
令和 5 年度直営・通年保養施設実施要領 

≪利 用 資 格≫ 

原則として、被保険者及び被扶養者（外部の方だけでのご利用はできません）

＊トスラブ湯沢のオフシーズン期間の利用対象者については、別紙 3 をご覧くだ

さい。

≪利 用 日 数≫ 

原則として、1 施設 1 回の利用で 2 泊 3 日まで。 

≪開 設 期 間≫ 

令和 5 年 4 月 1 日から令和 6 年 3 月 31 日まで。

＊施設により利用不可日がございますのでご注意ください（利用不可日は変更に

なる場合があります）。 

別紙 1 をご覧ください。

≪対 象 施 設≫ 

別紙 1 をご覧ください。

≪利 用 料 金≫ 

別紙 1 をご覧ください。

＊大人は 13 歳から、こどもは 4 歳から 12 歳までとなります。3 歳以下の幼児の

方は無料です（食事・寝具なし）。 

＊トスラブ湯沢のオフシーズン期間の利用料金については、別紙 3 をご覧くださ

い。 

＊利用料金は、直接現地のフロントにてお支払いください。 

≪抽 選 申 込≫ 

利用月の 2 か月前の抽選申込受付期間（別紙 2 参照）内に、WEB でお申し込み

ください。 

＊3 月分の抽選申込受付期間は 12 月となりますのでご注意ください。   

◎今年度より下記の施設が通年保養施設に追加になります。

・ホテルハーヴェスト浜名湖 (静岡県・浜松市)



【申込方法】

WEB 申請メニュー画面の直営・通年・夏季・冬季保養施設(抽選申込)より申込

みをしてください。

※申込方法の詳細は ITS ホームページをご覧ください。

https://www.its-kenpo.or.jp/shisetsu/hoyou/chokuei/moushikomi.html

～申込上の注意～

・ 受け付けは抽選申込受付期間の最終日 24 時までとなります。ただしメールア

ドレスを入力後、メール記載の申込用 URL をクリックした時点で 24 時を経

過している場合は申し込みできません。

・ 保険証の記号・保険証の番号・申込代表者名（カナ氏名）・生年月日・性別・

続柄は資格認証のキーとなります。必ず保険証に記載されているとおりに入力

してください。

・ 同施設で同じ日程が重なる申し込みはできません。

・ 令和 5 年度より同一の記号・番号によるひと月の抽選申込回数の上限は 5 回と

なります。

・ 抽選申込時にご希望の部屋タイプを選択いただけます(選択できる部屋タイプ

は施設により異なります)。ただし、状況によりご希望に添えない場合もあり

ますので予めご了承ください。

・ 月の最終日からの 2 泊（例：11/30～2 泊）も選択いただけます。

・ 1 申込の同一日の「希望部屋数」は最大で 10 部屋までとなります。

・ 同じ施設で 2 泊希望の場合において、1 泊ずつ別々に申込手続きを行った場合

はそれぞれ別々の申し込みの扱いとなります（1 泊ごとに精算、部屋の移動が

発生する場合があります）。

・ 定員数に見合った部屋数を設定してください。

・ 利用希望日に被保険者及び被扶養者の資格がない方は、申込代表者として申し

込みをすることができません（後期高齢者医療制度による資格喪失の場合も同

様）。

※定員を超えた場合のご利用は抽選により決定します。

※申し込みの状況によりご希望に添えない場合があります。

《対応ブラウザ》

利用推奨環境はこちら（https://as.its-kenpo.or.jp/browser.html）をご確認く

ださい。

・ ブラウザの JavaScript，Cookie を有効にしていないと遷移できません。

・ ブラウザにより一部動作が異なる場合があります。

・ 1 文字目に「－（ハイフン）」が入っているメールアドレスは使用できま

せん。

・ お使いの端末によっては対応ブラウザでも正しく表示されない場合があ

ります。



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪抽選結果の通知≫    

抽選申込結果回答日（別紙 2 参照）にご登録いただいたメールアドレスに当選・

落選結果を送信します。 

＊結果のメールが届かない場合は健康増進サービスセンターにお問い合わせく

ださい（結果のメールは抽選申込結果回答日の 14 時ごろより随時送信いたし

ます。申込件数によっては送信終了まで時間がかかる場合がありますので、ご

了承ください）。 

＊結果について電話でのお問い合わせは受けておりません。 

 

