
都道府県名 施　　設　　名 所　　在　　地 申込（問合せ）番号

ホテルポールスター札幌 札幌市中央区北4条西6丁目 011-330-2531

ホテルノースシティ 札幌市中央区南9条西1丁目 011-512-9748

ホテルライフォート札幌 札幌市中央区南10条西1丁目1-30 011-521-5211

休暇村支笏湖 千歳市支笏湖温泉 0123-25-2201

青森県 アップルパレス青森 青森市本町5-1-5 017-723-5610

休暇村陸中宮古 宮古市崎鍬ヶ崎18-25-3 0193-62-9911

休暇村岩手網張温泉 岩手郡雫石町網張温泉 019-693-2211

休暇村気仙沼大島 気仙沼市外畑16 0226-28-2626

パレス松洲 宮城郡松島町高城字浜38 022-354-2106

レークサイド山の家 鹿角郡小坂町十和田湖字銀山1-7 0176-75-2552

休暇村乳頭温泉郷 仙北市田沢湖駒ケ岳2-1 0187-46-2244

うしお荘 鶴岡市湯野浜1-11-23 0235-75-2715

むつみ荘 南陽市赤湯233-1 0238-43-3035

休暇村庄内羽黒 鶴岡市羽黒町手向羽黒山8 0235-62-4270

ホテル福島グリーンパレス 福島市太田町13-53 024-533-1171

会津アストリアホテル 南会津郡南会津町高杖原535 0241-78-2241

ホテル南郷 南会津郡南会津町界字猛の入454 0241-73-2275

ルネサンス棚倉 東白川郡棚倉町大字関口字一本松43-1 0247-33-4111

休暇村裏磐梯 耶麻郡北塩原村桧原 0241-32-2421

ホテルニュー白亜紀 ひたちなか市磯崎町4604 029-265-7185

大洗鷗松亭 東茨城郡大洗町磯浜町8179-5 029-266-1122

休暇村日光湯元 日光市湯元温泉 0288-62-2421

那須の森ヴィレッジ 那須郡那須町大字高久乙字遅山3375-637 0287-78-1636

休暇村那須 那須郡那須町湯本137-14 0287-76-2467

休暇村嬬恋鹿沢 吾妻郡嬬恋村鹿沢温泉 0279-98-0511

榛名湖温泉　ゆうすげ元湯 高崎市榛名湖町846-3 027-374-9211

別所沼会館 さいたま市南区別所4-14-10 048-861-5219

いこいの村ヘリテイジ美の山 秩父郡皆野町皆野3415 0494-62-4355

吉田元気村 秩父市上吉田4942-1 0494-78-1000

両神荘 秩父郡小鹿野町両神小森707 0494-79-1221

こまどり荘 秩父市中津川447 0494-56-0100

冬桜の宿　神泉 児玉郡神川町大字矢納1431-1 0274-52-2100

休暇村奥武蔵 飯能市吾野72 042-978-2888
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オークラ千葉ホテル 千葉市中央区中央港1-13-3 043-248-1111

