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事業案内　改訂版
事業案内2017・2018の改訂版 （保存版）

２０１８．４~

項目 改訂箇所 改訂内容 搭載
頁     

1　福利共済会のあらまし・事務
事務の手引

記述全面修正

■ 入会の手続き
１．  共済会窓口に直接お越しいただくか、電話にてご連絡ください。

窓口にお越しの際は、「通帳」「銀行届出印」「認印」をご持参 
ください。

　　※個人入会の方は、下記３の勤務証明書もご持参ください。
２．  「入会申込書」及び「預金口座振替依頼書」をご記入いただき、

入会金と会費を添えて、窓口か郵送でご提出ください。
　　  【郵送でお手続きをされる場合は、同封された払込取扱票（郵

便局）にて入会金と会費をお支払いください】
【事業所入会】
1．入会申込書（人数分）
2．預金口座振替依頼書

【個人入会】　※個人入会の方は、窓口でのお手続きとなります。
1．入会申込書
2．預金口座振替依頼書
3．  事業所に勤務していることを証明する書類 

（在職証明書、給与明細書等）
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2　給付事業
改訂事項なし

3　共済会主催の事業について
バスハイク 実施回数 年10回（予定）　→　年7回（予定）　※詳細は本改訂版8ページ参照

11
インターネット申し込み先 katsushika@or.knt.co.jp

4　トラベル
指定宿泊施設
ホテルリステル猪苗代 名称追記 ホテルリステル猪苗代ウイングタワー 14

那須高原別荘村 繭の里 契約終了 契約終了 14

斑尾エルムペンション 契約料金変更 8,000円（日曜日～金曜日）　　8,500円（休前日・土曜日） 18

リゾートペンション
ヴィヴァルディ ワンポイント変更

2017年ウィンターリニューアルオープン。信州･白馬ペンション
ヴィヴァルディです。
森のちいさなお宿を40代夫婦が営みます。スキー場まで車で5分。 18

契約料金変更 9,720円（平日）から

所在地一部削除 （大糸線白馬駅から送迎バス約10分）

伊豆網代温泉　松風苑 所在地一部変更 （伊東線網代駅から送迎バスで約7分） 19

パック旅行
近畿日本ツーリスト

商品一部削除
★国内旅行メイト

（往復の交通がセットになった商品及び添乗員同行のコースが対象
となります。） 

20
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指定宿泊施設
HMIホテルグループ

新規契約

いい旅、いい宿、出会いの始まり。
HMIホテルグループは、全国に53のホテル・旅館とスポーツ＆ 
カルチャー6施設を運営し皆さまのお越しをお待ち致しております。
■予約方法　  HMIホテルグループの契約法人専用のインターネットサイト

http://www.hmi-hotel.co.jp/hojin/
からお申し込みくだい。

ページ中央の「法人会員の方はこちら」をクリック　⇒
初めてご利用の方の「ユーザー登録へ」をクリック。
企業ID 「H000011」 エイチ ゼロ ゼロ ゼロ ゼロ イチ イチ
企業パスワード 「hmi」 エイチ エム アイ

