旅行・宿泊

旅行に宿泊にお得な補助や割引が受けられる制度が充実しています。

旅行補助 下記の契約旅行社を利用して１泊以上（車中泊は含みません）の旅行をする場合、会員は旅行
補助が受けられます。また、指定コ－スを利用の場合、さらに旅行社の割引があります。

補

助

対象は会員のみ。会員１名につき１泊１,５００円。１回の旅行につき３泊を限度とします。

割

引

旅行社によっては旅行社が定める指定コースに３～５％の割引があります。対象者は会員と同伴家族
です。
（詳しくは旅行会社にお問い合わせください。
）

利用方法

①契約旅行社で旅行の予約をする際に、西宮市中小企業勤労者福祉共済会員であることを伝えてください。
②「旅行補助又は、指定宿泊補助申請書兼承認書」
（P３３）に必要事項を記入の上、福祉共済に申請し
てください。（郵送で申請する場合は切手を貼った返信用封筒を同封してください。
）
③承認書をお渡ししますので､旅行社に提出し､補助額と割引額を差し引いた額をお支払いください。

(注)必ずご旅行前に申請してください。旅行代金支払後および旅行後の申請は無効ですのでご注意ください。

契約旅行社名

取り扱い窓口
西宮北口店

0798-63-5750

ららぽーと甲子園店

ＪＴＢ

芦屋店

0798-81-6510

0797-34-0838

トラベルゲート神戸三ノ宮
神戸支店

078-570-0150

神戸ハーバーランド店

近畿日本ツ－リスト関西

三ノ宮営業所

神戸支店

078-360-0708

078-391-4891

078-371-2810

TiS 三ノ宮支店

日本旅行

078-231-4118

078-221-4500

神戸交通センター支店
川西アステ支店

078-392-1361

072-755-2461

あまがさきキューズモール支店

阪急交通社

西宮トラベルセンター

東武トップツアーズ

神戸支店

078-221-1090

名鉄観光

神戸支店

078-321-1061

三洋航空サービス

１４

06-6470-3211

0798-67-0150

苦楽園営業所

0798-73-8200

夙川営業所

三ノ宮営業所

078-391-9000

逆瀬川営業所

六甲道営業所

078-854-7100

岡本営業所

新長田営業所

078-631-2200

大久保営業所

0798-39-0010
0797-73-0944
078-411-8700
078-934-4100

指定宿泊施設補助
補

助

対象は会員のみ。会員１名に付き１泊１,０００円。１回の旅行につき３泊を限度とします。

割

引

施設によっては、割引があります。詳しくは、各施設にお問い合わせください。

利用方法

①指定宿泊施設に、西宮市中小企業勤労者福祉共済会員と伝え、予約してください。
②「旅行補助又は、指定宿泊補助申請書兼承認書」
（P３３）に必要事項を記入の上、福祉共済に申請し
てください。（郵送で申請する場合は切手を貼った返信用封筒を同封してください。
）
③承認書をお渡ししますので、宿泊時にフロントに提出し、補助額を差し引いた額をお支払いください。

