入湯税込）
～
お部屋や大浴場からは日本海の夕陽を一望。
温泉を100％利用したエコでいやしの温泉施設です。
〒958-0037

新潟県村上市瀬波温泉1-2-17

☎0254-52-5291
http://www.kyousai-niigata.jp/
石川県／
小松市

おびし荘

黒部ダム、期間限定の雪の大谷、高山植物、紅
葉など立山黒部アルペンルート観光に最適。
平日 11,722円～ 土・祝前日 12,956円～
年末・年始 17,316円～（１泊２食付、税サ込）

１泊２食付 10,950円～
開湯1300年の由緒ある名湯と新鮮な日本海
の幸をお愉しみください。
金沢市街から車で約１時間。

〒930-1405

〒923-0316

富山県中新川郡立山町千寿ヶ原

☎076-482-1716
https://www.greenview-t.jp/

石川県小松市井口町ホ55

☎0761-65-1831
http://obishiso.com/

越路

岐阜県／
下呂市

紫雲荘

１泊２食付（税サ込）閑散期 9,520円～
通常期 10,180円～ 繁忙期 11,370円～
※閑散期、通常期、繁忙期の区分はホームページをご覧ください。
※2019年７月に料金改定を行います。

１泊２食付 10,841円（税サ込）
～
・季節限定の「特別料理」コースもございます。
・天下の名湯「下呂温泉」で癒しのひとときをお過ご
しください。

〒910-4121

〒509-2207

福井県あわら市東温泉2-201

☎0776-77-3151
http://www.koshiji.biz/
静岡県／
熱海市

シーサイドいずたが

岐阜県下呂市湯之島692

☎0576-25-2101
http://www.geroonsen-shiunso.com/
愛知県／
田原市

シーサイド伊良湖

１泊２食付（２名１室利用）
平日料金（日～木曜泊）10,128円
（税サ込）
～
※除外日：夏季、年末年始、休日の前日泊
平成31年度より食事をリニューアル。夕食は３つの価格から選べます。

※平日、休日の区別なく均一料金となっております。※12/29～1/2は1,190円加算。

〒413-0101

〒441-3615

静岡県熱海市上多賀12

☎0120-73-1241
http://t-kyosai.jp/izutaga/
三重県／
志摩市

北陸・東海

福井県／
あわら市

区分
大人
小人

プラン名
特選プラン
デラックスプラン
エコノミープラン
子供プラン

料金
15,500円
10,800円
8,750円
5,770円

備考
（1泊2食付、税サ込）

愛知県田原市中山町岬1-43

☎0531-35-1151

http://www.aichitoshi-kyosai.jp/hoyoujo/

サンペルラ志摩

伊勢志摩の海の幸が盛りだくさんの各コースからお選
びください。詳しくはホームページをご覧ください。
（大人１泊２食付、税込）
・四季蒸篭コース 12,400円～
・志摩里海コース 15,800円～ ・美し国コース 19,900円～
〒517-0204

三重県志摩市磯部町的矢314

☎0599-57-2130
https://www.sunperla-shima.jp/

ホテルピアザびわ湖

京都府／
京都市

ホテル セントノーム京都

１泊２食付（税サ込）ツイン２名利用お一人様、通常期
13,000円～、繁忙期 13,600円～、閑散期 12,500円～（年
末年始・花火大会開催日は除く）琵琶湖が一望できるお部屋
で、ゆったりと心を潤す贅沢な時間をお過ごしください。

１泊朝・夕食付「特別宿泊プラン」10,300円～
いずれもシングル 税サ込、宿泊税別
（年末年始
除く）
。
詳しくは直接お問合せください。

〒520-0801

〒601-8004 京都府京都市南区東九条東山王町19-1（竹田街道八条東入ル）

滋賀県大津市におの浜1-1-20

☎077-527-6333
http://www.hotelpiazza/com/
大阪府／
大阪市

シティプラザ大阪

シングル 9,180円
コンパクトツイン 13,500円
他のお得な宿泊プランもありますので、ホーム
ページをご覧ください。
１室素泊り

〒540-0029

大阪府大阪市中央区本町橋2-31

☎06-6947-7702
http://www.cityplaza.or.jp/
兵庫県／
美方郡

ゆめ春来

［平日宿泊プラン］
１泊２食付 11,340円（入湯税別）～
※対象期間についてはお問合せください。
〒669-6821

兵庫県美方郡新温泉町湯1569-6

☎0796-99-2211
http://www.h-kyosai.or.jp/y-haruki/

☎075-682-8777
http://www.centnovum.or.jp/
兵庫県／
神戸市

ひょうご共済会館

［得とくプラン］
（金・土曜日・祝前日を除く）
１泊夕食付 7,000円（朝食サービス）
宿泊シングル 6,100円、ツイン 5,700円～、
和室4,900円～
〒650-0004

