青森県の対象施設
宿泊施設

ホテルクラウンパレス青森
八戸パークホテル

（青森市）【HMIホテルグループ】

（八戸市）

グランドサンピア八戸

（八戸市）

ホテルニューキャッスル

（弘前市）

ご利用対象者

協会会員事業所の従業員とその家族

ご優待内容

利用料金から一定額を割引、一般料金から一定割合を割引など施設によって異
なります。「会員限定特典ページ」よりご確認ください。

ご利用方法

直接施設にお電話で申し込んでください。
お申し込み時に、「青森県社会保険協会の会員である」旨を伝えてください。
ご利用当日、代表者の方は「施設利用会員証」を精算時に施設フロントに提示
してください。

全国の対象施設
船員保険会

・鳴子やすらぎ荘

（4 施設）

・サンポートみさき
・箱根領南荘

（宮城県）
（神奈川県）

（神奈川県）

・やいづマリンパレス

（静岡県）

ホテル法華クラブグループ

・ホテル法華クラブ札幌

（19 施設）

・ホテル法華クラブ函館
・ホテル法華クラブ仙台
・ホテル法華クラブ新潟長岡
・ホテル法華クラブ浅草
・ホテル法華クラブ湘南藤沢
・ホテル法華クラブ京都
・ホテル法華クラブ大阪
・ホテル法華クラブ広島
・ホテル法華クラブ福岡
・ホテル法華クラブ熊本
・ホテル法華クラブ大分
・ホテル法華クラブ鹿児島
・ホテル法華クラブ那覇新都心
・ホテル法華イン東京日本橋
・アルモントホテル仙台
・アルモントホテル京都
・アルモントホテル那覇県庁前
・アルモントイン湘南藤沢

高輪・品川プリンスホテルグループ ・グランドプリンスホテル高輪
（4 施設）

・グランドプリンスホテル新高輪
・ザ・プリンスさくらタワー東京
・品川プリンスホテル

プリンスホテル優待プラン

全国のプリンスホテル、スキー場、ゴルフ場等

（84施設）
湯快リゾート株式会社

・彩朝楽

（石川県加賀市）

（28施設）

・あわづグランドホテル

（石川県小松市）

・あわづグランドホテル別館
・山中グランドホテル

（石川県小松市）

（石川県加賀市）

・花・彩朝楽（女性専用館）

（石川県加賀市）

・NEW MARUYAホテル別館
・NEW MARUYAホテル
・金波荘

（石川県加賀市）

（石川県加賀市）

（石川県七尾市）

・よしのや依緑園

（石川県加賀市）

・矢田屋松濤園 （石川県加賀市）
・青雲閣

（福井県あわら市）

・宇奈月グランドホテル

（富山県黒部市）

・下呂彩朝楽本館

（岐阜県下呂市）

・下呂彩朝楽別館

（岐阜県下呂市）

・恵那峡国際ホテル

（岐阜県恵那市）

・温泉リゾートホテル

鳥羽彩朝楽

（三重県鳥羽市）

・温泉リゾートホテル

志摩彩朝楽

（三重県志摩市）

・ホテル千畳
・白浜御苑

（和歌山県西牟婁郡白浜町）
（和歌山県西牟婁郡白浜町）

・白浜彩朝楽

（和歌山県西牟婁郡白浜町）

・三好屋

（兵庫県美方郡新温泉町）

・輝乃湯

（岡山県真庭市）

・かいけ彩朝楽
・斉木別館

（鳥取県東伯郡三朝町）

・道後彩朝楽
・嬉野館

（鳥取県米子市）
（愛媛県松山市）

（佐賀県嬉野市）

・ホテル蘭風

（長崎県平戸市）

・雲仙東洋館

（長崎県雲仙市）

かんぽの宿

全国の「かんぽの宿」

DAIWA ROYAL HOTEL

・Royal Hotel みなみ北海道鹿部

（27施設）

・Active Resorts 岩手八幡平
・Active Resorts 宮城蔵王

（岩手県八幡平市）

（宮城県刈田郡蔵王町）

・Active Resorts 裏磐梯
・Royal Hotel 那須

（福島県耶麻郡北塩原村）

（栃木県那須郡那須町）

・Hotel&Resorts MINAMIBOSO
・Royal Hotel 八ヶ岳
・Royal Hotel 長野
・THE HAMANAKO

（千葉県南房総市）

（山梨県北杜市）
（長野県長野市）

（静岡県浜松市）

・Royal Hotel 富山砺波
・Royal Hotel 能登

（富山県砺波市）

（石川県羽咋郡志賀町）

・Royal Hotel 山中温泉河鹿荘
・Hotel&Resorts ISE-SHIMA
・Hotel&Resorts NAGAHAMA

（石川県加賀市）

（三重県志摩市）
（滋賀県長浜市）

・Hotel&Resorts KYOTO-MIYAZU
・THE KASHIHARA

（北海道茅部郡鹿部町）

（京都府宮津市）

（奈良県橿原市）

・Hotel&Resorts WAKAYAMA-KUSHIMOTO
・Hotel&Resorts WAKAYAMA-MINABE
・Hotel&Resorts MINAMIAWAJI

