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共済会を利用するにあたって 

①共済会を利用できるのは北海道コンピュータ関連産業健康保険組合に加入している（任

意継続者除く）被保険者（本手引内で“会員”）と被扶養者（本手引内で“家族”）です。 

 

②共済会の事業は、会員の皆様から毎月お支払いいただく会費で成り立っておりますの

で、助成対象者以外の方が利用することのないようにお願いします。 

補助券や各種チケットの転売・譲渡は禁止です。助成対象者以外の利用や助成限度額を

超えた利用が発覚した場合は、申込責任者に助成額を返還いただきます。 

 

③共済会事業をご利用の前に『本手引』をよくお読みください。共済会 WEB サービスの

操作につきましては、共済会 WEB サイトのご利用ガイドより『ユーザー利用マニュア

ル』でご確認ください。 

 

④共済会事業は、4 月 1 日から翌年 3 月 31 日までを 1 年とします。 

 

⑤WEB でのみ受付する事業と郵送でのみ受付する事業がございます。5 ページ記載の

『各種補助券申込のフロー』をご確認ください。WEB から発券される補助券を共済会事   

務局で印刷し送付することは致しかねます。 

 

⑥WEB をご利用いただくにはユーザー登録が必要です。登録方法については 4 ページを

ご覧ください。（会員のみユーザー登録できます） 

 

⑦各事業には申込締切日がございます。速達郵便での発送は致しかねますので、利用日よ

り余裕をもってお申込みください。 

 

⑧各事業には利用人数の限度がございます。申込者数が限度に達した時点で締め切る場合

もございますので、利用予定の決まっていない方のお申込みはご遠慮ください。申込者

数が限度に達した場合や受付が終了した事業につきましては、健保組合ホームページの

新着情報に公開し会社様へお知らせいたします。 

 

⑨共済会の補助を会社の行事（観楓会、慰安旅行、サークル活動等）で利用するのはご遠

慮ください。（会社主催、サークル等で行った体育事業を除く） 

 

⑩皆さまからお預かりする個人情報は共済会事業助成の利用以外には使用いたしません。 

 

⑪各種助成のご利用により、人との接触機会が多くなります。ご利用の際には、利用者ご 

自身にて十分な体調管理と感染防止策をお願いいたします。 

※本手引内の内容は記載がない限り 2021 年 4 月 1 日時点 

 

https://hckyosaikai.com/users/guide
https://hckyosaikai.com/users/guide


4 
 

ユーザー登録について 
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各種補助券申込のフロー 

 

助成申請内容

会員

事務局

会員

会員

※1 申込み内容の不備や申込制限を超えている場合はその旨をメール(不承認メール)にてお知らせします。

※2 利用補助券等は承認メールに添付されているURLにアクセスした後、24時間以内に印刷（または保存)してください。

※3 申込承認後、申請内容が変更(利用日等)となった場合は、再度申込みをしてください。

5.契約宿泊・体育施設・JTB

6.健康センター

7.ゴルフ場

8.札幌市市営体育施設

9.ボウリング場

10.スポーツジム(札幌ドーム・サンシャイン)

11.日ハム観戦(札幌ドーム開催)

申込期限：ご利用日の1週間前

3.ディズニーリゾート

申込期限：ご利用

日 の10日前

18.キャンプ場

19.育児支援金

20.事業所主催体育事業

21.AED購入

22.医療費・出産費貸付

4.海外旅行

申込期限：出国

日の1週間前

11.日ハム観戦

（地方球場開催)

12.コンサドーレ

13.レバンガ

14.劇団四季

15.札響コンサート

申込期限：指定期日

共済会WEBサイトより申込

https://hckyosaikai.com
(ＰＣ・タブレット・スマートフォン等）

請求書(用紙)

に必要事項を

記して共済会

へ提出

申込内容を共済会事務局にて確認し

承認メールを送信(※1)

申込内容を共済会

事務局にて確認し

承認メールを送信

及び利用補助券の

郵送(※1)

申込内容を共済会

事務局にて確認し

当選者へメール

（一部負担金があ

るものは振込案

内）を送信(※1)

請求内容を共済会事務

局にて確認し指定の口座

へ補助金を送金

承認メールに

添付されている

URLにアクセスし

利用補助券を印刷

(※2.3)

自宅等に利用補助

券が郵送される

自宅等に観戦・鑑

賞券が郵送される

承認メールに添付さ

れているURLにアク

セスし、請求書を

印刷(※2.3)

印刷した利用補助券を施設へ提出郵送された利用補助券を施設へ提出
帰国後に

請求書と航空券を

共済会へ郵送

変更あり 変更なし



6 
 

よくある質問 

Q．申込承認後、利用をキャンセルしました。 

A．共済会事務局まで電話かメールでお知らせください。 

東京ディズニーリゾートコーポレートプログラム利用券の利用をキャンセルした際は

利用券を共済会までご返却ください。家庭常備薬・健康飲料の斡旋助成は申込後のキ

ャンセル、スポーツ観戦助成（助成する試合が指定）と劇団四季・札響鑑賞助成は申

込締切日後のキャンセルはお受け致しかねます。 

 

Q．申込承認後、利用日が変更になりました。 

A．契約宿泊施設・JTB 宿泊・船員保険施設・海外旅行・ゴルフの助成は共済会事務局ま

で電話かメールでお知らせのうえ、再度お申込みください。 

スポーツ観戦助成（助成する試合が指定）と劇団四季・札響鑑賞助成の利用日変更は 

申込締切日後の変更はお受け致しかねます。 

 

Q．申込承認後、利用日に変更はないのですが利用する施設が変更になりました。 

A．各補助券は施設共通券ですのでお手持ちの補助券をご利用ください。 

JTB 宿泊利用補助券は施設名を二重線で訂正しご利用ください。 

 

Q．承認メール受信後 24 時間以内に補助券を印刷（保存）できず、URL が消えてしまい 

ました。 

A．再度お申込みください。（海外旅行は出国前に行ってください。） 

利用日直前のお申込みは承認対応致しかねる場合がございますので、ご注意くださ

い。 

 

Q．承認メールに添付されている補助券をスマホの画面で施設に提示すれば、補助しても

らえますか？ 

A．画面の提示では補助されません。必ず印刷した補助券を施設に提出してください。 

 

 

 

 

共済会のお問い合わせ：北海道コンピュータ関連産業共済会 事務局 

〒060-0042 北海道札幌市中央区大通西 16 丁目 1 番 24 

TEL（011）633-8353 FAX（011）633-8373 

Email：hckyosaikai@hckenpo.jp  https://hckyosaikai.com 

hckyosaikai@hckenpo.jp
https://hckyosaikai.com/
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１．家庭常備薬等の斡旋助成 申込方法／WEB 

家庭常備薬等の斡旋助成は年 2 回とし、1 回目は次の要領で実施します。 

 

申込対象者：2021 年 4 月 26 日時点で会員の資格がある方 

 

：2021 年 4 月 13 日（火）9 時 ～ 4 月 26 日（月）24 時まで 

 

：共済会 WEB サイト https://hckyosaikai.com からアクセスして助成申請一 

覧「家庭常備薬等斡旋助成はこちらから」よりお申込みください。 

       商品の申込み方法は「家庭常備薬等の補助斡旋についてのご案内（リーフレ

ット）」をご確認ください。（健保組合ホームページの新着情報にて公開） 

     ※配送先は事業所（共済会で登録済に限る）と個宅を選択することができま

す。事業所配送希望の方は送料無料となります。個宅配送希望の方は送料

一律 640 円となりますが、個人負担金が 4,000 円以上の場合は送料無料と

なります。 

     ※個宅配送を選択された際の配送先住所は、誤配防止のためマンション・アパ

ート名までご入力願います。また、長期出張等で不在予定の場合は、事業

所を配送先住所とする等のご対応をお願いいたします。 

     ※不在票が入っていた場合、速やかに配送業者へ配達希望日をご連絡下さい。 

 

申込上限額：1 人 3 万円までです。 

 

注 意 事 項：お申込み後は、商品の再注文や変更・キャンセル・返品等は一切お受け致し 

かねますので、あらかじめご了承ください。 

 

商 品 発 送：5 月下旬（予定） 

 

請 求 額：会員の皆様にご負担いただくのは、特別価格（税込）になります。 

会員の皆様よりお申込みいただいた内容を事業所毎に取りまとめ、共済会

から事業所ご担当者様へメールにてデータ提供します。 

データ提供は 5 月１４日（金）頃の予定です。 

 

：下記委託業者より事業所宛に請求書が送付されますので、事業所ご担当者様 

が取りまとめのうえお支払いください。 

      委託業者：白石薬品株式会社 札幌営業所（6 月上旬に発送） 

※2 回目の斡旋助成につきましては 10 月を予定しております。 

https://hckyosaikai.com/
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２．健康飲料等の斡旋助成 申込方法／WEB 

健康飲料等の斡旋助成は年 2 回（6 月、1 月）を予定しております。 

詳細は別途ご案内いたします。 

 

 

３．東京ディズニーリゾートの利用助成 申込方法／WEB 

東京ディズニーランド／東京ディズニーシー／ディズニーホテルを利用する会員と家族

（健康保険組合の被扶養者）にコーポレートプログラム利用券を交付します。 

 

申込方法：共済会 WEB サイト https://hckyosaikai.com からアクセスして助成申請一

覧「ディズニーリゾート・コーポレートプログラム利用券申込」より、利用日

の 10 日前までにお申込みください。利用券は普通郵便でお送りします。 

※会社の行事では利用できません。 

 

利用限度：１人年１枚に限ります。（パークチケットかホテルの利用いずれか１回限り） 

 

助成内容：1 人につき 3,000 円 

 

利用方法：●パークチケットの購入で利用する場合●  

※4 歳以上が対象（3 歳以下入場無料） 

※パークチケット料金から 3,000 円を差し引いた料金で購入できます。 

※パークチケット１枚につき利用券を１枚利用できます。ご利用可能な券種に 

ついては東京ディズニーリゾート・オンライン予約・購入サイト内パーク 

チケットのページをご確認ください。 

 

