
直接契約保養所一覧表

都道府県名 地 名 施  設  名 電話番号

福 島 沼 尻 ひいらぎ 0242-64-3235

棚 倉 ルネサンス棚倉 0247-33-4111

い わ き ホテルハワイアンズ 0570-550-550

ウイルポート 0570-550-550

モノリスタワー 0570-550-550

クレスト館 0570-550-550

やすらぎ亭 0570-550-550

栃 木 塩 原 会津屋 0287-32-2020

鬼 怒 川 きぬ川国際ホテル 0288-77-0019

日 光 ホテル三日月 0288-77-2611

埼 玉 秩 父 農園ホテル 0494-22-2000

千 葉 木 更 津 ホテル三日月 0438-41-8111

勝 浦 三日月イン 0470-73-1331

九十九里 ホテル浪川荘 0475-86-2259

南 浜 サンク 0475-86-2111

神奈川 三 浦 マホロバマインズ三浦 046-889-8911

箱根湯本 ホテル南風荘 0460-85-5505

湯 河 原 山翠楼 0570-026577

新 潟 湯 沢 シェラリゾート湯沢 025-787-3250

山 梨 河 口 湖 ハイランドリゾートホテル＆スパ 0555-22-1000

山 中 湖 ホテルマウント富士 0555-62-2111

長 野 白 馬 白馬アルプスホテル 0261-82-2811

シェラリゾート白馬 0261-72-3250

静 岡 網 代 磯舟 0557-67-1515

熱海シーサイド・スパ＆リゾート 0557-82-8111

伊 東 ホテル伊東ガーデン 0557-36-3841
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◎東急REIホテル