（和歌山県東牟婁郡串本町）

（和歌山県日高郡みなべ町）

（兵庫県南あわじ市）

・Royal Hotel 大山

（鳥取県西伯郡伯耆町）

・Royal Hotel 土佐

（高知県安芸郡芸西村）

・Active Resorts 福岡八幡
・Royal Hotel 宗像

（福岡県北九州市）

（福岡県宗像市）

・Hotel&Resorts SAGA-KARATSU
・Hotel&Resorts BEPPUWAN

（佐賀県唐津市）

（大分県速見郡日出町）

・Active Resorts 霧島

（鹿児島県霧島市）

・Royal Hotel 沖縄残波岬

（沖縄県中頭郡読谷村）

ＨＭＩホテルグループ

ホテルパールシティ札幌

(北海道）

（53施設）

ホテルクラウンパレス青森
ホテルパールシティ八戸

(青森県）

(青森県）

ホテルクラウンパレス秋北

(秋田県）

ホテルパールシティ秋田川反

(秋田県）

ホテルパールシティ秋田竿燈大通り
ホテルパールシティ秋田大町

(秋田県）

ホテルウェルネス横手路

(秋田県）

ホテルパールシティ盛岡

(岩手県）

ホテルパールシティ気仙沼

(宮城県）

ホテルパールシティ仙台

(宮城県）

ホテルパールシティ天童

(山形県）

ホテル亀屋

(秋田県）

ホテル南海荘

(宮城県：鳴子温泉）
(千葉県：白浜野嶋温泉）

銀座クレストン （旧東京新阪急ホテル築地）
渋谷クレストンホテル

(東京都）

調布クレストンホテル

(東京都）

ホテルクラウンパレス甲府

(東京都）

(山梨県）

諏訪レイクサイドホテル

(長野県：上諏訪温泉）

ホテルウェルネス能登路

(石川県）

ホテル北陸古賀乃井
ホテル大のや

(石川県：山代温泉）

ホテルラヴィエ川良
大仙家

(石川県：片山津温泉）
(静岡県：伊東温泉）

(静岡県：畑毛温泉）

つま恋リゾート 彩の郷
グランドホテル浜松

(静岡県）

(静岡県）

ホテルクラウンパレス浜松
伊良湖シーパーク＆スパ

(静岡県）
(愛知県）

ホテルクラウンパレス知立

(愛知県）

名古屋クレストンホテル

(愛知県）

ホテルウェルネス鈴鹿路

(三重県：湯の山温泉）

ホテル平安の森京都

(京都府）

ホテルウェルネス飛鳥路

(奈良県）

ホテルウェルネス大和路

(奈良県）

ホテルクラウンパレス神戸
ホテルパールシティ神戸

(兵庫県）

三朝ロイヤルホテル

(兵庫県）

(鳥取県：三朝温泉）

ホテルウェルネス因幡路

(鳥取県）

ホテルウェルネスほうき路
保性館

(鳥取県）

(島根県：玉造温泉）

旅亭山の井

(島根県：玉造温泉）

湯本観光ホテル 西京

(山口県：長門湯本温泉）

ザ クラウンパレス新阪急高知
ホテルクラウンパレス小倉
ホテルパールシティ黒崎

(福岡県）
(福岡県）

ホテルクラウンパレス北九州
長崎にっしょうかん

(高知県）

(福岡県）

(長崎県）

にっしょうかん 新館 梅松鶴

(長崎県）

にっしょうかん 別邸 紅葉亭

(長崎県）

八代グランドホテル

(熊本県）

ホテル霧島キャッスル

(鹿児島県：霧島温泉）

本部グリーンパークホテル

(沖縄県）

リザンシーパークホテル谷茶ベイ

(沖縄県）

ご利用対象者

協会会員事業所の従業員とその家族

ご優待内容

利用料金から一定額を割引、一般料金から一定割合を割引など施設によって異
なります。「会員限定特典ページ」よりご確認ください。
ご覧いただく際は、専用のパスワードが必要となります。
「施設利用会員証」発行時にお知らせいたしますので、ご確認ください。
ご不明な点は青森県社会保険協会にお問い合わせください。

ご利用方法

直接、各施設に電話で予約し、その際、「青森県社会保険協会の会員である」
旨をお伝えください。
ご利用当日は「施設利用会員証」を施設に提示してください。

その他（宿泊施設）

・じょんのび村萬歳楽

（新潟県柏崎市）

・ニューグリーンピア津南
・ホテル神の湯温泉

（新潟県中魚沼郡津南町）

（山梨県甲斐市）

・奈良パークホテル

（奈良県奈良市）

・信貴山観光ホテル

（奈良県生駒郡三郷町）

ご利用対象者

協会会員事業所の従業員とその家族

ご優待内容

宿泊料金の10％引き
「施設利用会員証」1枚につき5人まで。

ご利用方法

直接施設にお電話で申し込んでください。
お申し込み時に、「青森県社会保険協会の会員である」旨を伝えてください。
ご利用当日、代表者の方は「施設利用会員証」を精算時に施設フロントに提示
してください。

その他（日帰り施設）

・弥彦・桜井郷温泉さくらの湯
・山の湯

（新潟県西蒲原郡弥彦村）

・駒子の湯

（新潟県南魚沼郡湯沢町）

・岩の湯

（新潟県南魚沼郡湯沢町）
（新潟県南魚沼郡湯沢町）

・街道の湯

（新潟県南魚沼郡湯沢町）

・宿場の湯

（新潟県南魚沼郡湯沢町）

ご利用対象者

協会会員事業所の従業員とその家族

ご優待内容

各施設により異なります。（例：２0％引きなど）

ご利用方法

ご利用時に、「施設利用会員証」を提示してください。

