
―

事業所名称

事業所電話番号

宿泊代表者氏名

利用人員

健康保険被保険者番号

※保養施設を利用されなかった場合は、この承認書を当協会あて返戻してください。

◇申込書は、利用（宿泊）日の１０日前までに当協会あて送付してください。

◇申込書には、返信用封筒に宛先を明記のうえ、８４円切手を貼って同封してください。

〔お申し込み・お問い合わせ先〕

　　　　　　　　〶３２０－００３２　宇都宮市昭和１－７－１０　東昭ビル３階
　　　　　　　　　　　　　　一般財団法人　栃木県社会保険協会　ＴＥＬ　０２８－６６６－０４８０

被保険者 ・ 家族

保　　養　　施　　設　　利　　用　　承　　認　　書　（休暇村専用）

被保険者 ・ 家族

〔利用施設名・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〕

上記のとおり承認します。

　　　令　和　　　年　　　月　　　日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一般財団法人　栃木県社会保険協会会長　印

※保養施設を利用する際には、この承認書を提出（チェックイン時）してください。

被保険者 ・ 家族

被保険者 ・ 家族

被保険者 ・ 家族

　　　　　－　　　　－

１人、１泊に限り
１，０００円補助

〔コテージ、キャンプ場は対象
外〕

男　　　　　名　・　女　　　　名　＝　　　　名

　　　　利　用　者　氏　名 区分 (該当に○表示）

被保険者 ・ 家族

　　　　　　　　　　　　　　　　　印 連絡先電話番号

利用期間
自　令和　　　年　　　月　　　日　（　　　　曜日）

至　令和　　　年　　　月　　　日　（　　　　曜日）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印（事業所印）

事業所整理記号（事業所番号）＝　　　　　　　　　　：　　　　　　　　　　（　　　　　　　）

　　　　　　　　―　　　　　　―

協会管理番号（６桁　・　協会費振込金受領書参照）

保　　養　　施　　設　　利　　用　　申　　込　　書　（休暇村専用）

〔利用施設名・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〕

一般財団法人　栃木県社会保険協会　あて

事業所所在地　　〶 　住所



休暇村所在地一覧

休暇村名 郵便番号 所在地 電話番号 FAX番号 URL

支
し

 笏
こつ

 湖
こ

066-0281 北海道千歳市支笏湖温泉 0123-25-2201 0123-25-2202
http://www.qkamura.or.jp/shikotsu/

岩手網張温泉
いわてあみはりおんせん

020-0585 岩手県岩手郡雫石町網張温泉 019-693-2211 019-693-2213
http://www.qkamura.or.jp/iwate/

陸中宮古
りくちゅうみやこ

027-0096 岩手県宮古市崎鍬ヶ崎18-25-3 0193-62-9911 0193-62-9913
http://www.qkamura.or.jp/miyako/

乳頭
にゅうとう

温泉郷
おんせんきょう

014-1201 秋田県仙北市田沢湖駒ヶ岳2-1 0187-46-2244 0187-46-2700
http://www.qkamura.or.jp/nyuto/

気仙沼大島
けせんぬまおおしま

988-0603 宮城県気仙沼市外畑16 0226-28-2626 0226-28-2627
http://www.qkamura.or.jp/kesen/

羽　　黒
 は　　　　　ぐろ

997-0211 山形県鶴岡市羽黒町手向羽黒山8 0235-62-4270 0235-62-4271
http://www.qkamura.or.jp/haguro/

裏
うら

 磐
ばん

 梯
だい

969-2701 福島県耶麻郡北塩原村桧原 0241-32-2421 0241-32-2422
http://www.qkamura.or.jp/bandai/

那　　須
 な　 　　　　す

325-0301 栃木県那須郡那須町湯本 0287-76-2467 0287-76-4151
http://www.qkamura.or.jp/nasu/

日光湯元
にっこうゆもと

321-1662 栃木県日光市湯元温泉 0288-62-2421 0288-62-2423
http://www.qkamura.or.jp/nikko/

鹿沢高原
かざわこうげん

377-1695 群馬県吾妻郡嬬恋村鹿沢温泉 0279-98-0511 0279-98-0513
http://www.qkamura.or.jp/kazawa/

奥
おく

 武
む

 蔵
さし

357-0216 埼玉県飯能市吾野72 042-978-2888 042-978-2880 
http://www.qkamura.or.jp/musashi/

館　　山
たて 　　　　やま

294-0305 千葉県館山市見物725 0470-29-0211 0470-29-0212
http://www.qkamura.or.jp/tateyama/

