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※この割引が対象とならない場合がありますので、詳しくは各旅行会社にご確認ください。

※宿泊施設利用助成と同時に上記パック旅行をご利用の際、助成の他に割引が適用されます。

　　・豊鉄観光バス株式会社
国内旅行　「ハニットツアー」
海外旅行　「ハニットツアー」

国内旅行　「Feel」
海外旅行　「マッハ」

　　・株式会社日本旅行

海外旅行　「Feel」

国内旅行　「赤い風船」　海外旅行　「ベスト」

　　・東武トップツアーズ株式会社

国内旅行　「ダイナミックパッケージ国内」
海外旅行　「ダイナミックパッケージ海外」

　　・近畿日本ツーリスト株式会社

宿泊施設利用助成対象旅行会社 宿泊施設利用助成と併用ができる各旅行会社の割引

　　・名鉄観光サービス株式会社

　　・株式会社JTB

海外旅行　「世界の旅」
国内旅行　「日本の旅」
海外旅行　「ルック」「MySTYLE」
国内旅行　「エース」「MySTYLE」
海外旅行　「パノラマツアー」
国内旅行　「ジャンボマーチ」

宿泊施設利用助成

被共済者１名につき

3,000 円（最高限度額）

① 提携旅行会社の各支店または営業所、または提携宿泊施設にて旅行の予約を

してください。その際に必ず『中小企業共済の組合員』であることをお申し出ください。

② 予約が取れましたら中小企業共済へ「ご旅行日、利用人数」をご連絡ください。

③ 中小企業共済から利用助成券を郵送いたします。

④ 利用助成券を添えて代金の精算をしてください。

ご注意

ご

利

用

の

手

順

ご利用条件

★ １泊以上のご旅行であること。

・宿泊施設利用助成は傷害共済、生命傷害共済、経営者医療共済の加入者のみの共済付帯サービスで、初回共済掛金の

口座振替日以降にご利用いただけます。

・助成は一事業年度を通じ、申請時の加入者数を限度としてご利用いただけます。

・代金精算後の利用はできません。必ず代金精算前に利用助成券の請求を行ってください。

・予約時のクレジット決済など、事前に支払いが発生する場合はご利用いただけません。

・愛知県旅行業協会会員以外の提携先旅行会社は、代理店での利用助成券の取扱いはできません。

◇お問い合わせ先◇

〒４５０－０００２

名古屋市中村区名駅４－４－３８

愛知県産業労働センター（ウインクあいち）１６階

ＴＥＬ：０５２－５８７－２２２７

ＦＡＸ：０５２－５８１－１１８０

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ https://www.ack-kyosai.or.jp

