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地区 都道府県 住　　　　所 担当部署

宮城県 ダイワロイヤルホテル 宮城蔵王 宮城県刈田郡蔵王町 健康保険組合

ダイワロイヤルホテル 裏磐梯 福島県耶麻郡北塩原村 健康保険組合

エクシブ 那須白河 福島県西白河郡西郷村 健康保険組合

福島県耶麻郡猪苗代町 企業年金基金

栃木県 ダイワロイヤルホテル 那須 栃木県那須郡那須町 健康保険組合

群馬県 ホテルグリーンプラザ軽井沢 群馬県吾妻郡嬬恋村 企業年金基金

ダイワロイヤルホテル 南房総 千葉県南房総市 健康保険組合

千葉県鴨川市 企業年金基金

神奈川県足柄下郡箱根町 企業年金基金

エクシブ 箱根離宮 神奈川県足柄下郡箱根町 健康保険組合

エクシブ 湯河原離宮 神奈川県足柄下郡湯河原町 健康保険組合

ダイワロイヤルホテル 八ヶ岳 山梨県北杜市 健康保険組合

エクシブ 山中湖 山梨県南都留郡山中湖村 健康保険組合

ダイワロイヤルホテル 長野 長野県長野市松代町 健康保険組合

エクシブ 軽井沢 長野県北佐久郡軽井沢町 健康保険組合

エクシブ 軽井沢パセオ 長野県北佐久郡軽井沢町 健康保険組合

エクシブ 蓼科 長野県茅野市 健康保険組合

長野県北安曇郡小谷村 企業年金基金

新潟県 新潟県南魚沼市 企業年金基金

富山県 ダイワロイヤルホテル 富山砺波 富山県砺波市安川 健康保険組合

石川県 ダイワロイヤルホテル 能登 石川県羽咋郡志賀町 健康保険組合

エクシブ 初島クラブ 静岡県熱海市初島 健康保険組合

リゾーピア 熱海 静岡県熱海市東海岸町 健康保険組合

エクシブ 伊豆 静岡県伊東市富戸 健康保険組合

エクシブ 浜名湖 静岡県浜松市西区村櫛町 健康保険組合

ダイワロイヤルホテル 浜名湖 静岡県浜松市西区雄踏町 健康保険組合

静岡県浜松市北区三ヶ日町 企業年金基金

静岡県浜松市北区三ヶ日町 企業年金基金

愛知県 オテル･ド・マロニエ 内海 愛知県知多郡南知多町 健康保険組合

オテル･ド・マロニエ 湯の山 三重県三重郡菰野町 健康保険組合

エクシブ 鳥羽 三重県鳥羽市安楽島町 健康保険組合

エクシブ 鳥羽アネックス 三重県鳥羽市安楽島町 健康保険組合

エクシブ 鳥羽別邸 三重県鳥羽市安楽島町 健康保険組合

ダイワロイヤルホテル 伊勢志摩 三重県志摩市 健康保険組合

賢島 ホテルベイガーデン 三重県志摩市 企業年金基金

サンメンバーズ ひるがの 岐阜県郡上市高鷲町 健康保険組合

オテル･ド・マロニエ 下呂 岐阜県下呂市萩原町 健康保険組合

ダイワロイヤルホテル 長浜 滋賀県長浜市大島町 健康保険組合

エクシブ 琵琶湖 滋賀県米原市 健康保険組合

滋賀県守山市水保町 企業年金基金

ダイワロイヤルホテル 京都宮津 京都府宮津市 健康保険組合

エクシブ 京都八瀬離宮 京都府京都市左京区 健康保険組合

リゾーピア 久美浜 京都府京丹後市久美浜町 健康保険組合

サンメンバーズ 京都嵯峨 京都府京都市右京区 健康保険組合

奈良県 ダイワロイヤルホテル 橿原 奈良県橿原市久米町 健康保険組合

ダイワロイヤルホテル 和歌山串本 和歌山県東牟婁郡串本町 健康保険組合

ダイワロイヤルホテル 和歌山南部 和歌山県日高郡みなべ町 健康保険組合

エクシブ 白浜 和歌山県西牟婁郡白浜町 健康保険組合

エクシブ 白浜アネックス 和歌山県西牟婁郡白浜町 健康保険組合

