
●契約施設等で割引を受けるには、予約時に必ず相模原市自治会連合
会の会員である旨を伝えて予約してください。また、施設等到着
時に「厚生施設利用カード（Jichi Pass）」を提示してください。
●旅行会社等を通すと割引は受けられません。
●土・日・祝日、年末年始、ゴールデンウィーク、夏季等は特別料金
の場合もあります。なお、 子供料金、 キャンセル料等もありますの
で事前に直接各施設等にご確認ください。

●お申し込み、お問い合わせ等は直接各施設等にお願いします。
●「厚生施設利用カード（Jichi Pass）」を紛失された場合は再発行
しますので、所属されている自治会にお問い合せください。
※宿泊施設のNo.①～⑲、㉑は別に入湯税が1人150円かかります。

注
意
事
項

☎042-685-1111
http://www.sagamiko-resort.jp/

☎042-755-1088
http://www.sports-bowling.com/

☎042-755-1110
http://www.parklanes.co.jp/index.php

さがみ湖リゾート プレジャーフォレスト
（旧さがみ湖ピクニックランド）
神奈川県相模原市緑区若柳1634

相模ファーストレーン
神奈川県相模原市中央区相模原8-4-15

入園料金：大人2,400円→2,200円（中学生以上）
　　　　　子供1,200円→1,100円（4歳～小学生）
休 園 日：2018年6月19・20・21日、12月11・12・13日
営業時間：4月～ 9月（9:00 ～ 17:00）10月～ 3月（9:00 ～ 16:00）
　　　　　最終入園時刻は閉園1時間前です。

☎0557-95-3535
http://izu-kamori.jp/izu-biopark/

伊豆アニマルキングダム
静岡県賀茂郡東伊豆町稲取3344

裏面の割引券使用でのみ割引。
「厚生施設利用カード（Jichi Pass）」の提示ではご利用できません。

一般料金より１ゲーム50円割引、「厚生施設利用カード（Jichi Pass）」を
ご提示ください。５名まで有効

一般料金より１ゲーム50円割引、「厚生施設利用カード（Jichi Pass）」を
ご提示ください。５名まで有効

入　園　料　大人 1,700円→1,400円 　小人・シニア・ペット（犬） 1,000円→800円
フリーパス　大人 3,900円→3,500円　 小人・シニア 3,100円→2,800円
※駐車料金は別途必要です。
※ペット（犬）は体50㎝以下の中型犬・小型犬に限ります。 

予約センター ☎042-558-6511
http://www.summerland.co.jp/

東京サマーランド
東京都あきる野市上代継600

裏面の割引券使用でのみ、休日パスポート券を特別料金（裏面の特別割引
金額）で。「厚生施設利用カード（Jichi Pass）」の提示ではご利用できません。

ゲストセンター ☎042-339-1111
http://www.puroland.jp/

サンリオピューロランド
東京都多摩市落合1-31
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施　設　名・所　在　地No.

施　設　名・所　在　地No. 契　約　内　容

契　約　内　容

遊園地等
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平成30年４月１日　発行

葬祭関係
芝崎葬祭社
片倉葬祭店
セレモニーホール永田屋
メモリアルハウス西橋本
メモリアルハウス城山
永田屋富士見斎場
メモリアルハウス小田急相模原
伊藤典範
中央祭典
東典禮（あづまてんれい）
　　　　　　本社・斎場：
式典さがみの
サン・ライフ相模斎場
サン・ライフ相模原会館
サン・ライフ橋本総合ホール
やすらぎセレモニー
清新斎場 ファミリーホールWITH
橋本駅前メモリアルホール
カインドセレモニー
神奈川福祉葬祭
くらしの友淵野辺総合斎場
くらしの友相武台総合斎場
聖和式典
トレセレ

南区相模台1-8-12
中央区千代田2-3-14
緑区橋本8-1-1
緑区西橋本5-4-1
緑区向原4-5-1
中央区富士見3-1-1
南区南台3-8-1
南区古淵5-27-1
中央区由野台1-1-10
中央区矢部3-18-8 プラザ矢部1F
町田市小山ヶ丘1-11-14
南区大野台6-3-40
南区古淵3-33-21
中央区清新3-7-15
中央区南橋本1-20-21
緑区太井420-6
中央区清新8-3-19
緑区橋本6-24-7
中央区大野台3-1-2
南区北里2-9-18
中央区鹿沼台2-6-16
南区相武台1-17-13
中央区上溝518-12
中央区横山3-28-15

