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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 64 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 札幌航空旅行で取扱い可能な北海道内の温泉施設 

  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 3 カ所 

 

利用限度：上記(1)(2)を併せて 1 人年 2 枚、(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：2023 年 4 月 1 日～2024 年 3 月 31 日（チェックイン日）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３～４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 15 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 

①４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 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除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 札幌営業所

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

ハマノホテルズ

0166-97-2321

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
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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. 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

6. 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

7. 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

8. 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

9. 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

10. 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

11. 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MOUNTAIN RESORT 1923 北海道上川郡上川町層雲峡温泉 01658-5-3111

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

8. 新冠温泉 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

9. 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

10. 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

11. 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

12. 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

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

14. 定山渓ビューホテル　 北海道札幌市南区定山渓温泉東2丁目111 011-598-3339

15. 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

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

17. 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

18. 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 北海道北見市とん田西町313番地10号 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. 箱根嶺南荘 神奈川県足柄下郡箱根町大平台442-１ 0460-82-2898

３. 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 

 

利用期間：2023 年 4 月 1 日～2024 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除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　 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MOUNTAIN RESORT 1923 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

総合予約センター

011-222-5222

札幌営業所

011-252-3500

北海道上川郡新得町狩勝高原 0156-64-7111

https://hckyosaikai.com/