和歌山県西牟婁郡白浜町 企業年金基金

ダイワロイヤルホテル 西脇 兵庫県西脇市 健康保険組合

ホテルグリーンプラザ東条湖 兵庫県加東市 企業年金基金

ダイワロイヤルホテル 南淡路 兵庫県南あわじ市 健康保険組合

エクシブ 淡路島 兵庫県洲本市小路谷 健康保険組合

エクシブ 有馬離宮 兵庫県神戸市北区有馬町 健康保険組合

兵庫県洲本市小路谷 企業年金基金

鳥取県 ダイワロイヤルホテル 大山 鳥取県西伯郡伯耆町 健康保険組合

徳島県 エクシブ 鳴門 徳島県鳴門市北灘町 健康保険組合

高知県 ダイワロイヤルホテル 土佐 高知県安芸郡 健康保険組合

福岡県 ダイワロイヤルホテル 宗像 福岡県宗像市 健康保険組合

佐賀県 ダイワロイヤルホテル 佐賀唐津 佐賀県唐津市 健康保険組合

ダイワロイヤルホテル 別府湾 大分県速見郡日出町 健康保険組合

リゾーピア 別府 大分県別府市 健康保険組合

鹿児島県 ダイワロイヤルホテル 霧島 鹿児島県霧島市 健康保険組合

沖縄県 ダイワロイヤルホテル 沖縄残波岬 沖縄県中頭郡読谷村 健康保険組合

兵庫県

近畿地区

山梨県

静岡県

滋賀県

関東・甲信越地区

大分県

和歌山県

中国・四国地区

岐阜県

三重県

東海地区

京都府

九州・沖縄地区

北陸地区

ホテルグリーンプラザ上越

ホテルグリーンプラザ白馬

浜名湖レークサイドプラザ

ホテルグリーンプラザ浜名湖

白浜ヴィラ（白浜シャンピア・マリーナハウス）　

神奈川県

長野県

淡路島ヴィラ（サントピアマリーナマンション）

琵琶湖ヴィラ（琵琶湖プラザ）

マキタ　健康保険組合・企業年金基金　保養施設一覧

施　　設　　名

福島県

千葉県

磐梯ヴィラ（ホテルリステル猪苗代）

東北地区

ホテルグリーンプラザ鴨川　　　　　　　　　　　　　

ホテルグリーンプラザ箱根
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マキタ健康保険組合の保養施設案内 

 
                                                        リンク先    http://marronnier.info/ 

 

【利用対象者】マキタ健康保険組合被保険者またはその家族 
 
【利用制限】回数無制限 
 
【宿泊料金(税・サ込)】 

  平日 休前日 

ｵｰﾅｰｽﾞﾙｰﾑ 2名1室 7,700円 7,700円 

 3名1室 9,680円 11,000円 

 4名1室（和室） 11,660円 14,300円 

ﾛｲﾔﾙﾙｰﾑ    
(下呂・内海) 2～4名1室 20,900円 20,900円 
 5名1室 22,880円 24,200円 
 6名1室 24,860円 27,500円 

                                                                                                        

  平日 休前日 

ﾛｲﾔﾙﾙｰﾑ ロイヤルA(2～4名1室) 20,350円 24,750円 
(湯の山) ロイヤルB(2～4名1室) 22,550円 30,250円 

 ロイヤルD(2～4名1室) 17,600円 22,550円 

 ※湯の山のロイヤルルームに限り、上記の料金となります。(定員4名まで上記料金) 

