
1/B2食付 (税 サ込)閑散期 9,520円 ～

E受畠酪l濃贔理機朧ぶ罫1雲天_
ジ等をご参照ください。

〒9104121福 丼県あわら市東温泉2201

80776-77… 3151
hl'p//WWW kOSh,biZ/

1泊 2食付 基本料金 10,24フ 円 (税サ込)

飛騨午御膳などの「特別料理Jコ ースもございます。
天下の名湯「下呂温泉Jで癒しのひとときをお過ご
しください。

〒5092207餃阜県下呂市澪之島692

80576‐25‐2101
h,lp:〃 www geroonsen‐ shiunso com/

1泊 2食付 (2名 1室利用)

平日料金 (日～木曜泊)10.128円 ～ (税サ込)

※除外日 :夏季、年末年始、休日の前日泊
平成 27年 7月 リニューアル |

〒413‐ 0101静岡県熱海市上多賀12

80120‥ 73‐ 1241
http:〃●kyoSOijp/セ utogoノ

レイクサイド入鹿
1室 2名以上 大人8,800円～ 小学生5,900円 ～
年末年始 大人12,100円  小学生6.500円
1泊 2食付 (税サ込 入湯税別)

※特別室ご利用の場合 1,200円増。

〒4840024憂 知県犬山市宇冒六屋敷118

80568¨ 67‐3811
h●p:″Www kyosololchi orip/1。 ke/

シーサイド伊良湖

〒4413615愛 知県田原市中山町岬143

80531¨ 35‐ 1151
hllpプ /WWW Oichけ osh■ kyoso,p/い 。youio/

伊勢志摩の海の幸ド藍りだくさんの各コースからお選びく
ださい。詳しくはホームベージをご覧くださし、
(大人1泊 2食付 税込)四季蒸電コース12,400円 ～

志摩里海]―ス15,800円 ～  美し国コース19,900円 ～

〒5170204三菫県志摩市磯部町的矢314

80599… 57…2130
hipl〃WWw oyodonelcom/Sunpe‖ o/

1,自 2食付 (税サ込)ツイン2名利用お一人様 通常期
12.000円 、繁忙期 13.000円 閑散期 10.500円 (年

末年始 花火大会は除く)琵置湖が一望できるお部屋
で ゆつたりと心を潤す贅沢な時F85をお過ごしくださし、

〒520‐0801滋賀県大津市におの浜1‐120

8077‥ 527-6333
http:″www hOlelp o220 00m/

憩いの里湖西

'121:|
お子様プラン5,000円～

〒5201121滋 賀県高島市勝野1533

80740… 36¨2345
hip//― ShigO_kyosoilp′ kOSeiノ index php

ホテルセントノーム京都
1泊朝食付 9,500円
1'日朝 夕食付「特別宿78プラ刻 10600円～
いずれもシンタ レ税サ込 (年末年始除く)。

詳しくは直接お問合せくださし、

〒601硼

“…
帥 鰊 lhTn,911118●コ燎歎

"8075-682… 8777
hip〃WWW centnovum o「 ip/

シティプラザ大阪
「ミシュランガイ ド京都 大阪 神戸 奈良
2016」 に ア年連続掲載されました。
1室素泊リ シングル 9,180円

コンパクトツイン 13500円
〒5400029大 阪府大収m中央区本町嬌231

806¨ 6947‐7702
htip:〃www oけ yplclzo orip/

|=と くツラン (金 土曜日 祝前日を除く)

1泊夕食付 7,000円 (朝食サービス)

宿,自 シングル 6100円、ツイン 5,700円～、
和室 4,900円～

〒650‐0004兵庫県神戸市中央区中山手通4‐1713

8078‐ 222… 2600
hip〃W― hにkOikon com/

[平 日宿泊フラン:

1泊 2食付 11,340円 (入湯税別)～
※対象期間についてはおFon合 せください。

〒6696821兵庫県美方部新温泉町議15696

80796‐ 99‐ 2211
h●p〃Wwwhkッ osolo「,p/y hOruki′

ホ=プスターとっとり
1泊 2食付 ※入湯税 (150円 )月」途

和室 9,031円 ～

洋室 9,625円 ～

〒6800834鳥 取県鳥取市永楽渥泉町556

80857‐26-3311
htlp//hOpeStOrip/

1/82食付 ※入湯税 (150円 )別途
日～金曜B10,800円 ～

土曜日 休前日 13,400円

〒6820122●取県東伯部三朝町山田180

80858… 43¨ 0828
hip″WWW ke`enkoku com/
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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～金曜日 10.200円

