
F E D E R A T I O N  J O U R N A L
市町村・都市職員共済組合 「旅と宿」

宿 泊 施 設 一 覧
　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
利用するすることができます。
　また、お得なプランを用意している宿泊施設もございます。
　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。

北海道／
札幌市 ホテルポールスター札幌
シングル素泊り　自組 6,930 円　他組 6,930 円
シングル朝食付　自組 7,500 円　他組 8,190 円
平成 25 年 8 月 1 日（木）〜 12 月 5 日（木）まで
の期間、施設改修工事のため全館休館となります。
〒 060-0004 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

北海道／
札幌市 ホテルノースシティ
シングル素泊り 7,210 円（税サ込）〜
シングル朝食付 7,710 円（税サ込）〜
※詳しくは施設へ直接お問合せください。

〒064-8645 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／
松島町 パレス松洲
1 泊 2 食付 9,800 円〜
おかげ様でオープンより 25 周年を迎え、特
別謝恩プラン（6 月〜翌年 3 月まで）を実施中
です。是非ご利用ください。
〒981-0215 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／
鶴岡市 うしお荘
平成 25 年 7 月 1 日リニューアルオープン
旬の幸をご賞味ください。
季節の特別膳　グルメコース　11,500 円（税
サ込）〜
※その他、通常コースもご用意しております。8,000 円（税サ込）〜
〒997-1201 山形県鶴岡市湯野浜1-11-23

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

旅と宿
http://www.ctv-yado.jp/

「旅と宿」ホームページにて、
各宿泊施設の詳細情報を
ご覧いただけます。
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駅から徒歩 3 分の好立地。結婚式・会議・宴
会にも最適です。
シングル 4,851 円（税サ込）〜　朝食（和・洋）840 円
5 階フロアにサウナ完備　駐車場無料　無線 LAN 設置

ご夕食にフルコース、又は会席料理をお選びい
ただくプランです。
お一人様 1泊夕・朝食付 10,000 円（税サ込）

［組合員限定！2 食付プラン］
アップルパレス青森青森県／

青森市

〒030-0802 青森県青森市本町5-1-5

☎017-723-5600
http://www.apple-palace.com/

福島県／
福島市 ホテル福島グリーンパレス

〒960-8068 福島県福島市太田町13-53

☎024-533-1171
http://www.fukushimagp.com/

山形県／
南陽市 むつみ荘
山形の美味の数々、米沢牛とワインをご賞味ください。
季節の特別膳 12,500 円（税サ込）〜、米沢牛コース
13,500 円（税サ込）〜、その他、通常コースもご用
意しております。8,500 円（税サ込）〜
〒999-2211 山形県南陽市赤湯字森先233-1

☎0238-43-3035
http://www.mutsumisou.jp/
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山梨県／
笛吹市 ホテルやまなみ
1 泊 2 食付（税サ込）
・自組・他組　平日 10,500 円〜　土・休前日 13,000 円〜
・その他　平日 11,500 円〜　土・休前日 14,000 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

新潟県／
長岡市 アクアーレ長岡
日〜金曜日　1泊 2 食付　8,500 円〜
土・祝前日　1泊 2 食付　11,000 円〜
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/

［宿泊料金］

富山県／
中新川郡 グリーンビュー立山
平日 11,400 円〜　
土・祝前日 12,600 円〜　
年末・年始 16,840 円〜

（1 泊 2 食付、税サ込）
〒930-1405 富山県中新川郡立山町千寿ヶ原

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

1泊2食付11,700円（税サ込・定員利用）〜
※休前日・夏季期間・年末年始は除きます。
新メニュー「健康膳」は、低カロリーなのに
おいしいと評判です!!

1 泊 2 食付 8,928 円（税込）〜
日本海の夕日に絶景露天風呂と海の幸。露天風呂付
客室、足湯もございます。連泊で更にお安くなります。
〒958-0037 新潟県村上市瀬波温泉1-2-17

☎0254-52-5291
http://www.kyousai-niigata.jp

茨城県／
東茨城郡 大洗鷗松亭

〒 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/

栃木県／
那須郡 那須の森ヴィレッジ
［申込］直接
［料金］1泊 2 食付（税サ入湯税込）9,500 円〜
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
http://www.c-scskyousai.or.jp/

千葉県／
千葉市 オークラ千葉ホテル
ツイン7,000円〜
（2名利用時の1名様あたり、朝食付税サ込）
駐車場と大浴場は無料。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
http://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
http://www.tokyogp.com/

神奈川県／
足柄下郡 湯河原温泉 ちとせ
1 泊 2 食付（税サ入湯税込）
平日 13,085 円〜
土・祝前日 14,240 円〜
※ 60 歳以上の方及び団体利用は別途割引プランあり。
〒259-0314 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

栃木県／
那須塩原市 ホテルニューもみぢ
［組合員料金］
1泊 2 食付（税サ込）
通常期  平日 8,812円〜  土・休前日 10,545円〜
※繁忙期・閑散期の期間および料金等は施設に直接お問合せ下さい。
〒 329-2921 栃木県那須塩原市塩原 1074