兵庫県神戸市中央区中山手通4-17-13

☎078-222-2600
http://www.h-kyosai.or.jp/hk-kaikan

近畿

滋賀県／
大津市

中国

鳥取県／
東伯郡

渓泉閣

島根県／
松江市

ホテル白鳥

１泊２食付 ※入湯税（150円）別途
日～金曜日 11,300円～
土曜日・休前日 12,300円

シングル素泊り 6,476円（税サ込）
～
ツイン素泊り
（１名料金）6,064円
（税サ込）
～
お得な２食付宿泊プランもございます。
詳しくは直接お問合せください。

〒682-0122

〒690-0852

鳥取県東伯郡三朝町山田180

☎0858-43-0828
http://www.keisenkaku.com/
岡山県／
岡山市

サン・ピーチ OKAYAMA

【気ままな旅プラン】
（１名様料金）
１泊２食付（お一人様税別） シングル 9,100円 ツイン 8,900円
朝食…バイキング 夕食…それいゆ御膳（お刺身＆お肉陶板焼き）
※夕食時、生ビール又はソフトドリンク１杯サービス
〒700-0023

岡山県岡山市北区駅前町2-3-31

☎086-225-0631
http://www.sunpeach.jp/
山口県／
山口市

島根県松江市千鳥町20

☎0852-21-6195
https://www.hotel-hakucho.jp
広島県／
広島市

コテージ湯の山

グループ棟（定員10名） 宿泊 5,100円 休憩 2,550円
家族棟（定員５名）
宿泊 3,100円 休憩 1,550円

※それぞれ１棟あたり（税込）の利用料です。宿泊施設利用助成券はご利用できませ
んので、ご了承ください。詳細については広島市職員共済組合へお問合せください。
〒738-0601 広島県広島市佐伯区湯来町大字和田128-2

☎082-504-2062

http://www.ctv-yado.jp/search/area/yunoyama/yunoyama.html

防長苑

１泊朝食付 5,376円～
お部屋または個室でのご夕食は5,000円より
ご予約にて承ります。
お子様用のメニューもございます。
〒753-0077

山口県山口市熊野町4-29

☎083-922-3555
http://www.bochoen.jp/

四国

徳島県／
徳島市

ホテル千秋閣

シングル 5,940円 ツイン 12,117円～
［料理長おすすめ１泊２食付プラン］
お一人様 8,600円（料金は全て税サ込）
※平成31年４月リニューアルオープン
〒770-0847

徳島県徳島市幸町3-55

☎088-622-9121
https://www.sensyukaku.jp/
愛媛県／
松山市

えひめ共済会館

香川県／
高松市

ホテルマリンパレスさぬき

シングル１泊素泊り
4,600円
（税込）
～
ツイン
（２名１室）
１泊素泊り 4,100円
（税込）
～
［休前日限定プラン］
１泊２食付 10,040円（税込）
～
〒760-0066

香川県高松市福岡町2-3-4

☎087-851-6677
http://www.mp-sanuki.jp/
高知県／
高知市

高知共済会館COMMUNITY SQUARE

松山市の中心に位置し、交通アクセス良好。駐車29台 シングルバス
なし 3,564円（税込）～、ツイン・和室（２名１室）4,428円（税込）～
朝食バイキング 700円（税込）
※平成30年９月リニューアルオープン

１泊２食付
8,500円（税サ込）
～
１泊朝食付
6,804円（税サ込）
～

〒790-0003

〒780-0870

愛媛県松山市三番町5-13-1

☎089-945-6311
http://www.ehime-kyosai.jp/kaikan/

九州

宮崎県／
宮崎市

ひまわり荘

高知県高知市本町5-3-20

☎088-823-3211
http://www.kochi-cs.jp/
鹿児島県／
鹿児島市

マリンパレスかごしま

JR 宮崎駅より徒歩約９分、宮崎の中心部に位
置する落ち着いたホテルです。
１泊１名様（税別）シングル 5,500円～
ツイン 5,100円

１泊２食付
（税サ込）
シングル 12,030円～ ツイン 11,436円～
和室 10,842円～
詳細は施設へ直接お問合せください。

〒880-0867

〒890-8527

宮崎県宮崎市瀬頭2-4-5

☎0985-24-5285
http://www.himawarisou.com/

鹿児島県鹿児島市与次郎2-8-8

☎099-253-8822
http://www.maripala.com/

・消費税率が改定された場合は、料金が変更となる施設があります。詳細は利用施設に直接お問合せください。
・組合員及びその被扶養者並びに年金待機者の方は、次の共済組合等が運営する宿泊施設についても相互利用すること
ができます。なお、施設によっては利用を制限している場合もありますので、利用施設に直接お問合せください。
●国家公務員共済組合連合会
https://www.kkr.or.jp/hotel/
●防衛省共済組合
http://www.boueikyosai.or.jp/ob/fukuri/spl01.html
●日本私立学校振興・共済事業団 https://www.shigakukyosai.jp/yado/index.html
●地方職員共済組合
https://www.chikyosai.or.jp/tabi-no-yado/
●公立学校共済組合
https://www.kourituyasuragi.jp/
●警察共済組合
https://www.keikyo.jp/syuku01.php
●東京都職員共済組合
https://www.kyosai.metro.tokyo.jp/health-resort/main.html