ロイヤル A(最大人数6名)、ロイヤル B(最大人数8名)、ロイヤル D(最大人数7名)まで宿泊可能ですが、 

定員 4名を超える人数で宿泊される場合、5人目からお一人 平日1,980円、休前日3,300円の追加料金が 

別途必要となります。 
 
【申 込 方 法】 所定の用紙にもれなく必要事項を記入のうえ、健保に提出してください。 

食事内容は予約申込時までに決めておいてください。 

※土曜日及び休前日は原則として 1泊2食の予約申込となります。 
 
【申 込 期 限】 利用日の10日前 
 
【予約回答日】  利用日の3ヶ月前 
 
【キャンセル料】宿泊予定日の 3日前（特別期間は10日前）から必要になります。 
 
【特 定 期 間】 内 海：令和4年7/23 ～ 8/10 

※特定期間は、お一人1,100円追加料金が必要です。 

夕食を召し上がらない場合は、さらにお一人 1,100円の追加料金が必要となります。   
 
【特 別 期 間】 内 海：令和4年 8/17 下呂：令和4年8/3  

全館共通：令和 4年4/29、4/30、5/3、5/4、8/11 ～ 8/14、令和4年12/31 ～ 令和5年 1/3 
               ※特別期間は、特別料理 1泊2食付セット料金のみとなります。 
 
【注 意 事 項】 利用希望の方は、利用方法をよくご覧ください。急な申込には対応できない場合がありますので、 

ご了承ください。当日チケットを忘れずに持参してください。 

http://marronnier.info/
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                            リンク先 http://reserve.resort.co.jp/hotels/index.html  
 
【利用対象者】マキタ健康保険組合被保険者を含む家族（被保険者同伴に限ります） 
 
【利用制限】１泊２食 年３室まで（但し土曜日・祝前日以外は食事を付けなくても利用は可能） 

      ※リゾーピア・サンメンバーズについては、特別期間は 1泊 2食の予約申込となります。 
 
《 特別期間 》4月 29日～5月 5日、7月 25日～8月 20日、12月 30日～1月 5日（リゾーピア・サンメンバーズのみ対象） 
 
【申込方法】所定の用紙に必要事項を記入のうえ、健保に提出してください。 

      １泊２食の受付となりますので食事は予約申込時までに決めておいてください。（食事内容は別紙参照） 
 
【申込期限】申し込みは宿泊日の１ヶ月前までに提出。但し、空室があれば、10日前の提出も可能。 
 
【予約回答日】利用日の 1ヶ月前 
 
【キャンセル料】宿泊予定日の 3日前（リゾーピア・サンメンバーズは 7日前）から必要になります。 
 
【注意事項】利用希望の方は利用方法をよくご覧ください。急な申込には対応できない場合がありますのでご了承ください。 

       当日チケットを忘れずに持参してください。 

《エクシブ施設のルームチャージ料金》※税込金額
施設名

ルームチャージ料金 9,570 10,560 11,550 11,660 12,650 13,200 13,750 13,970 14,520 14,960 15,400 15,510 15,620 15,950 16,280 16,610 16,720 17,050 17,270 18,370 19,140 19,360 19,690 20,240 21,450 22,000 22,550 23,540 25,740

和洋 和洋

５名 5名

和 洋 和洋 和 洋 和洋 洋洋/4名 和洋 洋

2名 3名 ５名 2名 3名 5名 和洋/5名 5名 4名

洋 洋洋 洋洋/4名

２名 4名 和洋/4名

和洋 和洋

５名 5名

和洋 和洋

５名 5名

和洋 和洋/5名

５名 洋洋/4名

和洋 和洋

５名 ５名

洋 洋 和洋 洋 和洋

2名 2名 5名 3名 5名

和洋 和洋

5名 5名

和/洋 和洋 和洋

４名 5名 5名

和洋/5名 和洋/5名 洋 和洋 和洋 和洋 和洋

洋/３名 洋/4名 3名 ５名 5名 5名 5名

洋 洋 和洋

3名 3名 5名

和 和 和 和

２名 ２名 4名 4名

和洋 和洋 和洋

4名 5名 5名

洋 和洋

4名 5名

洋/4名 和洋

和洋/5名 5名

洋 和洋 和洋 和洋

2名 5名 5名 5名

洋 和 和/２名 和 洋 洋洋 洋洋/4名 洋洋/4名

3名 2名 和洋/5名 2名 2名 4名 和洋/5名 和/5名

和洋 和洋

5名 5名

和/2名 和洋 和洋

洋/2名 4名 5名

 

