契約保養施設の利用(プリンスホテルズワールドワイド)について
(株)プリンスホテルが令和４年４月１日から㈱西武・プリンスホテルズワールドワイドと変更になり
ましたが、同社との契約は継続しています。同社のホテル４３施設、ゴルフ場２５施設、スキー場９施
設で優待が受けられます。また、水族館や乗り物等１２の施設で割引券が使用できます。
なお、電話での申し込みに当たっては、東京技芸国民健康保険組合の組合員であることを伝えてくだ
さい。また、利用する際には、東京技芸国民健康保険組合の被保険者証（保険証）を提示してください。
【利用手続】
１ 割引券
専用ホームページより「割引券」を選び、該当する施設に表示されている「割引券を印刷す
る」を選び、印刷してください。
印刷した割引券を施設の窓口に料金とともに提出してください。
※一般利用者用のホームページ「プリンスホテルズ＆リゾーツ」では優待が適用されません。
なお、専用ホームページのＵＲＬ及びパスワードは組合報をご覧ください。
２ WEB 予約
専用ホームページより申し込みができます。
※一般利用者用のホームページ「プリンスホテル＆リゾーツ」では優待が適用されません。
なお、専用ホームページのＵＲＬ及びパスワードは組合報をご覧ください。
３ ホテル予約
プリンスホテル予約センターで予約してください。
このとき、
「東京技芸国民健康保険組合の組合員である」ことを伝えてください。
電話番号 (0120)33-8686 フリーダイヤル

携帯電話 0570-02-8686

ＰＨＳ・ＩＰ電話 03-6741-9155
受付時間 午前９時３０分～午後８時まで（年中無休）
４ ゴルフ・ゴルフを伴う宿泊予約
各ゴルフ場に電話で予約してください。
このとき、
「東京技芸国民健康保険組合の組合員である」ことを伝えてください。