（大文字 ・小大文字  どちらでも認識可能）
を入力してお客様登録画面にお進みください。
※  2回目以降は初回登録いただいた個人のIDとパスワード 

のみでご利用いただけます。
■利用対象・利用補助・利用方法はP.13をご覧ください。
■利用料金　正規料金の5％～50％割引料金で利用できます。

新規

HMIホテルグループ一覧
地域 施設名 住所 地域 施設名 住所

北海道 ホテルパールシティ札幌 北海道札幌市中央区北3条西2丁目1-26

北陸

ホテルウェルネス能登路（千里浜やわらぎ温泉） 石川県羽咋郡宝達志水町敷浪5-48-2

東北

ホテルクラウンパレス青森 青森県青森市本町5-5-4 ホテル北陸古賀乃井（片山津温泉） 石川県加賀市片山津温泉ア5

ホテルパールシティ八戸 青森県八戸市城下2-2-22 ホテル大のや（山代温泉） 石川県加賀市山代温泉18-117

ホテルクラウンパレス秋北 秋田県大館市片町7

近畿

ホテルウェルネス鈴鹿路（湯の山温泉） 三重県三重郡菰野町菰野江田8474-177

ホテルパールシティ秋田川反 秋田県秋田市大町3-4-18 ホテル平安の森京都（京都東山） 京都府京都市左京区岡崎東天王町51

ホテルパールシティ秋田竿燈大通り 秋田県秋田市大町2-2-3 ホテルウェルネス飛鳥路（奈良） 奈良県奈良市高畑町778-1

ホテルパールシティ秋田大町 秋田県秋田市大町2-6-25 ホテルウェルネス大和路（奈良） 奈良県桜井市山田299-1

ホテルウェルネス横手路（横手温泉） 秋田県横手市婦気大堤田久保1-294 ホテルクラウンパレス神戸 兵庫県神戸市中央区東川崎町1-3-5

ホテルパールシティ盛岡 岩手県盛岡市大通3-7-19 ホテルパールシティ神戸 兵庫県神戸市中央区港島中町7-5-1

ホテルパールシティ気仙沼 宮城県気仙沼市古町3-2-42

中国

三朝ロイヤルホテル（三朝温泉） 鳥取県東伯郡三朝町大瀬1210

ホテルパールシティ仙台 宮城県仙台市青葉区一番町2-8-9 ホテルウェルネス因幡路（湖山温泉） 鳥取県鳥取市松原343

ホテルパールシティ天童 山形県天童市東本町2-9-23 ホテルウェルネスほうき路（皆生温泉） 鳥取県米子市皆生新田3-22-12

ホテル亀屋（鳴子温泉） 宮城県大崎市鳴子温泉字車湯54-6 保性館（玉造温泉） 島根県松江市玉湯町玉造1191-1

関東

ホテル南海荘（白浜野嶋温泉） 千葉県南房総市白浜町白浜623-13 旅亭 山の井（玉造温泉） 島根県松江市玉湯町玉造1042

銀座クレストン 東京都中央区明石町8番(聖路加ガーデン) 湯本観光ホテル西京（長門湯本温泉） 山口県長門市深川湯本1051

渋谷クレストンホテル 東京都渋谷区神山町10-8 四国 ザ　クラウンパレス新阪急高知 高知県高知市本町4-2-50

調布クレストンホテル 東京都調布市小島町1-38-1 調布パルコ

九州

ホテルクラウンパレス小倉 福岡県北九州市小倉北区馬借1-2-1

甲信
ホテルクラウンパレス甲府 山梨県甲府市朝気1-2-1 ホテルパールシティ黒崎 福岡県北九州市八幡西区黒崎3-7-7

諏訪レイクサイドホテル（上諏訪温泉） 長野県諏訪市高島2-1201-48 ホテルクラウンパレス北九州 福岡県北九州市八幡西区東曲里町3-1

東海

ホテル ラヴィエ川良（伊東温泉） 静岡県伊東市竹の内1-1-3 長崎にっしょうかん（長崎） 長崎県長崎市西坂町20-1

大仙家（畑毛温泉） 静岡県伊豆の国市奈古谷655 にっしょうかん新館　梅松鶴（長崎） 長崎県長崎市浜平町2-14-1

つま恋リゾート 彩の郷（掛川） 静岡県掛川市満水2000 にっしょうかん別邸　紅葉亭（長崎） 長崎県長崎市立山5-13-65

グランドホテル浜松 静岡県浜松市中区東伊場1-3-1 八代グランドホテル 熊本県八代市旭中央通り10-1

ホテルクラウンパレス浜松 静岡県浜松市中区板屋町110-17 ホテル霧島キャッスル（霧島温泉） 鹿児島県霧島市牧園町高千穂字殿之湯3878-49

伊良湖シーパーク＆スパ 愛知県田原市伊良湖町宮下2822-2
沖縄

本部グリーンパークホテル 沖縄県国頭郡本部町字古島404

ホテルクラウンパレス知立 愛知県知立市中町中128 リザンシーパークホテル谷茶ベイ 沖縄県国頭郡恩納村字谷茶1496