《リゾーピア・サンメンバーズ施設のルームチャージ料金》※税込金額

8,800 9,350 9,900 10,450 11,000 11,220 11,550 11,770 12,870 13,200 14,850 14,960 16,500

和洋 和洋 和洋

５名 5名 ５名

洋/２名 和/５名

和洋/５名 和洋/５名

和洋 洋 和洋 和洋 和 和洋 和洋

５名 ３名 ５名 ５名 3名 ５名 ５名

洋 洋 和洋 和洋

２名 ３名 4名 ５名

洋 洋 洋

２名 ３名 ３名

軽井沢

上段：部屋タイプ　　下段：最大定員数

ﾘｿﾞｰﾋﾟｱ別府

箱根離宮

有馬離宮

白浜

蓼科

淡路島

鳥羽

初島クラブ

鳴門

山中湖

鳥羽ｱﾈｯｸｽ

軽井沢ﾊﾟｾｵ

浜名湖

ルームチャージ料金

施設名

ﾘｿﾞｰﾋﾟｱ熱海

湯河原離宮

鳥羽別邸

ﾘｿﾞｰﾋﾟｱ久美浜

上段：部屋タイプ　　下段：最大定員数

ｻﾝﾒﾝﾊﾞｰｽﾞひるがの

ｻﾝﾒﾝﾊﾞｰｽﾞ京都嵯峨

伊豆

琵琶湖

白浜ｱﾈｯｸｽ

那須白河

京都八瀬離宮
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施設名 住所 ホテル代表

〒961-8091

福島県西白河郡西郷村大字熊倉字雀子山3

〒250-0404

神奈川県足柄下郡箱根町宮ノ下112-2

〒259-0314

神奈川県足柄下郡湯河原町宮上631-1

〒413-0004

静岡県熱海市初島800

〒431-1207

静岡県浜松市西区村櫛町字志津ノ前4620

〒771-0376

徳島県鳴門市北灘町折野字上三津167-3

〒401-0502

山梨県南都留郡山中湖村平野562-12

〒389-0115

長野県北佐久郡軽井沢町大字追分字東かじか沢23-1

〒389-0115

長野県北佐久郡軽井沢町大字追分字東かじか沢21番1

〒391-0301

長野県茅野市蓼科高原北山4035

〒413-0231

静岡県伊東市富戸1317－5243

〒517-0021

三重県鳥羽市安楽島町字二エ212-1

〒517-0021

三重県鳥羽市安楽島町字二地169-2

〒517-0021

三重県鳥羽市安楽島町字二エ212-8

〒521-0004

滋賀県米原市磯1477-2

〒649-2334

和歌山県西牟婁郡白浜町才野字西山1670-76

〒649-2334

和歌山県西牟婁郡白浜町才野字西山1670-44

〒656-0023

兵庫県洲本市小路谷字古茂江1275-3

〒651-1401

兵庫県神戸市北区有馬町1661-11

〒601-1254

京都府京都市左京区八瀬野瀬町74-1

〒413-0012

静岡県熱海市東海岸町13-93

〒629-3422

京都府京丹後市久美浜町湊宮1302-2

〒874-0831

大分県別府市堀田7組の1

〒501-5301

岐阜県郡上市高鷲町ひるがの4670-362

〒616-8304

京都府京都市右京区嵯峨広沢南野町 27-1

湯河原離宮 0465-60-2555

0772-83-1380

別府 0977-25-2111

ひるがの 0575-73-2221

075-882-8771

白浜アネックス 0739-43-0101

淡路島 0799-23-3300

熱海 0557-83-5959

久美浜

京都嵯峨

リ
ゾ
ー

ピ
ア

鳥羽アネックス 0599-26-4400

軽井沢パセオ 0267-46-3331

京都八瀬離宮 075-707-2888

琵琶湖 0749-52-6111

白浜

0555-65-9000

軽井沢 0267-46-3331

蓼科 0266-71-8111

鳥羽別邸 0599-21-2666

鳥羽

リゾートトラスト住所&電話番号

那須白河 0248-25-8111

初島クラブ 0557-67-3000

有馬離宮 078-907-4111