     取扱い窓口 東京ディズニーリゾート・オンライン予約・購入サイト 

コーポレートプログラム利用券の見開き、なか面に記載の「個券番号（14 

桁）」と「オンライン用コード（8 桁）」を入力します。 

     （操作の詳細は共済会 WEB サイト www.hckenpo.jp/kyosai_info/に掲載） 

     ※パークチケットの取扱い窓口は、変更になる場合がありますので、下記にて

ご確認ください。 

      ●東京ディズニーリゾート・オフィシャルウェブサイト 

       https://www.tokyodisneyresort.jp/ticket/index.html 

●東京ディズニーリゾート・インフォメーションセンター 

TEL：0570-00-8632（10:00～15:00） 

https://hckyosaikai.com/
http://www.hckenpo.jp/kyosai_info/
https://www.tokyodisneyresort.jp/ticket/index.html
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     ※新規のパークチケット購入時のみに利用できます。（日付変更、券種変更時 

は利用できません） 

※すでに発行済のパークチケットと「利用券」を持参しても返金できません。 

※パークへの入場を保証するものではありません。（入園制限中のパークで利

用できません） 

※レストラン、ショップ等では利用できません。 

 

●ディズニーホテルの宿泊で利用する場合● 

（ディズニーアンバサダーホテル、東京ディズニーシー・ホテルミラコスタ、 

東京ディズニーランドホテル、東京ディズニーセレブレーションホテル） 

 

※チェックアウト時に、利用券を各ホテルのフロントに提出してください。 

（東京ディズニーセレブレーションホテルのみチェックイン時）宿泊料金から 

3,000 円を差し引いた料金で、精算できます。 

※宿泊者 1 名につき、利用券を１枚利用できます。（同一ホテルで 2 泊以上の

場合も 1 枚のみ）ただしご出発日が利用券表面の利用期間外となる場合は利

用できません。 

     ※旅行代金のパックツアー（東京ディズニーリゾート・バケーションパッケー 

ジを除く）等で、すでに宿泊代金をお支払い済みの場合は 3,000 円が返金さ

れます。 

※ホテル内のレストラン、ショップ等では利用できません。 

 

利用期間：2021 年 4 月 1 日～2022 年 3 月 31 日 

 

お問合せ：●東京ディズニーリゾートコーポレートプログラム利用者専用サイト  

URL：dcp.go2tdr.com 

 

●オンライン利用時の操作方法に関するお問合せ 

東京ディズニーリゾート・オンライン予約・購入サポートデスク 

TEL：045-330-0101（10:00～15:00 年中無休） 

 

 

※利用をキャンセルした際は利用券を共済会までご返却ください。 

退職後（家族を含む）や助成対象者以外が利用した場合は、助成額を返還い

ただきます。 

 

dcp.go2tdr.com
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４．海外旅行の助成 申込方法／WEB （帰国後の申請／郵送） 

海外旅行をする会員と家族（健康保険組合の被扶養者）に費用の一部を助成します。 

 

申込方法：旅行前 共済会 WEB サイト https://hckyosaikai.com からアクセスして助成

申請一覧「海外旅行助成申込」より承認申請してください。 

     ※必ず出国日の１週間前までに承認申請してください。 

     ※申請後、承認メールに添付されている URL にアクセスし、発券後 24 時間以

内に「海外旅行助成承認書・助成金交付請求書」を印刷（または保存）してく

ださい。 

 

     旅行後 帰国後 2 週間以内に次の書類を共済会事務局まで郵送してください。 

（メール・FAX の申請不可） 

①海外旅行助成承認書・助成金交付請求書（要押印） 

②出国したことが確認できる名前の記載された飛行機の搭乗半券のコピー 

 （ｅチケットは搭乗券情報が記載された控えのコピー） 

 

利用限度：1 人年 1 回に限ります。 

 

助成内容：1 人当たりの費用が 20,000 円以上の時に 20,000 円助成 

     ※下記の場合は助成の対象外となります。 

      ●帰国後に承認申請をした 

      ●会社の行事（慰安旅行等）、修学旅行、語学留学等で渡航の目的が観光旅

行ではない 

      ●飛行機の座席を使用しないお子様 

      ●「海外旅行助成承認書・助成金交付請求書」受け取り後から帰国日までに

会員（家族含む）の資格を喪失した 

      ●１人当たりの費用が 20,000 円に満たない 

※旅行先やご予定の変更・キャンセルは必ず共済会事務局まで電話かメールで

お知らせください。 

※助成予定人数 180 名に達した時点で締め切らせていただきます。 

 

助成金交付：請求書を受理してから記載内容に不備等がなければ１カ月以内に申請者指定

の口座に振り込まれます。 

 

利用期間：2021 年 4 月 1 日～2022 年 3 月 31 日に出国する旅行 

https://hckyosaikai.com/
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５．宿泊施設の利用助成 申込方法／WEB 

(1)契約宿泊施設、(2)ＪＴＢ、(3)船員保険契約保養施設を利用する会員と３歳以上の家

族（健康保険組合の被扶養者）に利用補助券を交付します。 

 

(1)契約宿泊施設利用補助券･･･北海道内中心の 66 カ所で利用できます。 

  1-A 共済会で契約している宿泊施設 

1-B 札幌航空旅行で契約している北海道旅行業協同組合加盟の施設 

  1-C 日本旅行北海道（北海道内の店舗でのみ利用できます） 

  ※1-Ｂと 1-Ｃは北海道内の温泉施設が助成の対象です。ビジネスホテル（温泉付含む）は対象外。 

(2)JTB 宿泊利用補助券･･･JTB で取扱いしている国内の宿泊施設 

(3)船員保険契約保養施設利用補助券･･･全国 4 カ所 

 

利用限度：上記(1)(2)を併せて 1 人年 2 枚まで、(3)は１人年 1 枚とします。 

     （１泊につき１人１枚の利用となります） 

 

助成内容：1 人 1 泊につき小学生以上 6,500 円、3 歳～小学生未満 3,000 円 

     ※会社の行事では利用できません。 

 

利用期間：2021 年 4 月 1 日～2022 年 3 月 31 日までの宿泊 

 

(1)契約宿泊施設利用補助券の利用について 

①宿泊施設に予約をして共済会の補助券を利用することを伝えます。 

1-A 共済会で契約している施設は 13～14 ページ記載の施設から選択し電話で予約をし 

ます。WEB で宿泊のお申込みをした場合に補助券が利用可能かについては各施設 

へお問い合わせください。支払いは各宿泊施設の窓口に限ります。 

1-B 札幌航空旅行は http://sat-air.jp で施設を選択し、電話（011-748-3111）で予約

します。 

1-C 日本旅行北海道は www.nta.co.jp/hokkaido/ または 14 ページ記載の北海道内の 

店舗、メディア販売センター（011-219-6130）のいずれかで予約します。 

②予約後、共済会 WEB サイト https://hckyosaikai.com からアクセスして助成申請一覧 

「契約宿泊施設補助券申込」より、利用日の１週間前までにお申込みください。 

（1-B 札幌航空旅行・1-C 日本旅行北海道で利用する場合は、お早めにお申込みください） 

③申請後、承認メールに添付されている URL にアクセスし「契約宿泊施設利用補助券」

を印刷し、補助券を各宿泊先（1-B 札幌航空旅行・1-C 日本旅行北海道は旅行会社への

代金支払時）に提出してください。（JTB では利用できません） 

http://sat-air.jp/
http://www.nta.co.jp/hokkaido
https://hckyosaikai.com/
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(2)JTB 宿泊利用補助券の利用について  

①JTB に予約をして共済会の補助券を利用することを伝えます。 

②予約後、共済会 WEB サイト https://hckyosaikai.com からアクセスして助成申請一覧 

「JTB 宿泊助成申込」より、JTB でご精算される予定日の 1 週間前までにお申込みくだ

さい。 

③申請後、承認メールに添付されている URL にアクセスし「JTB 宿泊利用補助券」を印刷

し、補助券を JTB 店舗に代金を支払う際に提出してください。 

（宿泊先へ提出しても利用できません） 

※ＪＴＢ宿泊利用補助券は、宿泊にかかる費用に対してのみ助成されます。 

※ＪＴＢ宿泊利用補助券をご利用いただけないＪＴＢ店舗もございますので、必ずご予約

の際に店頭にてご確認ください。 

 

(3)船員保険契約保養施設利用補助券の利用について 

①14 ページ記載の船員保険契約保養施設に電話予約をして共済会の補助券を利用すること

を伝えます 

②予約後、共済会 WEB サイト https://hckyosaikai.com からアクセスして助成申請一覧 

「船員保険契約保養施設申込」より、利用日の 1 週間前までにお申込みください。 

③申請後、承認メールに添付されている URL にアクセスし「船員保険契約保養施設利用補

助券」を印刷し、補助券を各宿泊先に提出してください。 

  

(1)～(3) 留意点 

※申込承認後、利用日が変更・キャンセルになった場合は共済会事務局まで電話かメール

でお知らせのうえ、再度お申込みください。 

※申込承認後、利用日に変更はないものの利用する施設を変更した場合、各補助券は施設

共通券ですのでお手持ちの補助券をご利用ください。JTB 宿泊利用補助券は施設名を二

重線で訂正しご利用ください。 

※ＪＴＢ・札幌航空旅行・日本旅行北海道でご利用の際、宿泊代の清算時は会員・家族の

資格があるものの宿泊時に資格を喪失する予定の場合のお申込みはご遠慮ください。 

 

 

【 よくあるお問い合わせの例 】 

● １泊額面以下の施設に連泊する。連泊合計の請求額で助成になるか？     →１泊分のみ助成 

● 額面以下の利用料金なので、補助額を他の利用者に振り分けられるか？    →できません 

● 幼児の宿泊代は無料で施設利用料が現地精算される。補助券を使用できるか？ →できません 

 

https://hckyosaikai.com/
https://hckyosaikai.com/
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施設名 住所 TEL