☎ 042-744-1837
☎ 042-754-9182
☎ 042-772-2554
☎ 042-772-7777
☎ 042-783-0808
☎ 042-769-7005
☎ 042-701-3020
☎ 042-742-9039
☎ 042-751-4425
☎ 042-757-2779
☎ 042-797-1320
☎ 042-751-0404
☎ 042-746-1114
☎ 042-758-6110
☎ 042-775-6344
☎ 042-780-8951
☎ 042-756-2514
☎ 042-774-4194
☎ 0120-922-889
☎ 0120-82-0333
☎ 042-769-7360
☎ 046-251-4241
☎ 0120-581-940
☎ 0120-59-1030

当社のセット価格より20％割引

通常価格の見積もり額の20％割引

祭壇コースを一般価格より20％割引
当社の式場使用料を一般価格より20％割引

当社のセット価格より20％割引（特殊祭壇は除く）

セット価格より20％割引

当社のセット価格より10％割引
その他弔生花造花等10％割引　ご遺体安置料無料

通常価格の見積額の20％割引　ご遺体専用冷蔵庫完備（会員様無料）

基本費用の20％引き
式場使用料の30％引き（自社ホールに限る）
※運行費用オプション商品おもてなし費用等は別料金となります。

通常価格の見積もり額の15％割引

当社のセット価格より20％割引（特殊祭壇は除く）

セットプラン20％割引、当社式場20％割引（一部除外）

当社のセット価格より15％割引　生花・花輪・香典返し等割引有

自治会員様限定骨壷ご尊名記名料サービス

当社のセット価格より25％割引（一部約20％割引のものあり）
当社直営斎場使用の場合、式場使用料を当社で20％分負担

当社のセット価格より15％割引

相模原市営斎場式場使用料5万円当社負担 装飾生花サービス、ラストメイクサービス

※詳しい内容は、葬祭店にお問合せください。

☎0558-79-0001
http://www.csc.or.jp/

自転車の国サイクルスポーツセンター
静岡県伊豆市大野1826

とくとくパス 大人 2,980円→2,680円
 小人 2,680円→2,380円

入園料金 大人 820円→720円
 小人 620円→520円
「厚生施設利用カード（Jichi Pass）」をご提示ください。５名まで有効

相模原市自治会連合会事務局 〔月～金（10時00分～16時00分）〕
相模原市中央区富士見６-６-23 けやき会館３階　☎ 042-753-3419
URL. http://www.sagamihara-jichiren.jp/