エ
ク
シ
ブ

箱根離宮 0460-85-0111

サ

ン

メ

ン

バ
ー

ズ

浜名湖 053-488-0111

鳴門 088-683-8111

山中湖

伊豆 0557-51-0001

0739-42-2522

0599-26-4411
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     リンク先 http://www.daiwaresort.jp/index.html/ 

【利用対象者】マキタ健康保険組合被保険者またはその家族 
 
【利用制限】回数無制限 
 
【宿泊料金(税・サ込)】1人1泊 日～木：6,050円 金・土・祝前日・ゴールデンウィーク・お盆期間・年末年始：7,260円 

※小学生未満の子供で、寝具が必要な場合は 1人 1泊 2,420円 
 
【申込方法】所定の用紙にもれなく必要事項を記入のうえ、健保に提出してください。 
 
【申込期限】利用日の 10日前 
 
【予約回答日】利用日の 1年前（ホテルにより異なります） 
 
【キャンセル料】宿泊予定日の前日から必要になります。(但し食事をとられる場合は３日前から必要になります) 
 
【注意事項】  利用希望の方は利用方法をよくご覧ください。急な申込には対応できない場合がありますのでご了承ください。 

       当日チケットを忘れずに持参してください。※チケットを持参されなかった場合は一般料金の扱いとなります。 
 

地区 施設名 住所 電話番号

宮城蔵王 宮城県刈田郡蔵王町遠刈田温泉字鬼石原1－1 0224－34－3121

裏磐梯 福島県耶麻郡北塩原村大字桧原字剣ヶ峯1093－309 0241－32－3121

那須 栃木県那須郡那須町大字高久丙字海道下4449－2 0287－76－1155

南房総 千葉県南房総市富浦町多田良1212 0470－33－4488

八ヶ岳 山梨県北杜市大泉町西井出8240－1039 0551－38－2911

長野 長野県長野市松代町西寺尾1372－1 026－278－1800

富山砺波 富山県砺波市安川字天皇３３０番地 0763－37－2300

能登 石川県羽咋郡志賀町矢蔵谷ラ－1 0767－32－4000

浜名湖 静岡県浜松市西区雄踏町山崎4396－1 053－592－5511

伊勢志摩 三重県志摩市磯部町的矢字笠取939－6 0599－55－2100

長浜 滋賀県長浜市大島町38 0749－65－1200

京都宮津 京都府宮津市字田井小字岩本58 0772－25－1188

橿原 奈良県橿原市久米町652番地の2 0744－28－1511

和歌山串本 和歌山県東牟婁郡串本町サンゴ台1184－10 0735－62－7730

和歌山南部 和歌山県日高郡みなべ町山内字大目津泊り348 0739－72－5888

西脇 兵庫県西脇市西脇991 0795－23－2000

南淡路 兵庫県南あわじ市福良丙317番地 0799－52－3811

大山 鳥取県西伯郡伯耆町丸山中祖1647－13 0859－68－2323

土佐 高知県安芸郡芸西村西分甲2995 0887－33－4511

宗像 福岡県宗像市田野1303 0940－62－1600

佐賀唐津 佐賀県唐津市東唐津4－9－20 0955－72－0115

別府湾 大分県速見郡日出町平道入江1825 0977－72－9600

霧島 鹿児島県霧島市霧島田口2703－5 0995－57－2111

沖縄残波岬 沖縄県中頭郡読谷村字宇座1575 098－958－3838

ダイワロイヤルホテル住所&電話番号

関東・甲信越地区

東海地区

近畿地区

中国・四国地区

東北地区

北陸地区

九州・沖縄地区

 

http://www.daiwaresort.jp/index.html/
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宿泊補助利用について 

