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号 外
平成 28 年３月発行

保 存 版

昨年お届けいたしました「事業案内（平成 27・28 年度版）でご紹介した施設で、
４月１日以降に新規契約、契約変更・解除、内容を訂正する施設を掲載いたしました。
また、検討中の施設もありますが、決まり次第「ほっと・たいむ葛飾」でお知らせ
いたします。「事業案内（平成 27・28年度版）」と併せてご活用ください。
注 「P」は「事業案内（平成 27・28年度版）」の掲載ページです。

　契約を解除する施設等
Ｐ 39　ファミリー湯宴ランド　

Ｐ 26　Ｐ 27　トッパントラベルサービス　　

Ｐ 41　船橋健康センター ゆとろぎの湯

変更または訂正のある施設等
指定宿泊施設
Ｐ14　ホテルリステル猪苗代　●東京案内所の電話番号を「03-3356-3331」に訂正してください。

ホテルビューパレス　●契約料金が変更になる予定です。

Ｐ 15　鬼怒川プラザホテル　●契約料金が「11,880 円（平日休日）から」に変更になります。

福一　●契約料金が「21,600 円（平日）から」に変更になります。

Ｐ 16　箱根ホテル 小涌園　●契約料金が「14,000 円（月～木）から」に変更になります。

Ｐ 17　ペンションコットンハウス　（飯山線飯山駅からバス 25分八方塚下車）を（飯山線飯山駅からバス 25分山の家

前下車）に訂正してください。

Ｐ 19　熱海シーサイドスパ＆リゾート　予約先の電話番号を「0557-82-8111」に訂正してください。

伊豆網代温泉 松風苑　◆ワンポイントに「貸切風呂もございます。」を追加してください。

民宿 吉右衛門　●契約料金「夏休み 7/19 ～ 8/31」を「「夏休み 7/16 ～ 8/31」に訂正してください。

Ｐ 20　ハイツ＆いこいの村　北海道・東北の　「■いこいの湯宿いろは」の※を削除してください。北海道・東北の

健康ランド
東京ドーム天然温泉　スパラクーア

P39の健康ランドに、東京ドーム天然温泉　スパラクーアが加わり、

「健康ランド等利用券」が使えるようになりました。ぜひ、ご利用ください。

●利用料金（補助付）1,450円（土・日・祝日・特定日は324円増）

●小学生未満の方は入館できません。また、18歳未満の方は利用制限があります。

新たに追加される利用補助新たに追加される利用補助 新 規
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「■いこいの村岩手」、関東の「■ニューサンピア栃木」、中国の「■いこいの村ひろしま」、九州の「■直方いこ

いの村」「■庄内温泉筑豊ハイツ」「■武雄温泉ハイツ」「■火の国ハイツ」「■ホテルベイグランド国東」を削

除してください。「■ながさき式見ハイツ」は、「■長崎あぐりの丘高原ホテル」に訂正してください。末尾の「※

平成 27年 5月 7日～ 6月 12日の間改修工事の為休館いたします。」を削除してください。

Ｐ 21　東急ホテルズ　※専用サイトの「service/refrec/index.html」を削除してください。「■帯広東急イン」「■釧

路東急イン」「■新潟東急REI ホテル」「■和歌山東急イン」「■下関東急REI ホテル」を削除してください。

「■二子玉川エクセルホテル東急　☎ 03-3700-1093」「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 ☎ 06-6460-0109」を追加してください。