●❶

●❷

相模原パークレーンズ
神奈川県相模原市中央区相模原2-7-4

●❸

人間ドック

平成30年度版
自治会員専用割引自治会員専用割引自治会員専用割引
相模原市自治会連合会

割引契約のご案内

保存版
各世帯１部

相模原市自治会連合会では自治会に加入している皆様にご利用いただける
よう厚生事業として遊園地や宿泊施設等と割引契約をしています。

契約施設をご利用の際は、必ず
「厚生施設利用カード（Jichi Pass）」を
お持ちください。

平成30年度

相模原市自治会連合会

平成31年３月31日まで有効

相模原市自治会連合会
厚生施設利用カード

地 区 名

自治会名

氏　　名

家 族 欄

相模原市自治会連合会

⬇

ヤマオリ

弁護士相談
☎042-776-5200（要予約）　http://www.kanaben.or.jp/

神奈川県弁護士会相模原法律相談センター
神奈川県相模原市中央区富士見6-11-17 相模原支部会館１階

裏面の割引券使用でのみ割引となります。
「厚生施設利用カード（Jichi Pass）」の提示ではご利用できません。

●❶

ホームタウンチーム
☎042-810-7777 http://www.scsagamihara.com/
SC相模原

料金　当日券を前売り券価格にて販売　※席により値段が異なります。
（例）大人A席（自由席）2,000円→1,600円　大人B席（自由席）1,500円→1,200円
※小学生は「JOYパス」を作ると全試合観戦無料です。（作成費無料）小学生未満は大人１名につき１名無料。
※イベントと同時開催の際には、割引が使えない場合があります。詳しくはチームまでお問合せください。
★会場：相模原ギオンスタジアム（南区下溝4169）　★相模原ギオンスタジアムチケット売場にて、「厚生施設利用カード（Jichi 
Pass）」をご提示ください。１試合につき２名様まで有効　★相模原ギオンスタジアムで開催されるホームゲームのみ利用可能で
す。アウェイゲームでは利用できません。   ★ホームゲームの日程、詳細な料金等については、HPをご確認ください。

●❶

☎046-298-3881 http://stellakanagawa.nojima.co.jp/
ノジマステラ神奈川相模原

料金　大人自由席（高校生以上）2,000円→1,500円　※中学生以下は自由席無料
★会場：相模原ギオンスタジアム（南区下溝4169）　★相模原ギオンスタジアムチケット売場にて、「厚生施設利用カード（Jichi 
Pass）」をご提示ください。１試合につき２名様まで有効　★相模原ギオンスタジアムで開催されるホームゲーム（自由席）のみ
利用可能です。アウェイゲームでは利用できません。   ★ホームゲームの日程、詳細な料金等については、HPをご確認ください。

●❷

☎042-815-3094 http://www.sagamihara-rise.com/
ノジマ相模原ライズ

各試合会場のチームブースにてチームグッズをプレゼント（全試合対象）
★チームブースにて、「厚生施設利用カード（Jichi Pass）」をご提示ください。

●❸

☎042-761-2686 http://www.mhi.co.jp/gsh/dynaboars/
三菱重工相模原ダイナボアーズ

各試合会場のチームブースにてチームグッズをプレゼント（全試合対象）
★チームブースにて、「厚生施設利用カード（Jichi Pass）」をご提示ください。

●❹

☎042-772-3296 http://www.kouseiren.net/hokenfukusi/
JA健康管理センターさがみはら 神奈川県相模原市緑区橋本6-1-14 ザ・ハシモトタワー4階

神奈川県相模原市中央区淵野辺1-2-30

日帰り人間ドック　　　   通常料金45,360円→41,040円（税込）
脳ドック（単独コース）　  通常料金48,600円→44,280円（税込）
セレクトコース　　　　  通常料金28,080円→24,840円（税込）
日帰りドック+脳ドック　通常料金83,160円→74,520円（税込）
※相模原市より発行される人間ドック、脳ドックの利用券も併用いただけます。（他の割引・助成・補助制度等
との併用は不可）※割引は上記指定コースのみとなります。他のコースやオプション検査は割引の対象外です。
※お申込時に「自治会員」であることを必ずお申し出ください。※受診当日は「厚生施設利用カード（Jichi 
Pass）」を必ずご持参ください。

❸

☎042-740-6200（予約・問合せ 8：30~17：00） http://www.hscsagami.or.jp/
ヘルス・サイエンス・センター 神奈川県相模原市南区相模大野3-3-2-401 ボーノ相模大野サウスモール4階

日帰り人間ドック  Cコース（HCV抗体検査を含む）
　通常価格 48,600円→38,390円（税込）　Bコース通常価格 62,100円→49,890円（税込）
　 一泊宿泊コース通常価格 70,200円→64,800円（税込）
　 脳ドックSコース通常価格 46,440円→45,360円（税込）
オプション検査 脳MRA/MRI（頸動脈MRA検査含む）  通常価格 41,040円→32,400円（税込）
※相模原市より発行される人間ドック、脳ドックの利用券も併用いただけます。（他の割引・助成・補助制度等
との併用は不可）※平日お忙しい方のために日曜日（第2・第4）も受付ております。

❷

☎042-751-1265（予約10：00~15：00、問合せ8：00~16：00）  FAX 042-751-1268 
http://sagamino.jcho.go.jp/

相模野病院 健康管理センター

日帰り人間ドック　通常金額46,980円→ 43,200円（税込） 
※受診後、ヘルシーな懐石料理（管理栄養士監修のドック食）付。※相模原市より発行される人間ドック、脳
ドックの利用券も併用いただけます。（他の割引・助成・補助制度等との併用は不可）※各種オプション検査は
本割引取扱いの対象外です。

