平成２９年

２月１７日

関東ＩＴソフトウェア健康保険組合

健保会館付属施設会議室のＷＥＢによる予約受付開始についてのご案内

平素より、当健康保険組合の事業運営に格別のご協力を賜り、厚くお礼申し上げます。
さて、平成２９年２月２４日（金）
（平成２９年２月２７日（月）利用分）より健保会
館付属施設会議室についてＷＥＢ予約受付を開始いたします。合わせて同日より予約可能
日は利用予定月の３ヵ月前の１日から利用日の３日前までとなります。
なお、平成２９年２月２３日（木）までに予約された方につきましては、従来どおり、
変更・キャンセルは電話による受付となります。また、「会議室利用書」を当組合ホーム
ページよりダウンロード・印刷していただき、記入のうえ各予約係にファックスいただく
必要があります。
従来の予約方法と異なる部分もございますので、別紙「健保会館付属施設会議室予約・
利用方法」をご確認いただきお申し込みください。
◇WEB 予約開始日
平成２９年２月２４日（金）
◇WEB 予約対象日
平成２９年２月２７日（月）利用分より
◇予約申込・利用方法
別紙「健保会館付属施設会議室予約・利用方法」をご覧ください。
◇利用資格
被保険者・被扶養者及びその同伴者（外部の方だけでのご利用はできません）
。

健保会館付属施設会議室予約・利用方法
◇利用資格
被保険者・被扶養者及びその同伴者（外部の方だけでのご利用はできません）。

◇予約・利用上の注意
・完全予約制です。必ず事前にご予約ください。
・ご予約は連続２日以内です。
・休業日・利用不可日はＩＴＳホームページでご確認ください。
・会議室利用の際、使用する資料・備品等はお預かりできません。
・お持ち込みによる飲食はお断りしております。
・ご予約時間以上の延長はお受けできません。
・備品を無料でお貸しします。ただしマイクの利用は、関東ＩＴソフトウェア健保会館会
議室は１階Ａ＋Ｂ室、山王健保会館会議室はＡ＋Ｂ室、市ヶ谷健保会館会議室はＦ室利
用の場合のみに限らせていただきます。
・名前の貸し借りをして利用した場合や管理上支障があると判断された場合、また複数予
約をし、度重なるキャンセルをするなど、他の組合員の利用の妨げになる行為であると
当組合が判断した場合は、利用をお断りさせていただくか、今後の利用を制限させてい
ただきます。

◇ＷＥＢによる予約申込方法
会議室の予約は利用予定月の３ヵ月前の１日から利用日の３日前までとなります。

＜推奨ＯＳ・対応ブラウザ＞
推奨ＯＳ：Windows7 または 8
対応ブラウザ：Internet Explorer9 以上または Safari6 以上
・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。
・推奨環境下でもブラウザの設定によって正しく表示できない場合があります。

①ITS のホームページ（http://www.its-kenpo.or.jp/）へアクセスし、トップページの「保
養施設等ＷＥＢ申請」よりＷＥＢ申請メニュー画面に入ります。
②メニュー画面より「健保会館付属施設会議室(空き照会)」を選択します。
③ご希望の会館・会議室を選択します。

