福利厚生事業(ゆったり会)

令和元年９月１日現在（令和2年4月1日一部更新）

宿泊・入浴・施設プラン(お一人様料金）
契 約 施 設
休暇村紀州加太
和歌山市深山483 ☎073-459-0321

※老人クラブ会員と家族・他の同伴者
(３名以内)の計４名が利用できます。

優 待 割 引 内 容
宿泊料金の10％割引。１泊２食付（税別）
宿泊 平日利用（休前日・ＧＷ・夏
休み・お盆・正月は除く）
他の割引と併用できません
大人1,200円→1,000円
入浴
12：00～15：50まで（15：00最終受付）
小学生・幼児600円→500円

和歌山加太温泉加太海月
和歌山市加太1905 ☎073-459-0015
【10月1日適用】

平日利用
休前日
特別日：年末年始、
宿泊 お盆、ＧＷ他利用

ＨＰプランの12,000円以上の10％割引（税別・別途入湯税150円）
ＨＰプランの14,000円以上の10％割引（税別・別途入湯税150円）
ＨＰプランの21,000円以上の10％割引（税別・別途入湯税150円）

1室３～５名の利用料金で、２名１室では、2,000円のアップ

小人（小学生）料金は、料金の70％（円未満切捨）
日帰り昼食プラン：2名以上、1人3,500円以上のお食事
処「友ケ島」利用で5％引き
入浴
加太淡島温泉大阪屋ひいなの湯
和歌山市加太142 ☎073-459-1151

大人1,200円→600円
子供 700円→350円

フェイスタオル付

平日利用(休前日・ＧＷ・お

正規料金の10％割引
詳しくはお問合せください
く)
不定休（入浴時間帯 11：00～15：00）
1,200円→900円
入浴
5/3～5/5、8/12～8/16、12/31～1/1は除く
フェイスタオル付き
和歌山マリーナシティホテル
夏休み及び特別期間除 正規宿泊料金より10％割引
宿泊
く
詳しくはお問合せください
和歌山市毛見1517 ☎073-448-1111
基本宿泊料金の10％割引
紀州温泉雑賀の湯双子島荘
宿泊 平日利用
他の割引・特別プラン併用不可、現金決済のみ
和歌山市雑賀崎599 ☎073-444-1145
基本宿泊料金の10％割引
和歌の浦温泉萬波
平日利用
宿泊 (休前日・ＧＷ・お盆・夏 他の割引・特別プラン併用不可
＝MANPARESORT＝
休み・年末年始は除く) 詳しくはお問合せください
和歌山市新和歌浦2-10
不定休（入浴時間帯 11：00～15：00）
1,540円→770円
紀 ☎073-444-1161
入浴
フェイスタオル付
5/3～5/5、8/12～8/16、12/31～1/3は除く
10,000円→8,000円（税別・入湯税150円）
紀三井寺ガーデンホテル はやし
宴会（椅子席可能）5,000円より 飲物込・温泉・カラオ
和歌山市紀三井寺673
宿泊 平日利用
ケ・福引サービス・送迎サービス（片道所要時間30～40
☎073-444-1004
分まで。遠方の方はご相談ください）
天然紀三井寺温泉 花の湯
北 ホテル アバローム紀の国
和歌山市湊通丁北2-1-2
☎073-436-1200
花山温泉 薬師の湯
和歌山市鳴神574 ☎073-471-3277

宿泊 盆・夏休み・年末年始は除

入浴

大人800円→600円
小人400円→250円

宿泊 通年

宿泊 平日利用

入浴 1,100円→1,000円
天然温泉 ふくろうの湯
大人970円→900円
和歌山市本町2-1ﾌｫﾙﾃﾜｼﾞﾏ地下1F 入浴 小人500円、幼児無料
☎073-423-4126
【10月1日適用】
価格:税込・タオルなし
天然紀州黒潮温泉
和歌山市毛見1525 ☎073-448-1126 入浴 50円引き
ホテルランドマーク和歌山
和歌山市手平2-1-2 ☎073-422-1200
紀伊見温泉紀伊見荘
橋本市矢倉脇115 ☎0736-36-4000
天然温泉 ゆの里
橋本市神野々898 ☎0736-33-1126
【10月1日適用】
かつらぎ温泉八風の湯
伊都郡かつらぎ町佐野702
☎0736-23-1126
神通温泉
紀の川市神通150-1 ☎0736-77-7553

宿泊 通年
宿泊

11：00～16：00まで
平日利用(土・日・祝日・正月は除く)
一般宿泊料金の20％割引（税サ込）
ご宴会プラン:25名の利用、平日の昼間、飲み放題
付き、和歌山市内バスの送迎付き、会場費2時間
無料、カラオケ付で5,000円
基本料金の10％割引
受付時に申し出てください
8:00～16:30までの入浴に対応
大人:中学生以上
小人:4歳～小学生、幼児：3歳以下
オムツの取れていないお子様は入浴できません
土・日・祝日も利用可能
基本料金の10％割引

平日限定(休前日・ＧＷ・
宿泊料金の１,000円割引
年末年始は除く)