☎0287-32-3215
http://www.tochigi-kyosai.jp

群馬県／
吾妻郡 アルペンローゼ
1泊 2 食付（税サ込）　平日11,584 円〜
※シーズン 12,739 円〜
※土曜日・春・夏・冬休み・年末年始・GW 等
〒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

［組合員用］

千葉県／
鴨川市 黒潮荘
［申込］直接
［料金］1 泊２食付 11,122 円（税サ込）〜
（特定日は別料金）お得なプランもありますの
で施設へ直接お問合せください。
〒296-0004 千葉県鴨川市貝渚2565

☎04-7092-2205
http://www.c-scskyousai.or.jp/kuroshio

東京都／
立川市 ザ・クレストホテル立川
1 泊朝食付
シングル 8,316 円〜
ツイン 15,708 円〜

〒190-0022 東京都立川市錦町1-12-1

☎042-521-1111
http://www.cresthotel-tachikawa.com/

新潟県／
村上市 瀬波はまなす荘
［宿泊料金］

石川県／
小松市 おびし荘
1泊 2 食付 10,450 円　特定日11,650 円（土
曜日等）季節ごとに各種プランあり（特定日と
プランについては、直接施設へお問合せくださ
い。）
〒923-0316 石川県小松市井口町ホ55

☎0761-65-1831
http://www12.ocn.ne.jp/~obishiso/



長野県／
下高井郡 湯香里荘
1 泊 2 食付 9,400 円〜
季節毎の特別料理プランもございます。
料金等詳細については直接お問合せください。

〒381-0402 長野県下高井郡山ノ内町佐野2592

☎0269-33-2222
http://www15.ocn.ne.jp/~yukariso/

岐阜県／
下呂市 紫雲荘
1 泊 2 食付　基本料金 9,967円（税サ込）
・飛騨牛御膳などの「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。
〒509-2207 岐阜県下呂市湯之島692-23

☎0576-25-2101
http://www.geroonsen-shiunso.or.jp/

静岡県／
熱海市 シーサイドいずたが
1 泊 2 食付　平日料金 9,000 円〜（日〜木曜
泊）※除外日：GW、夏季、年末年始、休日
の前日泊　通常料金 10,545 円〜※除外日：
平日料金日、夏季、年末年始
〒413-0101 静岡県熱海市上多賀12

☎0120-73-1241
http://t-kyosai.jp/

愛知県／
犬山市 レイクサイド入鹿
料金
一室 2 名以上　大人 8,500円〜　小学生５,700円〜
年末年始　大人 11,800 円　小学生 6,300 円
1 泊 2 食付（税サ込・入湯税別）
〒484-0024 愛知県犬山市字喜六屋敷118

☎0568-67-3811
http://www.kyosai-aichi.or.jp/lake/

愛知県／
田原市 シーサイド伊良湖

※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 1,150 円加算。
〒441-3615 愛知県田原市中山町岬1-43

☎0531-35-1151
http://www.aichitoshi-kyosai.jp

三重県／
志摩市 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）・志摩コース 12,000 円〜　・お
すすめコース 14,000 円〜　・海の幸コース 16,000 円〜
〒517-0204 三重県志摩市磯部町的矢314

☎0599-57-2130
http://www.m-kyosai.jp/sunperla/

大阪府／
大阪市 シティプラザ大阪
「ミシュランガイド京都・大阪・神戸・奈良
2013」に掲載されました。
1 室素泊まり　シングル 8,925 円
コンパクトツイン 13,125 円
〒540-0029 大阪府大阪市中央区本町橋2-31

☎06-6947-7702
http://www.cityplaza.or.jp/

区分 プラン名 料金 備考
大人 デラックスプラン 9,500 円

（1泊2食付、税サ込）エコノミープラン 7,500 円
小人 お子様プラン 4,610 円

兵庫県／
神戸市 ひょうご共済会館
1泊夕食付 7,000 円（朝食サービス）
宿泊 シングル 6,000 円、ツイン 5,500 円〜、
和室 4,800 円〜　定休日 12/29 〜1/3
〒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

［得とくプラン］金・土曜日・祝前日を除く
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福井県／
あわら市 越路
1 泊 2 食付（税サ込） 閑散期 9,250 円〜
通常期 9,900 円〜　繁忙期 11,050 円〜
※閑散期、通常期、繁忙期の区分はホームペー
ジ等をご参照ください。
〒910-4121 福井県あわら市東温泉2-201

☎0776-77-3151
http://www.koshiji.biz

長野県／
長野市 サンパルテ山王
県都長野市の中枢部に位置し善光寺・松代等の
北信濃観光の拠点として最適なロケーション

【1 泊 2 食付の宿泊プラン 8,000 円〜】

〒380-8586 長野県長野市岡田町30-20

☎026-228-3011
http://www.sanno.or.jp/

滋賀県／
大津市 ホテルピアザびわ湖
歴史と文化、そして豊かな自然に彩られた古都
大津。光きらめく琵琶湖のほとりで心を満たす
くつろぎのひととき。
心を潤す贅沢な時間をお届けします。
〒520-0801 滋賀県大津市におの浜1-1-20