❶

2018シーズンに利用できる特典です！
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東京サマーランド割引券

フリーパス（屋内プール+乗り物乗り放題）
中学生以上
￥3,000▶

★2019年3月31日まで有効★ P-1180

枚

★本券を東京サマーランドチケット売場に提出し、チケットをお買い求めください。1枚につき5名様まで有効。
★アトラクションDEKASLA（夏季のみ営業）は、入園券をご利用の場合、別途料金が必要です（フリーパス券で利用可）
★入れ墨・タトゥー（シールペイント含む）のある方の入園不可。ビン・カン類、危険物の持込不可。
★問合先：東京サマーランド予約センター ☎042-558-6511（代）までお問い合せください。

《相模原市自治会連合会》

通
常（
夏
季
以
外
）

￥2,900
小学生
￥2,000▶ 枚￥1,900

入園料（屋内プールのみ）
中学生以上
￥2,000▶ 枚￥1,900

小学生
￥1,000▶ 枚￥   900

フリーパス（屋内外プール+乗り物乗り放題）
中学生以上
￥4,500▶ 枚

夏
季（
７
月
１
日
〜
9
月
30
日
）

￥4,300
小学生
￥3,000▶ 枚￥2,800

入園料（屋内外プールのみ）
中学生以上
￥3,500▶ 枚￥3,400

小学生
￥2,500▶ 枚￥2,400

特
別
料
金

サンリオピューロランド休日パスポート特別割引券
★2019年3月31日まで有効★

休日パスポート
特別料金

大人
（18歳以上)

小人
（3歳～ 17歳・高校生）

￥3,800

￥2,700

枚

枚

￥3,600

￥2,500

通
常
料
金

235Ｃ

入場とアトラクションを
お楽しみいただけます。

★当割引券を切り離し、ご持参のうえピューロランドチケット窓口にてパスポートをお買い求めください。
　（尚、当割引券はチケット窓口にて回収いたします。予めご了承ください。）
★当券は1枚で5名様まで有効です。  ★2歳以下のお子さまは無料です。　
★土日祝日及び、春・夏・冬休みなどサンリオピューロランドが指定する学校休日は全て休日料金に
なります。 詳しくはサンリオピューロランドゲストセンター ☎042-339-1111までお問い合せ
ください。（9：30～17：00 休館日を除く）

《相模原市自治会連合会》

大人
（18歳以上)

小人
（3歳～ 17歳・高校生）

￥3,800

￥2,700

特
別
料
金

★2019年3月31日まで有効★

休日パスポート
特別料金

枚

枚

￥3,600

￥2,500

通
常
料
金

235Ｃ

入場とアトラクションを
お楽しみいただけます。

★当割引券を切り離し、ご持参のうえピューロランドチケット窓口にてパスポートをお買い求めください。
　（尚、当割引券はチケット窓口にて回収いたします。予めご了承ください。）
★当券は1枚で5名様まで有効です。  ★2歳以下のお子さまは無料です。
★土日祝日及び、春・夏・冬休みなどサンリオピューロランドが指定する学校休日は全て休日料金に
なります。 詳しくはサンリオピューロランドゲストセンター ☎042-339-1111までお問い合せ
ください。（9：30～17：00 休館日を除く）

《相模原市自治会連合会》

サンリオピューロランド休日パスポート特別割引券

　弁護士相談　割引券
★2019年3月29日まで有効（土日祝日を除く）★

★法律相談は予約制です。神奈川県弁護士会相模原法律相談センターへお電話にてご予約をお取り
ください（☎042-776-5200）。

★法律相談日・相談時間帯につきましては，上記法律相談センターまでお問い合わせください。
★当割引券を切り離しご持参の上，上記法律相談センター窓口にご提出ください。
★当券による割引料金の適用は，１世帯につき１回となります。