1. 洞爺サンパレス リゾート＆スパ 北海道有珠郡壮瞥町洞爺湖温泉7-1

2. ニュー阿寒ホテル 北海道釧路市阿寒町阿寒湖温泉2-8-8 札幌総合予約

3. ホテル瑞鳳 宮城県仙台市太白区秋保町湯元字徐26-1 センター

4. 秋保グランドホテル 宮城県仙台市太白区秋保町湯元字枇杷原12-2 011-222-5222

5. ホテル川久 和歌山県西牟婁郡白浜町3745

6. 白浜古賀の井 リゾート＆スパ 和歌山県西牟婁郡白浜町3212-1

1. ホテルまほろば 北海道登別市登別温泉町65

2. 名湯の宿　パークホテル雅亭 北海道登別市登別温泉町100 札幌予約センター

3. 旅亭　花ゆら 北海道登別市登別温泉町100 011-232-1510

4. 平成館しおさい亭 北海道函館市湯川町１丁目2-37

5. 平成館しおさい亭　別館花月 北海道函館市湯川町１丁目2-37

6. 平成館　海羊亭 北海道函館市湯川町１丁目3-8

1. 登別石水亭 北海道登別市登別温泉町203-1

2. 望楼NOGUCHI登別 北海道登別市登別温泉町200-1

3. 絶景の湯宿　洞爺　湖畔亭 北海道虻田郡洞爺湖町洞爺湖温泉7-8

4. 源泉の湯宿　洞爺　ごきらく亭 北海道虻田郡洞爺湖町洞爺湖温泉1-4

5. ザ レイクビュー TOYA 乃の風リゾート 北海道虻田郡洞爺湖町洞爺湖温泉29-1

6. 層雲峡　朝陽亭 北海道上川郡上川町層雲峡温泉

7. 層雲峡　朝陽リゾートホテル 北海道上川郡上川町層雲峡温泉

8. 函館湯の川温泉　湯元　啄木亭 北海道函館市湯川町1丁目18-15

9. 望楼NOGUCHI函館 北海道函館市湯川町1丁目17-22

10. HAKODATE　海峡の風 北海道函館市湯川町1丁目18-15

11. 緑の風リゾートきたゆざわ 北海道伊達市大滝区北湯沢温泉町300-2

12. きたゆざわ森のソラニワ 北海道伊達市大滝区北湯沢温泉町300-7

13. 北湯沢温泉郷 湯元ホロホロ山荘 北海道伊達市大滝区北湯沢温泉町34

14. 札幌・定山渓温泉　章月グランドホテル 北海道札幌市南区定山渓温泉東3丁目239

15. 室蘭プリンスホテル 北海道室蘭市中央町1丁目4-9

16. 箱根　仙石原　きたの風茶寮 神奈川県足柄下郡箱根町仙石934-29 0460-83-8526

17. 山翠楼　SANSUIROU 神奈川県足柄下郡湯河原町宮上673 0465-63-1111

18. 海石榴　つばき 神奈川県足柄下郡湯河原町宮上776 0465-63-3333

1. 登別温泉　登別万世閣 北海道登別市登別温泉町21番地 札幌本部

2. 洞爺湖万世閣ホテルレイクサイドテラス 北海道虻田郡洞爺湖町洞爺湖温泉21番地 011-252-3500

3. 定山渓万世閣ホテルミリオーネ 北海道札幌市南区定山渓温泉東３丁目

1. 旭岳温泉　ホテルベアモンテ 北海道上川郡東川町旭岳温泉

2. 旭岳温泉　ホテルディアバレー 北海道上川郡東川町旭岳温泉

万世閣ホテルズ

「契約宿泊施設 利用補助券」を利用できる施設

Karakami HOTELS＆RESORTS

トーホウリゾート

野口観光グループ

札幌営業所

011-717-2455

ハマノホテルズ

0166-97-2321
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施設名 住所 TEL

1. 小樽朝里クラッセホテル 北海道小樽市朝里川温泉2丁目676 0134-52-3800

2. 札幌北広島クラッセホテル 北海道北広島市中の沢316-1 011-373-3800

3. ニセコ昆布温泉 ホテル甘露の森 北海道虻田郡ニセコ町ニセコ415番地 0136-58-3800

4. なんぽろ温泉ハート＆ハート 北海道空知郡南幌町南9線西15番地 011-378-1126

5. 森のゆ　ホテル花神楽 北海道上川郡東神楽町25号 0166-83-3800

6. はぼろ温泉サンセットプラザ 北海道苫前郡羽幌町北3条1丁目29番地 0164-62-3800

7. みついし昆布温泉　蔵三 北海道日高郡新ひだか町三石鳧舞162 0146-34-2300

8. 青の洞窟温泉 ﾋﾟﾊﾟの湯 ゆ～りん館 北海道美唄市東明町3区 0126-64-3800

9. 奥屈斜路温泉ランプの宿 森つべつ 北海道網走郡津別町字上里738番地 0152-76-3333

10. びらとり温泉　ゆから 北海道沙流郡平取町字二風谷92番6 01457-2-3280

11. 十勝ナウマン温泉ホテルアルコ 北海道中川郡幕別町忠類白銀町384-1 01558-8-3111

12. 敷島定山渓別邸　 北海道札幌市南区定山渓温泉西３丁目434 011-595-3800

1. グリーンピア大沼 北海道茅部郡森町赤井川229 01374-5-2277

2. 星野リゾート トマム 北海道勇払郡占冠村字中トマム 0167-58-1122

3. ルスツリゾート 北海道虻田郡留寿都村字泉川13番地 0136-46-3331

4. 十勝サホロリゾート 北海道上川郡新得町狩勝高原 0156-64-7111

5. 白金四季の森 ホテルパークヒルズ 北海道上川郡美瑛町白金温泉 0166-94-3041

6. 層雲閣グランドホテル 北海道上川郡上川町層雲峡温泉 01658-5-3111

7. 新冠温泉 レ・コードの湯ホテルヒルズ 北海道新冠郡新冠町字西泊津16番地3 0146-47-2100

8. 十勝川温泉　観月苑 北海道河東郡音更町十勝川温泉南14-2 0155-46-2001

9. 然別湖畔温泉ホテル風水 北海道河東郡鹿追町然別湖畔 0156-67-2211

10. ほろしん温泉ほたる館 北海道雨竜郡沼田町字幌新３77番地 0164-35-1188

11. スパ＆ホテルリゾート ふらのラテール 北海道空知郡中富良野町東1線北18号 0167-39-3100

12. 登別グランドホテル 北海道登別市登別温泉町154 0143-84-2425

13. 定山渓ビューホテル　※11月より追加 北海道札幌市南区定山渓温泉東2丁目111 011-598-3339

14. シャトレーゼ ガトーキングダム サッポロ 北海道札幌市北区東茨戸132番地 011-773-2211

15. 湯元　小金湯 北海道札幌市南区小金湯25番地 011-596-2111

16. ザ・ホテル長崎BWプレミアコレクション 長崎県長崎市宝町2-26 095-821-1111

17. ベストウェスタンホテル高山 岐阜県高山市花里町6-6 0577-37-2000

18. 札幌航空旅行株式会社 北海道札幌市東区北24条東7丁目1-28 011-748-3111

19. 日本旅行北海道

北海道メディア販売センター 北海道札幌市中央区南1条西4丁目   日本旅行札幌ビル2階 011-219-6130

旅プラザ南１条店 北海道札幌市中央区南1西4-16日本旅行札幌ビル 011-208-0171

釧路支店 北海道釧路市仲浜町5-15 0154-99-9460

帯広支店 北海道帯広市大通南8-19 帯広連鎖店ビル1階 0155-23-9294

北見支店 北海道北見市桜町6丁目2番スーパーアークス桜町店内 0157-23-2228

旭川支店 北海道旭川市3条通9丁目1704-1 ＴＫフロンティアビル1楷 0166-26-0401

小樽支店 北海道小樽市稲穂2-22-4  樽石ビル1階 0134-33-4455

苫小牧支店 北海道苫小牧市表町1-4-5  ＮＣビル1階 0144-32-6467

函館支店 北海道函館市港町1丁目2-1ポールスターショッピングセンターＣ棟2階 0138-62-3770

1. 鳴子やすらぎ荘 宮城県大崎市鳴子温泉字星沼18-2 0229-87-2121

2. サンポートみさき 神奈川県三浦市三崎5-3806 046-882-2900

3. 箱根嶺南荘 神奈川県足柄下郡箱根町大平台442-１ 0460-82-2898

4. やいづマリンパレス 静岡県焼津市本町1-6-3 054-629-1011

アンビックスグループ

その他

「船員保険契約保養施設 利用補助券」を利用できる施設
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(4) 契約体育施設利用補助券の利用について 

健康保険組合の保健事業の一環として、下記の契約体育施設を利用する被保険者（本人）

と小学生以上の健康保険組合の被扶養者（家族）に利用補助券を交付します。 

 

利用限度：1 人年１枚に限ります。 

 

助成内容：小学生以上 1 人につき 1,000 円 

シャトレーゼガトーキングダムサッポロでプール＆温泉を利用する小中学生は

1 日コース 800 円（夕方コース 16:00 以降入場 500 円） 

 

利用期間：2021 年 4 月 1 日～2022 年 3 月 31 日 

 