対 象 者 被保険者と被扶養者 

利 用 回 数 年度内 ２回（年度は 4月 1日～3月 31日） 

補 助 金 額 1泊につき 3,000円（但し、3,000円未満は補助無し） 

契 約 先 
『ＪＴＢ』、『近畿日本ツーリスト』、『名鉄観光』の協定宿泊施設 

（旅館・ホテル等が契約先と加盟していれば補助します) 

申 請 方 法 

マキタトラベル 又は、 

上記契約先の旅行代理店で予約 

事前申請ができない旅行代理店で予約 

又は、自分で宿泊施設へ直接予約 

【事前申請】 【事後申請】 

申 請 書 利用申込書(B5 4枚複写) 宿泊補助利用申込書 

利 用 方 法 

１． 予約後、代金を支払うまでの間に、   

申請書を記入して、健保組合へ提出 

1. 旅行後、申請書を記入して、 

必要添付書類を揃え、健保組合へ提出 

２．旅行代理店で、健保組合で承認した申請書

の補助金を差し引いた代金を支払う 

２．被保険者（本人）の給料口座に補助金を  

支払う（任継及び退職者は個人口座） 

利用日の14日前までには申込書を 

提出してください。 

詳しくは下記の「☆事後申請の補足」で 

ご確認ください。 

注 意 事 項 
所定の用紙にボールペン又はペンで漏れなく記入してください。 

申込書は被保険者ごとに１枚とし、同一家族の場合は併記で結構です。 

☆ 
事後申請の 

補 足 

＜必要添付書類＞ 

宿泊先又は旅行代理店等の領収書原本、及び「宿泊証明書」 

 領収書の氏名は、宿泊者である被保険者(被扶養者)のものであること。 

 宿泊証明書はマキタ健保の保険資格の有無を問わず宿泊者全員の名前が記載された

ものであること。 

（宿泊証明書の様式は問いませんが、必ず宿泊先の証明を受けてください。 

また、一人で宿泊した場合も必ず入手し添付してください） 

 領収書は宿泊日、宿泊地、宿泊者名、人数、一人当たりの金額がわかるものを必ず提出。

上記内容が領収書に記載されていない場合は、予約情報詳細等上記内容がわかる書類を

添付すること。 

 

※申込書に不実の記載をし、不正に利用した場合は、該当被保険者・被扶養者とも 

今後一切補助しません。 

 

※事務処理上、3月 31日までの利用分は 4月 20日健保必着でご提出ください。 

→不備の訂正含め 4月 21日以降の提出分については補助しませんのでご注意ください。 

 

《 問合せ先 》 マキタ健康保険組合 永田：内線 ２７３５ 

TEL ０５６６（９７）１７１５ 

FAX ０５６６（９８）２５３５ E-mail:makitakenpo@mj.makita.co.jp  
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マキタ企業年金基金の保養施設案内 

 

 

                             リンク先  http://www.hgp.co.jp/egc/ 

 

【利用対象者】マキタ企業年金基金加入者及び企業年金受給権者と、その者が同伴する家族及び家族に準ずる者 
 
【利用制限 】原則として年２回（１回につき２泊まで） 
 
【宿泊料金 】下記参照 
 
【申込方法 】所定の用紙に必要事項を記入のうえ、基金に提出して下さい。 
 
【キャンセル料】１５名未満は３日前から、それ以上は人数に応じて掛かります。 
 
【宿泊施設 】下記参照 ※詳しくはホームページをご確認下さい。 
           
［ 直 営 タ イ プ        ］  ホテルグリーンプラザ鴨川             … 千葉県鴨川市 

         ホテルグリーンプラザ箱根             … 神奈川県足柄下郡箱根町 

           ホテルグリーンプラザ上越             … 新潟県南魚沼市 

           ホテルグリーンプラザ軽井沢            … 群馬県吾妻郡嬬恋村 

          ホテルグリーンプラザ白馬             … 長野県北安曇郡小谷村 
          ホテルグリーンプラザ浜名湖            … 静岡県浜松市北区三ヶ日町 
          ホテルグリーンプラザ東条湖            … 兵庫県加東市 