           【当選の場合】※この時点で予約確定です。 

           当選メール到着後、メール記載の URL から宿泊者情報詳細を入力してくださ

い。 

入力後、利用案内ダウンロード用 URL が記載されたメールが送信されます。 

利用案内をダウンロードしてください。 

 

【落選の場合】 

利用できません。 

申し込みを希望の場合は、≪空き状況の照会≫を参照ください。 

 

 

◆トスラブ箱根和奏林・館山ルアーナ・湯沢の会議室について◆ 

抽選申込受付時にトスラブ箱根和奏林・館山ルアーナ・湯沢の宿泊に伴う会議室利

用の希望登録ができます。 

 

【抽選申込締切前】 

 抽選申込時にトスラブ会議室の欄に必要事項を入力してください。 

【抽選申込締切後】 

◎抽選申込結果回答日以降に直接各施設へお問い合わせください（必ず宿泊の予

約が確定してからお申し込みください）。 

 ・トスラブ箱根和奏林    ℡：0460-83-7600 

 ・トスラブ館山ルアーナ   ℡：0470-29-7000 

 ・トスラブ湯沢          ℡：025-787-4511 

 

＊ 抽選申込受付期間、抽選申込結果回答日は別紙 2 をご覧ください。 

 

【利用人数】原則 4 名以上 20 名程度までの利用となります。 

【利用料金】利用料金は無料です。 

【利用時間】9：00～21：00（宿泊日） 

        9：00～18：00（チェックアウト日） 



≪空き状況の紹介≫ 

空き状況の照会開始日（別紙 2 参照）より WEB による空き照会及び申し込みが

できます。 

なお、空き照会による申込可能期間は、施設により異なりますので、以下の表

を参照ください。 

空き照会可能期間 対象施設 

利用日の 4 日前まで
直営保養施設(トスラブ 4 館)、ブルーベリーヒル勝浦、

日光千姫物語 

利用日の 10 日前まで
通年保養施設(ブルーベリーヒル勝浦、日光千姫物語を

除く) 