利用施設一覧表（割引券が使用できる施設）
施

設

名

〒

所在地

電

話

マクセルアクアパーク品川

108-8611 東京都港区高輪4-10-30

03-5421-1111

横浜・八景島シーパラダイス

236-0006 神奈川県横浜市金沢区八景島

045-788-8888

仙台うみの杜水族館

983-0013 宮城県仙台市宮城野区中野4-6

022-355-2222

上越市立水族館

942-0081 新潟県上越市五智2-15-15

025-543-2449

222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜2-11

045-474-1112

うみがたり

新横浜スケートセンター

ダイドードリンコアイスアリーナ 202-0021 東京都西東京市東伏見3-1-25

042-467-7171

東大和スケートセンター

207-0022 東京都東大和市桜ヶ丘1-1330-9

042-566-6411

箱根

芦ノ湖遊覧船

250-0522 神奈川県足柄下郡箱根町元箱根45-3 0460-83-6351

箱根

駒ケ岳ロープウェー

250-0522 神奈川県足柄下郡箱根町元箱根139 0460-83-1151

箱根園水族館

250-0522 神奈川県足柄下郡箱根町元箱根139 0460-83-1151

箱根

十石峠ケーブルカー

419-0101 静岡県田方郡函南町桑原1400-20

0557-81-6895

伊豆

三津シーパラダイス

419-0101 静岡県沼津市内浦長浜3-1

055-943-2331

利 用 施 設 一 覧 表（宿泊施設）
施 設 名

〒

所在地

ザ･プリンスパークタワー東京

105-8563 東京都港区芝公園4-8-1

東京プリンスホテル

105-8560 東京都港区芝公園3-3-1

ザ･プリンスさくらタワー東京

108-8612 東京都港区高輪3-13-1

グランドプリンスホテル高輪

108-8612 東京都港区高輪3-13-1

グランドプリンスホテル新高輪

108-8612 東京都港区高輪3-13-1

品川プリンスホテル

108-8611 東京都港区高輪4-10-30

新宿プリンスホテル

160-8487 東京都新宿区歌舞伎町1-30-1

ＴＥＬ

サンシャインシティプリンスホテル 170-8440 東京都豊島区東池袋3-1-5
東京ベイ潮見プリンスホテル

135-0052 東京都江東区潮見2-8-16

川越プリンスホテル

350-8501 埼玉県川越市新富町1-22

新横浜プリンスホテル

222-8533 神奈川県横浜市港北区新横浜3-4

ホテルシーパラダイスイン

236-0006 神奈川県横浜市金沢区八景島

鎌倉プリンスホテル

248-0025 神奈川県鎌倉市七里ガ浜東1-2-18

ホテル予約電話

大磯プリンスホテル

259-0193 神奈川県中郡大磯町国府本郷546

電話 (0120)33-8686

ザ･プリンス箱根芦ノ湖

250-0592 神奈川県足柄下郡箱根町元箱根144

龍宮殿

250-0522 神奈川県足柄下郡箱根町元箱根139

携帯電話

箱根園コテージ

250-0522 神奈川県足柄下郡箱根町元箱根139

0570-02-8686

箱根湯の花プリンスホテル

250-0523 神奈川県足柄下郡箱根町芦之湯93

箱根仙石原プリンスホテル

250-0631 神奈川県足柄下郡箱根町仙石原1246

PHS・IP電話

下田プリンスホテル

415-8525 静岡県下田市白浜1547-1

03-6741-9155

三養荘

410-2204 静岡県伊豆の国市ままの上270

川奈ホテル

414-0044 静岡県伊東市川奈1459

受付時間

苗場プリンスホテル

949-6292 新潟県南魚沼郡湯沢町三国

午前9時30分

ザ・プリンス軽井沢

389-0193 長野県北佐久郡軽井沢町軽井沢

軽井沢プリンスホテル

389-0193 長野県北佐久郡軽井沢町軽井沢

午後8時まで

軽井沢浅間プリンスホテル

389-0113 長野県北佐久郡軽井沢町南軽井沢

（年中無休）

嬬恋プリンスホテル

377-1594 群馬県吾妻郡嬬恋村嬬恋高原

万座プリンスホテル

377-1595 群馬県吾妻郡嬬恋村万座温泉

万座高原ホテル

377-1595 群馬県吾妻郡嬬恋村万座温泉

志賀高原プリンスホテル

381-0497 長野県下高井郡山ノ内町志賀高原焼額山

十和田プリンスホテル

018-5511 秋田県鹿角郡小坂町十和田湖西湖畔

雫石プリンスホテル

020-0593 岩手県岩手郡雫石町高倉温泉

札幌プリンスホテル

060-8615 北海道札幌市中央区南２条西11丁目

新富良野プリンスホテル

076-8511 北海道富良野市中御料

富良野プリンスホテル

076-0034 北海道富良野市北の峰町18-6

函館大沼プリンスホテル

041-1392 北海道亀田郡七飯町西大沼温泉

釧路プリンスホテル