妙　　高
みょう　　　 こう

949-2235 新潟県妙高市大字関山 0255-82-3168 0255-82-3169
http://www.qkamura.or.jp/myoukou/

乗鞍高原
のりくらこうげん

390-1520 長野県松本市安曇4307 0263-93-2304 0263-93-2392
http://www.qkamura.or.jp/norikura/

南 伊 豆
みなみ い ず

415-0192 静岡県賀茂郡南伊豆町湊 0558-62-0535 0558-62-0536
http://www.qkamura.or.jp/izu/

富　　士
 ふ　　　　　 じ

418-0107 静岡県富士宮市佐折634 0544-54-5200 0544-54-2550
http://www.qkamura.or.jp/fuji/

伊 良 湖
 い　  ら 　 こ

441-3615 愛知県田原市中山町大松上1 0531-35-6411 0531-35-6414
http://www.qkamura.or.jp/irako/

茶臼山高原
ちゃうすやまこうげん

449-0405 愛知県北設楽郡豊根村 0536-87-2334 0536-87-2335
http://www.qkamura.or.jp/chausu/

能登千里浜
の と ち り は ま

925-8525 石川県羽咋市羽咋町オ70 0767-22-4121 0767-22-4314
http://www.qkamura.or.jp/noto/

越前三国
えちぜんみくに

913-0065 福井県坂井市三国町崎15-45 0776-82-7400 0776-82-7401
http://www.qkamura.or.jp/echizen/

近江八幡
おうみはちまん

523-0801 滋賀県近江八幡市沖島町宮ヶ浜 0748-32-3138 0748-32-8650
http://www.qkamura.or.jp/ohmi/

南 淡 路
みなみ あわ　 じ

656-0503 兵庫県南あわじ市福良丙870-1 0799-52-0291 0799-52-3651
http://www.qkamura.or.jp/awaji/

竹野海岸
たけのかいがん

669-6201 兵庫県豊岡市竹野町竹野 0796-47-1511 0796-47-1512
http://www.qkamura.or.jp/takeno/

紀州加太
き し ゅ う か だ

640-0102 和歌山県和歌山市深山483 073-459-0321 073-459-0815
http://www.qkamura.or.jp/kada/

南紀勝浦
なんきかつうら

649-5312 和歌山県東牟婁郡那智勝浦町宇久井 0735-54-0126 0735-54-1069
http://www.qkamura.or.jp/katsuura/

奥
おく

 大
だい

 山
せん

689-4424 鳥取県日野郡江府町御机字鏡ヶ成709-1 0859-75-2300 0859-75-2310
http://www.qkamura.or.jp/daisen/

蒜山高原
ひるぜんこうげん

717-0602 岡山県真庭市蒜山上福田 0867-66-2501 0867-66-2504
http://www.qkamura.or.jp/hiruzen/

大久野島
お お く の し ま

729-2311 広島県竹原市忠海町大久野島 0846-26-0321 0846-26-0323
http://www.qkamura.or.jp/ohkuno/

吾妻
あ づ ま

山
やま

ロッジ 727-0321 広島県庄原市比和町森脇 0824-85-2331 0824-85-2332
http://www.qkamura.or.jp/azuma/

帝 釈 峡
たい　しゃく きょう

729-5132 広島県庄原市東城町三坂962-1 08477-2-3110 08477-2-3112
http://www.qkamura.or.jp/taishaku/

讃岐五色台
さぬきごしきだい

762-0015 香川県坂出市大屋冨町3042 0877-47-0231 0877-47-0269
http://www.qkamura.or.jp/goshiki/

瀬戸内東予
せ と う ち と う よ

799-1303 愛媛県西条市河原津 0898-48-0311 0898-48-0313
http://www.qkamura.or.jp/toyo/

志 賀 島
 し   かの　 しま

811-0325 福岡県福岡市東区大字勝馬1803-1 092-603-6631 092-603-6634
http://www.qkamura.or.jp/shikano/

雲　　仙
うん　　　　 ぜん

854-0501 長崎県雲仙市小浜町諏訪の池 0957-74-9131 0957-74-9016
http://www.qkamura.or.jp/unzen/

南 阿 蘇
みなみ あ　　そ

869-1602 熊本県阿蘇郡高森町高森3219 0967-62-2111 0967-62-2100
http://www.qkamura.or.jp/aso/

指　　宿
いぶ　　　　 すき

891-0404 鹿児島県指宿市東方10445 0993-22-3211 0993-22-3213
http://www.qkamura.or.jp/ibusuki/