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

滋賀県／
高島市 憩いの里湖西
・1泊 2 食付 6,000 円〜
・お子様プラン4,500 円〜

〒520-1121 滋賀県高島市勝野1533

☎0740-36-2345
http://www.shiga-kyosai.jp/kosei/index.shtml

《季節ごとのお得な宿泊プラン》

京都府／
京都市 ホテル セントノーム京都
シングル 8,662円、ツイン16,747円（2 名）〜
税サ込室料（年末年始除く）。
詳しくは直接お問合せください。

〒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）

☎075-682-8777
http://www.centnovum.or.jp

兵庫県／
美方郡 ゆめ春来
1泊 2 食付 11,000 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

［平日お得プラン］
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鳥取県／
鳥取市 ホープスターとっとり
1泊 2 食付（税サ込）
和室 8,933 円〜
洋室 9,511 円〜

〒680-0834 鳥取県鳥取市永楽温泉町556

☎0857-26-3311
http://hopestar.jp

鳥取県／
東伯郡 渓泉閣
1 泊 2 食付
日〜木曜日 10,500 円〜
金土曜日 13,100 円

〒682-0122 鳥取県東伯郡三朝町山田180

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

山口県／
山口市

島根県／
松江市防長苑 ホテル白鳥

1泊朝食付 5,232 円〜
ご夕食はお部屋食（5,000 円より予約制）ま
たはレストラン（予約不要）をご利用いただけ
ます。

シングル素泊り 6,150 円（税サ込）〜
ツイン素泊り（1 名料金） 5,750 円（税サ込）〜
詳しくは直接お問合せください。
インターネット予約限定早特プランもございます。

〒753-0077 山口県山口市熊野町4-29 

☎083-922-3555
http://www.bochoen.jp

〒690-0852 島根県松江市千鳥町20

☎0852-21-6195
http://www.hotel-hakucho.jp/

徳島県／
徳島市 ホテル千秋閣
［宿泊料金］
シングル 5,775 円　ツイン 12,126 円

［料理長おすすめ 1 泊 2 食付プラン］
お一人様 8,400 円
〒770-0847 徳島県徳島市幸町3-55

☎088-622-9121
http://www.sensyukaku.jp/

香川県／
高松市 ホテルマリンパレスさぬき
1 泊 2 食付（税込）7,000 円〜
シングル 1 泊朝食付   5,340 円〜
ツイン 1 泊朝食付　　4,840 円〜
〒760-0066 香川県高松市福岡町2-3-4

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

［さぬきお手頃プラン］

高知県／
高知市 高知共済会館 COMMUNITY SQUARE
1泊 2 食付 7,000 円（税サ込）
※お得な朝食付きプランもございます。

〒780-0870 高知県高知市本町5-3-20

☎088-823-3211
http://www.kochi-cs.jp

［カツオたたきプラン］

宮崎県／
宮崎市 ひまわり荘
JR 宮崎駅より徒歩約 9 分、宮崎の中心部に位
置するヨーロッパ調の落ち着いたホテルです。
1 泊 1 名様（税込）シングル 5,775 円〜
ツイン 5,355 円
〒880-0867 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 マリンパレスかごしま
1 泊 2 食付（税サ込）
シングル 10,891 円　ツイン 10,314 円〜
和室 9,736 円〜
詳細は施設へ直接お問合せ下さい。
〒890-8527 鹿児島県鹿児島市与次郎2-8-8

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

〈　  　　泊れば泊るほどお得！ 四国4県共済会館合同キャンペーン！！　　〉詳しくはキャンペーンページをご覧ください ⇒http://www.shikokutabigekijou.com

鳥取県／
米子市 弓ヶ浜荘
天然温泉かけ流し
1 泊 2 食付（ご夕食はお部屋食です。）
日曜日〜木曜日 9,500 円
金・土曜日 11,500 円
〒683-0001 鳥取県米子市皆生温泉4-6-12 

☎0859-22-7476
http://www.yumisou.jp/

岡山県／
岡山市 サン・ピーチ OKAYAMA
岡山カルチャーゾーン周遊マップ付　1 泊 2 食付　シン
グル 7,800 円　ツイン 7,500 円（税サ込）朝食—バイキ
ング　夕食—ステーキ陶板焼御膳・お刺身御膳より選択
〒700-0023 岡山県岡山市北区駅前町2-3-31

☎086-225-0631
http://www.sunpeach.jp

［連合会報プラン］

愛媛県／
松山市 えひめ共済会館
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 3,500 円（税込）〜
ツイン・和室（２名１室）3,800 円〜
朝食バイキング 950 円（税込）
〒790-0003 愛媛県松山市三番町5-13-1

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