・愛知県外の店舗では利用助成券の取扱いはできません。



TEL TEL TEL

名古屋ﾒﾃﾞｨｱ予約ｾﾝﾀｰ 052-582-8686 東区 ｲｵﾝﾓｰﾙﾅｺﾞﾔﾄﾞｰﾑ前店 052-719-1351 052-509-2355

名古屋中央支店 052-586-4545 西区 mozoﾜﾝﾀﾞｰｼﾃｨ店 052-505-3811 052-561-7871

名駅地下支店 052-585-1748 中村区 名古屋ﾕﾆﾓｰﾙ店 052-581-5536 052-541-8686

名鉄百貨店旅行ｻﾛﾝ 052-565-1891 ﾄﾗﾍﾞﾙｹﾞｰﾄ名古屋栄 052-243-3860 0564-23-3121

ｽﾎﾟｰﾂ総合支店 052-533-5551 名古屋松坂屋店 052-251-3441 0532-56-7511

名古屋伏見支店 052-211-2315 名古屋金山店 052-331-6811

名古屋教育旅行支店 052-561-6681 熱田区 ｲｵﾝﾓｰﾙ熱田店 052-871-1501

熱田区 金山駅旅行ｾﾝﾀｰ 052-683-7820 港区 ｲｵﾝﾓｰﾙ名古屋茶屋店 052-302-3800 TEL

一宮市 一宮支店 0586-71-8321 南区 ｲｵﾝﾓｰﾙ新瑞橋店 052-811-0610 052-232-6710

岡崎支店 0564-21-0720 ﾕﾒﾘｱ徳重店 052-877-8660 0564-26-1951

東岡崎駅旅行ｾﾝﾀｰ 0564-26-4610 ｲｵﾝﾓｰﾙ大高店 052-624-0751 ※ご来店の際は、事前にご予約ください。

刈谷市 刈谷支店 0566-21-1333 一宮市 一宮店 0586-72-0405

豊田市 豊田支店 0565-32-3113 稲沢市 稲沢ｱﾋﾟﾀ店 0587-24-7101

豊橋市 豊橋支店 0532-54-8241 長久手市 ｲｵﾝﾓｰﾙ長久手店 0561-63-6811

東郷町 ららぽｰと愛知東郷店 0561-38-9099

豊山町 名古屋ｴｱﾎﾟｰﾄｳｫｰｸ店 0568-29-2330

TEL 東浦町 ｲｵﾝﾓｰﾙ東浦店 0562-84-1666

ｴﾓｱ旅行ｾﾝﾀｰ 0532-54-5691 岡崎市 ｲｵﾝﾓｰﾙ岡崎店 0564-54-3331

団体営業ｾﾝﾀｰ 0532-87-4811 豊田市 豊田T-FACE店 0565-37-0009

豊川市 豊川旅行ｾﾝﾀｰ 0533-86-7285 安城市 安城南ｱﾋﾟﾀ店 0566-73-7501

西尾市 西尾ｳﾞｪﾙｻｳｫｰｸ店 0563-54-5006

知立市 知立ｷﾞｬﾗﾘｴｱﾋﾟﾀ店 0566-83-8221

TEL 豊橋市 豊橋店 0532-54-9111

名古屋支店 052-232-1091 豊川市 0533-83-2231

名古屋教育旅行支店 052-232-3345

豊橋市 豊橋支店 0532-47-0109

0569-62-3100

0569-67-3700

0569-68-2388

※海のしょうげつ（内海地区）は助成対象外

0569-83-6660

0533-57-2195

0563-32-0525

支店名

中村区

中区

近畿日本ツーリスト

日本旅行

岡崎市

西区

支店名

岡崎支店

名鉄観光サービス ＪＴＢ

名古屋中央店

名古屋教育旅行支店

中区

南知多町観光協会

豊橋市

中区

岡崎市

豊橋支店

岡崎市

豊鉄観光バス

東武トップツアーズ

豊橋市

支店名

支店名

ｲｵﾝ豊川店

各種宿泊施設

中区

緑区

日間賀島観光案内所

南知多町観光案内所 0264-48-2111

篠島観光案内所 0532-32-8811

おんたけ休暇村 長野県木曽郡王滝村

ｼｰﾊﾟﾚｽﾘｿﾞｰﾄ 豊橋市神野新田町

案内所

案内所

案内所

美浜町観光協会

吉良温泉観光組合

西浦温泉旅館協同組合

支店名

支店名

名古屋法人営業支店

愛知東支店

ﾜﾝﾀﾞｰｼﾃｨ上小田井店

中村区

一般社団法人愛知県旅行業協会

協会会員の旅行会社はこちらをご確認ください。

https://www.airyokyo.com/members.php

提携旅行会社支店のご案内

※提携旅行会社について

各支店・営業所のすべてを記載しており

ません。詳細は各社のホームページなど

にてご確認ください。

提携団体および宿泊施設のご案内

※提携団体加盟の宿については、各団体のホームページなどに

てご確認ください。

2022年5月現在

2022年5月現在
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https://www.airyokyo.com/members.php
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休暇村 支笏湖 北海道千歳市 0123-25-2201 休暇村 近江八幡 滋賀県近江八幡市 0748-32-3138

休暇村 南淡路 兵庫県南あわじ市 0799-52-0291

休暇村 竹野海岸 兵庫県豊岡市 0796-47-1511

休暇村 岩手網張温泉 岩手県岩手郡雫石町 019-693-2211 休暇村 紀州加太 和歌山県和歌山市 073-459-0321

休暇村 陸中宮古 岩手県宮古市 0193-62-9911 休暇村 南紀勝浦 和歌山県東牟婁郡那智勝浦町 0735-54-0126

休暇村 乳頭温泉郷 秋田県仙北市 0187-46-2244

休暇村 気仙沼大島 宮城県気仙沼市 0226-28-2626

休暇村 庄内羽黒 山形県鶴岡市 0235-62-4270 休暇村 奥大山 鳥取県日野郡江府町 0859-75-2300

休暇村 裏磐梯 福島県耶麻郡北塩原村 0241-32-2421 休暇村 蒜山高原 岡山県真庭市 0867-66-2501

休暇村 大久野島 広島県竹原市 0846-26-0321

休暇村 帝釈峡 広島県庄原市 08477-2-3110

休暇村 那須 栃木県那須郡那須町 0287-76-2467 休暇村 讃岐五色台 香川県坂出市 0877-47-0231

休暇村 日光湯元 栃木県日光市 0288-62-2421 休暇村 瀬戸内東予 愛媛県西条市 0898-48-0311

休暇村 嬬恋鹿沢 群馬県吾妻群嬬恋村 0279-98-0511

休暇村 奥武蔵 埼玉県飯能市 042-978-2888

休暇村 館山 千葉県館山市 0470-29-0211

休暇村 妙高 新潟県妙高市 0255-82-3168 休暇村 志賀島 福岡県福岡市 092-603-6631

休暇村 リトリート安曇野ホテル 長野県安曇野市 0263-31-0874 休暇村 南阿蘇 熊本県阿蘇郡高森町 0967-62-2111

休暇村 乗鞍高原 長野県松本市 0263-93-2304 休暇村 指宿 鹿児島県指宿市 0993-22-3211

※ご予約は、各休暇村へ直接お願いいたします。

休暇村 南伊豆 静岡県賀茂郡南伊豆町 0558-62-0535

休暇村 富士 静岡県富士宮市 0544-54-5200

休暇村 伊良湖 愛知県田原市 0531-35-6411

休暇村 茶臼山高原 愛知県北設楽郡豊根村 0536-87-2334

休暇村 能登千里浜 石川県羽咋市 0767-22-4121

休暇村 越前三国 福井県坂井市 0776-82-7400

湯快リゾート予約センター

※下記２館のみ個別電話番号となります。 　 　

　　　・斉木別館 　0570-550-391

　　　・湯快わんわんリゾート矢田屋松濤園 　0570-550-392

※湯快リゾートは、2023年4月1日～2024年3月31日の期間に宿泊を開始した１泊以上の旅行が対象となります。

（予約は2023年1月から対応しています）

北海道

東北

近　畿

全国30施設

　0570-550-078

東海・北陸

関東・甲信越

九　州

中国・四国

◆ 休 暇 村 ◆

2023年1月現在

◆ 湯 快 リ ゾ ー ト ◆