085-8581 北海道釧路市幸町7-1

屈斜路プリンスホテル

088-3395 北海道川上郡弟子屈町屈斜路温泉

ザ・プリンス京都宝ヶ池

606-8505 京都府京都市左京区宝ヶ池

グランドプリンスホテル広島

734-8543 広島県広島市南区元宇品町23-1

びわ湖大津プリンスホテル

520-8520 滋賀県大津市におの浜4-7-7

日南海岸南郷プリンスホテル

889-3204 宮崎県日南市南郷町城浦

名古屋プリンスホテルスカイタワー 453-6131 愛知県名古屋市中村区平地町4-60-12

～

利用施設一覧表（ゴルフ場・スキー場）
施 設 名

〒

所在地

ＴＥＬ

西武園ゴルフ場

359-1133 埼玉県所沢市荒幡1464

04-2925-8111

武蔵丘ゴルフコース

357-0006 埼玉県飯能市中山665

042-973-3333

新武蔵丘ゴルフコース

350-1246 埼玉県日高市梅原372

042-974-5111

大原・御宿ゴルフコース

298-0014 千葉県いすみ市大原台200

0470-62-2111

箱根園ゴルフ場

250-0522 神奈川県足柄下郡箱根町元箱根138

0460-83-6555

箱根湯の花ゴルフ場

250-0523 神奈川県足柄下郡箱根町芦之湯93

0460-83-5111

大箱根カントリークラブ

250-0631 神奈川県足柄下郡箱根町仙石原1246

0460-84-6111

川奈ホテルゴルフコース

414-0044 静岡県伊東市川奈1459

0557-45-1111

西熱海ゴルフコース

413-0033 静岡県熱海市熱海1800

0557-84-1111

軽井沢プリンスホテルゴルフコース

389-0102 長野県北佐久郡軽井沢町軽井沢

0267-42-8811

晴山ゴルフ場

389-0102 長野県北佐久郡軽井沢町軽井沢

0267-42-8611

軽井沢７２ゴルフ

389-0197 長野県北佐久郡軽井沢町発地南軽井沢

0267-48-0072

軽井沢浅間ゴルフコース

389-0113 長野県北佐久郡軽井沢町発地南軽井沢

0267-48-0001

嬬恋高原ゴルフ場

377-1594 群馬県吾妻郡嬬恋村嬬恋高原

0279-97-4111

雫石ゴルフ場

020-0593 岩手県岩手郡雫石町高倉温泉

019-693-1111

岩手沼宮内カントリークラブ

028-4421 岩手県岩手郡岩手町一方井

0195-62-5511

富良野ゴルフコース

076-0184 北海道富良野市八幡丘

0167-22-1111

上士幌ゴルフ場

080-1407 北海道河東郡上士幌町字上音更西3線

01564-2-4000

北海道カントリークラブ大沼コース

041-1392 北海道亀田郡七飯町西大沼

0138-67-2211

女満別ゴルフコース

099-2373 北海道網走郡大空町女満別巴沢

0152-74-5111

瀬田ゴルフコース

520-2125 滋賀県大津市瀬田橋本町12

077-544-1111

竜王ゴルフコース

520-2594 滋賀県蒲生郡竜王町山中1391

0748-58-2111

日南串間ゴルフコース

888-0008 宮崎県串間市本城

0987-71-3111

大磯ゴルフコース（アイアンコース） 259-0193 神奈川県中郡大磯町国府本郷546

0463-61-1111

七里ヶ浜ゴルフ場（練習場）

248-0025 神奈川県鎌倉市七里ガ浜東1-2-18

0467-32-1112

富良野スキー場

076-8511 北海道富良野市中御料

0167-22-1111

雫石スキー場

020-0593 岩手県岩手郡雫石町高倉温泉

019-693-1111

苗場スキー場

949-6292 新潟県南魚沼郡湯沢町三国

025-789-4117

かぐらスキー場

949-6211 新潟県南魚沼郡湯沢町三俣742

025-788-9221

六日町八海山スキー場

949-7121 新潟県南魚沼市山口1610

025-775-3311

万座温泉スキー場

377-1595 群馬県吾妻郡嬬恋村万座温泉

0279-97-3117

軽井沢プリンスホテルスキー場

389-0102 長野県北佐久郡軽井沢町軽井沢

0267-42-5588

志賀高原焼額山スキー場

381-0497 長野県下高井郡山ノ内町志賀高原焼額山 0269-34-3117

妙高杉ノ原スキー場

949-2113 新潟県妙高市杉野沢

0255-86-6211

【利用上の注意】
１ 電話での申込時には、
「東京技芸国民健康保険組合の組合員である」ことを必ず伝えてください。
２ 施設利用時には、東京技芸国民健康保険組合の被保険者証（保険証）を提示してください。提示
しないときには、一般料金となります。
３ 予約を取り消すときは、所定のキャンセル料が発生します。
４ 自然災害（噴火、地震、大雨等）等により、使用できない施設も発生します。事前に電話、イン
ターネット等で確認してください。