入浴 1,000円→900円（税別）

入浴 200円引き
入浴 700円→600円

土・日・祝日も利用可能、20時以降の入館利用不可
８日・１８日・２８日利用不可
他の割引券との併用不可

契 約 施 設

紀
北

紀
中

きのくに温泉
海南市日方新濱1274-76
ウェルネス・コート海南内
☎073-483-0428
ＯＵＴＤＯＯＲ ＬＩＦＥ たまゆらの里
海草郡紀美野町長谷宮705
☎073-499-0613
湯浅温泉湯浅城
有田郡湯浅町青木75
☎0737-63-6688
二の丸温泉
有田郡湯浅町山田1638-1
☎0737-64-1826
しみず温泉健康館【R2.4.1新規】
有田郡有田川町清水1225-1
☎0737-25-1126
あさぎり【R2.４.1新規】
有田郡有田川町清水1225-1
☎0737-25-1181
国民宿舎 紀州路みなべ
日高郡みなべ町埴田1540
☎0739-72-3939
Hotel & Resorts
WAKAYAMA-MINABE
（旧：紀州南部ロイヤルホテル）
日高郡みなべ町山内348
☎0739-72-5500
季楽里 龍神
田辺市龍神村龍神189
☎0739-79-0331
まごころの宿 丸井旅館
田辺市龍神村西9-2 ☎0739-78-0018
かんぽの宿紀伊田辺
田辺市目良24-1 ☎0739-24-2900
【10月1日適用】
旅館 あづまや

優 待 割 引 内 容

入浴 大人730円→600円

タオル付

平日利用
宿泊 (休前日・ＧＷ・夏休期
間・年末年始は除く）

宿泊料金の１０％割引

宿泊

土・祝前日、シーズン以 基本料金（税抜）の10%割引１泊２食付（サ込税別）
外の平日利用
楽々ゲートボールパック １泊４食 11,000円

入浴

大人600円→500円
小学生350円→300円

入浴

大人600円→400円
小人350円→300円

平日利用
宿泊 (休前日・ＧＷ・夏休期
間・年末年始は除く）
平日利用(土・祝前日、
シーズンは除く）
入浴 600円→500円
宿泊

宿泊

小学生のみ平日無料

基本宿泊料金の１０％割引
（1泊2食付）1名につき1,000円値引き
幼児は除く

平日利用(休前日・ＧＷ・ 基本宿泊料金の10％割引
夏休み・正月は除く)
料金は予約時に確認ください

入浴 1,000円→500円
平日利用(土・祝前日、
宿泊
シーズンは除く)
入浴 100円引き
平日利用(土・祝前日・
宿泊
シーズンは除く)

昼食された場合は入浴料無料
基本宿泊料の10％割引、１泊２食付（サ込税別）
10名様以上でバス送迎プランあり、お問合せください
シニアプラン 1泊2食付9,500円（税別）から

ＧＷ・お盆・年末年始は 1泊2食プランを500円割引
除く
ご予約時にお申し出てください
入浴 700円→600円
平日利用(休前日・ＧＷ・
宿泊
16,000円 １泊２食付（税サ込）
お盆・正月は除く)
田辺市本宮町湯峰122 ☎0735-42-0012
入浴 720円→600円
旅行会社経由不可
山水館川湯みどりや
宿泊
基本宿泊料金の10％割引
特別期間除く
田辺市本宮町川湯13 ☎0735-42-1011
紀
入浴 1,000円→800円
白浜古賀の井リゾート＆スパ
平日利用(休前日・ＧＷ・
宿泊
基本宿泊料の10％割引
夏休み・正月は除く)
西牟婁郡白浜町3212-1 ☎0739-43-6000
白良荘グランドホテル
11,000円 4名1室１泊2食付（サ込税別）
平日利用(休前日・ＧＷ・
西牟婁郡白浜町868 ☎0739-43-0100 宿泊
13,000円 3名1室１泊2食付（サ込税別）
夏休み・正月は除く)
15,000円 2名1室１泊2食付（サ込税別）
南 ＳＨＩＲＡＨＡＭＡ ＫＥＹ ＴＥＲＲＡＣＥ
平日利用(休前日・ＧＷ・ 11,000円 洋室2名以上１泊2食付（サ込税別）
宿泊
ＨＯＴＥＬ ＳＥＡＭＯＲＥ
夏休み・正月は除く)
11,000円 和室3名以上１泊2食付（サ込税別）
宿泊

西牟婁郡白浜町1821 ☎0739-43-1000

家族とすごす白浜の宿

柳屋

西牟婁郡白浜町18７0 ☎0739-42-3360

ホテル 川久
西牟婁郡白浜町3745 ☎0739-42-3322

ホテル 三楽荘
西牟婁郡白浜町3008 ☎0739-43-1111

宿泊

平日利用(休前日・正月・
夏休期間・ＧＷは除く)

宿泊

平日利用(休前日・ＧＷ・
基本料金の10％割引
夏休み・年末年始は除く)

