
　　◎ 全国社会保険協会連合会の契約施設

　3. 会員証が届きましたら、必ず事業所名をご記入の上、ご利用ください。

　6. 対象施設をご利用の際は本会員証を持参し、施設から求められた際には必ずご提示ください。

　7. 他の割引サービスとの併用はできません。

　4. 施設利用会員証は会員事業所さまに勤務する皆様とそのご家族のみが使用できます。

　5. 利用１グループにつき会員証１枚でご利用いただけます。

　を同封のうえ郵送でお申し込みください。

　　◎ 福井県社会保険協会の契約施設（関西レジャー利用施設）

　会員事業所さま向けの施設優待事業として、以下の

施設利用会員証の利用について

　1. 本会員証は、福井県社会保険協会の会員事業所さまのみ利用できます。１事業所につき１枚

　※ その他、本会員証の取り扱い方法につきましてご不明な点がございましたら、

利用できる施設のご案内

　優待施設を利用される場合に宿泊料金等の割引が

　受けられる 「施設利用会員証」を発行しています。

　出張などに是非ご利用ください。

　新たな施設も追加されましたので職場や家族での旅行、

　ホームページから「施設利用会員証申込書」をダウンロードし

　　発行いたします。

　　さい。

   　 が指定した施設です。

　　　(人数制限がある施設もありますので、ご確認願います)

　施設利用会員証を希望される場合は、当協会

　8. 有効期限を過ぎた会員証はご使用できません。

　9. 会員事業所さまに発行した施設利用会員証は、皆様の事業所において管理のうえご利用くだ

    　なお、支社（支店）等で利用するため複数枚希望の場合は、当協会にご連絡ください。

　2. 本会員証で利用できる施設は、全国社会保険協会連合会の契約施設及び福井県社会保険協会

　旅行がお得に・便利になるご案内です。

　必要事項を記入して、返信用封筒（送付先の住所・宛名を記入し94円切手を貼付）

　   福井県社会保険協会（℡0776-53-8016）にお問い合わせください。

施設利用会員証をご利用ください

http://www.zensharen.jp/shisetu_yuutai.html


関西サイクルスポーツセンター

西村屋ホテル招月庭 ℡

ときわ別館 ℡

西村屋本館 ℡

干年の湯 古まん ℡

つたや ℡

泉都 ℡

安田屋 ℡

大和屋 ℡

ゆうとや ℡

小林屋 ℡

山本屋 ℡

やなぎ荘 ℡

しののめ荘 ℡

富士見屋 ℡

月のしずく ℡

おけ庄 ℡

みつわ ℡

赤石屋 ℡

東山荘 ℡

川口屋城崎リバーサイドホテル ℡

あさぎり荘 ℡

水明 ℡

利用方法

2,300円 （一般 2,700円）

大人（中学生以上）

小人（３歳以上小学生）
身長110㎝以上

身長110㎝未満
400円 （一般 500円）

割引対象外（一般 400円） 2,100円 （一般 2,200円）

・宿泊料金、食事付日帰り入浴が１０％割引。

 （㊟ 休日前日・年末年始・お盆・ゴールデンウィークは割引除外。）

・他の割引との併用不可。

・利用者が、直接利用施設へ電話し申し込む。

・その際に「福井県社会保険協会の会員である」旨を伝える。

・利用当日「施設利用会員証」を施設に提示。

0796-32-3338

大阪府河内長野市天野町1304（℡ 0721-54-3101）

640円 （一般 800円） 2,600円 （一般 3,000円）

1,500円 （一般 1,900円）

入場のみ 入場＋フリーパス

0796-32-3315

0796-32-2611

0796-32-2921

0796-32-2451

0796-32-3333

0796-32-2211

0796-32-3120

0796-32-2058

0796-32-2911

・「施設利用会員証」一枚につき５人まで優待を受けられます。

シルバー（６０歳以上）

0796-32-2411

0796-32-2624

0796-32-2331

0796-32-2511

0796-32-2121

0796-32-2424

0796-32-2114

城 崎 温 泉 ２２ 旅 館

利用施設

0796-32-3535

0796-32-2814

0796-32-2521

0796-32-2153

0796-32-2018

大人・子供・シルバーの別

・利用日当日「施設利用会員証」を施設窓口に提示

・利用期間は「施設利用会員証」の交付日から令和5年3月31日まで

優待内容

利用方法
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神戸ハーバーランド温泉万葉倶楽部

神戸市立六甲山牧場

全日

1,265円

990円

大　人（中学生以上）

子　供（小学生）

幼　児（3歳～未就学児）

　※　宿泊の場合も宿泊料金より大人一人につき、全日の550円の割引となります。

・利用を利用する際「施設利用会員証」を提示することにより、会員証１枚につき５名まで
　優待料金で利用できます。

区　　　分 通常料金 優待料金

2,605円 2,055円

全日 1,210円

全日 880円

利用方法
・利用を利用する際「施設利用会員証」を提示することにより、会員証１枚につき５名まで
　優待料金で利用できます。

神戸市中央区東川崎町1-8-1　プロメナ神戸（℡ 078-371-4126）

子　供（小・中学生） 全日 200円 180円

幼　児 全日 無　料 ―

神戸市灘区六甲山町中一里山1-1（℡ 078-891-0280）

区　　　分 通常料金 優待料金

大　人 全日 500円 450円

利用方法

・24時間営業ですが、深夜3時以降在館の場合は深夜料金が別途必要となります。

これからも「優待施設」の

充実について調整をすすめて

いく予定です。

https://www.manyo.co.jp/kobe/
https://www.rokkosan.net/