【申込方法】

WEB 申請メニュー画面の直営・通年・夏季・冬季保養施設(空き照会)より申し

込みをしてください。 

※申込方法の詳細は ITS ホームページをご覧ください。

https://www.its-kenpo.or.jp/shisetsu/hoyou/chokuei/moushikomi.html

～申込上の注意～

・ 保険証の記号・保険証の番号・申込代表者名（カナ氏名）・生年月日・性別・

続柄は資格認証のキーとなります。必ず保険証に記載されているとおりに入力

してください。

・ 同施設で 3 泊以上の申し込みはできません。

・ 空きが無い日付は表示されません。また日付が表示される場合でもご希望の

条件に合わない場合、部屋は表示されません。

・ 月の最終日からの 2 泊をご希望する場合、申し込みができるのは 2 泊目が属す

る月の空き状況の照会開始日以降になります。

・ 1 申込の同一日の「希望部屋数」は最大 10 部屋までとなります。

・ 同じ施設で 2 泊希望の場合において、1 泊ずつ別々に申込手続きを行った場合

はそれぞれ別々の申し込みの扱いとなります（1 泊ごとに精算、部屋の移動が

発生する場合があります）。

・ 定員数に見合った部屋タイプ、部屋数を指定してください。状況によりご希望

に添えない場合もあります。

・ 利用希望日に被保険者及び被扶養者の資格がない方は、申込代表者として申し

込みをすることができません（後期高齢者医療制度による資格喪失の場合も同

様）。

※空き状況の照会開始日については別紙 2 をご覧ください。

≪予 約 確 定≫ 

申し込みされて当選した場合と空き照会後に予約した場合は、この時点で予約確

定となります。予約確定後は利用日の 9 日前からキャンセル料が発生します。自

動的にキャンセルになることはありませんので、内容の変更がある場合またはキ

ャンセルする場合は、下記を参照のうえ手続きを行ってください。 



≪変 更≫    

予約内容の変更は WEB 上では行えません。健康増進サービスセンターへ電話で

ご連絡ください。 

・ 原則として申込代表者の変更はお受けできません。 

・ 利用当日の利用者の変更、人員の追加はできません。 

・ メールアドレスの変更はお受けできません。手続きの途中でメールアドレスが

変わった場合は、健康増進サービスセンターへご連絡ください。 

・ 日程の変更はお受けできません。ご予約の日程をキャンセルのうえ、改めて空

き状況を照会し申し込み手続きを行ってください（空室がない場合は予約をお

取りできません）。 

 

≪キャンセル≫    

自動的にキャンセルになることはありません。予約確定後、キャンセルされる場

合は、必ずキャンセルの手続きを行ってください。 

またキャンセルされる場合は、ほかの利用希望者のことも考慮し、早めにお手続

きください。 

・ 利用日の 10 日前までは WEB 上にてキャンセルが行えます。メールに記載の

キャンセル用 URL より手続きを行ってください。 

・ 利用日の 9 日前以降はキャンセル料が発生しますので、健康増進サービスセン

ターへ電話でご連絡ください。 

【キャンセル料について】 

キャンセルされる際は、違約金として下記の「キャンセル料」をお支払いいただ

きます。 

・ 利用人数減、泊数減の場合もキャンセル料の対象となります。 

・ 宿泊者情報詳細登録または利用案内のダウンロード実施の有無にかかわらず、

予約確定時点からキャンセル料の対象となります。 

 

取 消 日 
利用日の前日を 1 日と数えて 

利用当日 
10 日前まで※1 9 日前から前日まで※2 

取 消 料 無     料 利用料金の 50％ 全  額 

   ※1 の「10 日前」、※2 の「前日」及び利用当日が当組合の休業日や問い合わせ受

付時間外等で連絡がつかない場合は、利用する施設に直接連絡し、後日健康増進

サービスセンターにもご連絡ください（利用日の 10 日前まではメールに記載のキ

ャンセル用 URL より手続きを行ってください）。 

   ◇キャンセル・変更等の手続きは、お早めにお願いいたします。 

 

≪利 用 当 日≫    

フロントで被保険者、被扶養者全員分の「保険証(コピー不可)」を呈示してくだ

さい。呈示がない場合は、被保険者及び被扶養者以外(その他の方)の利用料金を

お支払いいただきますのでご注意ください。 

 

 



