
教職員互助会退職互助部 宿泊補助利用方法（2020年度版）

昨年（2019年３月）に配布した黄色の「宿泊補助利用方法（2019版）」は廃棄してください。

・宿泊補助額（宿泊する月によって補助額が違います）
 ４月・５月・６月・９月・10月・11月・１月・２月　→　１泊 1,500円
 ７月・８月・12月・３月　→　１泊 2,000円（500円増額）

・宿泊補助上限泊数　年度内７泊まで（１泊増加）

・宿泊補助対象施設　全国 約20,000施設

・宿泊補助利用方法
 （Ａ）宿泊補助券を利用する場合（一覧表の施設のみ）
 （Ｂ）一覧表以外の施設で宿泊補助を利用する場合（補助券は発行されません）

【宿泊補助券を利用する場合（Ｐ2・Ｐ3　一覧表の施設のみ）】

④ 数日後に補助券が届きますので、その補助券を忘れずにホテルに持参してください。
※補助券の到着まで１週間程度かかりますので、余裕を持って電話をしてください。

①「えらべる倶楽部」の会員証（又は会員番号）を準備する。

一覧表はＰ２・Ｐ３をご覧ください。
補助券が発行されるのは一覧表の施設のみです。

② 一覧表の施設（宿泊補助券利用可能施設）に直接電話して予約する。

③ 予約ができたらJTBベネフィットサービスセンターに電話をして
　 宿泊補助券の申し込みをする。

（電話で「えらべる倶楽部の宿泊補助券を利用したい」と伝えてください。）

（営業時間　平日 10:00～21:00　土日 10:00～17:00、休業日　祝日・12/30～1/3）

☎０１２０ー９２４ー１０１
（携帯電話の場合）

☎０３ー５６４６ー５５３９

宿泊補助利用方法(Ａ)

〈１〉

えらべる倶楽部会員番号や利用方法がわからない場合は互助会にお問い合わせください。

☎０９７ー５５６ー９２９２

えらべる倶楽部運営会社と協議を重ねた結果、互助会が経費を追加負担することなく、
宿泊補助額と上限泊数が2020年度より下記のとおり拡充されることになりました。



（Ａ）宿泊補助券を利用する場合の利用可能施設一覧表

補助券申し込みは　JTBベネフィットサービスセンターまで
☎ ０１２０－９２４－１０１ または ０３－５６４６－５５３９
【　県　内　】

地　区 ホ　　テ　　ル　　名
中 津 市

豊後高田市

宇 佐 市
国 東 市

日 出 町
別 府 市

大 分 市

由 布 市

０９７９－２４－７１１１
０９７９－８５－００５０
０９７８－５４－３３８２
０９７８－５３－４３９０
０９７８－３３－２２２２
０９７８－７２－４１１１
０９７８－８２－１５７１
０９７８－８２－１３００
０９７８－８２－０１６８
０９７７－７２－１８００
０９７７－２７－１３１１
０９７７－２４－５２５２
０９７７－２４－１１４１
０９７７－２４－１１４１
０９７７－６６－４１４１
０９７７－２５－１１７１
０９７７－２６－６５５５
０９７７－２３－４２０１
０９７７－２６－７７１１
０９７７－２２－１１６２

０９７７－２３－４２８１

０９７－５１３－００１８
０９７－５３２－１１２１
０９７－５３２－３９８１
０９７－５３２－３３３１
０９７－５１４－４００５
０９７－５１３－５０００
０９７－５３３－４４１１
０９７－５４６－１１２６
０９７－５３４－１０４５
０９７－５３５－００２２
０９７７－８５－３１８５
０９７７－８４－２１０１

グランプラザ中津ホテル
ホテルルートイン中津駅前
海浜旅庵しおじ
真玉温泉　山翆荘（スパランド真玉）
宇佐ホテル　リバーサイド
ホテルベイグランド国東
国見温泉　あかねの郷
湯の里　渓泉
和の宿　割烹三國屋
スパ＆リゾートホテル　ソラージュ大分・日出
ホテルシーウェーブ別府
別府ステーションホテル
杉乃井ホテル本館
杉乃井ホテルＨＡＮＡ館
ホテル風月ＨＡＭＭＯＮＤ
ホテルサンバリー
ホテルサンバリーアネックス
ホテル別府パストラル
ホテル芙蓉倶楽部
城島高原ホテル

豊泉荘
　
ホテルフォルツァ大分
ホテル法華クラブ大分
ホテルクドウ大分
ＨＯＴＥＬ　９１０
コモドホテルＯＩＴＡ
ホテルルートイン大分駅前
ホテル日航大分オアシスタワー
豊の国健康ランド　ホテル豊の国
東横イン大分駅前
ダイワロイネットホテル大分
旅想ゆふいん　やまだ屋
ゆふいん山水館