休暇村館山 館山市見物725 0470-29-0211

黒潮荘 鴨川市貝渚2565 04-7092-2205

サンライズ九十九里 山武郡九十九里町真亀4908 0475-76-4151

蓮沼ガーデンハウスマリーノ 山武市蓮沼ホ311 0475-86-2511

ホテルルポール麹町 千代田区平河町2-4-3 03-3265-5361

東京グリーンパレス 千代田区二番町2 03-5210-4600

全国町村会館 千代田区永田町1-11-35 03-3581-047１

アジュール竹芝 港区海岸1-11-2 03-3437-2011

島嶼会館 港区海岸1-4-15 03-3437-3061

ホテル日航立川　東京 立川市錦町1-12-1 042-521-1111

湯河原温泉　ちとせ 足柄下郡湯河原町宮上281-1 0465-63-0121

箱根路開雲 足柄下郡箱根町湯本521-4 0460-85-6678

山梨県 ホテルやまなみ 笛吹市石和町駅前15-1 055-262-5522

アクアーレ長岡 長岡市新陽2-5-1 0258-47-5656

瀬波はまなす荘 村上市瀬波温泉1-2-17 0254-52-5291

休暇村妙高 妙高市関山 0255-82-3168

富山県 グリーンビュー立山 中新川郡立山町千寿ヶ原 076-482-1716

おびし荘 小松市井口町ホ55 0761-65-1831

休暇村能登千里浜 羽咋市羽咋町オ70 0767-22-4121

越路 あわら市東温泉2-201 0776-77-3151

休暇村越前三国 坂井市三国町崎15-45 0776-82-7400

湖泉荘 諏訪市湖岸通り1-13-8 0266-53-6611

休暇村乗鞍高原 松本市安曇4307 0263-93-2304

休暇村リトリート安曇野ホテル 安曇野市穂高有明7682-4 0263-31-0874

ほりでーゆ～　四季の郷 安曇野市堀金烏川11-1 0263-73-8500

ビレッジ安曇野 安曇野市豊科南穂高6780 0263-72-8568

ファインビュー室山 安曇野市三郷小倉6524-1 0263-77-7711

梓水苑 松本市梓川倭4262-1 0263-78-5550

シーサイドいずたが 熱海市上多賀12 0120-73-1241

伊豆網代温泉松風苑 熱海市下多賀966 0557-68-3151

休暇村富士 富士宮市佐折634 0544-54-5200

休暇村南伊豆 賀茂郡南伊豆町湊889-1 0558-62-0535

伊豆潮風館 伊東市富戸1317-89 0557-51-1504
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休暇村伊良湖 田原市中山町大松上1 0531-35-6411

休暇村茶臼山高原 北設楽郡豊根村字坂宇場御所平70-163 0536-87-2334

三重県 サンペルラ志摩 志摩市磯部町的矢314 0599-57-2130

ホテルピアザびわ湖 大津市におの浜1-1-20 077-527-6333

休暇村近江八幡 近江八幡市沖島町宮ヶ浜 0748-32-3138

大阪府 シティプラザ大阪 大阪市中央区本町橋2-31 06-6947-7702

ひょうご共済会館 神戸市中央区中山手通4-17-13 078-222-2600

休暇村竹野海岸 豊岡市竹野町竹野 0796-47-1511

ゆめ春来 美方郡新温泉町湯1569-6 0796-99-2211

休暇村南淡路 南あわじ市福良丙870-1 0799-52-0291

奈良県 ホテルリガーレ春日野 奈良市法蓮町757-2 0742-22-6021

休暇村紀州加太 和歌山市深山483 073-459-0321

休暇村南紀勝浦 東牟婁郡那智勝浦町宇久井 0735-54-0126

渓泉閣 東伯郡三朝町山田180 0858-43-0828

休暇村奥大山 日野郡江府町御机字鏡ヶ成709-1 0859-75-2300

島根県 ホテル白鳥 松江市千鳥町20 0852-21-6195

サン・ピーチＯＫＡＹＡＭＡ 岡山市北区駅前町2-3-31 086-225-0631

休暇村蒜山高原 真庭市蒜山上福田 0867-66-2501

休暇村大久野島 竹原市忠海町大久野島 0846-26-0321

休暇村帝釈峡 庄原市東城町三坂962-1 08477-2-3110

山口県 防長苑 山口市熊野町4-29 083-922-3555

徳島県 ホテル千秋閣 徳島市幸町3-55 088-622-9121

ホテルマリンパレスさぬき 高松市福岡町2-3-4 087-851-6677

休暇村讃岐五色台 坂出市大屋冨町3042 0877-47-0231

えひめ共済会館 松山市三番町5-13-1 089-945-6311

休暇村瀬戸内東予 西条市河原津 0898-48-0311

高知県 高知共済会館 高知市本町5-3-20 088-823-3211

福岡リーセントホテル 福岡市東区箱崎2-52-1 092-641-7741

休暇村志賀島 福岡市東区大字勝馬1803-1 092-603-6631

熊本県 休暇村南阿蘇 阿蘇郡高森町高森3219 0967-62-2111

宮崎県 ひまわり荘 宮崎市瀬頭2-4-5 0985-24-5285

マリンパレスかごしま 鹿児島市与次郎2-8-8 099-253-8822

休暇村指宿 指宿市東方10445 0993-22-3211

※契約保養所とは、相互利用の協定をしている他の都道府県の市町村職員共済組合及び都市職員共済組合の保養所・会
館、また、公務員の保養所・公営の施設で本組合で指定した施設。
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