ホテル名 所在地 電話番号

札幌東急REIホテル 北海道札幌市中央区南４条西５－１ 011-531-0109

渋谷東急REIホテル 東京都渋谷区渋谷１－２４－１０ 03-3498-0109

吉祥寺東急REIホテル 東京都武蔵野市吉祥寺南町１－６－３ 0422-47-0109

川崎キングスカイフロント
東急REIホテル

神奈川県川崎市川崎区殿町３－２５－１１ 044-280-1090

横浜東急REIホテル 神奈川県横浜市西区みなとみらい４－３－６ 045-663-0109

長野東急REIホテル 長野県長野市南千歳１－２８－３ 026-223-1090

上田東急REIホテル 長野県上田市天神４－２４－１ 0268-24-0109

新大阪江坂東急REIホテル 大阪府吹田市豊津町９－６ 06-6338-0109

大阪東急REIホテル 大阪府大阪市北区堂山町２－１ 06-6315-0109

神戸三宮東急REIホテル 兵庫県神戸市中央区雲井通６－１－５ 078-291-0109

神戸元町東急REIホテル 兵庫県神戸市中央区栄町通１－２－３５ 078-327-0109

広島東急REIホテル 広島県広島市中区三川町１０－１ 082-244-0109

高松東急REIホテル 香川県高松市兵庫町９－９ 087-821-0109

松山東急REIホテル 愛媛県松山市一番町３－３－１ 089-941-0109

博多東急REIホテル 福岡県福岡市博多区博多駅前１－２－２３ 092-451-0109

熊本東急REIホテル 熊本県熊本市中央区新市街７－２５ 096-322-0109

那覇東急REIホテル 沖縄県那覇市旭町１１６－３７（カフーナ旭橋内） 098-869-0109

◎エクセルホテル東急

札幌エクセルホテル東急 北海道札幌市中央区南８条西５－４２０ 011-533-0109

米沢エクセルホテル東急 山形県米沢市中央１丁目１３－３ 0238-24-0411

渋谷エクセルホテル東急 東京都渋谷区道玄坂１－１２－２ 03-5457-0109

渋谷ストリーム
エクセルホテル東急

東京都渋谷区渋谷３－２１－３ 03-3406-1090

二子玉川エクセルホテル東急
東京都世田谷区玉川１－１４－１
二子玉川ライズ３０Ｆ

03-3700-1093

羽田エクセルホテル東急 東京都大田区羽田空港３－４－２ 03-5756-6000

吉祥寺エクセルホテル東急 東京都武蔵野市吉祥寺本町２丁目４番１４号 0422-22-0109

富山エクセルホテル東急 富山県富山市新富町１－２－３（ＣＩＣビル） 076-441-0109

大阪エクセルホテル東急 大阪府大阪市中央区久太郎町４－１－１５ 06-6252-0109

松江エクセルホテル東急 島根県松江市朝日町５９０ 0852-27-0109

博多エクセルホテル東急 福岡県福岡市博多区中洲４－６－７ 092-262-0109

◎東急ホテル

ザ・キャピトルホテル東急 東京都千代田区永田町２－１０－３ 03-3503-0109

セルリアンタワー東急ホテル 東京都渋谷区桜丘町２６－１ 03-3476-3000

東京ベイ東急ホテル 千葉県浦安市日の出７－２－３ 047-390-0109

横浜ベイホテル東急 神奈川県横浜市西区みなとみらい２－３－７ 045-682-2222

金沢東急ホテル 石川県金沢市香林坊２－１－１ 076-231-2411

名古屋東急ホテル 愛知県名古屋市中区栄４－６－８ 052-251-2411

下田東急ホテル 静岡県下田市５－１２－１ 0558-22-2411

富士山三島東急ホテル 静岡県三島市一番町１７－１ 055-991-0109
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伊豆今井浜東急ホテル 静岡県賀茂郡河津町見高今井３５－１ 0558-32-0109