④表示された画面上で日付を選択し「空き検索」ボタンを押すと、空いている部屋・時間
帯が掲載された一覧が表示されます。ご希望の部屋・時間帯を選択し「予約手続きに進
む」ボタンを押してください。
※関東ＩＴソフトウェア健保会館会議室１ＦＡ・Ｂ室、山王健保会館Ａ・Ｂ室を合わせ
て使用したい場合はそれぞれの部屋で同じ時間帯を選択してください。
⑤個人情報の取り扱いに同意のうえ、メールアドレスを入力し「送信」ボタンを押すと登
録されたメールアドレス宛に確認のメールが自動送信されます（メールの受信制限をさ
れている方は itscenter@as.its-kenpo.or.jp からの受信を許可してください）。
※確認のメールが届かない場合は登録したメールアドレスが間違えている可能性があり
ます。その場合は①から手続きを行ってください。
※「予約手続きに進む」ボタンを押して以降、30 分以内に申込手続きを完了してくださ
い（30 分を超えた場合は選択した部屋が無効となります）
。
⑥メール記載の URL から申込画面を開き、注意事項を確認のうえ、必要事項を入力し
「申込する」ボタンを押してください。
⑦申込内容確認画面にて申し込みいただいた内容を確認のうえ、「確認」ボタンを押して
ください。
⑧申込完了画面に遷移し申込受付番号が表示され、申込完了メールが送信されます。
※申込完了メールの受信をもって申込が完了となります。申込完了メールは必ずご確認
ください。
＜ＷＥＢによる申し込みができない場合＞
ＷＥＢによる申し込みが出来ない場合は各予約係による代理受付（１０時〜２１時・休
業日を除く）も可能です。ただし、利用者の方がご覧になられるＷＥＢ申請画面と同じ
画面を使用するため受付にお時間をいただく場合があります。予め、利用日、時間帯、
部屋を決めてご連絡ください。また予約がとれた場合、「ＩＴＳ会議室利用書」をＩＴ
Ｓホームページよりダウンロード・印刷し、必要事項を記入のうえ各レストラン予約係
に郵送もしくはファックスしてください。
※変更・キャンセル等もすべて電話での受け付けとなります。
※WEB 申込が可能な環境にある方は WEB 申込をご利用ください。

◇利用当日
利用当日は申込代表者又は利用者の「保険証(コピー不可)」呈示により被保険者・被扶養
者の資格確認をいたしますので「保険証(コピー不可)」を必ずご持参ください。

◇予約の変更
利用日の３日前まで申込完了メール記載のＵＲＬより予約内容の一部変更が行えます。な
お、利用日までにメールアドレスが変更になった場合は各予約係にご連絡ください。ただ
し、予約後の利用日及び部屋・時間帯の変更・追加・削除、申込代表者の変更は出来ませ
ん。その場合は予約を一度キャンセルし、再度お申し込み手続きを行ってください。
なお、平成２９年２月２３日（木）までに予約された方につきましては従来どおり各予約
係にご連絡ください。

◇予約のキャンセル
利用当日まで申込完了メール記載のＵＲＬよりキャンセルの手続きが行えます。キャンセ
ルする場合はお早めにお願いします。
なお、平成２９年２月２３日（木）までに予約された方につきましては従来どおり各予約
係にご連絡ください。
≪キャンセル料について≫
利用予定日の１ヵ月前の同日（１ヵ月前に同日が無い場合はその前月末日）から前日まで
にキャンセルされた場合は利用料金の５０％、当日キャンセルされた場合は利用料金の全
額をキャンセル料としてお支払いいただきます。

◇会議室形式について
会議室の基本形式は「スクール型」
「ロの字型」
「コの字型」です。
ただし、関東ＩＴソフトウェア健保会館会議室のＢ１ＦＡ・Ｂ・Ｃ室、市ヶ谷健保会館会
議室のＡ・Ｃ室の形式は固定です。基本形式以外の型を希望の場合は会議室形式の欄に
「基本形式以外」と入力（記入）し、各予約係にご連絡ください（「基本形式以外」の入
力があり、ご連絡が無い場合は人数を鑑みたスクール形式とさせていただきます）。

◇会議ランチについて
山王健保会館及び市ヶ谷健保会館では昼食をランチ形式でご用意出来ます。
なお、会議ランチ利用時は利用者全員分（同伴者を除く）の保険証（コピー不可）を確認
させていただきます。保険証の呈示が無い場合は利用をお断りさせていただく場合と同伴
者料金をお支払いいただく場合があります。
※「ＩＴＳレストラン事前確認申請書」で事前に申請いただき、当日組合の確認印の押印
のある申請書のコピーをご持参いただくことにより保険証の呈示を省略することができ
ます。「ＩＴＳレストラン事前確認申請書」はＩＴＳホームページよりダウンロードで
きます。
※メニューについては各予約係へお問い合わせください。

