
令和５年度　ガイドブック 令和５年度　ガイドブック

体育館・プール・テニス場体育館・プール・テニス場ル・体体 プ体体育育館館・・ププーールル ス・ ス・・テテニニニニスス場場

＊１補助金申請…6か月定期の購入が対象です。　　　＊２面貸し及びその延長利用に対し複数枚使用可
＊３面貸し使用料は無料。ただし、ナイター使用料は有料。

○はご利用できるサービスです。利用施設

　会員と登録家族
利用資格

　　「申請書」（57ページ）に必要事項を記入の上、センター事務局に申請してください。
200円共通割引券・共通無料券の申請方法

　各施設の受付に「200円共通割引券」又は「共通無料券」を提出してください。（１人１回につき１枚）
利用方法

　会員のみ
利用資格

　　「申請書」（58ページ）に必要事項を記入の上、センター事務局に申請してください。
・添付書類…施設の会員証（写し）

　※申請書に記入された振込先に振込みます。

補助金の申請方法

◎半年、年間会員料金の一部を補助します。

　半年会員又は年間会員になった場合、次の補助金を申請できます。
　　　・半年会員…1,000円（10ポイント）　　・年間会員…2,000円（20ポイント）
　※体育館主催の各教室受講料に対しての補助はしません。

補助金

割引券

200円
共通割引券

無料券

共通
無料券 補助金

使用料の一部を補助します。

施　設　名 施　設　名

体

育

館

プ
ー
ル

共通
割引券

共通
無料券

補助金
申請

（会員のみ）

共通
割引券

共通
無料券

補助金
申請

（会員のみ）

市民体育館
長岡市学校町1-2-1 0258-34-2700 ○ ○

0258-39-3600
南部体育館
長岡市曲新町564-3 ○ ○

0258-24-6116
北部体育館
長岡市東蔵王2-2-72 ○ ○

0258-41-2133
みしま体育館
長岡市三島中条1434 ○ ○

0258-86-7386
・屋根付多目的コート
長岡市陽光台5-3

ニュータウン運動公園
○

0258-66-1711
中之島体育館
長岡市中之島3807-3 ○ ○

0258-46-4601
新産体育館
長岡市新産2-1-9 ○ ○

○ ○
＊1

ダイエープロビス
フェニックスプール
長岡市長倉町1338
0258-39-3211

○
＊２

長岡市営東山テニス場
長岡市栖吉町3300
0258-36-3620

○
＊２

長岡市営希望が丘テニス場
長岡市西津町2150-1
0258-29-1082

○
＊２

長岡市乙吉運動広場 
（テニスコート）
長岡市乙吉町3483-2
0258-36-3414

○
＊３

越路河川公園（テニス場）
長岡市浦6280
0258-92-6910（浦体育館内）

テ
ニ
ス
コ
ー
ト

旅行代理店

　2,000円の補助券（1泊につき１人1枚）…年度内4枚まで（1枚20ポイント）
宿泊補助券

　会員と登録家族
利用資格

　①旅行代理店または指定宿泊施設に直接予約申込をしてください。
　　その際、「会員であること」「宿泊補助券を利用すること」を伝えてください。
　②「申請書」（54ページ）に必要事項を記入の上、センター事務局に申請してください。
　③旅行代金支払いの際又はチェックインの際、受付に、「会員証」の提示と、「宿泊補助券」を提出してください。

利用方法

　パック旅行の場合、各旅行代理店の特別企画で割引が受けられない場合があります。また、旅行代理店により、
「宿泊補助券」が利用できない場合がありますので、各旅行代理店にお問い合わせください。

旅行代理店・指定宿泊施設旅行代理店・指定宿泊施設宿・行代旅旅旅行旅行代代理代理店店・・指指指定定定宿宿泊泊施施施設設 宿泊
補助券

会員証
提示

利　用　店　舗　名 会　員　証　提　示　の　割　引 備　　考

越後交通㈱観光バス営業部
長岡市千秋2-2788-1 千秋が原ビル1F
0258-29-1515

日帰りコース
1泊2日コース
2泊3日コース

300円引き
500円引き

1,000円引き
　

海外旅行　ベスト・マッハ
国内旅行　赤い風船 3％割引

3％割引
長岡市表町1-11-1　長岡フロントビル6F
0258-88-2500

日本旅行長岡支店

新潟トラベル長岡営業所
長岡市西神田町2-3 村山ハウスビル1F
0258-35-5451

海外旅行　パラディツアー 3％割引
国内旅行　パラディツアー 3％割引

カード決済、他の割引との併用は
できません。

全福センター会員である旨、申し出
てください。
割引適用の場合は、現金、振込み、
JTB旅行券、JTBカードでお支払い
ください。
他の割引との併用はできません。