～利用に際しての注意事項～

・ 保養施設を利用できるのは登録申請された方のみです。変更がある場合は必ず

事前に健康増進サービスセンターに電話でご連絡ください。

・ 利用当日の利用者の変更、人員の追加はお受けできません。

・ 名前の貸し借りをして利用した場合と管理上支障があると判断された場合は、

利用をお断りすることがあります。

≪そ の 他≫ 

・ 「トスラブ湯沢 オフシーズン期間（平日）の利用について」と「トスラブ箱

根和奏林・館山ルアーナ・湯沢の日帰り利用について」は別紙 3 をご覧くださ

い。

・ 実施要領は、ITS のホームページからもご覧いただけます。

「保養施設等の利用およびイベントにおける個人情報の取り扱いについて

（https://www.its-kenpo.or.jp/privacy/event.html）」をお読みいただき、同意のうえ

お申し込みください。 

以上 

〒169-8516  東京都新宿区百人町 2-27-6
関東 IT ソフトウェア健康保険組合・健康増進サービスセンター

TEL 03-5925-5348（保養施設・イベント等）

https://www.its-kenpo.or.jp/ 
受付時間 月曜日～金曜日（祝日・年末年始を除く） 

9：00～17：00 

＊時間外は、受け付けておりませんのでご了承ください。 

＊電話番号はお間違いのないようご注意ください。 

健康増進サービスセンター 



別紙1-1

被保険者・被扶養者 その他の方
250-0522 （1泊2食付） （1泊2食付）
神奈川県足柄下郡箱根町元箱根110-108 大　人　5,500円 大　人　11,000円
0460-86-2800 こども　 2,750円 こども　　5,500円
250-0522 （1泊2食付） （1泊2食付）
神奈川県足柄下郡箱根町元箱根110 大　人　5,500円 大　人　11,000円
0460-83-7600 こども　 2,750円 こども　　5,500円
294-0223
千葉県館山市洲宮833-1 日帰り利用 日帰り利用
0470-29-7000 （食事なし） （食事なし）
949-6103 大　人　　550円 大　人　1,100円
新潟県南魚沼郡湯沢町土樽414 こども　 　275円 こども　 　550円
025-787-4511
299-5245 （1泊2食付） （1泊2食付）
千葉県勝浦市興津1920 大　人　5,500円 大　人　11,000円
0470-76-3400 こども　 2,750円 こども　　5,500円
377-1793
群馬県吾妻郡草津町618
0279-88-3232
520-0502
滋賀県大津市南小松1054-3
077-596-1711
325-0302
栃木県那須郡那須町大字高久丙1792
0287-76-2085
414-0027
静岡県伊東市竹の内1-5-14
0557-38-6373
911-0000
福井県勝山市170-70
0779-87-0081
646-0011
和歌山県田辺市新庄町2901-1
0739-25-6106
389-1302
長野県上水内郡信濃町古海3575-8
026-258-3611
386-2201
長野県上田市真田町長2868
0268-72-2323
600-8096 （1泊朝食付） （1泊朝食付）
京都府京都市下京区烏丸高辻東入高橋町630番地 大　人　5,500円 大　人　11,000円
075-342-2111 こども　 5,500円 こども　 11,000円

2名定員または3名定員洋室
（1名利用不可）

ホテルハーヴェスト伊東　＊8
4名定員洋室または5名定員和洋室

（1名利用不可）

利用料金
施設名 住所／電話番号部屋タイプ・定員

4名定員洋室または5名定員和洋室
（1名利用不可）

※2名利用時は3名定員洋室になる場合があります

3名定員洋室または5名定員和室
（1名利用不可）

TOSLOVE箱根ビオーレ ＊1

TOSLOVE館山ルアーナ　＊3

ブルーベリーヒル勝浦

TOSLOVE湯沢　＊4　◆

琵琶レイクオーツカ　＊6

ホテルハーヴェスト那須　＊7

ホテルハーヴェスト南紀田辺　＊10

4名定員洋室または5名定員和洋室
（1名利用不可）

2名定員洋室、4名定員洋室
6名定員和洋室

8名定員和洋室または和室

3名定員洋室または5名定員洋室
※5名定員洋室は1名利用不可

4名定員洋室または5名定員和洋室
（1名利用不可）

2名定員洋室、3名定員洋室
4名定員和室、5名定員和室

（1泊2食付）
大　人　5,500円
こども　 5,500円

4名定員洋室または5名定員和洋室
（1名利用不可）

4名定員洋室または和室
5名定員和室、6名定員和洋室

2名定員ベッドタイプ和室
4名定員または5名定員和洋室

（1名利用不可）

ホテルハーヴェストスキージャム勝山　＊9

TOSLOVE箱根和奏林　＊2

草津温泉　ホテルヴィレッジ  ＊5

ホテルハーヴェスト斑尾　＊11

ホテル日航プリンセス京都  ＊13

4名定員洋室または和洋室
6名定員洋室、8名定員和洋室

（1泊2食付）
大　人　11,000円
こども　 11,000円

4名定員洋室または5名定員和洋室
（1名利用不可）

角間温泉　岩屋館　＊12



別紙1-2

被保険者・被扶養者 その他の方
389-0102
長野県北佐久郡軽井沢町軽井沢1178-493
0267-41-3005
603-8451
京都府京都市北区衣笠鏡石町47
075-491-1166
321-1432
栃木県日光市安川町6-48
0288-54-1010
651-1401
兵庫県神戸市北区有馬町341-1
078-903-5631
377-0195
群馬県渋川市伊香保町伊香保396-20
0279-72-4489
926-0175
石川県七尾市和倉町和歌崎8-1
0767-62-3333
401-0304
山梨県南都留郡富士河口湖町河口2395
0555-76-5220