宿泊

平日利用（休前日・ＧＷ・
夏休み・正月は除く）

紀州・白浜温泉 むさし
平日利用(休前日・ＧＷ・
宿泊 夏休み・正月は除く)
西牟婁郡白浜町868 ☎0739-43-0634
癒しの宿 クアハウス白浜
平日利用(休前日・ＧＷ・
宿泊
西牟婁郡白浜町3102 ☎0739-42-4175

夏休み・年末年始は除く)

入浴 1,500円→1,350円

10,000円 （サ込税別）

10,000円 １泊２食付（サ込税別）
13,000円 １泊２食付（サ込税別）
楠館 10,000円 １泊２食付（サ込税別）
葵館 13,000円 １泊２食付（サ込税別）
基本宿泊料金の10％割引
基本料金の10％割引

契 約 施 設
道の駅はなの湯
西牟婁郡白浜町椿1058-1
☎0739-46-0617
ホテル ベルヴェデーレ
西牟婁郡すさみ町周参見4857-3
☎0739-55-3630

優 待 割 引 内 容
入浴

大人(中学生以上)
500円→400円

9,300円～16,３00円 基本宿泊料の10％割引
平日利用
１泊２食付（サ込税別・入湯税150円）
宿泊 （休前日・ＧＷ・夏休み・
バス送迎プランあり、お問合せください
年末年始は除く）
現金支払いのみ。他の割引との併用不可
すさみ町立エビとカニの水族館
大人
800円
９:00～17:00
西牟婁郡すさみ町江住808-1道の駅すさみ内 施設
小･中学生
500円
それぞれ10％割引
年中無休
☎0739-58-8007
幼児(3歳以上) 300円
なぎさ館 10，000円
日昇館 11,000円
ホテル浦島
東牟婁郡那智勝浦町勝浦1165-2
平日利用(休前日・ＧＷ・ 各館4名1室利用１泊２食付・サ込税別で夕・朝食共に
宿泊
夏休み・正月は除く)
バイキング、３名１室利用時は、上記料金より1,000円増
☎0735-52-1011
し、２名１室利用時は、上記料金より2,000円増し
かつうら御苑
10,000円 4名1室(１泊２食付・サ込税別）
平日利用(休前日・ＧＷ・
宿泊
東牟婁郡那智勝浦町勝浦216-19
11,000円 3名1室(１泊２食付・サ込税別）
お盆・正月は除く)
☎0735-52-0333
13,000円 2名1室(１泊２食付・サ込税別）
陽いずる紅の宿勝浦観光ホテル
平日利用(満室その他理 9,000円 4名1室(１泊２食付・サ込税別）
宿泊 由によりお受けできない 10,000円 3名1室(１泊２食付・サ込税別）
東牟婁郡那智勝浦町天満1530
場合あり)
☎0735-52-0750
12,000円 2名1室(１泊２食付・サ込税別）
紀
入浴時間帯 7:00～9:00 15:00～21:00 不定休
入浴 1,000円→800円
ホテル なぎさや
8,000円 4名1室１泊２食付（サ込税別）
東牟婁郡那智勝浦町湯川955-1
平日利用(休前日・ＧＷ・ 9,000円 ３名1室１泊２食付（サ込税別）
宿泊
お盆・正月は除く)
☎0735-52-0015
10,000円 ２名1室１泊２食付（サ込税別）
他の割引との併用不可･現金支払いのみ
高田グリーンランド・雲取温泉
平日利用 (休前日・ＧＷ・
宿泊 お盆・年末年始は除く)
１泊２食付き料金の１０％割引・現金支払いのみ
新宮市高田1810
☎0735-29-0321
南
休暇村南紀勝浦
入浴 大人1,000円→500円
入浴時間帯11：00～19：30（木曜日は15:00～19:30）
東牟婁郡那智勝浦町宇久井719
☎0735-54-0126
花いろどりの宿 花游
13,000円 3名～4名1室１泊２食付（サ込税別）フレンチ・洋食
平日利用 (休前日・Ｇ
宿泊 Ｗ・お盆・年末年始は除 16,000円 2名1室１泊２食付（サ込税別）フレンチ・洋食
東牟婁郡太地町太地2906
く)
☎0735-59-3060
南紀月の瀬温泉 ぼたん荘
平日利用(休前日・ＧＷ・
宿泊
基本宿泊料金の10％割引（１泊２食に限る）
東牟婁郡古座川町月野瀬881-1
夏休み・正月は除く)
☎0735-72-0376
Hotel & Resorts
15:00～21:00
WAKAYAMA-KUSHIMOTO
平日利用 (休前日・Ｇ 1,200円→600円
入浴
（旧：串本ロイヤルホテル）
Ｗ・お盆・年末年始は除 フェイスタオル付（貸出）
東牟婁郡串本町サンゴ台1184-10
く)
☎0735-62-7771
トルコ記念館
９:00～17:00
大人500円→400円
施設
東牟婁郡串本町樫野1025-25
年中無休
高校生以下250円→200円
☎0735-65-0628
日米修交記念館
９:00～17:00
大人250円→200円
施設
東牟婁郡串本町樫野1033
年中無休
小学生以下120円→100円
☎0735-65-0099