蓼科東急ホテル 長野県茅野市北山字鹿山４０２６－２ 0266-69-3109

白馬東急ホテル 長野県北安曇郡白馬村大字北城４６８８ 0261-72-3001

京都東急ホテル 京都府京都市下京区堀川通五条下ル 075-341-2411

THE HOTEL HIGASHIYAMA
by Kyoto Tokyu Hotel

京都府京都市東山区三条通白川橋東入
三丁目夷町１７５－２

075-533-6109

宮古島東急ホテル＆リゾーツ 沖縄県宮古島市下地字与那覇９１４ 0980-76-2109

◎その他

BELLUSTAR TOKYO 東京都新宿区歌舞伎町１－２９－１ 012-095-9818

HOTEL GROOVE SHINJUKU 東京都新宿区歌舞伎町１－２９－１ 012-095-9818

ホテル伊豆急 静岡県下田市白浜２７３２－７ 0558-22-8111

ルネッサ城ケ崎 静岡県伊東市八幡野１０３０ 0557-54-1215

ルネッサ赤沢 静岡県伊東市赤沢１９０－５ 0557-54-1215

ザ パーク フロント ホテル アット
ユニバーサル･スタジオ･ジャパン 大阪府大阪市此花区島屋６丁目２番５２号 06-6460-0109



プリンスホテル 予約     　０１２０－００－８６８６
※ご予約の際は団体名(東京トラック事業健康保険組合)、ご利用施設、

ご利用日、ご利用人数をご確認のうえお電話ください。

ホテル名 所在地 電話番号

札幌プリンスホテル 北海道札幌市中央区南２条西１１丁目 011-241-1111

新富良野プリンスホテル 北海道富良野市中御料 0167-22-1111

富良野プリンスホテル 北海道富良野市北の峰町１８－６ 0167-23-4111

函館大沼プリンスホテル 北海道亀田郡七飯町西大沼温泉 0138-67-1111

釧路プリンスホテル 北海道釧路市幸町７－１ 0154-31-1111

屈斜路プリンスホテル 北海道川上郡弟子屈町屈斜路温泉 015-484-2111

十和田プリンスホテル 秋田県鹿角郡小坂町十和田湖西湖畔 0176-75-3111

雫石プリンスホテル 岩手県岩手郡雫石町高倉温泉 019-693-1111

川越プリンスホテル 埼玉県川越市新富町１－２２ 049-227-1111

中国割烹旅館　掬水亭 埼玉県所沢市山口２９４２ 04-2925-7111

東京プリンスホテル 東京都港区芝公園３－３－１ 03-3432-1111

品川プリンスホテル 東京都港区高輪４－１０－３０ 03-3440-1111

新宿プリンスホテル 東京都新宿区歌舞伎町１－３０－１ 03-3205-1111

サンシャインシティプリンスホテル 東京都豊島区東池袋３－１－５ 03-3988-1111

ザ･プリンスギャラリー　東京紀尾井町 東京都千代田区紀尾井町１－２ 03-3234-1111

ザ・プリンス　パークタワー東京 東京都港区芝公園４－８－１ 03-5400-1111

ザ・プリンス　さくらタワー東京 東京都港区高輪３－１３－１ 03-5798-1111

グランドプリンスホテル高輪 東京都港区高輪３－１３－１ 03-3447-1111

グランドプリンスホテル新高輪 東京都港区高輪３－１３－１ 03-3442-1111

高輪　花香路 東京都港区高輪３－１３－１ 03-3447-1117

プリンス スマート イン 恵比寿 東京都渋谷区恵比寿南３－１１－２５ 050-3161-9550

東京ベイ潮見プリンスホテル 東京都江東区潮見２－８－１６ 03-6660-3222

新横浜プリンスホテル 神奈川県横浜市港北区新横浜３－４ 045-471-1111

ホテル　シーパラダイス　イン 神奈川県横浜市金沢区八景島 045-788-9617

鎌倉プリンスホテル 神奈川県鎌倉市七里ガ浜東１－２－１８ 0467-32-1111

大磯プリンスホテル 神奈川県中郡大磯町国府本郷５４６ 0463-61-1111

ザ・プリンス　箱根芦ノ湖 神奈川県足柄下郡箱根町元箱根１４４ 0460-83-1111

芦ノ湖畔蛸川温泉　龍宮殿 神奈川県足柄下郡箱根町元箱根１３９ 0460-83-1121

箱根園コテージ　ウエスト 神奈川県足柄下郡箱根町元箱根１３９ 0460-83-1112

箱根園コテージ　キャンピング 神奈川県足柄下郡箱根町元箱根１４０ 0460-83-1112

箱根湯の花プリンスホテル 神奈川県足柄下郡箱根町芦之湯９３ 0460-83-5111

箱根仙石原プリンスホテル 神奈川県足柄下郡箱根町仙石原１２４６ 0460-84-6111

下田プリンスホテル 静岡県下田市白浜１５４７－１ 0558-22-2111

伊豆長岡温泉　三養荘 静岡県伊豆の国市ままの上２７０ 055-947-1111

川奈ホテル 静岡県伊東市川奈１４５９ 0557-45-1111

プリンス スマート イン 熱海 静岡県熱海市春日町１７－１４ 050-3184-1143

苗場プリンスホテル 新潟県南魚沼郡湯沢町三国２０２ 025-789-2211

ザ･プリンス　ヴィラ軽井沢 長野県北佐久郡軽井沢町大字軽井沢１０１６－８５ 0267-42-1113

軽井沢プリンスホテル　イースト 長野県北佐久郡軽井沢町大字軽井沢１０１６－７５ 0267-42-1111

軽井沢プリンスホテル　ウエスト 長野県北佐久郡軽井沢町大字軽井沢１０１６－８７ 0267-42-1111

ザ・プリンス　軽井沢 長野県北佐久郡軽井沢町大字軽井沢１０４９－１ 0267-42-1112
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※ご予約の際は団体名(東京トラック事業健康保険組合)、ご利用施設、

ご利用日、ご利用人数をご確認のうえお電話ください。

ホテル名 所在地 電話番号

軽井沢浅間プリンスホテル 長野県北佐久郡軽井沢町発地南軽井沢 0267-48-0001

嬬恋プリンスホテル 群馬県吾妻郡嬬恋村嬬恋高原 0279-97-4111

万座プリンスホテル 群馬県吾妻郡嬬恋村万座温泉 0279-97-1111

万座高原ホテル 群馬県吾妻郡嬬恋村万座温泉 0279-97-1111

志賀高原プリンスホテル 長野県下高井郡山ノ内町志賀高原焼額山 0269-34-3111

びわ湖大津プリンスホテル 滋賀県大津市におの浜４－７－７ 077-521-1111

名古屋プリンスホテル スカイタワー 愛知県名古屋市中村区平池町４－６０－１２ 052-565-1110

ザ・プリンス 京都宝ヶ池 京都府京都市左京区岩倉幡枝町１０９２－２ 075-712-1111

ザ・ホテル青龍 京都清水 京都府京都市東山区清水二丁目２０４－２ 075-532-1111

プリンス スマート イン 京都四条大宮 京都府京都市下京区唐津屋町５２１ 050-3154-7992

プリンス スマート イン 京都三条 京都府京都市中京区丸屋町３２５ 050-3101-9398

プリンス スマート イン 大阪淀屋橋 大阪府大阪市中央区高麗橋４丁目２－７ 050-3131-9293

グランドプリンスホテル広島 広島県広島市南区元宇品町２３－１ 082-256-1111

日南海岸南郷プリンスホテル 宮崎県日南市南郷町城浦 0987-64-2111

プリンス スマート イン 博多 福岡県福岡市博多区博多駅前３丁目２１－４ 050-3117-8027

沖縄プリンスホテル
オーシャンビューぎのわん

沖縄県宜野湾市真志喜３丁目２８－１ 098-898-1110

プリンス スマート イン 那覇 沖縄県那覇市松山２丁目４－１３ 050-3114-1392
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