利用方法：共済会 WEB サイト https://hckyosaikai.com からアクセスして助成申請一覧 

「契約体育施設申込」より、利用日の 1 週間前までにお申込みください。 

※次の 13～15 の３施設は宿泊時に「契約宿泊施設利用補助券」と併用するこ

とはできません。体育施設利用補助券を利用できる施設は次のとおりです。 

       13.十勝サホロリゾート：ベア・マウンテン、スキー場 

        14.ルスツリゾート：遊園地、スキー場  

            15.シャトレーゼ ガトーキングダム：日帰りのプール＆温泉 

 
※申込承認後、利用日や利用する施設が変更になった場合、施設共通券ですので有効期限

内にお手持ちの補助券をご利用いただけます。 

施設名 住所 TEL

1. 洞爺サンパレスリゾート＆スパ 北海道有珠郡壮瞥町洞爺湖温泉7-1

2. ニュー阿寒ホテル 北海道釧路市阿寒町阿寒湖温泉2-8-8

3. ホテル瑞鳳 宮城県仙台市太白区秋保町湯元字徐26-1

4. きたゆざわ森のソラニワ 北海道伊達市大滝区北湯沢温泉町300-7 札幌営業所

5. 北湯沢温泉郷　湯元ホロホロ山荘 北海道伊達市大滝区北湯沢温泉町34 011-717-2455

6. 登別万世閣 北海道登別市登別温泉町21番地

7. 洞爺湖万世閣ホテルレイクサイドテラス 北海道虻田郡洞爺湖町洞爺湖温泉21番地

8. 洞爺湖万世閣ホテルミリオーネ 北海道札幌市南区定山渓温泉東3丁目

9. 定山渓ビューホテル　※11月より追加 北海道札幌市南区定山渓温泉東2丁目111 011-598-3339

10. グリーンピア大沼 北海道茅部郡森町赤井川229 01374-5-2277

11. 星野リゾート　トマム 北海道勇払郡占冠村字中トマム 0167-58-1122

12. 層雲閣グランドホテル 北海道上川郡上川町層雲峡温泉 01658-5-3111

13. 十勝サホロリゾート

（ベア・マウンテン、スキー場）※

14. ルスツリゾート（遊園地・スキー場）※ 北海道虻田郡留寿都村字泉川13番地 0136-46-3331

15. シャトレーゼ ガトーキングダム サッポロ

（日帰りのプール＆温泉）※

16. スポーツクラブZip麻生 北海道札幌市北区麻生町5丁目9-15 011-728-1212

北海道札幌市北区東茨戸132番地 011-773-3311

「契約体育施設 利用補助券」を利用できる施設

札幌総合予約センター

011-222-5222

札幌本部

011-252-3500

北海道上川郡新得町狩勝高原 0156-64-7111

https://hckyosaikai.com/
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６．健康センター・日帰り天然温泉の利用助成 申込方法／WEB 

下記Ａtype の健康センターまたはＢtype の日帰り天然温泉を利用する会員と家族（健康

保険組合の被扶養者）にいずれかの利用補助券を交付します。 

 

申込方法：共済会 WEB サイト https://hckyosaikai.com からアクセスして助成申請一覧 

「健康センター利用補助券申込」より利用日の 1 週間前までにお申込みくださ

い。 

 

利用限度：1 人年 1 回に限りＡtype またはＢtype の補助券いずれかを交付します。 

     Ａtype 健康センター利用補助券   5 枚（16 施設利用可） 

     Ｂtype 日帰り天然温泉利用補助券 2 枚（2 施設利用可） 

     ※Ｂtype「大江戸温泉物語」は 2021 年 9 月 5 日（日）の営業で閉館します。 

 

利用方法：補助券 1 枚につき下記の個人負担額を施設に支払い利用します。 

     ※今年度 4 歳に達しないお子様は無料または補助額に満たない料金のため補助

券を交付いたしませんので、ご了承ください。 

     ※助成の対象になるのは入館料（入浴料または入線料）ですので、食事・深夜

割増料金等は個人負担となります。詳細は各施設でご確認ください。 

 

利用期間：2021 年 4 月 1 日～2022 年 3 月 31 日 

 

 

施設名
おとな

（中学生以上）

こども

（４歳以上）
住所 TEL

１.函館高温源泉 湯の箱 こみち 200円 助成対象外 北海道函館市昭和3丁目22-1 0138-42-2111

２.天然温泉ホテルパコ函館別亭 200円 小学生50円 北海道函館市大森町25番3号 0138-23-8585

３.ながぬま温泉 200円 小学生50円 北海道夕張郡長沼町東６線北４番地 0123-88-2408

４.小樽朝里クラッセホテル 200円 小学生50円 北海道小樽市朝里川温泉2丁目676 0134-52-3800

５.札幌北広島クラッセホテル 200円 小学生50円 北海道北広島市中の沢316-1 011-373-3800

６.ニセコ昆布温泉ホテル甘露の森 200円 小学生50円 北海道虻田郡ニセコ町ニセコ415番地 0136-58-3800

７.なんぽろ温泉ハート＆ハート 200円 小学生50円 北海道空知郡南幌町南9線西15番地 011-378-1126

８.森のゆ ホテル花神楽 200円 小学生50円 北海道上川郡東神楽町25号 0166-83-3800

９.みついし昆布温泉 蔵三 200円 小学生50円 北海道日高郡新ひだか町三石鳧舞162 0146-34-2300

１０.青の洞窟温泉 ﾋﾟﾊﾟの湯 ゆ～りん館 200円 小学生50円 北海道美唄市東明町3区 0126-64-3800

１１.びらとり温泉 ゆから 200円 小学生50円 北海道沙流郡平取町字二風谷92番6 01457-2-3280

１２.十勝ナウマン温泉ホテルアルコ 200円 小学生50円 北海道中川郡幕別町忠類白銀町384-1 01558-8-3111

１３.苗穂駅前 蔵ノ湯 200円 小学生50円 北海道札幌市中央区北2条東13丁目25－1 011-200-3800

１４.はぼろ温泉サンセットプラザ 200円 4歳以上小学生50円 北海道苫前郡羽幌町北3条1丁目29番地 0164-62-3800

１５.奥屈斜路温泉ランプの宿 森つべつ 200円 4歳以上小学生50円 北海道網走郡津別町字上里738番地 0152-76-3333

１６.天然温泉 森のゆ 200円 6歳以上小学生50円 北海道北広島市西の里511番地1 011-375-2850

１.大江戸温泉物語（9/5閉館） 300円 4歳以上小学生300円 東京都江東区青梅2-6-3 03-5500-1126

２.ＪＡＳＭＡＣ　ＰＬＡＺＡ
    すすきの天然温泉　湯香郷

Atype「健康センター 利用補助券」を利用できる施設　

Btype「日帰り天然温泉 利用補助券」を利用できる施設

北海道札幌市中央区南7条西3丁目 011-513-8107300円 小学生300円

https://hckyosaikai.com/
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７．ゴルフ場の利用助成 申込方法／WEB 

下記①～⑩のゴルフ場を利用する会員と家族（健康保険組合の被扶養配偶者）に利用補助

券を交付します。 

 

申込方法：ゴルフ場に各自で予約をします。（予約時に「北海道コンピュータ関連産業共

済会会員プランを利用します」とお伝えください） 

予約後、共済会 WEB サイト https://hckyosaikai.com からアクセスして助成

申請一覧「ゴルフ場利用補助券申込」より利用日の１週間前までにお申込みく

ださい。 

 

利用限度：1 人年 2 枚までとします。 

 

助成内容：1 枚につき 6,000 円   料金から 6,000 円引きになります。 

ご利用金額が 6,000 円未満の場合は実費額を助成し、おつりは出ません。 

 

利用期間：2021 年 4 月 1 日～2022 年 3 月 31 日 

 

※ゴルフ場によっては利用補助券がご利用いただけない期間もありますので、予約の際に

ゴルフ場にご確認ください。また料金等ご不明な点もゴルフ場にお問合せください。 

※申込承認後、利用日が変更・キャンセルになった場合は共済会事務局まで電話かメール

でお知らせのうえ、再度お申込みください。 

※申込承認後、利用日に変更はないものの利用する施設を変更した場合、施設共通券です

のでお手持ちの補助券をご利用ください。 

 

「ゴルフ場 利用補助券」を利用できる施設

①函館シーサイドカントリークラブ

北海道函館市豊原町237番地 TEL（0138）58－3361

円 円 円

円 円 円

円 円 円

円 円 円

円 円 円

円 円 円

円 円 円

円 円 円

円 円 円

円 円 円

円 円 円

円 円 円

※セルフプレー料金です。 ※ロッカー代は別途330円です

※キャディ付はありません。 ※10月以降は、午後のプレーはありません。

3,900

ビジター 3,900 5,000 5,000

～

～

～5/1 5/31

11/29 ～ クローズ
メンバー 3,900 3,900

～

5,375
7/1 11/28

6/1 6/30

5,075

4/1 4/30

5,375

ビジター 6,175 8,175 8,675

5,275

ビジター 6,175 7,175 7,675

メンバー 5,375

メンバー 5,275 5,275

5,075

ビジター 5,975 6,475 6,675

4,875

ビジター 5,575 6,175 6,275

メンバー 5,075

メンバー 4,875 4,875

期間

3/13 3/31

平日 土曜・祝日

4,875 4,875

日曜

5,775 6,275 6,475

4,875
～

メンバー

ビジター

https://hckyosaikai.com/
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②函館ベイコーストカントリークラブ