名古屋クレストンホテル 愛知県名古屋市中区栄3-29-1 名古屋パルコ西館

四季倶楽部 予約先受付時間変更 （受付時間　10：00～17：00）
24

施設削除 神奈川県　箱根　箱根アルパインハウス 

特定宿泊施設
（区民借上保養施設） 新規取り扱い

Bランク　犬吠埼ホテル（千葉県犬吠埼温泉）

26
Cランク　吉夢（千葉県小湊温泉）

ランク変更 Bランク　→　Aランク　　大滝ホテル（神奈川県湯河原温泉）

取り扱い終了
Aランク　館山シーサイドホテル（千葉県たてやま温泉郷）
Cランク　鴨川グランドホテル（千葉県鴨川温泉）

（つま恋リゾート彩の郷） （伊良湖シーパーク&スパ） （グランドホテル浜松）
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5　レジャー

東京ディズニーリゾート 利用方法追記 「コーポレートプログラム利用券」ご利用時に会員証の提示を求め
られる場合があります。

29
■  交通情報テレホン　

サービス番号変更 TEL 0570ー00ー3932（24時間）

スパリゾート
ハワイアンズ 契約終了 皆様に長い間ご利用いただき、ありがとうございました。

平成30年3月31日（土）をもって、契約終了となりました。 30

FUJIYAMA倶楽部

施設追加

ジャンル 施設名 所在地 優待の概要

31

温泉
さがみ湖温泉 うるり 相模原市

入館料割引
あだたら山 奥岳の湯 福島県二本松市

ロープウェイ
あだたら山 ロープウェイ 福島県二本松市

乗車料割引
身延山ロープウェイ 山梨県身延町

観光施設

フジヤマミュージアム 富士吉田市 入館料割引 

忍野しのびの里 山梨県忍野村 入園料割引 

水陸両用バス KABA 山中湖村 乗車料割引 

PICAリゾー キャンプ場 富士吉田市ほか 宿泊料金5％OFF

各種遊園施設
東京サマーランド 夏季営業期間 7／1～9／30 32

よみうりランド 電話番号変更 044－966－1111 32

すみだ水族館 契約終了 契約終了 32

那須りんどう湖
LAKE　VIEW 料金改訂 入園料＋とくとく乗物券　　大人 2,700円　　小人 2,300円 33

箱根小涌園ユネッサン 料金改訂
土日祝日、5/3～5/4、8/1～8/31は、大人200円、小人100円の
追加料金が必要です。
森の湯（裸エリア） 利用者負担金　大人 1,200円　　小人 700円

33

富士急ハイランド チケット種別 「入園料のみ」の取り扱いがなくなりました。 33

さがみ湖リゾート
プレジャーフォレスト 電話番号変更 0570－037－353 33

あぶくま洞 備考欄追加 ●幼児無料 34

プロ野球・大相撲

読売ジャイアンツ戦 指定席変更
（スカイシート） ビームシート　1階　A10ブロック2列305・306番 35

日本ハムファイターズ戦

全面変更

あっせん形式から「専用　WEB購入方式」になりました。
ファイターズファンクラブ会員価格にて購入できます。
WEB上の専用購入フォームから、会員様ご自身で注文・クレジッ
トカー ド決済を行い、ご購入となります。

35

映画鑑賞
あっせん枚数変更 平成30年5月まで「1会員月5枚まで」→6月から「1会員月6枚まで」

35
◆お知らせ追加

ホームページに、現在取り扱っている映画鑑賞券一覧を掲載して
います。毎月第1水曜日（営業日）の翌々日の金曜日に更新してい
ます。（変更となる月があります。）
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6　健康
日帰り温泉施設等

大江戸温泉物語 浦安万華郷

料金改訂

区分 利用料金 契約料金 一般料金

36

大人
1,232円 1,532円

1,856円 

大人（休日割増） 2,180円  

小人
 218円  518円

 842円

小人（休日割増）  950円

幼児 無料 無料 無料

備考欄修正

◆ 休日割増：土・日・祝日
◆ 特定日は割引対象外です。（ゴールデンウィーク、お盆、年始） 
● 午前2時以降は深夜加算料金が必要です。
◇   水着露天風呂：ご家族やカップルで一緒に楽しめる、 