《相模原市自治会連合会》

45分間 ￥5,000（税込） ￥3,000（税込）通常
料金

特別
料金

稲取温泉　食べるお宿　浜の湯
箱根湯本温泉　箱根水明荘　
箱根塔之沢温泉　万石の湯　よきや旅館
小田急　箱根ハイランドホテル
伊豆　網代温泉　松風苑
奥湯河原温泉　青巒荘  
箱根湯本温泉　箱根湯本ホテル明日香
箱根湯本温泉　箱根パークス吉野
春日居温泉郷　ホテル春日居　
割烹旅館　藤元　
箱根湯本温泉　箱根湯本ホテル
湯河原温泉 フォレストリゾート ホテル城山
湯河原温泉 フォレストリゾート 湯の里 杉菜
湯河原温泉 フォレストリゾート ゆがわら 水の香里
湯河原温泉 フォレストリゾート ゆがわら 万葉荘
フォレストリゾート 猪苗代 四季の里
フォレストリゾート 山中湖 秀山荘
箱根強羅温泉  フォレストリゾート 箱根森のせせらぎ
フォレストリゾート コニファーいわびつ
ホテルシェーンヴァルト
伊豆高原　ギャレー 
ユガワラベイ　マンダリンハウス
青い山
音楽合宿のさと：勝山民宿組合
さがみ湖リゾートプレジャーフォレスト
相模ファーストレーン
相模原パークレーンズ
自転車の国サイクルスポーツセンター
伊豆アニマルキングダム

芝崎葬祭社
片倉葬祭店
セレモニーホール永田屋
メモリアルハウス西橋本
メモリアルハウス城山
永田屋富士見斎場
メモリアルハウス小田急相模原
伊藤典範
中央祭典
東典禮（あづまてんれい）
式典さがみの
サン・ライフ相模斎場
サン・ライフ相模原会館
サン・ライフ橋本総合ホール
やすらぎセレモニー
清新斎場 ファミリーホールWITH
橋本駅前メモリアルホール
カインドセレモニー
神奈川福祉葬祭
くらしの友淵野辺総合斎場
くらしの友相武台総合斎場
聖和式典
トレセレ
相模野病院 健康管理センター
ヘルス・サイエンス・センター
JA健康管理センターさがみはら
SC相模原
ノジマステラ神奈川相模原
ノジマ相模原ライズ
三菱重工相模原ダイナボアーズ
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施　設　名・所　在　地 主　な　見　所　等No. 契　約　内　容

朝・夕2回刺身盛り、金目鯛姿煮、大浴場、露天風呂、貸切風呂、ミカン狩り、釣舟、
磯釣 

宿泊料金（2名1室利用で1人22,680円～）の10％引き、平日（月～金）のみ
※アワビ付3,240円増
GW・お盆･年末年始･他例外日もございますのでお問合せください。

☎0557-95-2151
http://www.izu-hamanoyu.co.jp/

稲取温泉　食べるお宿　浜の湯
静岡県賀茂郡東伊豆町稲取1017

平　日　２名　15,120円　３名以上　14,040円
休前日　２名　19,440円　３名以上　18,360円

☎0460-85-5381
http://www.suimeisou.com/

箱根湯本温泉　箱根水明荘
神奈川県足柄下郡箱根町湯本702

宿泊料金（1人10,500円～14,700円）の10％引き、平日（月～金）のみ
※グループプラン（６名以上）さらに割引あり
湯上がり又は夕食時に、アルコール又はソフトドリンク一杯サービス。http://www.yokiya-ryokan.com/

☎0460-85-5741箱根塔之沢温泉　万石の湯　よきや旅館
神奈川県足柄下郡箱根町塔之沢81

☎0460-84-8541
http://www.hakone-highlandhotel.jp/

小田急　箱根ハイランドホテル
神奈川県足柄下郡箱根町仙石原品の木940

2名1室利用で平日1人19,000円～、休前日25,000円～
※個人基本宿泊プランよりお一人様2,000円割引（一部除外日あり）
　シーズンによって料金が変わりますのでお問い合わせください。
平日１人11,000円、休前日15,000円、小人（小学生）料金は大人の70%、
幼児は50％。
季節料金もございますのでお問い合わせください。

