
亀田総合病院健康保険組合　組合員とご家族の皆様へ

契約保養施設　≪ホテルグリーンプラザ≫　のご紹介 　

 地　域 　　　　　　住　所　 /　ホテル名 　　　電　話 　　　ルームタイプ他 基本パック 　　　 料　金 （税込み） 　　　　　　　　　その他 　　　　　　　　　施　設 　　　　　　　　　　　送迎/交通 　　割　引

軽井沢 群馬県吾妻郡嬬恋村大前細原2277 0279－86－4111 和洋室・メゾネット他 1泊2食付  8,000円 ～ 26,500円 温泉大浴場　宴会場（和・洋） ブライダル（お車）上信越自動車道 碓氷・軽井沢IC→約55分 　左記料金

　　ホテルグリーンプラザ軽井沢 　（ルーム数）　454ルーム 小人30%　幼児50% OFF 　 おもちゃ王国　テニスコート（4月～11月）（電車）JR長野新幹線「軽井沢駅」 　　10%OFF

　（収容人数）　1,783名 入湯税150円（大人のみ） プリンスランドゴルフクラブ（4月～11月） 　　　→送迎バス約45分

箱　根 神奈川県足柄下郡箱根町仙石原1244－2 0460－84－8611 和洋室・洋室・和室他 1泊2食付 12,000円 ～ 30,000円 温泉大浴場　ブライダル　 （お車）東名高速道路 御殿場IC→約25分 　左記料金

　　ホテルグリーンプラザ箱根 　（ルーム数）　124ルーム 小人30%　幼児50% OFF ミーティングルーム （電車）箱根登山鉄道「強羅駅」→ケーブルカー 　　10%OFF

　（収容人数）　400名 入湯税150円（大人のみ） 　　　「早雲山駅」→ロープウェイ「姥子」→徒歩3分

強　羅 神奈川県足柄下郡箱根町強羅1320 0460－82－3367 和洋室・洋室・和室他 1泊2食付  9,800円 ～ 19,800円 温泉大浴場 （お車）東名高速道路 御殿場IC→約40分 　左記料金

　　ホテルグリーンプラザ強羅 　（ルーム数）　46ルーム 小人30%　幼児50% OFF 　 （電車）箱根登山鉄道「強羅駅」 　　10%OFF

　（収容人数）　160名 入湯税150円（大人のみ） 　　　→ケーブルカー「上強羅駅」→徒歩5分

富　士 静岡県御殿場市塚原老場沢1348 0550－89－2101 洋室・和室・メゾネット 1泊夕食付 6,800円 ～ 15,800円 　朝食　無料サービス テニスコート （お車）東名高速道路 御殿場IC→約15分 　左記料金

　　ホテルグリーンプラザ富士 　（ルーム数）　26ルーム 小人30%　幼児50% OFF （コンチネンタルブレックファスト） ※大浴場なし（部屋風呂のみ） （電車）JR御殿場線「御殿場駅」 　　10%OFF

　（収容人数）　61名 ※エレベーターなし 　　　→送迎バス約15分 ※要予約（水・木曜日運休）

浜名湖 静岡県浜松市北区三ケ日町佐久米1038 053－526－1221 和洋室 1泊2食付  7,800円 ～ 18,800円 大浴場 （お車）東名高速道路 三ケ日IC→約7分 　左記料金 　

　　ホテルグリーンプラザ浜名湖 　（ルーム数）　70ルーム 小人30%　幼児50% OFF （電車）JR東海道新幹線「浜松駅」 　　10%OFF

　（収容人数）　350名 　　　→遠鉄バス「佐久米西」（70分）→徒歩5分

鴨　川 千葉県鴨川市天津3289－2 04－7094－2525 和洋室・洋室・和室 1泊2食付  8,800円 ～ 20,800円 大浴場　宴会場（和） （お車）館山自動車道 君津IC→約70分 　左記料金

　　ホテルグリーンプラザ鴨川 　（ルーム数）　62ルーム 小人30%　幼児50% OFF  （電車）JR外房線「安房小湊駅」 　　10%OFF

　（収容人数）　250名 　　　→送迎バス約3分 ※要予約

東条湖 兵庫県加東市廻渕字東山317 0795－44－1300 和洋室・洋室・メゾネット 1泊2食付  9,500円 ～ 27,800円 大浴場　宴会場（和・洋） （お車）中国自動車道 ひょうご東条IC→約10分 　左記料金

　　ホテルグリーンプラザ東条湖 　（ルーム数）　146ルーム 小人30%　幼児50% OFF テニスコート　東条湖カントリークラブ （電車）JR福知山線「新三田駅」→送迎バス約30分 　　10%OFF