3％割引

3％割引

海外旅行　ルックJTB
国内旅行　エースJTB
　　　　　　（宿泊のみのプランは割引対象外）

ＪＴＢリバーサイド千秋長岡店
長岡市千秋2-278 リバーサイド千秋1F
0258-25-9901

共立観光
本　　　社　十日町市駅通り120-3
025-752-4128
新 潟 支 店　新潟市中央区明石2-3-35
　　　　　　マロンブリッジ1F
025-246-2331
六日町支店　南魚沼市六日町大字八幡沖3-2
025-772-2771

主催ツアー
（新潟支店企画のもの）

3％割引

　会員と登録家族の宿泊旅行に、宿泊補助券をご利用いただけます。併せて、会員証の提示による割引を受けら
れる施設もあります。
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令和５年度　ガイドブック 令和５年度　ガイドブック令和５年度　ガイドブック 令和５年度　ガイドブック

※詳しい料金、会員証の提示による割引特典等は各宿泊施設にお問い合わせください。

指定宿泊施設

ホテルニューオータニ長岡

長岡グランドホテル

アクアーレ長岡

花の宿　よもやま舘

寺泊岬温泉ホテル飛鳥

割烹の宿　山長

美味探究の宿　住吉屋

ホテル日航新潟

ニュー・グリーンピア津南

ＮАＳＰАニューオータニ

湯沢ニューオータニ

ホテルグリーンプラザ上越

舞子高原ホテル

心と体の保養の宿　龍氣

神湯とふれあいの里

あてま高原リゾート ベルナティオ

じょんのび村

県立こども自然王国

咲花温泉　一水荘

風雅の宿　長生館

ロイヤル胎内パークホテル

瀬波はまなす荘

空飛ブウサギ

長岡市台町2-8-35

長岡市東坂之上町1-2-1

長岡市新陽2-5-1

長岡市蓬平町甲130-1

長岡市寺泊野積107

長岡市寺泊野積2541

長岡市寺泊大町7745

長岡市栃堀8092

新潟市中央区万代島5-1

中魚沼郡津南町秋成12300

南魚沼郡湯沢町湯沢2117-9

南魚沼郡湯沢町湯沢330

南魚沼市樺野沢997

南魚沼市舞子2056-108

南魚沼市小栗山字上ノ台2310

魚沼市清本583

十日町市珠川

柏崎市高柳町高尾10-1

柏崎市高柳町高尾30-33

五泉市佐取7209

阿賀野市村杉温泉4632-8

胎内市夏井1191-3

村上市瀬波温泉1-2-17

妙高市杉野沢229-2

0258-37-1212

0258-33-2111

0258-47-5656

0258-23-21

よもぎひら温泉 和泉屋

旬食・ゆ処・宿　喜芳

長岡市蓬平町甲1508-2

長岡市上岩井6964

0258-23-2231

0258-42-4126

21

0258-41-6111

寺泊きんぱちの湯 長岡市寺泊松沢町9353-621 0258-75-5888

0258-75-2719

0258-75-3228

あまやちの湯 長岡市山古志種苧原4526 0258-59-3620

0120-330-773

025-240-18

ホテルサンローラ 長岡市川口中山2515-4 0258-89-3000

88

025-765-4611

025-780-6222

025-784-2191

025-782-1030

025-783-3511

025-770-2525

025-799-3350

025-758-4888

0257-41-2222

0257-41-3355

0250-47-2231

0250-66-2111

0254-48-2211

0254-52-5291

0255-86-6969

長岡

新潟

津南

越後湯沢

南魚沼

魚沼

十日町

柏崎

咲花

村杉

胎内

瀬波

妙高

新

潟

県・地 域 名 宿　泊　施　設　名 住　　　所 電　話　番　号

道院高原オートキャンプ場・
ロッジ道院

ペンション　モン・セルヴァン