水着着用の男女温浴エリアです。

タイムズ スパ・レスタ

料金改訂

区分 利用料金 契約料金 一般料金

36大人 2,200円 2,500円 2,750円 

大人（休日割増） 2,550円 2,850円 3,100円 

東京ドーム天然温泉 施設電話番号 ☎03－3817－4173

37

スパ ラクーア

料金改訂

区分 利用料金 契約料金 一般料金

大人 1,660円 1,960円 2,850円

小人 1,660円 1,960円 2,052円

備考欄修正

■ 大人：18歳以上　　　小人：6～17歳
◆  土・日・祝日及び特定日は、324円別途かかります。
　（特定日は、施設のホームページで確認してください。）
　（0～5歳のお子様は、安全管理上ご入館をお断りしております。）
　※  6～17歳は保護者（6～11歳のご利用は同性の保護者）同伴

のもと午後6時まで（最終入館は午後3時）の利用となります。
　※ 法人サービスカウンター（東京ドームシティ ミーツポート2F 

10：00～19：00）にて、会員証を提示して入場券を購入      
してください。

人間ドック 

池袋ロイヤルクリニック 所在地修正 豊島区東池袋1ー21ー11　オーク池袋ビルディング　8F・9F・10F

38営業時間追記 8：00～17：30（月～金曜日）　8：00～13：30（土曜日）

9F説明修正 健診フロア（脳ドック・肺ドック・内視鏡）・ロイヤルサロン

フィットネスクラブ

リリオセントラル
フィットネスクラブ 名称変更 セントラルフィットネスクラブ亀有 39
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7　スポーツ
ゴルフ場

山田クラブ21 電話番号変更 平成倶楽部　048－581－1120
南茂原カントリークラブ　0475－47－1111 41

ゴルフ練習場
改訂事項なし

ボウリング場
改訂事項なし

８　カルチャー
カルチャー
よみうりカルチャー センター名変更 京葉センター　→　船橋ららぽーとセンター

43
センター削除 青山センター　　昭和記念公園センター

各種国家資格・検定試験 利用方法2行目一部削除 介護職員新任者研修（講習会） 43

9　指定店
自動車教習所

京成ドライビングスクール 営業時間変更 月曜日～土曜日　9：30～20：30
日曜・祝日　　　8：30～17：20 44

引越センター
三協引越センター 契約終了 契約終了 46

レンタカー
ニッポンレンタカー 最上段表記一部削除 （ワンデイスキップ　1日（24時間）単位で利用できます。）

47利用方法表記一部削除 会員証の提示を求める場合があります。

注意事項5行目表記一部削除 ●利尻・礼文・能登空港・和倉温泉・七尾営業所ではご利用いただけません。

結婚式場
浅草ビューホテル 契約内容追加 料理・お飲み物（フリードリンク、ウェルカムドリンク） 48

ホテルオークラ東京ベイ 契約内容削除 衣装 (プラン用衣装から新郎新婦各1点)　美容着付け (ヘアメイク含む)
入刀用ケーキ　ブーケ 48

契約内容追加 介添料・席札・音響設備、招待状

シティホテル
浅草ビューホテル 表記訂正 表の中段　　営業時間　　→　　割引内容 49

デパート
高島屋 会員証取扱場所移設 ◆日本橋店　本館4階サービスカウンター 49

三越伊勢丹

割引内容修正

商品価格欄内に
(♭) 記載のお品物　カタログからの5％割引
 ♭ 記載のお品物　カタログからの10％割引
♭  記載のお品物　カタログからの15％割引

50
割引内容追記 ④ご挨拶状無料サービス（弔事のみ：ご用命件数分を無料作成）

最下段の申込の表変更 三越伊勢丹ギフト「特別ご契約」企業・団体のお客さまへ
http://www.mistore.jp/onlinestore/benefit/
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箱根小涌園 ユネッサンのパスポート（ユネッサン＆森の湯）