Ｐ 22　セラヴィリゾート泉郷　■利用料金　●ホテル（宿泊のみ）「（1泊２食付プラン）11,300 円～」が「（1泊２

食付プラン）9,220 円～」に、●花ホテル（宿泊のみ）「（1泊２食付プラン）12,300 円～」が「（1泊２食付プ

ラン）11,380 円～」に変更になります。

Ｐ 23　四季倶楽部　施設名「レヴェシエ三浦海岸」と静岡県熱海「あたみ小嵐荘」を削除してください。

添寝０歳児施設利用料が、無料から 500円（アメニティーなし）に変更になりました。

特定宿泊施設
Ｐ24　■取扱店　「近畿日本ツーリスト（葛飾区役所旅行コーナー）」を「近畿日本ツーリスト（葛飾区役所内旅行コー

ナー）」に訂正してください。また、「トッパントラベルサービス（電話、ファックス、ホームぺージでの取扱い）」

を削除してください。■利用方法の右表「近畿日本ツーリストと日本旅行の流れ」を「近畿日本ツーリストの流

れ」に、また「近畿日本ツーリスト区役所内旅行センター」を「近畿日本ツーリスト区役所内旅行コーナー」に

訂正してください。「トッパントラベルサービスの流れ」を削除してください。

Ｐ 25　「旅のプロが厳選したお宿を満載」の枠の中の「おたのしみクーポン」を「みちしるべ」に、その内容を「地域

ごとの地元情報と当地の魅力をお伝えして、旅行者が自由に行程を決められる宿泊プラン。北海道から沖縄まで

21のエリアを網羅しています。」に訂正してください。

はとバス
Ｐ28　■利用方法　末尾に「お支払いは現金のみとなります。」を追加してください。

クルーズ
Ｐ28　■東海汽船　航路の「伊豆七島」を「伊豆諸島」に訂正してください。

東京ディズニーリゾート
Ｐ30　「東京ディズニーランド」「東京ディズニーシー」のチケットの価格が改訂されます。

１デイパスポート…大人「6,900 円」が「7,400 円」に、中人「6,000 円」が「6,400 円」に、小人「4,500 円」

が「4,800 円」に改定されます。その他の価格については、ホームページをご覧ください。また、「マジックキ

ングダムクラブ・メンバーズカード」が平成２８年３月３１日を持って終了し、「特別利用券」が「コーポレー

トプログラム利用券」に変わります。

スパリゾートハワイアンズ
Ｐ31　●交通　「バス」を「無料送迎バス運行中（定期便、宿泊専用ではありません）」に、「タクシー 15分」を「タクシー

10分」に訂正してください。また「常磐道いわき湯本ＩＣから３分」の後に、「首都圏から、宿泊者専用無料送

迎バス運行中（予約制）」を追加してください。　

東武動物公園　
Ｐ31　●ホームページの「/cgi-bin/pcindex.php」を削除してください。

ＦＵＪＩＹＡＭＡ倶楽部
Ｐ32　「お問い合わせ及びホテル・ゴルフ場の予約は」の欄を削除してください。

各種遊園施設
Ｐ33　表の「利用者負担金」

富士急ハイランド　入園料が大人「1,100 円」、小人「400 円」、入園料＋フリーパスが、 大人「4,800 円」、
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中人「4,300 円」、「小人 3,600 円」に変更になります。