アパホテル&リゾート（上越妙高）

妙高市赤倉サンモリッツ

妙高市桶海1090

0255-87-3143

0570-004-111

Ｌа楽リゾートホテルグリーングリーン

五感の湯　つるや

ホテル王将

おやど東山

季の郷　湯ら里（ときのさと　ゆらり）

ペンション　シャローム

ホテルエピナール那須

ホテルニュー塩原

鬼怒川プラザホテル

源泉湯の宿　千の谷

ホテルヴィレッジ

ホテル天坊

古久家（こくや）

源泉湯の宿　松乃井

ホテルタングラム

斑尾エルムペンション

やすらぎの宿　ホテル雄山

ペンション　ウイスキージャック

ホテル　そよ風

金沢ニューグランドホテル プレステージ

かがり吉祥亭

湯本富士屋ホテル

ガストホフアスコット

つるや吉祥亭

宮城県仙台市青葉区作並字二ツ橋5-12

山形県山形市蔵王温泉710

山形県天童市鎌田本町1-1-14

福島県会津若松市東山町大字湯本字下原255-3

福島県南会津郡只見町大字長浜字上平50

栃木県那須郡那須町大字高久乙3669-5

栃木県那須郡那須町大字高久丙1

栃木県那須塩原市塩原705

栃木県日光市鬼怒川温泉滝530

群馬県利根郡みなかみ町相俣248

群馬県吾妻郡草津町草津618

群馬県渋川市伊香保町伊香保396-20

群馬県渋川市伊香保町伊香保52

群馬県利根郡みなかみ町湯原551

長野県上水内郡信濃町古海3575-8

長野県飯山市斑尾高原千曲台

長野県千曲市上山田温泉2-32-11

長野県上水内郡飯綱町大字川上2755-1603

長野県北安曇郡白馬村北城3020-627

石川県金沢市南町4-1

石川県加賀市山中温泉こおろぎ町二１番地１

神奈川県足柄下郡箱根町湯本256-1

山梨県北杜市小淵沢町10124-1

静岡県賀茂郡東伊豆町北川温泉

022-395-2011

023-694-9112

023-653-3155

0242-28-1222

0241-84-2888

0287-78-6555

0287-78-6000

0287-32-2611

0288-76-1031

0278-66-1151

0279-88-3232

0279-72-4489

0279-72-3322

0278-72-3200

026-258-3511

0269-64-3505

026-275-2333

026-253-6722

0261-85-5710

076-233-1311

0761-78-2223

0460-85-6111

0551-36-4521

0557-23-1212

県・地 域 名 宿　泊　施　設　名 住　　　所 電　話　番　号

作並

蔵王

天童

会津東山

只見

那須

塩原

鬼怒川

猿ヶ京

草津

伊香保

みなかみ

斑尾

宮
城

山
形

福
島

栃

木

群

馬

戸倉上山田

飯綱東

白馬

金沢

山中

箱根湯本

八ヶ岳

伊豆

長

野

石
川

神
奈
川

山
梨

東京ベイ舞浜ホテル 千葉県浦安市舞浜1-34 047-355-12

東京ベイ舞浜ホテル ファーストリゾート 千葉県浦安市舞浜1-6 047-355-1292

22
舞浜

静
岡

　サービスセンターの事業は、会員が増えるほど
一層内容は充実します。
　皆さんのお取り引き先やお知り合いで、当サー
ビスセンターに未加入の事業所がありましたら
ご紹介ください。事務局がご説明にお伺いします。
　ご紹介の事業所が入会されましたら、ご紹介

いただいた人数により、粗品を進呈いたします。

仲間が増えれば楽しさいっぱい‼

お知り合いの事業所をご紹介ください

ガイドブック4ページをご覧ください。

入会できる事業所

千
　葉
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令和５年度　ガイドブック 令和５年度　ガイドブック