　（収容人数）　701名 おもちゃ王国　ブライダル 　JR大阪駅→ハイウェイバス「東条」（70分）→送迎バス約5分※要予約

木　曽 長野県木曽郡木曽町三岳8222 0264－46－2222 洋室・和室 1泊2食付  8,800円 ～ 15,800円 ゴルフパック（1泊2食1ラウンドプレイ付）大浴場 （お車）長野自動車道 塩尻IC→約85分 　左記料金

　　木曽御岳高原ホテル 　（ルーム数）　93ルーム 小人30%　幼児50% OFF 　　　14,500円 ～ 27,000円 木曽御岳カントリークラブ（4月～11月） （電車）JR中央本線「木曽福島駅」 　　10%OFF

　※オープン期間　　4月5日～11月24日 　（収容人数）　242名 　　　　　期間　4月5日～11月24日 　　　→送迎バス約30分 ※要予約

白　馬 長野県北安曇郡小谷村千国乙12860－1 0261－82－2236 和洋室・メゾネット 1泊2食付  8,500円 ～ 21,800円 スキーパック（1泊2食リフト券2日間付） 大浴場　宴会場（和・洋） （お車）上信越自動車道 長野IC→約90分 　左記料金 　
　　ホテルグリーンプラザ白馬 　（ルーム数）　258ルーム 小人30%　幼児50% OFF 　　　10,800円 ～ 38,800円　（予定）ブライダル （電車）JR大糸線「南小谷駅」 　　10%OFF

　（収容人数）　1,331名 　　スキー場営業12月上旬～4月上旬 白馬コルチナ国際スキー場 　　　→送迎バス約20分  
上　越 新潟県南魚沼市樺野沢112－1 025－782－1030 和洋室・洋室・メゾネット 1泊2食付 11,000円 ～ 26,000円 スキーパック（1泊2食リフト券2日間付） 温泉大浴場　宴会場（和・洋）　 （お車）関越自動車道 塩沢石打IC→約7分 　左記料金

　　ホテルグリーンプラザ上越 　（ルーム数）　634ルーム 小人30%　幼児50% OFF 　　　13,000円 ～ 40,500円　（予定）上越国際スキー場　テニスコート （電車）JR上越新幹線「越後湯沢駅」 　　10%OFF

　（収容人数）　3,281名 入湯税120円（大人のみ） 　　スキー場営業12月上旬～4月上旬 上越国際プレイランド（4月～11月） 　　　→送迎バス約30分

大　阪 大阪府大阪市北区中崎西2-5-12 06－6374－1515 洋室 　　室料 ｼﾝｸﾞﾙ　 7,900円 ～ 10,400円 会議室　宴会場（洋） ブライダル （お車）阪神高速道路 梅田出口→約10分 　左記料金

　　ホテルグリーンプラザ大阪  　（ルーム数）　122ルーム ﾂｲﾝ　 11,400円 ～ 16,200円 　  （電車）JR東海道線「大阪駅」→徒歩約5分 　　20%OFF

　（収容人数）　250名

苗  場 新潟県南魚沼郡湯沢町三国字水頭264-1 025－789－3331 和洋室 1泊2食付 8,800円 ～ 17,800円（予定）スキーパック（1泊2食リフト券2日間付） 大浴場 （お車）関越自動車道 湯沢IC→約30分 　左記料金

　　ホテルグリーンプラザ苗場 　（ルーム数）　86ルーム 小人30%　幼児50% OFF 　　　14,800円 ～ 23,800円（予定） （電車）JR上越新幹線「越後湯沢駅」→送迎バス約40分※要予約 　　10%OFF

　※冬期のみ営業(12月中旬～3月下旬） 　（収容人数）　354名 　 　　　※Naebaスノーリゾートリフト券付 ※ホテルから苗場スキー場まで送迎バスあり

　  ※上記料金3名様以上1室ご利用時の料金です（大阪除く） ※部屋タイプ、季節により料金は異なります　詳しくはお問い合わせ下さい

　  　  
　 　   

　  ≪ご予約 ・ お問い合わせは≫  

　

　  予約センター 　TEL  03-5272-0696
　　　 軽井沢　　　　　        　　　箱根　　　　　　　　　　　強羅　　　　　　　　　　 　 富士 　　　　　　　　 　  浜名湖　 　　 　　　　　    鴨川　　　　　

　　　　　　　　　　　営業時間（年中無休）　平日 9:30～19:30　土・日・祝 9:30～17:30  
 

※ お電話の際、オペレーターへ亀田総合病院健康保険組合様ご利用の旨をお伝え下さい

　　　　　　　　　　　　　　※　大阪のご予約のみホテルへ直接お願いいたします

  TEL  06-6374-1515

　　　 東条湖　　　　　　　　　　　　木曽　　　　　　　　　 　白馬　　　　　　　　　 　　上越　　　　　　　 　　　　 大阪　　　　　　　 　　 　  苗場
　　　　　　　　　　　  ホームページアドレス http : //www . hgp .co . jp /
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