鴨川シーワールド　入園料が大人「2,150 円」、小人「930円」に変更になります。

よみうりランド　入園料が大人「1,200 円」、中高生「900 円」、小学生以下「500 円」に、ワンデーパスが、

大人「4,600 円」、中高生「3,600 円」、小学生以下「3,200 円」に、プール付ワンデーパスが、大人「5,200 円」、

中高生「4,600 円」、小学生以下「4,400 円」に、プールＷＡＩが、大人「2,600 円」、中高生「2,000 円」、

小学生以下「1,600 円」に変更になります。

ぐりんぱ　入園料が大人「750円」、小人「350円」に、

ワンデークーポンが、大人「2,500 円」、小人「1,900 円」に変更になります。

さがみ湖リゾートプレジャーフォレスト　入園料＋乗物乗り放題が、大人「3,200 円」、

小人「2,500 円」に、入浴施設（平日）が、大人「600円」、 小人「150円」に、

入浴施設（土・休日）が、大人「680円」、小人「200円」に、変更になります。

Ｐ 33　よみうりランド　電話番号を「044－ 966 － 1133」に変更してください。

那須りんどう湖ＬＡＫＥ ＶＩＷＥ　「那須りんどう湖ＬＡＫＥ ＶＩＥＷ」に訂正してください。

Ｐ 34　箱根小涌園ユネッサン　「（0000 － 3003）」を削除してください。

エプソンアクアパーク品川　「アクアパーク品川」に変わりました。種別欄の「（リニューアルオープンは施設に

ご相談ください）」、備考欄の「現在休館中、夏頃リニューアルオープン予定」を削除してください。

船橋三番瀬海浜公園　「ふなばし三番瀬海浜公園」に訂正してください。

ゴルフ場
Ｐ37　太平洋クラブグループ　契約料金　市原コースの平日が「9,550 円」に、土日が「19,050 円」に、成田コース

の平日が「15,850 円」に、土日が「26,850 円」に、佐野ヒルクレストコースの平日が「11,840 円」に、土日

が「20,840 円」に、益子コースの平日が「6,540 円」に、土日が「12,840 円」に、美野里コースの平日が「10,840

円」に、土日が「18,840 円」に、大洗シャーウッドコースの平日が「8,240 円」に、土日が「15,540 円」に、

相模コースの平日が「13,740 円」に、土日が「20,040 円」に、高崎コースの平日が「6,140 円」に、土日が「11,040

円」に、白河リゾートコースの土日が「6,740 円」に、軽井沢リゾートコースの平日が「8,540 円」に、土日が「10,840

円」に変更になります。

ゴルフ練習場
Ｐ39　フナボリゴルフ　フナボリゴルフプリペイドカードは、ご利用が少なかったため、在庫がなくなり次第終了とな

ります。

健康ランド
Ｐ40　大江戸温泉物語　浦安万華郷　利用料金（補助付）が、大人（中学生以上）「1,124 円」、小人（４歳～小学生）「110

　　　円」、契約料金が、大人（中学生以上）「1,424 円」、小人（４歳～小学生）「410 円」に変更になります。●深

夜料金欄の「1,700 円」を削除してください。●水着ゾーン欄の「（レンタル水着 600円）」を「（レンタル水着

あり）」に変更してください。

　　　浅草ＲＯＸまつり湯　利用料金（補助付）が、大人（中学生以上）「1,590 円」、小人（３歳～小学生）「645円」、

契約料金が、大人（中学生以上）「1,890 円」、小人（３歳～小学生）「945円」、一般料金が、大人（中学生以上）

「2,700 円」、小人（３歳～小学生）「1,350 円」に変更になります。　「●休日割増　土・日・祝日及び特定日

は 324円増」を追加してください。

Ｐ 41　タイムズスパ・レスタ　「ステイパック」の欄を削除してください。10月６日以降　利用料金が、「2,000 円」、

契約料金が、「2,300 円」、一般料金が「2,750 円」になります。●深夜割増料金　10月６日以降「60分ごと

に 500円」に変更になります。●土・日・祝日・特定日の追加料金が 10月６日以降 350円になります。

人間ドック
Ｐ43　こころとからだの元氣プラザ　「●男女別フロアにて実施いたします」を加えてください。
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ＮＨＫ学園
Ｐ44　■利用特典　一般受講料からの割引が 2,000 円に変更になります。

ＦＡＸが「042-574-1006」に変更になります。

■講座例　「（全 200コース）」を削除してください。一部対象外の講座など、大幅な変更がありますので、詳

しくは、お問い合わせください。

＊ＮＨＫ学園への問い合わせの際は、「全国中小企業勤労者福祉サービスセンター」の会員とお申し出ください。

全福ネット入院あんしん保険
Ｐ 48　保険料の一部に変更があります。詳しくは、お問い合わせください。

■資料請求・お問い合わせ先〈募集代理店〉　株式会社保険サポーター　住所・電話番号が、「120-0005 足立

区綾瀬３-17-25 藤和綾瀬コープ 201 －Ｂ　TEL 03-3605-0888  FAX 03-3628-6699」に、変更になり

ました。

引越センター
Ｐ 49　三協引越センター　受付時間が「9:00 ～ 18:00」に変更になります。

仏壇・仏具
Ｐ 49　■優待内容「墓石」を「墓石・工事代」に変更してください。

レンタカー
Ｐ 50　ニッポンレンタカ－　■利用方法　「加入者証の提示を求める場合があります。」「スマートフォンでも予約でき

ます。」を追加してください。

■料金表と車種　クラス「エコカー　Ｅ－Ｎ」、車種「デミオクリーンディーゼル」、一般料金　通常期「9,720 円」、

ハイシーズン「10,692 円」、ハイシーズン（北海道）「12,420 円」、ワンデイスキップ料金「7,344 円」を追加

してください。

■問い合わせ　ニッポンレンタカーアーバンネット株式会社  ワンデイスキップ担当  〒 101-0035　千代田区

神田紺屋町１７ ＳＩＡ神田スクエア５Ｆ　TEL 03-6859-6177  FAX 03-6859-6178 に変更になりました。

枠外の「なお、引き続き従来のワンデイクーポンサービスもご利用いただけますので、詳しくはお問合せくださ

い。」を削除してください。

結婚式場
Ｐ 51　浅草ビューホテル　特別プラン　50名様が「1,350,000 円」に、一人増・一人減が「18,000 円」に変更になります。

契約内容　「披露宴会場」を削除してください。特典「※新郎新婦挙式当日宿泊（デラックスタイプ）」を削除

してください。

外壁・屋根塗装・リフォーム
Ｐ 53　株式会社 ペンタくん　 店舗案内　「藤沢店」を「湘南店」に変更してください。

デパート
Ｐ 53　三越・伊勢丹　「仏事ご返礼品」に「慶事ご返礼品」が加わりました。

詳しくは、ホームページ「http://mi-gift.jp/9018k/」か「ほっとたいむ葛飾 三越伊勢丹ギフト」をご覧ください。

　　　　

割引協定契約施設　全福ネット
Ｐ 55　「ルートインジャパン（株）[ホテルルートイン・アークホテルなど ]」、「星野リゾートグループホテル」と最低

価格保証の法人契約をしました。本特典は、インターネットからの予約に限ります。

また、「タマホーム」、「キッザニア」と新規契約をしました。

詳しくは、共済会ホームページからご確認ください。