(注)必ずご旅行前に申請してください。旅行後の申請は無効ですのでご注意ください。

指定宿泊施設
和歌山加太温泉

加太海月

神鍋ブル－リッジホテル

和歌山市加太１９０５ TEL073－459－0015

兵庫県豊岡市日高町栗栖野 55

シーサイドホテル舞子ビラ神戸

リゾートヴィラハチ北

TEL0796－45－1200

神戸市垂水区東舞子町 TEL078－706－7767

兵庫県美方郡香美町村岡区和池 TEL0796－96－1178

指定宿泊施設
セラヴィリゾート泉郷

全国２３地区３４施設を会員料金で利用

専用ＨＰ

http://www.izumigo.co.jp/hojo/

秋田 田沢湖

あきた芸術村 温泉ゆぽぽ

福島 裏磐梯

裏磐梯レイクリゾート 五色の森

栃木 那須高原

那須陽光ホテル

群馬 軽井沢

ヴィラ北軽井沢 エルウイング

新潟 十日町

あてま高原リゾートベルナティオ

静岡 伊豆

Ｗａｎ’ｓ Ｒｅｓｏｒｔ 城ヶ崎海岸

山梨 清里

清里高原ホテル

静岡 浜名湖

浜名湖グランドホテル さざなみ館

山梨 山中湖

Ｗａｎ’ｓ Ｒｅｓｏｒｔ 山中湖
ネオオリエンタルリゾート八ヶ岳高原 花ホテル

山梨 八ヶ岳高原 ネオオリエンタルリゾート八ヶ岳高原 コテージ

八ヶ岳わんわんパラダイス
ホテルアンビエント安曇野
長野 安曇野

長野 蓼科高原

岐阜 高山

ホテルアンビエント伊豆高原 本館
静岡伊豆高原

ホテルアンビエント伊豆高原 アネックス
ホテルアンビエント 伊豆高原 コテージ
伊豆高原わんわんパラダイスホテル

三重 鳥羽

ホテルアルティア鳥羽
鳥羽わんわんパラダイスホテル

三重 松阪

松阪わんわんパラダイス 森のホテルスメール

奈良 吉野山

吉野山 名園の宿 竹林院群芳園

和歌山 南紀白浜

南紀白浜 柳屋

ホテルアンビエント安曇野コテージ

兵庫 加西

青野運動公苑 アオノスポーツホテル

安曇野わんわんパラダイスコテージ

兵庫 三木

ネスタリゾート神戸 ホテル ザ パヴォーネ

ホテルアンビエント蓼科

香川 小豆島

リゾートホテル オリビアン小豆島

ホテルアンビエント蓼科 コテージ

広島 宮島

安芸グランドホテル

蓼科わんわんパラダイスコテージ

沖縄 石垣島

ホテルベルハーモニー石垣島

高山わんわんパラダイスホテル

●予約・お問い合わせ
①電話 予約センター：０５０-５８４６-１２３４ ｢西宮市福祉共済会員｣とお申し出ください。
受付時間：月～土／１０:００～１８:００ 日・祝日および１２/２９～１/３は休業。
②インターネット予約 専用ＨＰ http://www.izumigo.co.jp/hojo/
トップシーズン利用日
予約受付開始日
初期登録が必要です。上記 URL「法人会員専用サイト」→ページ中央「インター
ゴールデンウィーク
４／２９～３０
３／２６
ネット予約はこちらから」→「初めてご利用される方へ」→企業／会員 ID「kyosai」
７／１７～７／３１
６／１６
サマーシーズン
パスワード「２３３７７５」を入力し、登録してください。
８／１～６、１５～２９
６／２５
●シーズンにより料金、提供プランが異なりますので詳細はＨＰをご参照ください。
年末年始
１２／２４～１２／３０
１１／５
なお、Ａシーズン(5/1～5/4、8/7～8/14、12/31～1/2)は利用できません。
●予約受付開始日 ⇒４ヶ月前の同日より。但しトップシーズンは右表のとおり。
●予約の取り消し・変更について ご利用日の１週間前以降、特別営業期間（ＧＷ･夏休み･年末年始）は２週間前以降に取消、人数変
更が発生した場合にキャンセル料がかかります。

１５

指定宿泊施設
ひょうご憩の宿グループ
新たんば荘

いこいの村はりま
赤穂ハイツ

兵庫県加西市笹倉町 TEL 0790－44－1750

象

利用方法

六甲保養荘

西宮市越水字社家郷山 TEL 0798－73－1351

福祉共済と割引契約をしている宿泊施設です。
（指定宿泊施設ではありませんので１泊 1,000 円の補助は受けられません）

会員と同伴家族
①予約の際は必ず西宮市中小企業勤労者福祉共済会員であることを伝えてください。
②利用に際しては、原則として事前に会員証を提示してください。
施設名

料

東急ホテルズ

予約センター 0120-21-5489 または 直接各施設へ
ホームページ https://www.tokyuhotels.co.jp/biz/
ＩＤ(法人会員番号) 300200186 パスワード ref109

ホテル北野プラザ六甲荘
神戸市中央区北野町 1-1-14

TEL078－241－2451

FAX078－241－2497

湯快リゾート 温泉宿泊ギフト券
北陸～九州２９館の湯快リゾート全館で利用できます
購入方法

兵庫県淡路市志筑 TEL 0799－62－1561

兵庫県赤穂市尾崎向山 TEL 0791－48－8935

割引利用宿泊施設
対

津名ハイツ

兵庫県丹波篠山市郡家 TEL 079－552－3111

０７５－３５４－１１２６に電話し、西宮市中小企業勤
労者福祉共済会員の旨を伝える。

割引利用宿泊施設

全福センター割引協定

金／割引内容

契約法人特別料金適用。
詳しくは左記ホームページよりログインしご確認ください。
（季節、施設によって条件が異なります）

一人あたり一泊朝食付税サービス料込
シングル平日￥７,５００(一般\9,500）
ツイン 平日￥７,０００(一般\9,000）
※ホテル指定の特定日(休前日等)は 2,000 円アップ

通常価格５,０００円(税込)→特別価格４,７００円(税込)
支払いは銀行振込のみ。別途、郵送料 500 円要。
チケット有効期間は購入日より１年。
※全福センター割引と併用できます。

詳しくは､全福センターホームページをご覧ください。

https://www.zenpuku.or.jp
（指定宿泊施設ではありませんので１泊 1,000 円の補助は受けられません） [ログイン ID] kk [パスワード] zenpuku
「全福センター会員」として割引利用できる宿泊施設が多数あります。

〔施設一例]

かんぽの宿

公営国民宿舎

ルートインホテルズ
ＨＭＩホテルグループ

１６

プリンスホテル

ワシントングループホテル

グランビスタホテル＆リゾート
湯快リゾート

(会員制リゾートホテル)ダイヤモンドソサエティ

ほか