※詳しい料金、会員証の提示による割引特典等は各宿泊施設にお問い合わせください。

指定宿泊施設

ホテルニューオータニ長岡

長岡グランドホテル

アクアーレ長岡

花の宿　よもやま舘

寺泊岬温泉ホテル飛鳥

割烹の宿　山長

美味探究の宿　住吉屋

ホテル日航新潟

ニュー・グリーンピア津南

ＮАＳＰАニューオータニ

湯沢ニューオータニ

ホテルグリーンプラザ上越

舞子高原ホテル

心と体の保養の宿　龍氣

神湯とふれあいの里

あてま高原リゾート ベルナティオ

じょんのび村

県立こども自然王国

咲花温泉　一水荘

風雅の宿　長生館

ロイヤル胎内パークホテル

瀬波はまなす荘

空飛ブウサギ

長岡市台町2-8-35

長岡市東坂之上町1-2-1

長岡市新陽2-5-1

長岡市蓬平町甲130-1

長岡市寺泊野積107

長岡市寺泊野積2541

長岡市寺泊大町7745

長岡市栃堀8092

新潟市中央区万代島5-1

中魚沼郡津南町秋成12300

南魚沼郡湯沢町湯沢2117-9

南魚沼郡湯沢町湯沢330

南魚沼市樺野沢997

南魚沼市舞子2056-108

南魚沼市小栗山字上ノ台2310

魚沼市清本583

十日町市珠川

柏崎市高柳町高尾10-1

柏崎市高柳町高尾30-33

五泉市佐取7209

阿賀野市村杉温泉4632-8

胎内市夏井1191-3

村上市瀬波温泉1-2-17

妙高市杉野沢229-2

0258-37-1212

0258-33-2111

0258-47-5656

0258-23-21

よもぎひら温泉 和泉屋

旬食・ゆ処・宿　喜芳

長岡市蓬平町甲1508-2

長岡市上岩井6964

0258-23-2231

0258-42-4126

21

0258-41-6111

寺泊きんぱちの湯 長岡市寺泊松沢町9353-621 0258-75-5888

0258-75-2719

0258-75-3228

あまやちの湯 長岡市山古志種苧原4526 0258-59-3620

0120-330-773

025-240-18

ホテルサンローラ 長岡市川口中山2515-4 0258-89-3000

88

025-765-4611

025-780-6222

025-784-2191

025-782-1030

025-783-3511

025-770-2525

025-799-3350

025-758-4888

0257-41-2222

0257-41-3355

0250-47-2231

0250-66-2111

0254-48-2211

0254-52-5291

0255-86-6969

長岡

新潟

津南

越後湯沢

南魚沼

魚沼

十日町

柏崎

咲花

村杉

胎内

瀬波

妙高

新

潟

県・地 域 名 宿　泊　施　設　名 住　　　所 電　話　番　号

道院高原オートキャンプ場・
ロッジ道院

ペンション　モン・セルヴァン

アパホテル&リゾート（上越妙高）

妙高市赤倉サンモリッツ

妙高市桶海1090

0255-87-3143

0570-004-111

Ｌа楽リゾートホテルグリーングリーン

五感の湯　つるや

ホテル王将

おやど東山

季の郷　湯ら里（ときのさと　ゆらり）

ペンション　シャローム

ホテルエピナール那須

ホテルニュー塩原

鬼怒川プラザホテル

源泉湯の宿　千の谷

ホテルヴィレッジ

ホテル天坊

古久家（こくや）

源泉湯の宿　松乃井

ホテルタングラム

斑尾エルムペンション

やすらぎの宿　ホテル雄山

ペンション　ウイスキージャック

ホテル　そよ風

金沢ニューグランドホテル プレステージ

かがり吉祥亭

湯本富士屋ホテル

ガストホフアスコット

つるや吉祥亭

宮城県仙台市青葉区作並字二ツ橋5-12

山形県山形市蔵王温泉710

山形県天童市鎌田本町1-1-14

福島県会津若松市東山町大字湯本字下原255-3

福島県南会津郡只見町大字長浜字上平50

栃木県那須郡那須町大字高久乙3669-5

栃木県那須郡那須町大字高久丙1

栃木県那須塩原市塩原705

栃木県日光市鬼怒川温泉滝530

群馬県利根郡みなかみ町相俣248

群馬県吾妻郡草津町草津618

群馬県渋川市伊香保町伊香保396-20

群馬県渋川市伊香保町伊香保52

群馬県利根郡みなかみ町湯原551

長野県上水内郡信濃町古海3575-8

長野県飯山市斑尾高原千曲台

長野県千曲市上山田温泉2-32-11

長野県上水内郡飯綱町大字川上2755-1603

長野県北安曇郡白馬村北城3020-627