土曜日 休前日 12,200円  ※入湯税(150円 )別途

〒683‐0001鳥取県米子市皆生温泉4612

80859… 22…7476
hip〃WWW yumに ou,p/

ホテル自鳥
シングル素泊り6,476円 (税サ込)～
ツイン素泊り (1名料金)6.064円 (税サ込)～
お得な2食付宿泊プランもございます。
詳しくは直接お問合せくださし、

籠 〒690‐0852島根県松江市千鳥町20

80852… 21‐ 6195
httpi//www.holelhokucho. jpl

サン・ピ=チ OKAYAMA
[得 とくプラン](1名様料金)

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9,000円
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〒7000023岡 山県岡山市J駆駅前町2331

8086‐ 225‐ 0631
hllpツ /WWW Sunpeoch,p/

グル プ棟 に員10名)宿泊5,100円 休憩2,550円

家族棟 (定員5名)  宿泊3,100円 休憩 1,550円
※それぞれ1檬あたり(税込酬 料です。宿泊施設利用帥,券

`コ

胴できませ
んので ご了承くださしヽ詳細については広繊 共済組合へおl.l合せください.

co82-504-2062
htip://w\,vwclB{do jpleorch/oreo/ilnoyomo^Alnoyomo.hhnl

1泊朝食付 5.376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
ま魂

〒7530077山 □県山口市熊野町4‐29

8083¨ 922… 3555
hip″WWW bOChoenip/

ホテル千秋閣
[宿泊料金]

シングル 5,940円  ツイン 12,474円
[料理長おすすめ 1'自 2食付ブランi

お一人様 8,600円

〒7700847徳 島県徳島市幸町355

8088… 622…9121
hip//WWW Sensyukoku jp/

ホテルマリンパレスさぬき
1泊 2食付 (税込) 7,130円 ～

シングル 1泊朝食付 5,470円～

ツイン 1泊朝食付  4,970円 ～

〒7600066香 川県高松市福岡町234
8087‐ 851… 6677
h‖p〃WWW mp sonuk,p/

えひめ共済会館
・
1:11:‖:´ 肇辟す場輻賞ごξζ締駈)電

i::E EE:::=1電 dツ イン 不□室 (2毛 1室 )4.428円 ～

・・
=二

円』躍日日朝食バイキンケ750耐 (税込)

〒フ900003愛媛県松山市三番町5131

8089‐ 945‐ 6311
h‖p″www eh me kyosol,p/kO kOn/

高知船 館COMMUNTYSQUARE
和 洋選べる 1泊 2食付
8,500円 (税サ込)～
1泊朝食付
5,724円 (税サ込)～

〒7800870高知県高知市本IIJ5‐ 320

8088… 823… 3211
h‖p〃WWW kOCh卜 cs,p/

」R宮 崎駅より徒歩約 9分、宮崎の中心部に
位置する落ち着いたホテルです。
1泊 1名様 (税別)シ ングル 5,500円 ～

ツイン 5,100円

〒3800867宮 崎県宮崎市瀬頭245
80985‐ 24‐5285
h‖p″www h rnowolsou com/

マリンパレスかごしま
1,日 2食付 (税サ込)

シングル 11,198円  ツイン 10,604円～
和室 10,010円 ～

詳細は施設へ直接お問合せください。

〒8908527鹿 児島県鹿児島市与次郎288
8099… 253… 8822
hilp″WWW molp。 10 com/

組合員及びその被扶養者の方は、次の地方公務員共済組合が運営する宿泊施設についても相互利用することができます。
なお、施設によつては利用を制限している場合もありますので、利用施設に直接お問合せください。

●地方職員共済組合  httpノ /www chikyOsa orip/tab卜 no‐ yado/
●公立学校共済組合  http//www kountuyasuragijp/
●警察共済組合    http//www keikyoJp/syukuol php
●東京都職員共済組合 http://www kyosa metro tokyojp/heakh‐ resort/main html
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