297-0201
千葉県長生郡長柄町上野521-4
0475-35-3333

431-1403
静岡県浜松市北区三ヶ日町大崎372
053-526-1713

※利用料金は消費税込、利用施設により別途入湯税、宿泊税がかかります。
※大人は13歳から、こどもは4歳から12歳までとなります。3歳以下の幼児の方は無料です（食事・寝具なし）。
◆ オフシーズン期間の利用料金については別紙3をご覧ください。

・利用不可日について（利用不可日は変更になる場合があります）
＊1　トスラブ箱根ビオーレ 5月8日（月）～11日（木）、6月13日（火）～15日（木）、10月1日（日）～20日（金）、11月13日（月）～15日（水）、

令和6年1月22日（月）～25日（木）、3月4日（月）～7日（木）
＊2　トスラブ箱根和奏林 5月8日（月）～11日（木）、7月10日（月）～13日（木）、9月5日（火）～14日（木）、11月20日（月）～22日（水）、

令和6年1月9日(火）～11日（木）、2月19日（月）～22日（木）
＊3　トスラブ館山ルアーナ 5月8日（月）～11日（木）、6月5日（月）～7日（水）、9月30日（土）、10月23日(月）～26日（木）、12月11日（月）～14日（木）、

令和6年1月15日（月）～18日（木）、3月11日（月）～13日（水）
＊4　トスラブ湯沢 4月10日（月）～12日（水）、5月8日（月）～11日（木）、6月3日（土）、6月26日（月）～28日（水）、7月3日（月）～6日（木）、

11月6日（月）～9日（木）、12月4日（月）～7日（木）

【新規】　ホテルハーヴェスト浜名湖　＊21
4名定員洋室または5名定員和洋室

（1名利用不可）

（1泊2食付）
大　人　5,500円
こども　 5,500円

（1泊2食付）
大　人　11,000円
こども　 11,000円

2名定員洋室または4名定員洋室
（1名利用不可）

住所／電話番号

和倉温泉　あえの風　＊19

利用料金

リソルの森　＊20

　　3名定員（テラスハウスプレミアム）、
　　4名定員（テントキャビン）、
　　5名定員和洋室（ホテルトリニティ書斎）

（1名利用不可）

伊香保温泉　ホテル天坊　＊18
5名定員和室または和洋室

（1名利用不可）

ホテルハーヴェスト有馬六彩　＊17

ラビスタ富士河口湖

4名定員洋室
（1名利用不可）

ホテルハーヴェスト旧軽井沢 ＊14

ホテルハーヴェスト京都鷹峯　＊15
4名定員洋室

（1名利用不可）

4名定員洋室または5名定員和洋室
（1名利用不可）

施設名 部屋タイプ・定員

6名定員和室または和洋室
（1名利用不可）

日光千姫物語　＊16

5名定員和室
（1名利用不可）
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＊5　草津温泉　ホテルヴィレッジ 4月6日（木）、6月19日（月）～23日（金）、12月4日（月）～8日（金）、11日（月）～14日（木）、令和6年1月8日（月）～11日（木）、

15日（月）～18日（木）
【プール＆温泉館　テルメテルメ休館日】
4月4日（火）、5日（水）、5月9日（火）、10日（水）、6月19日（月）～23日（金）、7月4日（火）、5日（水）、9月5日（火）、6日（水）
10月11日（水）、11月7日（火）、8日（水）、12月4日（月）～8日（金）、11日（月）～14日（木）、
令和6年1月8日（月）～11日（木）、15日（月）～18日（木）