北海道北斗市柳沢323-1 TEL（0138）73－2266

～ 円 円

※セルフプレー料金です。

※キャディ付4バックで4,000円の割増料金です。

③新奈井江カントリークラブ

北海道空知郡新奈井江町字奈井江967番地1 TEL（0125）65－4488

～

～

～ 円 円 円 円

※1ラウンド4バック・3バック時の税込料金です。 ※ロッカー代は別途330円です。

※期間外の料金はゴルフ場にお問合せください。

④苫小牧ゴルフリゾート72　エミナゴルフクラブ

北海道苫小牧市植苗341 TEL（0144）55－5545

※上記料金は、すべて諸税込料金です。（ロッカー代は含まれていません）

※3バック以下でご利用の場合は、割増料金が別途必要です。

【キャディ付】3バック1,466円、2バック4,400円

【セルフ】（平日）2バック550円、（土日祝）3バック770円、2バック2,750円

※10月11日以降午後スタートはありません。

5,300 円 4,900 円 7,900 円

5,600西・東コース
ナビ付き乗用カート

ー ー
セルフプレー

11月

8,400 円

12,080 円 16,000 円

円

南コース
乗用カート

キャディ付プレー

10月

7,500 円6,200 円 5,800 円 9,900 円

18,000 円12,300 円

ナビ付き乗用カート

セルフプレー

5/10～

　5/31

7,200 円

南コース
乗用カート

キャディ付プレー

西・東コース
ナビ付き乗用カート

セルフプレー

6月～9月

5,600 円

円

6,200 円 5,800 円 9,900 円 7,500 円

11,550 円 16,000

4/1～

　　5/9

土曜・日曜・祝日平日

午前 午後
1ラウンド料金コース期間

午前 午後

南コース
乗用カート

キャディ付プレー

西・東コース
ナビ付き乗用カート

セルフプレー

11,500 円 14,000 円

期間 平日

7,000

土曜・日曜・祝日

10,000

平日

オープン クローズ

期間

6,500

8,500
オープン 5/31

11/1 11/7

6/1 10/31

土曜・日曜・祝日

セルフ

平日 土曜・日曜・祝日

キャディ付

円

10,000

円

円12,500

5,200 円 8,400 円 7,200 円

18,000

9,300 円 円11,800

13,3009,800

6,000 円

南コース
乗用カート

キャディ付プレー

西・東コース
ナビ付き乗用カート

セルフプレー

南コース
乗用カート

キャディ付プレー

西・東コース
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⑤桂ゴルフ倶楽部

北海道苫小牧市植苗577－1 TEL（0144）57－5757

午前 午前

円～ 円 円～ 円

円 円

午後 午後

円～ 円 円～ 円

円 円

※1ラウンド（4バック時）キャディ付徒歩プレー料金です。

　上記料金は税込金額です。利用税・消費税・連盟協力金が含まれています。

※予約は電話でお願いします。WEBの予約は利用できません。

※カートをご希望の場合は、電話にてお問合せください。

※アーリーバード、トワイライトプレーには利用できません。

⑥グレート札幌カントリー倶楽部

北海道千歳市泉郷845－1 TEL（0123）29－2111

午前 午前

円～ 円～ 円 円

円 円

午後

円～ 円 円

円

※1ラウンド（4バック時）乗用カート付セルフプレー料金です。

　上記料金は税込金額です。利用税・消費税・連盟協力金が含まれています。

※予約は電話でお願いします。WEBの予約は利用できません。

※キャディ付をご希望の場合は、電話にてお問合せください。

※アーリーバード、トワイライトプレーには利用できません。

⑦新千歳カントリークラブ

北海道千歳市協和1392番地 TEL（0123）21－2111

午前 午前

円～ 円～ 円

円 円

午後 午後

円～ 円～ 円

円 円

※1ラウンド（4バック時）乗用カート付セルフプレー料金です。

　上記料金は税込金額です。利用税・消費税・連盟協力金が含まれています。

※予約は電話でお願いします。WEBの予約は利用できません。

※キャディ付をご希望の場合は、電話にてお問合せください。

※アーリーバード、トワイライトプレーには利用できません。

　4/1～

　　3/31

期間
料金 2B割増 3B割増

平日 土曜・日曜・祝日

料金 2B割増 3B割増

11,110

27,630

11,110

27,630

4,400 19,690

35,330

－4,400

－4,400 －19,690 4,400

35,330

－

　4/1～

　　3/31

－5,500 8,700 1,320

5,860 10,400

－ 7,600 1,320

9,300

－

－－

期間
平日 土曜・日曜・祝日

料金 2B割増 3B割増 料金 2B割増 3B割増

440

440

－

－

期間
平日 土曜・日曜・祝日

料金 2B割増 3B割増 料金 2B割増 3B割増

　4/1～

　　3/31

－ －5,800 9,300 1,650

6,150 10,700

－ － 8,200 1,650

5,600 9,600

5,200
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⑧サンパーク札幌ゴルフコース

北海道北広島市富ヶ岡456番地 TEL（011）372－6370

午前 午前

円～ 円 円～ 円

円 円

午後 午後

円～ 円 円～ 円

円 円

※1ラウンド（4バック時）乗用カート付セルフプレー料金です。

　上記料金は税込金額です。利用税・消費税・連盟協力金が含まれています。

※予約は電話でお願いします。WEBの予約は利用できません。

※キャディ付をご希望の場合は、電話にてお問合せください。

※アーリーバード、トワイライトプレーには利用できません。

⑨札幌北広島ゴルフ倶楽部

北海道北広島市中ノ沢450－1 TEL（011）373－1111

午前 午前

円～ 円 円～ 円 円

円 円

午後 午後

円～ 円 円～ 円 円

円 円

※1ラウンド（4バック時）乗用カート付セルフプレー料金です。

　上記料金は税込金額です。利用税・消費税・連盟協力金が含まれています。

※予約は電話でお願いします。WEBの予約は利用できません。

※キャディ付をご希望の場合は、電話にてお問合せください。

※アーリーバード、トワイライトプレーには利用できません。

⑩チサンカントリークラブ銭函

北海道小樽市星野町74番地 TEL（0134）62－4111

午前 午前

円～ 円～ 円

円 円

午後

円～ 円

円

※1ラウンド（4バック時）乗用カート付セルフプレー料金です。

　上記料金は税込金額です。利用税・消費税・連盟協力金が含まれています。

※予約は電話でお願いします。WEBの予約は利用できません。

※キャディ付をご希望の場合は、電話にてお問合せください。

※アーリーバード、トワイライトプレーには利用できません。

－

円660

660 円

期間
平日 土曜・日曜・祝日

料金 2B割増 3B割増 料金 2B割増 3B割増

　4/1～

　　3/31

6,300 1,320 9,000 1,320

7,700 12,500

－5,900 1,320 9,000 1,320

7,700 12,500

660 円

期間
平日 土曜・日曜・祝日

料金 2B割増 3B割増 料金 2B割増 3B割増

　4/1～

　　3/31

－6,400 10,500 1,980 550

9,000 14,000

－ 9,000 1,980 550

8,000 12,500

5,400

550

550

－

－

期間
平日 土曜・日曜・祝日

料金 2B割増 3B割増 料金 2B割増 3B割増

　4/1～

　　3/31

－5,200 7,500 1,650

6,500 11,500

－ － 6,500 1,650

11,000

－
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８．札幌市市営体育施設の利用助成 申込方法／WEB 

札幌市市営体育館・プール・つどーむ・健康づくりセンター、カーリング場を利用する会

員と家族（健康保険組合の被扶養者）に利用補助券を交付します。 

 

申込方法：共済会 WEB サイト https://hckyosaikai.com からアクセスして助成申請一覧 

「札幌市市営体育施設利用補助券申込」より利用日の 1 週間前までにお申込み

ください。 

 

利用限度：1 人年 1 枚に限ります。 

※補助券はボウリング場と共通券です。 

 

助成内容：1 人につき 1,000 円 

体育館・プール・つどーむ・健康づくりセンターの回数券(6 枚綴り)を受付窓

口で購入またはカーリング場シート使用料支払をする際に提出してください。 

利用補助券をご利用になる際は下記の料金が個人負担となります。 

     
利用期間：2021 年 4 月 1 日～2022 年 3 月 31 日 

施設 年齢区分 会員・家族料金 通常料金

一般（65歳未満）    950円 1,950円

高校生    150円 1,150円

一般（65歳未満） 1,900円 2,900円

高校生    400円 1,400円

スポーツ交流施設　つどーむ 一般（65歳未満）    950円 1,950円

（トレーニング・ランニング） 高校生    150円 1,150円

中央・西健康づくりセンター 一般    950円 1,950円

東健康づくりセンター 一般        0円 1,000円

どうぎんカーリングスタジアム

1シート1時間につき

  ません。

※健康づくりセンターの利用年齢制限はありません。ただし年齢にかかわらず券が必要です。

体育館

プール

一般    500円 1,500円

※満65歳以上で体育館・プール・つどーむをご利用の場合は、高齢者回数券の料金が助成額

　に満たないため助成の対象になりません。

※高校生で体育館・プール・つどーむをご利用の場合は生徒手帳を提示してください。

※中学生以下で体育館・プール・つどーむ（トレーニング室は利用不可）をご利用の場合は

   無料です。中学生の方は生徒手帳を提示してください。

※宮の沢屋内競技場のスモールボアライフル及びエアライフルの回数券は助成の対象になり

   小学生以下のご利用の場合は保護者（成年者）の同伴が必要です。

※西区及び清田区の共通回数券、札幌国際交流館の共通回数券は助成の対象になりません。

※カーリングは利用時間数に応じ、利用料金（シート代のみ）の範囲内において１グループ

   で補助券を複数枚利用できます。

※カーリングを学生（児童及び生徒を含む）のみで構成される団体で行う時は助成の対象に

   なりません。

https://hckyosaikai.com/
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※整備等により休館日がありますので事前にご確認ください。 

住所 TEL

スポーツ交流施設　つどーむ

（トレーニング・ランニング）

中島体育センター（トレーニング） 中央区中島公園1-5 011-530-5906

宮の沢屋内競技場（テニス・フットサル） 西区宮の沢490-9 011-664-6363

北区体育館 北区新琴似8-2 011-763-1522

東区体育館 東区北27条東14 011-751-5250

白石区体育館 白石区南郷通6北1 011-861-4014

厚別区体育館 厚別区厚別中央2-5 011-892-0362

豊平区体育館 豊平区月寒東2-20 011-855-0791

南区体育館 南区川沿4-2 011-571-5171

手稲区体育館 手稲区曙2-1 011-684-0088

北ガスアリーナ札幌46（中央体育館） 中央区北4東6 011-251-1815

美香保体育館（夏季のみ） 東区北22条東5 011-741-1972

西区体育館・温水プール 西区発寒5-8 011-662-2149

清田区体育館・温水プール 清田区平岡1-5 011-882-9500

札幌国際交流館（体育館・プール） 白石区本通16南4 011-866-3811

厚別温水プール 厚別区厚別中央2-6 011-896-1861

豊平公園温水プール 豊平区美園6-1 011-813-6556

平岸プール 豊平区平岸5-14 011-832-7529

白石温水プール 白石区平和通1南2 011-846-0004

手稲曙温水プール 手稲区曙2-1 011-683-0676

東温水プール 東区北16条東16 011-785-6812

中央健康づくりセンター（トレーニング） 中央区南3西11 011-562-8700

東健康づくりセンター（トレーニング） 東区北10条東7 011-742-8711

西健康づくりセンター（トレーニング） 西区八軒1条西1 011-618-8700

どうぎんカーリングスタジアム 豊平区月寒東1条9 011-853-4572

　プール

　健康づくりセンター

東区栄町885-1 011-784-2106

　カーリング

「札幌市市営体育施設 利用補助券」を利用できる施設

　体育施設

施設名

　体育館

　体育館・プール
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９．ボウリング場の利用助成 申込方法／WEB 

下記のボウリング場を利用する会員と家族（健康保険組合の被扶養者）に利用補助券を交付 

します。 

 