☎0557-68-3151
http://www.shoufuen.jp/

伊豆　網代温泉　松風苑
静岡県熱海市下多賀966

１室３名利用で平日（月～木）１人Ａ15,120円、Ｂ11,880円、平日（金・日）１人Ａ17,280円、Ｂ14,040円
休前日及び指定日（４/29～５/５、８/９～17）Ａ22,680円、Ｂ17,280円、各１室２名様の場合は１人2,160円増
12/29～1/3特別料金、こども（６～12才は大人の70％、３～５才は50％、１・２才は2,200円）

☎0465-63-3111
http://www.seiransou.co.jp/

奥湯河原温泉　青巒荘
神奈川県足柄下郡湯河原町宮上679

２名１室利用で平日1人9,380円～、休前日14,000円～
小学生は大人の70％、幼児は大人の50％になります。
2泊目は500円引きになります。

☎0460-85-8110
 http://www.hakone-asuka.com/

箱根湯本温泉　箱根湯本ホテル明日香
（旧ホテルセザール）
神奈川県足柄下郡箱根町湯本341-1

２名以上１室１人　優待料金　平日（日～金）14,190円/人　休前日17,430円/人
３名以上１室１人　優待料金　平日（日～金）13,110円/人　休前日16,350円/人

2～4名様大人優待料金　平日11,880～12,960円／人　休前日15,120～16,200円／人
小学生優待料金　　　　   平日  8,316円／人　休前日10,584円／人
幼児優待料金　　　　　   平日  5,940円／人　休前日  7,560円／人 
2～4名様大人優待料金 　 平日9,720円／人 休前日11,880円／人
子ども（３歳～小学生）優待料金  平日6,864円／人 休前日  8,316円／人
※特別日料金はお問い合わせください。（4/28～5/5、8/10～15、12/29～1/3）
2～4名様大人優待料金　平日9,720円／人　休前日11,880円／人
小学生優待料金　　　　   平日6,804円／人　休前日  8,316円／人
幼児優待料金　　　　   　平日4,860円／人　休前日  5,940円／人
2～4名様大人優待料金　平日9,450～10,530円／人　休前日11,610～12,690円／人
小学生優待料金　　　　   平日6,615円／人　休前日8,127円／人
幼児優待料金　　　　　   平日4,725円／人　休前日5,805円／人
2～4名様大人優待料金　平日9,180円／人　休前日11,340円／人
小学生優待料金　　　　   平日6,426円／人　休前日  7,938円／人
幼児優待料金　　　　　   平日4,590円／人　休前日  5,670円／人

☎0460-85-8111
http://www.pax-yoshino.com/

箱根湯本温泉　箱根パークス吉野
神奈川県足柄下郡箱根町湯本茶屋139-5

１～ 4名様１室　平休日 14,094円～ 20,412円/人　休前日 17,010 ～ 22,356円/人
特別日（5/3 ～ 5/5、8/10 ～ 8/15、12/29 ～ 1/2）料金はお問合せください。
8/1 ～ 8/9、8/16 ～ 8/21は休前日料金となります。

☎0553-20-2000
https://www.hotel-kasugai.com/

春日居温泉郷　ホテル春日居
山梨県笛吹市春日居町小松855

２名１室１人 12,960円
３名１室１人 11,880円

の10％引き　宿泊者全員に舟盛り付
休前日1,080円増

☎0557-45-4133割烹旅館　藤元
静岡県伊東市川奈857-5

2～ 5名１室　平日16,350円/人　金曜・休日17,430円/人　土曜・休前日20,670円/人
小学生70%　幼児50%　2～ 3歳添い寝3,240円
GW・お盆期間前後・年末年始は除外