＊6　琵琶レイクオーツカ 6月29日（木）

＊7　ホテルハーヴェスト那須 4月29日（土）、30日（日）、5月1日（月）～6日（土）、6月19日（月）～22日（木）、8月11日（金）～15日（火）、

12月29日（金）～31日（日）、令和6年1月1日（月）～3日（水）、15日（月）～19日（金）、2月5日（月）～8日（木）

＊8　ホテルハーヴェスト伊東 6月11日（日）～16日（金）、8月9日（水）～11日（金）、9月12日（火）～14日（木）、12月30日（土）、31日（日）、

令和6年1月1日（月）、2日（火）、14日（日）～24日（水）

＊9　ホテルハーヴェストスキージャム勝山 4月2日（日）～21日（金）、29日（土）、5月3日（水）～6日（土）、6月30日（金）、7月1日（土）、15日（土）、16日（日）、

8月5日（土）、10日（木）～15日（火）、9月16日（土）、17日（日）、22日（金）、23日（土）、10月7日（土）、8日（日）、

11月3日（金）、4日（土）、23日（木）～30日（木）、12月1日（金）～8日（金）、27日（水）～31日（日）、

令和6年1月1日（月）～7日（日）、2月10日（土）、11日（日）、23日（金）、24日（土）

＊10　ホテルハーヴェスト南紀田辺 6月19日（月）～22日（木）、9月4日（月）～7日（木）、令和6年1月22日（月）～25日（木）
＊11  ホテルハーヴェスト斑尾　 11月24日（金）～30日（木）、12月1日（金）～15日（金）、23日（土）～31日（日）、令和6年1月1日（月）～3日（水）
＊12　角間温泉　岩屋館 4月4日（火）、5月9日（火）、6月6日（火）、7月4日（火）、8月8日（火）、9月5日（火）、10月3日（火）、11月7日（火）、12月31日（日）、

令和6年1月1日（月）、9日（火）、2月6日（火）、3月5日（火）
＊13 ホテル日航プリンセス京都 8月16日（水）、12月31日（日）、令和6年1月1日（月）、2日（火）
＊14　ホテルハーヴェスト旧軽井沢 6月11日（日）～16日（金）、11月27日（月）～30日（木）、令和6年1月22日（月）～26日（金）、2月26日（月）～29日（木）
＊15　ホテルハーヴェスト京都鷹峯 6月12日（月）～16日（金）、12月28日（木）～31日（日）、令和6年1月1日（月）～4日（木）、15日（月）～19日（金）
＊16　日光千姫物語 4月10日（月）、11日（火）、25日（火）、26日（水）、5月8日（月）、9日（火）、24日（水）、25日（木）、

6月6日（火）、7日（水）、13日（火）、14日（水）
＊17　ホテルハーヴェスト有馬六彩 5月3日（水）～6日（土）、6月19日（月）～23日(金）、12月29日(金）～31日（日）、

令和6年1月1日（月）～3日（水）、22日（月）～26日（金）
＊18　伊香保温泉　ホテル天坊 4月29日（土）、30日（日）、5月1日（月）～6日（土）、9日（火）、8月10日（木）～15日（火）、12月28日(木）～31日（日）、

令和6年1月1日(月）～3日（水）
＊19　和倉温泉　あえの風 12月28日（木）～31日（日）、令和6年1月1日(月）～3日（水）
＊20　リソルの森 令和6年1月29日(月）、30日（火）
＊21　ホテルハーヴェスト浜名湖 6月4日（日）～8日（木）、9月3日（日）～7日（木）、12月31日（日）、令和6年1月1日（月）～3日（水）、15日（月）～18日（木）、

2月5日（月）～8日（木）
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令和5年度　直営・通年保養施設申込受付期間一覧表

令和5年4月分 4/1～4/30 1/30～2/6 2/13(月) 2/15(水)

5月分 5/1～5/31 2/27～3/6 3/13(月) 3/15(水)

6月分 6/1～6/30 3/29～4/5 4/13(木) 4/17(月)

7月分 7/1～7/31 5/1～5/8 5/11(木) 5/15(月)