申込方法：共済会 WEB サイト https://hckyosaikai.com からアクセスして助成申請一覧

「ボウリング場利用補助券申込」より利用日の 1 週間前までにお申込みください。 

 

利用限度：1 人年 2 枚までとします。 

※補助券はお申込み 1 回につき 1 枚の交付となりますので、2 枚希望する場合は都度お申込 

みください。（補助券のコピー不可） 

※補助券は札幌市市営施設と共通券です。 

 

助成内容：1 枚につき 1,000 円 

(１枚でボウリング２ゲームとレンタルシューズ 1 足を利用できます) 

 

利用方法：下記施設へ受付時に補助券を提出し、精算時に補助券 1 枚につき自己負担額 

200 円をお支払いください。 

※1 ゲームで中止した場合やマイシューズを持参した場合でも自己負担額は 

200 円です。 

※ゲームを追加（3 ゲーム目以降）した場合など追加料金が発生した場合は、

精算時にお支払いください。 

 

利用期間：2021 年 7 月 19 日～2022 年 3 月 31 日 

 

 
ボウリング場の事前予約はディノスボウルの各店舗へ電話または WEB サイトからできます。 

 

施設名 住所 TEL

ディノスボウル　ノルベサ店 北海道札幌市中央区南3条西5丁目1-1 NORBESA 6階 011-290-6301

ディノスボウル　札幌白石店 北海道札幌市白石区南郷通1丁目北8番1号　ディノス札幌白石ビル ３階 011-860-1234

ディノスボウル　札幌麻生店 北海道札幌市北区北40条西4丁目1番1号　ASABU LAND 2階 011-746-1120

ディノスボウル　札幌手稲店 北海道札幌市手稲区前田1条11丁目　西友手稲店 3階 011-699-2200

ディノスボウル　苫小牧店 北海道苫小牧市柳町3丁目1番20号　イオンモール苫小牧内 0144-52-1203

ディノスボウル　室蘭店 北海道室蘭市東町4丁目31番3号 0143-44-1151

ディノスボウル　帯広店 北海道帯広市白樺16条西2丁目 ドリームタウン白樺内 0155-38-2813

「ボウリング場利用補助券」を利用できる施設

https://hckyosaikai.com/
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１０．スポーツジムの利用助成 申込方法／WEB，スポーツクラブ法人会員手続き 

下記①～④のスポーツジムを利用する会員と家族（健康保険組合の被扶養者）に利用補助

券を交付または利用料等の一部を助成します。 

 

申込方法：①札幌ドームトレーニングルーム ②サンシャインスポーツクラブ 

共済会 WEB サイト https://hckyosaikai.com からアクセスして助成申請一覧

「スポーツジム利用補助券申込」より利用日の 1 週間前までにお申込みくださ

い。 

     ③コナミスポーツクラブ ④スポーツクラブルネサンス 

     共済会事務局への手続きは不要です。 

各スポーツクラブで法人会員入会手続き（健康保険証の提示が必要）をしてく

ださい。コナミスポーツクラブは直営施設で手続きします。 

手続き方法は各施設へお問合せください。 

 

利用限度：①札幌ドームトレーニングルーム ②サンシャインスポーツクラブ 

1 人年 1 回に限り①②で利用できる共通利用補助券 10 枚を交付します。 

③コナミスポーツクラブ 

1 人年 10 回利用料を助成します。11 回目以降は全額個人負担となります。 

④スポーツクラブルネサンス 

1 人毎月の月会費を助成します。 

     ※上記①②と③コナミスポーツクラブの助成は併用できません。 

上記①②③いずれかと④スポーツクラブルネサンスの助成は併用できます。 

 

助成内容 ①札幌ドームトレーニングルーム  

1 回につき 450 円を助成 

②サンシャインスポーツクラブ  

1 回につき 1,350 円を助成 

③コナミスポーツクラブ  

会員証発行手数料 1,100 円（税込） 

都度利用 B 料金（施設カテゴリで料金が異なる）と自己負担 500 円の差額を助成 

④スポーツクラブルネサンス 

     Monthly コーポレート会員月会費から 1,000 円（税込）助成 

     法人会員になりますと個人会員より割引料金でご利用になれます。 

 

利用期間：2021 年 4 月 1 日～2022 年 3 月 31 日 

7 月から 

2000 円に増額

https://hckyosaikai.com/
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     https://www.konami.com/sportsclub 

    （ご利用ガイドは共済会 WEB サイト www.hckenpo.jp/kyosai_info/に掲載） 

 
     https://hpmgt.s-re.jp/840011297144 共済会専用サイト 

  （割引制度は共済会 WEB サイト www.hckenpo.jp/kyosai_info/に掲載） 

 
 

 

 ※ 退職された（家族を含む）方はコナミスポーツクラブ、スポーツクラブルネサンス

の法人会員での利用はできませんので、速やかに一般会員への切り替え手続き、ま

たは退会手続きをしてください。退職後（家族を含む）も法人会員で利用されてい

る場合は助成額を返還いただきます。 

助成の対象になるスポーツジム

① 札幌ドームトレーニングルーム　申込方法／共済会WEBサイト

北海道札幌市豊平区羊ヶ丘1番地　札幌ドーム1階 TEL（011）850-1000

高校生以上（中学生不可）高校生は生徒手帳を提示してください。

マシンジム、シャワールーム、ロッカールーム

9:30～21:00（受付時間9:30～20:00)

※イベント開催等で変更になる場合がありますので事前にご確認ください。

個人負担／利用１回につき50円を施設にお支払いください。

② サンシャインスポーツクラブ　申込方法／共済会WEBサイト

北海道札幌市中央区南3条東2丁目1番地 TEL（011）221-3411

対象年齢／中学生以上（中学生はプールのみ利用可）

利用範囲／アスレチックジム、スタジオ、スイミングプール、浴室・サウナ、ロッカールーム

利用時間／スポーツジム　　：平日  9:00～22:00　土日祝  9:00～20:00

スイミングプール：平日11:00～21:00　土日祝 11:00～21:00

受付時間（平日）21:30まで（土日祝）19:30まで

個人負担／利用１回につき300円を施設にお支払いください。

③ コナミスポーツクラブ　申込方法／コナミスポーツクラブ（直営施設）で法人会員手続き

利用施設／全国の直営施設または提携施設。詳細は下記WEBサイトをご覧ください。

対象年齢／

利用範囲／

利用時間／

対象年齢／16歳以上

個人負担／利用１回につき500円を施設にお支払いください。

お問合せ／コナミスポーツお客様ダイヤル0570-000-573

（平日：10:00～18:00　休業：土日・祝休日）　

④ スポーツクラブルネサンス　申込方法／スポーツクラブルネサンスで法人会員手続き

利用施設／全国の直営施設または提携施設。詳細は下記WEBサイトをご覧ください。

対象年齢／15歳以上

お問合せ／03-5600-5399 (平日10：00～17：30）

●自宅で参加できる「オンライン会員」プランもご利用できます。

https://www.konami.com/sportsclub
http://www.hckenpo.jp/kyosai_info/
https://hpmgt.s-re.jp/840011297144
https://www.hckenpo.jp/kyosai_info/
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１１．北海道日本ハムファイターズホームゲーム観戦の助成 申込方法／WEB 

北海道日本ハムファーターズホームゲーム（公式戦）を観戦する会員と家族（健康保険組

合の被扶養者）に一般価格（前売・当日）またはファンクラブ価格（前売・当日）のチケ

ットを購入する際の利用補助券を交付します。 

 

助成対象：会員と 4 歳以上の家族（健康保険組合の被扶養者） 

     4 歳未満のお子様は入場無料です。席が必要な場合はチケットをお求めになる 

必要がございますので補助券をお申込みください。 

 

申込方法：共済会 WEB サイト https://hckyosaikai.com からアクセスして助成申請一覧 

「北海道日本ハムファイターズホームゲーム観戦利用補助券申込」より利用日

の 1 週間前までにお申込みください。 

 

利用限度：1 人年４枚までとします。１回につき４枚まで利用できます。 

     ※補助券はお申込み 1 回につき 1 枚の交付となりますので、2 枚以上希望する

場合は都度お申込みください。（補助券のコピー不可） 

 

助成内容：大人１枚につき２,000 円、子供１枚につき 1,500 円 

※チケット価格が補助額に満たない場合は助成の対象外です。 

 

【 補助券の利用例 】大人１名が 4,300 円のチケット 1 枚を購入する場合。 

補助券 2 枚と差額 300 円を支払います。この場合、補助券 3 枚は利用できません。 

 

※他の割引制度との併用はできません。 

      

対象試合：2021 シリーズ公式戦、2022 オープン戦、2022 シリーズ公式戦 

※2022 年 3 月 31 日までに開催またはチケット販売される試合に限ります。 

     ※いずれの試合も札幌ドームで開催のファイターズ主催試合に限ります。 

※クライマックスシリーズ及び日本シリーズは助成の対象外です。 

 

利用方法：指定の店頭販売所で前売券・当日券を購入する際に提出してください。 

 

利用期間：2021 年 4 月 1 日～2022 年 3 月 31 日 

 

【 2021 年度 その他の日ハム観戦助成について 】 

地方球場開催の観戦助成は未定です。シーズンシート観戦の助成はありません。 

助成額と利用枚数

が増えました！ 

https://hckyosaikai.com/
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「北海道日本ハムファイターズ観戦 利用補助券」を利用できるチケット売場