☎0460-85-8800
http://www.hakone-yumotohotel.com/

箱根湯本温泉　箱根湯本ホテル
神奈川県足柄下郡箱根町湯本茶屋97

☎0465-63-0151
http://www.hotel-shiroyama.com/

湯河原温泉 フォレストリゾート ホテル城山
神奈川県足柄下郡湯河原町城堀207

☎0465-62-4805
http://www.yunosato-sugina.com/

湯河原温泉 フォレストリゾート 湯の里 杉菜
神奈川県足柄下郡湯河原町宮上279

☎0465-62-1830
http://www.mizunokaori.com/

http://www.manyoso.com/

湯河原温泉 フォレストリゾート ゆがわら 水の香里
神奈川県足柄下郡湯河原町宮上614

☎0465-62-3755湯河原温泉 フォレストリゾート ゆがわら 万葉荘
神奈川県足柄下郡湯河原町土肥3-6

☎0242-63-1616
http://www.shiki-no-sato.com/

フォレストリゾート 猪苗代 四季の里
福島県耶麻郡猪苗代町字見祢山1

☎0555-62-5481
http://www.syuuzanso.com/

フォレストリゾート 山中湖 秀山荘
山梨県南都留郡山中湖村平野2505

平均受入人員63名の中規模民宿組合。いずれも音楽ホールや広間を有し、
ダンスや音楽のサークル、老人クラブや社協行事の宿泊に実績あり。東海自然
歩道の始発点・河口湖に至近でトレイルラン、ウォーキングのメッカです。

宿泊料金7,560円（通年：但し7月15日～ 8月31日は受入不可)
※65歳以上の利用、特に老人クラブや社会福祉協議会の団体利用は上記料金から
　10％引き、道の駅『かつやま』のお土産５%引き。

☎0555-72-3350
http://www.katuyama.info/

音楽合宿のさと：勝山民宿組合（11軒）
山梨県南都留郡富士河口湖町勝山797丸富荘内

澄んだ空気、涼やかな清流、野鳥の囁きが聞こえてくる森。キャンプ場やテニス
コート、多目的運動場、ホール、大会議室やカラオケなど多様な施設が整って
います。

2～4名様大人優待料金  平日9,450～9,990円／人　休前日9,990～10,530円／人
子ども（３歳～小学生）　平日6,615円／人　　　　　 休前日6,993円／人
※特別日料金はお問い合わせください。（4/28～5/5、8/10～15、12/29～1/3）7/22～8/9、8/16～8/26は休前日料金となります。

☎0279-68-5338
http://www.iwabitsu.co.jp/

フォレストリゾート コニファーいわびつ
群馬県吾妻郡東吾妻町大字原町4399

ホテルシェーンヴァルトは 「いいもりゲレンデ」 内にあり、スキー板をはいたら
リフトまでワンキックの近さです。 また四季折々に魅力がございますので、咲き次ぐ
花々の競演、雄大な眺望が楽しめるトレッキング、パラグライダーなども楽しめます。

宿泊料金　8,000円～ 14,500円の10％引き
季節、部屋、各種プランにより料金が変わりますので、お問い合わせください。

☎0261-75-2343
http://www.hakubagoryu.com/s-wald/

ホテルシェーンヴァルト
長野県北安曇郡白馬村飯森

緑豊かな和風庭園と客室より大文字焼きで有名な明星ヶ岳が望め、箱根の
景色を堪能できます。

2～4名様大人優待料金　平日15,120～17,280円／人　休前日17,280～19,440円／人
小学生優待料金　　　　   平日11,340円／人　休前日12,852円／人
幼児優待料金　　　　　   平日  8,100円／人　休前日  9,180円／人

☎0460-82-5166
http://www.morinoseseragi.com/

箱根強羅温泉 フォレストリゾート 箱根森のせせらぎ
神奈川県足柄下郡箱根町強羅1320-153

箱根湯本駅徒歩２分　部屋食
最上階に天空露天風呂、貸切露天風呂ございます。 

海の幸、露天風呂（源泉）、貸切風呂、
各種割引プランあり、お問い合わせください。 

夕食はフランス料理。庭、遊歩道の散策、ガラスの森美術館、星の王子さま
ミュージアム等の美術館近隣にあります。 

熱海にある網代湾を望む高台に建つ自家源泉の宿。四千坪の庭園と源泉掛け
流しの「美肌の湯（ph9.5）」が人気。飲泉すれば消化器系疾患や便秘に効能大！
貸切風呂もございます。