石川県金沢市南町4-1

石川県加賀市山中温泉こおろぎ町二１番地１

神奈川県足柄下郡箱根町湯本256-1

山梨県北杜市小淵沢町10124-1

静岡県賀茂郡東伊豆町北川温泉

022-395-2011

023-694-9112

023-653-3155

0242-28-1222

0241-84-2888

0287-78-6555

0287-78-6000

0287-32-2611

0288-76-1031

0278-66-1151

0279-88-3232

0279-72-4489

0279-72-3322

0278-72-3200

026-258-3511

0269-64-3505

026-275-2333

026-253-6722

0261-85-5710

076-233-1311

0761-78-2223

0460-85-6111

0551-36-4521

0557-23-1212

県・地 域 名 宿　泊　施　設　名 住　　　所 電　話　番　号

作並

蔵王

天童

会津東山

只見

那須

塩原

鬼怒川

猿ヶ京

草津

伊香保

みなかみ

斑尾

宮
城

山
形

福
島

栃

木

群

馬

戸倉上山田

飯綱東

白馬

金沢

山中

箱根湯本

八ヶ岳

伊豆

長

野

石
川

神
奈
川

山
梨

東京ベイ舞浜ホテル 千葉県浦安市舞浜1-34 047-355-12

東京ベイ舞浜ホテル ファーストリゾート 千葉県浦安市舞浜1-6 047-355-1292

22
舞浜

静
岡

　サービスセンターの事業は、会員が増えるほど
一層内容は充実します。
　皆さんのお取り引き先やお知り合いで、当サー
ビスセンターに未加入の事業所がありましたら
ご紹介ください。事務局がご説明にお伺いします。
　ご紹介の事業所が入会されましたら、ご紹介

いただいた人数により、粗品を進呈いたします。

仲間が増えれば楽しさいっぱい‼

お知り合いの事業所をご紹介ください

ガイドブック4ページをご覧ください。

入会できる事業所

千
　葉
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令和５年度　ガイドブック 令和５年度　ガイドブック令和５年度　ガイドブック 令和５年度　ガイドブック

　打刃物鍛冶体験料金の一部を補助します。

　2,000円の補助券（1回につき1人1枚）…年度内4枚まで（1枚20ポイント）

打刃物鍛冶体験補助券

　会員と登録家族

利用資格

打刃物鍛冶体験の申請方法

利用方法
　利用当 「、日 サービスセンター会員証」の提示と「打刃物鍛冶体験補助券」を提出して、体験料金の差額を
お支払いください。

お問合せ先

与板鍛冶体験工房
長岡市与板町東与板369-1

打刃物鍛冶体験 打刃物
鍛冶体験
補助券

①与板鍛治体験工房HP（yoita-kajitaiken.com）で開催日を確認し、申し込んでください。
　※開催日　年６回開催（6月～11月）
　その際、「サービスセンターの会員であること」「補助券を利用すること」を伝えてください。
②「申請書」（54ページ）に必要事項を記入の上、センター事務局に申請してください。

与板鍛冶体験工房事務局（与板町商工会）
T E L：0258-72-2303　FAX：0258-72-3328

メール：yoisho@shinshoren.or.jp
住 所：長岡市与板町与板甲134-2

施　設　名 予　約　先 会員証提示の割引内容
東急ホテルズ予約ダイヤル　0120-21

湯快リゾート公式ホームページ
https://yukai-r.jp/
※電話での予約は優待適用不可

-5489

契約法人予約サイト
www.tokyuhotels.co.jp/biz
ID:300200176　パスワード：ref109

ご優待プラン料金適用

予約センター　0120-33-8686
携帯電話からは、0570-02-8686
その他（PHS・IP電話等）　03-6741-9155
ご優待プラン専用ＨＰ
www.princehotels.co.jp/keiyaku/
ユーザー名：prkeiyaku

東

湯快リゾート

急ホテルズ

プリンスホテルズ＆リゾーツ

パスワード：prkeiyaku2021

※音声案内に従い、ご希望のホテルをお選びくだ
さい。

契約法人料金でご利用いただけ

お一人様あたり500円割引
※中学生以上、除外日あり

ます。
※旅行代理店経由の場合は「宿泊
補助券」をご利用いただけません。

18

旅
行

余
暇