① 札幌ドーム当日券売販売所（当日券のみ）

北チケット売場A　歩道橋横断後左側

南チケット売場　南ゲート3横

※当面の間、南チケット売場は休止いたします。

営業日　／ 札幌ドームでのファイターズ主催試合開催日

営業時間／ 開場1時間前～7回終了

② 札幌ドーム場内前売券売場（前売券のみ）

ドーム場内2階コンコース1塁側、3塁側

※1塁側場内前売券売場は、当面の間営業休止いたします。

営業日　／ 8月4日以降の札幌ドームでのファイターズ主催試合開催日

営業時間／ 開場～5回終了

※購入の際は試合観戦券にてドーム場内に入場する必要があります。

③ ファイターズオフィシャルショップ　CLUBHOUSE（前売券のみ）

北海道札幌市豊平区福住2条1丁目3番3号

営業時間／ 非試合日：11:00～19:00

デーゲーム開催日：10:00～20:00

ナイターゲーム開催日：12:00～22:00

※札幌ドーム以外でのホームゲーム開催時は通常営業

※チケット発売日も通常の営業時間

　定休日／ 毎週月曜日（札幌ドームでの主催試合日を除く）

販売期間／ 発売日～試合前日

④ ファイターズオフィシャルショップ　ONーDECK（当日券・前売券）

北海道札幌市中央区北4条西4丁目1番地　伊藤・加藤ビル1階

営業時間／ 2月～10月　10:00～19:00

11月～1月　11:00～19:00

　定休日／ 毎週月曜日（札幌ドームでの主催試合日を除く）

販売期間／ 発売日～試合開始2時間後
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１２．北海道コンサドーレ札幌ホームゲーム観戦の助成 申込方法／WEB 

 

北海道コンサドーレ札幌ホームゲームの観戦助成について、感染症の流行状況を考慮しな

がら実施する予定でおります。状況によっては助成を見合わせる場合もありますので、ご

了承ください。 

詳細が決まりましたら別途ご案内いたします。 

 

 

 

 

 

１３．レバンガ北海道ホームゲーム観戦の助成 申込方法／WEB 

 

レバンガ北海道ホームゲームの観戦助成について、感染症の流行状況を考慮しながら実施

する予定でおります。状況によっては助成を見合わせる場合もありますので、ご了承くだ

さい。 

詳細が決まりましたら別途ご案内いたします。 
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１４．劇団四季ミュージカル鑑賞の助成 申込方法／WEB 

下記の劇団四季ミュージカルを鑑賞する会員と家族（健康保険組合の被扶養者）に年１回

に限り料金の一部を助成しチケットをお送りします。 

 

 
 

助成対象：会員と 3 歳以上の家族（健康保険組合の被扶養者）で、ご利用は 1 人年 1 回 1

公演です。 

     次の鑑賞当選者はお申し込みできません。 

『新作ファミリーミュージカル －こそあどの森の物語－ はじまりの樹の神話』

（2021 年 10 月旭川・音更・札幌公演） 

助成対象ではない方のチケットの確保はいたしませんので、ご了承ください。 

 

申込方法：共済会 WEB サイト https://hckyosaikai.com からアクセスして助成申請一覧 

「観戦・鑑賞チケット申込」より申込期限までにお申込みください。 

お申込みできる公演は上記の中で１公演になります。 

 

申込期限：11/30（火） 

 

助成人数：合計 100 名  

お申込み多数の場合は、共済会理事の立ち会いの下、厳正に抽選を行います。 

 

一部負担金：1 人 4,000 円  

 

一部負担金の支払方法：抽選の結果は申込責任者様への承認メールの送信をもって発表に

代えさせていただきます。承認メールに振込期日、振込先をお知らせいたしま

す。メールの送信は 12 月 7 日頃の予定です。 

 

 

 

●助成の対象になる劇団四季の公演●

劇団四季のアンドリュー・ロイド＝ウェバーコンサート～アンマスクド～

札幌 2022年2月1日（火）18:30開演（S席）

2022年2月2日（水）13:00開演／17：00開演（S席）

札幌文化芸術劇場　hitaru（札幌市中央区北1条西1丁目）

※公演当日3歳以上有料（ひざ上観劇不可）2歳以下は入場不可です。

https://hckyosaikai.com/
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チケット発送：入金確認後、公演日の１～２週間前までにチケットを簡易書留郵便でお送 

りします。申込後に、転居により送付先住所が変更となっている場合は共済会 

事務局までご連絡ください。 

 

その他：※申込締切日後の変更、キャンセルはお受け致しかねます。 

    ※１申込につき４名様まで連番になります。主催者側の都合で連番にならない場

合はご了承ください。 

※座種は当初の予定より変更になる場合もございます。 

※公演が中止となる場合は、申込責任者様へメールにてお知らせします。（一部

負担金返金方法のご案内含む）チケットは返金の際に必要になりますので、保

管ください。 

 

 

 

 

●劇団四季の感染症対策● 

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、劇場の衛生対策を実施しております。 

詳細は、劇団四季オフィシャルウェブサイト「インフォメーション」の「新型コロナウイ

ルス感染症対応」をご覧ください。 https://www.shiki.jp/navi/info/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.shiki.jp/navi/info/
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１５．札幌交響楽団演奏会鑑賞の助成 申込方法／WEB 

下記の札幌交響楽団の演奏会を鑑賞する会員と家族（健康保険組合の被扶養者）に年１回

に限りチケットを配布（全額助成）します。 

 

申込方法：共済会 WEB サイト https://hckyosaikai.com からアクセスして助成申請一覧 

「観戦・鑑賞チケット申込」より申込期限までにお申込みください。 

申込締切日後に申込責任者様に承認メールが届きます。 

（抽選になった場合は当選された方にのみ承認メールが届きます。） 

 

●会員・家族（健康保険組合の被扶養者）ではない方と一緒に鑑賞する場合● 

全額申込者負担でチケットを購入することができます。 

購入を希望される方は連絡事項に「非会員○枚チケット希望」と入力してく

ださい。（「札響夏休みスペシャル」公演は券種で料金が異なるため、高校生

以上○枚・中学生以下○枚・ひざ上鑑賞○枚と分けて記載してください） 

お支払方法は申込締切日後に申込責任者様のユーザー登録されているメール

へお知らせいたします。 

 

※申込締切日後の変更、キャンセルはお受け致しかねます。 

※申込多数の場合は抽選とさせていただく場合もございます。 

※座種は当初の予定より変更になる場合もございますので、ご了承ください。 

 

申込期限：札響ポップスコンサート vol.18 昼の部、夜の部 6/15（火） 

札響定期演奏会 第 640 回 6/30（水） 

札響夏休みスペシャル 午前の部、午後の部 7/20（火） 

     森の響フレンド名曲コンサート バーメルトとワルツを 8/31（火） 

     札響定期演奏会 第 642 回 10/31（日） 

森の響フレンド名曲コンサート ドイツ 3 大 B 11/30（火） 

 

チケット発送：承認された方には公演日の１～２週間前までにチケットを簡易書留郵便で 

お送りします。（非会員様のチケットをお申込みされた方はチケット代金の振 

込確認後の送付）申込後に、転居により送付先住所が変更となっている場合は 

共済会事務局までご連絡ください。 

 

 

https://hckyosaikai.com/
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※札幌交響楽団では、公演開催時における、新型コロナウイルス感染拡大に関する取

組みを実施しています。 

詳しくは、札幌交響楽団のホームページ https://www.sso.or.jp をご確認ください。 

 

 

 

 
 

 

 

助成の対象になる札響コンサート♪

※下記2公演を追加でご案内いたします。

札響ポップスコンサートvol.18　会場／札幌コンサートホール Kitara

日時／ 2021年7月14日（水）　　   ※小学生未満入場不可

出演／ 藤野 浩一

ゲスト：島津 亜矢

管弦楽：札幌交響楽団

約1時間半の演奏会です。1日2回公演入替制。

公演内容の詳細は札響のホームページでご確認ください。

札響夏休みスペシャル　会場／札幌コンサートホール Kitara

日時／ 2021年8月15日（日）

出演／ 指揮：宮川 彬良

管弦楽：札幌交響楽団

約1時間のお子様向けの演奏会です。1日2回公演入替制。

公演内容の詳細は札響のホームページでご確認ください。

0歳から入場可能ですがチケットが必要です。

※3歳以下のお子様は大人のひざ上鑑賞可(チケット要）

高校生以上1名＋3歳以下のひざ上鑑賞者1名で1席となります。

ひざ上鑑賞のお申込み方法･･･WEB申込画面の利用者欄に氏名等を入力し、「連絡事項」に

氏名とひざ上鑑賞希望であることを記載ください。

　　【昼の部14:00】【夜の部18:30】（S席）各20名募集

　　【午前の部11:00】【午後の部14:30】（指定席）各30名募集

https://www.sso.or.jp/
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定期演奏会　　会場／札幌コンサートホール Kitara

第640回　札響60周年記念演奏会　　※小学生未満入場不可

日時／ 2021年9月12日（日）13:00（Ａ席）　25名募集

出演／ 指揮：マティアス・バーメルト

ソプラノ：中村 恵理

バリトン：甲斐 栄次郎

合唱：札響合唱団

曲目／ シューベルト／交響曲「未完成」

ブラームス／ドイツ・レクイエム

森の響フレンド名曲コンサート　会場／札幌コンサートホール Kitara

バーメルトとワルツを　　　※小学生未満入場不可

日時／ 2021年11月27日（土）14:00（Ｓ席）　25名募集

出演／ 指揮：マティアス・バーメルト

曲目／ ドヴォルジャーク／プラハ・ワルツ

ワルトトイフェル／スケーターズ・ワルツ

Ｒ.シュトラウス／「ばらの騎士」ワルツ

ラヴェル／ラ・ヴァルス ほか

定期演奏会　　会場／札幌コンサートホール Kitara

第642回　　　※小学生未満入場不可

日時／ 2022年1月30日（日）13:00（Ａ席）　25名募集

出演／ 指揮：マティアス・バーメルト

ヴァイオリン：山根 一仁

曲目／ ベルリオーズ／「ロメオとジュリエット」より「愛の場面」

伊福部昭／ヴァイオリンと管弦楽のための協奏風狂詩曲

シューマン／交響曲第2番

森の響フレンド名曲コンサート　会場／札幌コンサートホール Kitara

ドイツ3大B　　　※小学生未満入場不可

日時／ 2022年2月26日（土）14:00（Ｓ席）　25名募集

出演／ 指揮：マックス・ポンマー

ピアノ：金子 三勇士

曲目／ Ｊ.S.バッハ／ブランデンブルク協奏曲第３番

ベートーヴェン／ピアノ協奏曲第４番

ブラームス／交響曲第２番
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１６．マッサージの利用助成 会社様へ補助券を配布 

下記店舗でマッサージ施術を利用する会員（家族を除く）に利用補助券を交付します。 

 