      
  ◎料金はホテル及び利用日、プランによって異なります。※ホームページをご確認下さい。 

 

［ オーナータイプ ］  磐梯ヴィラ（ホテルリステル猪苗代）        … 福島県耶麻郡猪苗代町 

     琵琶湖ヴィラ（琵琶湖プラザ）           … 滋賀県守山市水保町 
白浜ヴィラ（白浜シャンピア・マリーナハウス）      … 和歌山県西牟婁郡白浜町 

     淡路島ヴィラ（サントピアマリーナマンション）   … 兵庫県洲本市小路谷 
      
  ◎料金（食事無し） 2,000/1人（消費税抜き）…磐梯 

             3,000/1人（消費税抜き）…琵琶湖、白浜、淡路島 

           ※素泊りのみで食事はつけることができません。３歳未満は無料。 

 

［ 提 携 施 設 ］    賢島 ホテルベイガーデン              … 三重県志摩市阿児町 

TEL:０５９９－４４－５０００（ 8:00 ～ 21:00 ） 

直接ホテルへ電話で予約して下さい。その際、エメラルドグリーンクラブの会員であることをお伝え下さい。 
      
  ◎料金例 

※下記は和室、伊勢志摩海鮮会席の場合の値段（おひとり様１泊２食付き）です。 

料金は部屋タイプ、食事内容によって異なりますので、詳細はホテルへお問い合わせください。 

     大人 小学生（10才 ～ 12才） 幼児（4才 ～ 9才） 

平 日 ９,５００円 ９,５００円 ７,６００円 

休前日 １１,７００円 １１,７００円 ９,３６０円 

特 日 １４,３００円 １４,３００円 １１,４００円 

             ※朝食のみ、素泊まりでの予約も可能です。 

http://www.hgp.co.jp/egc/
tel:０５９９－４４－５０００
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   リンク先  http://www.h-lsp.com/  

 

 奥浜名湖の眺望豊かな美しい自然の中に位置する「浜名湖レークサイドプラザ」は、宿泊・温泉からレジャー・

スポーツ施設、レストラン、結婚式場まで集めた総合リゾートゾーンです。（静岡県浜松市北区三ヶ日町） 

 

【利用対象者】マキタ企業年金基金加入者及び企業年金受給権者と、その者が同伴する家族及び家族に準ずる者 

【利用制限 】原則として年２回（１回につき２泊まで） 

【利用申込 】利用日の 1ヶ月前まではマキタ基金の所有する２部屋を確保しています。 

       但し、先客あれば満室となりますので、なるべくお早目にお申し込みください。 

【申込方法 】所定の用紙に必要事項を記入のうえ、基金に提出して下さい。 

【キャンセル料】宿泊予定日の７日前から掛かります。（食事のキャンセルについては、当日午前１０時以降から） 

【宿泊料金（消費税抜き）】  

 

夕食付（朝食含む） 朝食のみ  

素泊り 和食、洋食、バイキング バイキング 

大人 子供 大人 子供 大人 子供 

9,000円 6,500円 3,500円 3,000円 2,000円 2,000円 

※大人は中学生以上、子供は４歳～小学校６年生となります。 

  幼児（０～３歳）の宿泊料は無料です。 

  大人の宿泊料には別途入湯税（１５０円）がかかります。 

   

★天然温泉「万葉の華」日帰り入浴について 
 

  マキタ従業員の方は、特別料金６６０円（消費税込み、タオルなし）にてご利用できます。 

ホテルフロントにて、オーナー名「マキタ企業年金基金」オーナーNo.「３１０１０」と、日帰り入浴を利用

したい旨を伝えて、臨時オーナーカードを発行してもらい、「万葉の華」の受付にカードをご提出ください。 

 

      

 

 

 

《 問合せ先 》 マキタ企業年金基金：内線 ２７３６ 

TEL ０５６６（９７）１７８８ 

FAX ０５６６（９８）２５３５ E-mail:kikin@mj.makita.co.jp   

  

http://www.h-lsp.com/