大好評、天然記念物「北投石」の入った大浴場に加えて、天然マイナス
イオンや遠赤外線を放出するプレートを利用した岩盤浴が登場！

落差38ｍの「白龍の滝」を眼前に仰ぐ露天風呂がある、昭和の懐かしさを
遺す源泉宿です。 湯河原の山、川、海、街並み 

箱根湯本駅から徒歩圏の温泉旅館。自治会員専用割引にて13,110円～、約20％
割引。（通常平日お一人様宿泊代１泊２食16,458円～/３名１部屋利用）。

石和温泉駅より無料送迎あり。四季の果実狩りを楽しめる温泉リゾート。
ホームページの各宿泊プランも10％割引にてご利用いただけます。

川奈海水浴場、イルカ浜公園30秒、磯づり30秒、伊豆高原25分 15名以上
マイクロバス無料送迎コース有ります。 お問い合わせください。 

湯河原の天然温泉と伊豆箱根唯一のラドン温泉を備え、露天風呂、滝湯、貸切
風呂などの沢山の種類のお風呂もお楽しみ。 露天風呂付の和洋室、和室など
を新設しました。 湯河原駅から徒歩２分のお料理自慢のお宿です。 
蛍が飛び鮎が踊る千歳川沿いの閑静なシルバースターにも登録されたバリア
フリーの優しいお宿。 広い露天風呂もあり連泊や湯治にも最適です。
お食事は日替りの和風会席膳。 
シルバースター登録のバリアフリーのお宿でカラオケボックス・ゲームコー
ナーを完備。２世代３世代ご一緒のファミリーでのご利用に最適。自家源泉の
展望露天風呂と四季折々の味覚に富んだ会席料理をお楽しみください。
大浴場・岩風呂・ヒノキ風呂の３種類のお風呂が魅力。 陶芸教室、カラオケ、
麻雀の設備もあり、各世代の方々にお楽しみ頂けます。湯河原駅より送迎が
あります。
会津磐梯山の麓、猪苗代湖を一望できる温泉。 スキー場は至近距離、館内に
天体観測用のコンピューター制御大型望遠鏡を備え、自営農園での農業体験や
施設内でのバーベキューなど他のお宿にはないお楽しみが一杯です。 
山中湖と富士山を正面に眺めるお洒落なお宿で、目でも舌でも楽しめる創作料
理が話題。 ハイキングやサイクリング、釣りなどの拠点に、また都会の喧騒を
避けて寛ぎたい方にもお勧め。  

箱根旧街道の石畳が通る深い谷間で四季折々の風景に包まれた箱根湯本ホテル
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伊豆地魚の絶品南欧風コース料理を。ゆったりとした和洋室で寛ぎ時間。
城ヶ崎海岸、大室山、一碧湖至近。 

１泊２食付優待料金　平日11,340円　休前日12,960円
季節料理がございます。お問合せください。

☎0557-51-3112
http://www.ci-galley.com/

伊豆高原　ギャレー
静岡県伊東市富戸1169

露天風呂２（貸切）、湯河原梅林（3,000本）。 吉浜海水浴場車で５分。 
ハイキングコース（５コース）。  

宿泊料金  9,345円の10％引き（伊勢エビ付き）
　　　　10,395円の10％引き（舟盛り、伊勢エビ付き）

☎0465-62-6353
http://www.mandarinhouse.net/

ユガワラベイ　マンダリンハウス
神奈川県足柄下郡湯河原町鍛冶屋771

家庭的雰囲気、秋には茸鍋をサービス、山歩き、スキー、山野草探訪
上高地、黒部ダム、善光寺 

宿泊料金　平日7,500円　休前日8,100円
平日リフト１日券付きパック　11,500円

☎0120-75-2902
http://aoiyama.travel.coocan.jp/

青い山
長野県北安曇郡白馬村神城白馬の森
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※特別日料金はお問い合わせください。
    （4/28～5/5、8/10～15、12/29～1/3）

※特別日料金はお問い合わせください。
　（4/28～5/5、8/10～15、12/29～1/3）

※特別日料金はお問い合わせください。
　（4/28～5/5、8/10～15、12/29～1/3）

2～4名様大人優待料金　平日9,180円／人　休前日11,340円／人
小学生優待料金　　　　   平日6,426円／人　休前日  7,938円／人
幼児優待料金　　　　　   平日4,590円／人　休前日  5,670円／人

※特別日料金はお問い合わせください。
　（4/28～5/5、8/10～15、12/29～1/3）

※特別日料金はお問い合わせください。
　（4/28～5/5、8/10～15、12/29～1/3）

※特別日料金はお問い合わせください。
　（4/28～5/5、8/10～16、12/29～1/3）