助成対象：2021 年 4 月 1 日時点ご加入の被保険者数(会員)の 20％にあたる人数分の「マ

ッサージ施術 1,000 円利用補助券」を４月下旬までに会社様へお送りします。 

 

助成内容：1 枚につき 1,000 円 

 

利用方法：①下記の店舗に利用日の前日までに予約をして、共済会の補助券を利用するこ

とを伝えます。 

②利用補助券に健康保険証の記号・番号・氏名をご記入のうえ、お支払いの際 

に提出してください。 

※1 回の施術に対し利用補助券を複数枚使用できますがおつりは出ません。 

※共済会会員のための助成ですので、他人へ譲渡・売却はできません。 

※会社への出張サービスは下記へお問い合わせください。 

株式会社ヒーリングサービス       TEL: 011-398-5585 

https://www.healing-service.biz   Email： info@healing-service.biz 

 

利用期間：2021 年 4 月 1 日～2022 年 3 月 31 日 

 

 
営業時間や最新情報については上記ウェブサイトをご覧ください。 

店舗名 住所 TEL

りらくぜーしょんすぺーす癒快生活 　北海道北広島市西の里511番地1天然温泉森のゆ内 080-3237-0815

空のセラピスト札幌駅北口店 　北海道札幌市北区北７条西２丁目37山京ビル９階 011-758-0701

空のセラピスト栄町店 　北海道札幌市東区北41条東15丁目5-18Ｓeta’x4115　101号室 011-214-0204

整体サロンラファエル 　北海道函館市亀田本町9-20 0138-42-1043

リラクゼーションルームリラッサ 　北海道函館市若松14-10フォーポイントバイシェラトン函館13階 0138-22-0333

SlimTrecenCC 岩本町店 　東京都千代田区岩本町2-11-7ラ・アトレ岩本町１階 03-6432-9838

SlimTrecenCC スカイツリー店 　東京都墨田区京島3-47-1松村ビル１F 03-3617-3336

もみ処癒し屋 本店 　福岡県北九州市小倉北区京町3-6カネヨシビル3階 093-521-1848

もみ処癒し屋 京町店 　福岡県北九州市小倉北区京町2-7-16  1階 093-521-1847

もみ処癒し屋 魚町店 　福岡県北九州市小倉北区魚町1-1-16 093-521-1849

もみ処癒し屋 新下関店 　福岡県下関市伊倉新町2-1-24  1階 083-255-1848

もみ処癒し屋 行橋駅前店 　福岡県行橋市西宮市１丁目８-８（大東建託横） 093-022-1848

もみ処癒し屋 門司店 　福岡県北九州市門司区柳町2-7-17 093-371-1849

もみ処癒し屋 宇部店 　山口県宇部市東須恵1102番1アバンティイースト 0836-39-8481

もみ処癒し屋 山口店 　山口県山口市黒川82-1ハイパーモールメルクス山口A棟 083-922-1848

Meguri～めぐり～ 　福岡県福岡市中央区高砂2-8-12朝野ビル2階 092-531-1848

アロマｄｅほぐし 　福岡県北九州市小倉北区吉野町10-19パークプラザ三萩野2階 093-932-1848

「マッサージ施術1,000円利用補助券」を利用できる店舗

http://www.healing-service.biz/
mailto:info@healing-service.biz
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１７．体験型ツアー参加費用の助成 申込方法／北海道宝島旅行社へ申込 

北海道宝島旅行社主催の体験型ツアーに参加する会員と家族（健康保険組合の被扶養者）

に 1 人年 1 回 1 ツアーの費用 5,000 円を上限に助成します。 

助成対象のツアーコース等が決まりましたら利用方法の詳細を別途ご案内します。 

 

株式会社北海道宝島旅行社   https://h-takarajima.com/ 

 

 

 

 

 

１８．オートキャンプ場の利用助成 申請方法／郵送 

オートキャンプ場を利用した会員と小学生以上の家族（健康保険組合の被扶養者）に 1 人 

年 1 回 2,000 円を上限に助成します。 

 

助成内容：オートキャンプ場の使用料金が 1 人当たり 1,000 円以上の場合に 2,000 円を

上限に助成します。※小学生未満のお子様の使用料金を含めた場合は対象外です。 

 

【 助成対象外となる例 】 

会員１名と小学生以上の家族（健康保険組合の被扶養者）3 名の合計 4 名利用して、 

領収金額 3,900 円の場合。 

3,900 円÷4 名＝975 円 → 1 人当たりの費用が 1,000 円未満のため助成の対象になりません。 

 

 

申請方法：「様式 1」オートキャンプ場利用助成金交付申請書（要押印）に領収証のコピー 

(レシート不可)を添付し、共済会事務局まで郵送してください。 

(メール・FAX の申請不可） 

※領収証のコピーには助成対象の利用者氏名、料金内訳の記載が必要です。 

※「様式 1」は www.hckenpo.jp/kyosai_info/よりダウンロードできます。 

 

助成金交付：申請を受理してから記載内容に不備等がなければ 1 カ月以内に申請者指定の

口座に振り込まれます。 

 

申請期限：2022 年 3 月 31 日共済会事務局必着 

http://h-takarajima.com/
http://www.hckenpo.jp/kyosai_info/
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１９．育児支援金 申請方法／郵送 

2021 年 4 月 1 日以降にお生まれのお子様（健康保険組合に加入する家族）が 

いる会員に 1 人 10,000 円を育児支援金として支給します。 

お子様が健康保険に加入する時に健康保険証と併せて申請のご案内をお送りします。 

 

 

２０．体育事業の助成 申請方法／郵送 

会社主催または会社内のサークル・同好会等で体育事業（契約外施設でのボウリング、ソ

フトボール大会等）に参加した会員（家族を除く）に経費の一部を助成します。 

 

助成内容：会員 1 人につき年 2,000 円を上限とします。（1 事業所当たり 10 万円上限） 

申請方法：「様式 2」体育事業助成金交付申請書（要押印）に領収証のコピー(レシート 

不可、会社名の記載が必要)と料金の内訳を添付し、共済会事務局まで郵送し

てください。(メール・FAX の申請不可） 

※経費をインターネットでお支払した場合は、支払済であることが確認できる

明細を添付してください。振込手数料は助成の対象外です。 

※ご提出いただいた書類で体育事業を行ったと判断しかねる場合は、社内報告

書等のコピーのご提出をいただく場合もございますのでご承知ください。 

※「様式 2」は www.hckenpo.jp/kyosai_info/よりダウンロードできます。 

助成金交付：申請を受理してから記載内容に不備等がなければ１カ月以内に申請者指定の

口座に振り込まれます。 

申請期限：2022 年 3 月 31 日共済会事務局必着 

 

 

２１．救命措置器（AED）購入に対する助成 申請方法／郵送 

自動体外式除細動器（AED）を購入した事業所に購入金額の一部を助成します。 

 

助成内容：購入金額の 3 分の 2（税抜き）を助成します。設置料、個人での購入、振込手

数料は助成の対象外です。予算の都合上、1 事業所年 1 台を限度とします。 

申請方法：「様式 3」AED 購入助成金交付申請書（要押印）に領収書のコピーを添付し、

共済会事務局まで郵送してください。（メール・FAX の申請不可） 

※「様式 3」は www.hckenpo.jp/kyosai_info/よりダウンロードできます。 

助成金交付：申請を受理してから記載内容に不備等がなければ 1 カ月以内に申請者指定

の口座に振り込まれます。 

申請期限：2022 年 3 月 31 日共済会事務局必着 

http://www.hckenpo.jp/kyosai_info/
http://www.hckenpo.jp/kyosai_info/
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２２．医療費・出産費の貸付 申請方法／郵送 

高額な医療費・出産で一時的に資金が必要な会員に無利子で貸付します。 

医療費の貸付 

貸付内容：医療費が高額になった時に健康保険の高額医療費が支給されるまでの間、支払に

充てるための資金として高額医療費支給見込額の 80％を貸付します。 

申請方法：次の書類を共済会事務局まで郵送してください。（メール・FAX の申請不可） 

①高額医療費貸付金貸付申込書（貸付 1-1） 

②高額医療費貸付金借用書（貸付 1-2） 

③高額療養費支給申請書（貸付用） 

④保険点数の記載がある医療費請求書または領収書 

※事前に④を事務局までメールまたは FAX いただければ貸付額を計算します。 

※自己負担限度額を医療機関窓口で支払う「限度額適用認定制度」もございま 

す。貸付の申請前に健康保険組合までお問い合わせください。 

※上記①～③は www.hckenpo.jp/kyosai_info/よりダウンロードできます。 

出産費の貸付 

貸付内容：出産予定日まで 1 カ月以内、または妊娠 4 カ月以上で医療機関に出産のため一時 

的な支払が必要になった時に、健康保険で支給される出産育児一時金の 80％を貸

付します。 

申請方法：次の書類を共済会事務局まで郵送してください。（メール・FAX の申請不可） 

①出産費貸付金貸付申込書（貸付 2-1） 

②出産費貸付金借用書（貸付 2-2） 

③出産育児一時金・出産育児付加金請求書（貸付用） 

④分娩予定日が記載された母子手帳のコピー 

※出産費用の支払負担を軽減する「直接支払制度」もございます。貸付の申請前

に医療機関または健康保険組合までお問い合わせください。 

※上記①～③は www.hckenpo.jp/kyosai_info/よりダウンロードできます。 

医療費・出産費の貸付 

貸付金交付： 申請を受理してから記載内容に不備等がなければ 1 週間以内に申請者指定

の口座に振り込まれます。 

 

返済方法：健康保険組合の「高額療養費」または「出産育児一時金」を申請する際に、受け

取りを共済会に委任する形で返済していただきます。貸付額と実際の支給額の差

額は、共済会より申請者指定の口座に振り込まれます。 

 
医療費・出産費のお問い合わせ：北海道コンピュータ関連産業健康保険組合 

〒060-0042 北海道札幌市中央区大通西 16 丁目 1 番 24 

TEL（011）633-8353 FAX（011）633-8373 

Email：hckenpo@coral.ocn.ne.jp   http://www.hckenpo.jp/     
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