8月分 8/1～8/31 5/29～6/5 6/13(火) 6/15(木)

9月分 9/1～9/30 6/28～7/5 7/13(木) 7/18(火)

10月分　10/1～10/31 7/31～8/7 8/10(木) 8/15(火)

11月分　11/1～11/30 8/29～9/5 9/13(水) 9/15(金)

12月分　12/1～12/31 9/28～10/5 10/12(木) 10/16(月)

令和6年1月分　　1/1～1/31 10/30～11/6 11/13(月) 11/15(水)

2月分　　2/1～2/29 11/28～12/5 12/13(水) 12/15(金)

3月分　　3/1～3/31★ 12/11～12/18 1/11(木) 1/15(月)

★3月分の抽選申込受付期間は12月となりますのでご注意ください。

※宿泊日が属する月毎の申し込みとなります。

※空き照会は空き状況の照会開始日の午前0時より申し込みを受け付けます。

申込対象期間（希望日） 抽選申込結果回答日 空き状況の照会開始日抽選申込受付期間
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トスラブ湯沢 オフシーズン期間（平日）の利用について

・オフシーズン

春休み、ゴールデンウィーク、夏休み、年末年始（冬休み）期間を除いた月曜

日～木曜日

※金・土・日曜日と祝日および休前日を除く

・利用対象者

オフシーズンの平日利用のみ、被保険者・被扶養者以外に申込代表者として、被保

険者の同居家族または 60 歳以上の被保険者 OB（以前被保険者であった方）もご利

用いただけます。ただし、空き状況の照会開始日（別紙 2 参照）以降の予約に限ら

せていただきます。

・利用料金（オフシーズン期間・平日）

種別・区分 被保険者・被扶養者

1．被保険者・被扶養者の同伴者

2．（1）被保険者の同居家族

（2）60 歳以上の被保険者 OB

3．2 の同伴者 

1 泊 2 食付 
大 人 こども 大 人 こども

5,500 円 2,750 円 7,700 円 3,850 円 

※ 別途入湯税がかかります。

〔被保険者の同居家族・60 歳以上の被保険者 OB 利用申込方法〕 

空き状況の照会開始日（別紙 2 参照）以降 

・ 同居家族の申し込みについては、必ず被保険者を通して健康増進サービスセン

ターにご連絡ください。60 歳以上の被保険者 OB の申し込みについては、被保

険者 OB 本人が健康増進サービスセンターにご連絡ください。健康増進サービ

スセンターにて代理で空き照会を行います。

・ 予約が取れた後、ITS ホームページより「保養施設申込書」をダウンロード・

印刷し、必要事項を記入後、健康増進サービスセンターへ郵送もしくはファッ

クスしてください。

FAX：03-5925-5335 

トスラブ箱根和奏林・館山ルアーナ・湯沢の日帰り利用について

トスラブ箱根和奏林・館山ルアーナ・湯沢では客室以外の施設が利用できる「日帰り

利用」があります（トスラブ箱根ビオーレの日帰り利用は行っておりません）。なお、

施設の状況によりお受けできない場合があります。

・ 利用資格：原則として、被保険者及び被扶養者（外部の方だけでのご利用はで

きません）



・ 利用時間：9 時～18 時まで

・ 利用料金：別紙 1 をご覧ください。

〔日帰り利用申込方法〕

空き状況の照会開始日（別紙 2 参照）以降 

・ 希望の施設に直接電話でご連絡ください（受付は利用日の 3 日前までとなりま

す）。日帰り利用の予約をされた方は昼食の利用もお受けできます（要事前予

約・利用前日 20 時まで）。

～利用に際しての注意事項～

・ フロントで被保険者、被扶養者全員分の「保険証(コピー不可)」を呈示してく

ださい。呈示がない場合は、被保険者及び被扶養者以外(その他の方)の利用料

金をお支払いいただきますのでご注意ください。

・ 名前の貸し借りをして利用した場合と管理上支障があると判断された場合は、

利用をお断りすることがあります。

※ 現在、日帰り利用のご予約は休止しております。
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