＜山王健保会館会議室＞
ご希望の場合は会議室申し込み時に必要項目を入力してください。
・松花堂弁当（被保険者・被扶養者
・赤坂膳

７５６円、同伴者１，０８０円）

（被保険者・被扶養者１，０８０円、同伴者１，６２０円）

※赤坂膳は最大３０名様までの提供となります。
※料金はお一人様税込となります。
＜市ヶ谷健保会館会議室＞
ご希望の場合は会議室予約後にリストランテ アル･ファーロ予約係までご連絡くださ
い。
・会議ランチＡ（被保険者・被扶養者

７５６円、同伴者１，０８０円）

・会議ランチＢ（被保険者・被扶養者１，０８０円、同伴者１，６２０円）
・会議軽食

（被保険者・被扶養者

３５０円、同伴者

５００円）

※会議ランチは１階リストランテ アル･ファーロで提供します。
※会議軽食は１８時以降サンドイッチをご用意いたします。
※料金はお一人様税込となります。

◇利用料金（税込）
関東ＩＴソフトウェア健保会館会議室
利用時間帯
タイプ
（定員：
スクール型の場合）

9:00〜12:00
13:00〜17:00
18:00〜21:00

9:00〜17:00
13:00〜21:00

9:00〜21:00

※B1F A・B・C 室は除く
B

A 室（10 人／17 ㎡）＊

2,160 円

4,320 円

6,480 円

1

B 室（14 人／25 ㎡）

3,240 円

6,480 円

9,720 円

F

C 室（16 人／28 ㎡）

3,240 円

6,480 円

9,720 円

A 室（54 人／83 ㎡）

7,560 円

15,120 円

22,680 円

B 室（30 人／49 ㎡）

5,400 円

10,800 円

16,200 円

A+B 室（90 人／132 ㎡）

10,800 円

21,600 円

32,400 円

C 室（28 人／42 ㎡）

5,400 円

10,800 円

16,200 円

D 室（20 人／39 ㎡）

5,400 円

10,800 円

16,200 円

1
F

※B１F

A・B・C 室のレイアウトは固定。

※マイクの利用は１F A＋B 室利用時のみ
※上記定員は 3 名掛け（１F
＊B１F

D 室は 2 名掛け）の場合になります。

A 室は平成２９年３月末日をもって閉室となります。

山王健保会館会議室
利用時間帯
9:00〜12:00

9:00〜17:00

13:00〜17:00

タイプ
（定員：スクール型の場合）
A 室（54 人／95 ㎡）

10,800 円

21,600 円

B 室（72 人／125 ㎡）

14,040 円

28,080 円

A+B 室（132 人／224 ㎡）

24,840 円

49,680 円

※マイクの利用は A＋B 室利用時のみ
※上記定員は 3 名掛けの場合になります。

市ヶ谷健保会館会議室
利用時間帯
タイプ
（定員：
スクール型の場合）

9:00〜12:00
13:00〜17:00
18:00〜21:00

9:00〜17:00
13:00〜21:00

9:00〜21:00

※A・C 室は除く
A 室（10 人／29 ㎡）

1,620 円

3,240 円

4,860 円

B 室（12 人／19 ㎡）

1,620 円

3,240 円

4,860 円

C 室（20 人／93 ㎡）

5,400 円

10,800 円

16,200 円

D 室（36 人／61 ㎡）

4,320 円

8,640 円

12,960 円

E 室（36 人／58 ㎡）

4,320 円

8,640 円

12,960 円

F 室（77 人／135 ㎡）

6,480 円

12,960 円

19,440 円

※A・C 室のレイアウトは固定
※液晶ディスプレイは A・B 室に設置
※マイクの利用は F 室のみ
※上記定員は 3 名掛けの場合になります。

問い合わせ先
＜関東ＩＴソフトウェア健保会館会議室＞
桜華樓予約係
ＴＥＬ ０３−５９２５−５３３３
＜山王健保会館会議室＞
木都里亭予約係
ＴＥＬ ０３−５５７０−１８０３
＜市ヶ谷健保会館会議室＞
リストランテ・アル・ファーロ予約係 ＴＥＬ ０３−３２２５−１１３３
受付時間

１０：００〜２１：００（休業日を除く）