　プールみたいに、はしゃげる温泉！　水着で遊ぶユネッサン！
　水着で楽しむお風呂めぐり。さまざまな種類のお風呂やプールは1日では回りきれないほどです。
　あっせん料金　大人　1,500円　（一般料金4,100円）
　あっせん料金　小人　1,000円　（一般料金2,100円）　※3歳～小学生　1会員5枚まで
３月号に同封しています「平成30年度遊園施設利用補助券」（黄色）よりもお得な価格で
あっせんいたします。
ご使用にあたっては、有効期限がございますのでご了承ください。
詳細は、5月号をご覧ください。

「平成30年度遊園施設利用補助券」（黄色）も、表示の利用者負担金でご利用できます。

開催日が決定しました。今年度は、東京ディズニーシー®です。　
詳細は、「ほっと・たいむ葛飾」を参照してください。

日　程 2018年7月1日（日）　※雨天決行

参加費 大人（18歳以上） 6,000円 （一般料金 7,400円）

 中人（12～17歳）中学・高校生 5,000円 （一般料金 6,400円）

 小人（ 4～11歳）幼児・小学生 3,500円 （一般料金 4,800円）

会　場 東京ディズニーシー「ケープコッド・クックオフ」

１０　全福センター案内
改訂事項なし

１１　チケット

チケット郵送申込書
⑦ チケット郵送申し込みの場合、発売開始日の翌日以降の取り扱

いとなります。
　チケットによっては売り切れとなる場合がございます。

56

１２　規約
改訂事項なし

１３　届出書類
入会申込書 注意事項追記 FAX不可 62

新規取り扱い事業

パーク・ファン・パーティー

※参加費には、パーティー・パスポート・保険代が含まれます。

（イメージ） （イメージ） （イメージ）

（イメージ）
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新たな主催事業として

　　　観劇観賞　＋　ホテルでのお食事　の
セットで実施することになりました。
詳細は、秋に発行する「ほっと・たいむ葛飾」を参照してください。

観劇内容及び食事は　未定　です。

大磯ロングビーチ　夏は家族で幸せPOOL！

詳細は、5月号「ほっと・たいむ葛飾」を参照してください。

実施予定日 実施予定内容
平成30年　 5月13日（日） メロン狩りと大桶盛御膳
平成30年　 6月10日（日） さくらんぼ狩りと石和温泉「ホテル石風」の会席膳
平成30年　 9月 9日（日） ぶどう狩りと秋の花めぐり
平成30年　10月14日（日） リンゴ狩りと秋の収穫ツアー
平成30年　12月 9日（日） イルミネーション＋お買い物ツアー
平成31年　 1月20日（日） いちご狩りとホテルランチ
平成31年　 2月17日（日） みかん狩りと豪華昼食

事務局から 各種お手続きなど、お気軽に来所ください。事務局職員一同笑顔でお迎えいたします。

〒125-0062　東京都葛飾区青戸7-2-1.　テクノプラザかつしか
交通機関　　　京成青砥駅から徒歩約12分
 　　　　　　  京成バス： 亀有←<青砥駅入口 経由>→新小岩
                                        （テクノプラザかつしか 下車）
                      都バス　： 金町←→浅草寿町（亀有新道入口 下車）
                      京成バス： 亀有←→京成小岩（亀有新道 下車）

実施予定内容は、施設の関係で大幅
に変更となる場合がございます。詳
細は、直近の「ほっと・たいむ葛飾」
でご確認ください。

新規 主催事業

新規 夏の施設

バスハイクの日程

５月号に同封している
「2018年プール・
  海の家利用補助券」で
ご利用いただけます。

大磯ロングビーチ全景 ホテル前 ウォータースライダー 流れるプール（イメージ）

四季劇場［夏］／外観 四季劇場［夏］内観　　撮影：下坂敦俊

キャッツ・シアター（イメージ）

電通四季劇場[海]／外観　　撮影：平木千尋