電　話　番　号

〈２〉

豊泉荘のみ宿泊補助券が発行されません。豊泉荘に直接電
話で予約後、③サービスセンターに補助の申請をし、宿泊
日当日に補助金額を除いた差額をお支払いください。



【　県　外　】

ホ　　テ　　ル　　名 電　話　番　号

会員制ホテル　由布院倶楽部
※会員制のため、予約時に互助会の会員であることを伝えてください。

クレドホテル臼杵
佐伯セントラルホテル
ホテル金水苑
ホテルルートイン佐伯駅前
御宿割烹一竹
ホテル岩城屋
国民宿舎　久住高原荘
レゾネイトクラブくじゅう
久住高原コテージ
ホテルますの井
スマイルホテル大分日田
ホテルソシア
プラザホテル　フジノイ
日田の宿　よろづや
ホテルルートイン日田駅前
みるき～すぱサンビレッヂ
山荘天水
名水の宿宝珠屋
季の郷　山の湯
御宿　泉水
玖珠温泉　望山荘

水前寺共済会館グレーシア
福岡リーセントホテル
博多グリーンホテル１号館
博多グリーンホテル２号館
博多グリーンホテルアネックス
博多グリーンホテル天神
京都教育文化センター
東京ビジネスホテル

０９７７－２８－２６００

０９７２－６３－５６６６
０９７２－２２－８５１１
０９７２－２２－８１８１
０５０－５８４７－７４１０
０９７４－６３－２１３８
０９７４－６２－２２１１
０９７４－７６－１２１１
０９７４－７６－１２２３
０９７４－６４－３１１１
０９７４－２２－１０５０
０９７３－２２－０３０３
０９７３－２４－６０００
０９７３－２４－７０００
０９７３－２２－３１３８
０５０－５８４７－７４１１
０９７３－５７－３４６１
０９７３－５７－２４２４
０９７３－７９－２５２９
０９７３－７８－８１１１
０９７３－７９－２７１７
０９７３－７２－０１８７

０９６－３８３－１２８１
０９２－６４１－７７４１
０９２－４５１－４１１０
０９２－４５１－４１１１
０９２－４５１－４１１２
０９２－７２２－３６３６
０７５－７７１－４２２１
０３－３３５６－４６０５

由 布 市

臼 杵 市
佐 伯 市

竹 田 市

豊後大野市
日 田 市

玖 珠 郡

熊 本 県
福 岡 県

京 都 府
東 京 都

地　区

〈３〉

【　注　意　事　項　】2020年度から下記のとおり変更がありましたのでご注意ください。

＜新規＞（福岡県福岡市）福岡リーセントホテル

　昨年、宿泊補助券対象施設から廃止された「HOTEL AZグループ」は、Ｐ４記載の
「宿泊補助利用方法（Ｂ）」の③インターネットからの予約・補助申請でのみ利用できます。

※2020年5月31日より
　耐震工事のため休館



【一覧表以外の施設で宿泊補助を利用する場合】

【　弘済会宿泊施設利用券の併用について　】
（Ａ）（Ｂ）を問わず、日本教育公務員弘済会の宿泊施設利用券の併用については
直接宿泊施設又は弘済会にお問い合わせください。

※Ｂの場合、補助券は発行されません。

下記①②③のいずれかの方法で「えらべる倶楽部」を通じて施設を予約します。
Ｂの場合補助券は発行されませんが、宿泊料金を支払う際に宿泊補助（１泊1,500円
又は2,000円）が差し引かれます。

【注意事項】
※下記①②③いずれかの方法を通さずに会員が直接施設に電話で予約した場合は補助が適用
　できません。

※宿泊施設は全国約20,000施設あります。補助が利用できる施設を探したい場合は、
　→① ② であれば予約をする際に直接J TBと相談をしてください。
　→③ の場合、ホームページに表示される施設は全て補助対象ですので、県や市町村名等で
　　検索してください。

①JTB旅の予約センターに電話をし、宿泊予約と補助申請を行う。
「えらべる倶楽部を利用して予約と補助申請をしたい」と伝えてください。
えらべる倶楽部の会員番号が必要です。

③インターネットの「えらべる倶楽部」ホームページから予約と補助申請を行う。
ホームページから予約するには「えらべる倶楽部」の会員番号とパスワードでログインする
必要があります。

☎0120－177－332 又は ☎0570－039－660

☎097－533－0211
☎097－537－7585
☎097－528－7415
☎0977－22－1271
☎0979－24－2150
☎0979－22－1307
☎0973－22－4317
☎0978－24－3113

②JTB店舗に窓口か電話で宿泊予約と補助申請を行う。
「えらべる倶楽部を利用して予約と補助申請をしたい」と伝えてください。
えらべる倶楽部の会員証又は会員番号が必要です。

（　大分市　）大分店

　　　　　　　大分トキハ会館店

　　　　　　　パークプレイス大分店

（　別府市　）別府ゆめタウン店

（　中津市　）中津ゆめタウン店

　　　　　　　トラベル中津

（　日田市　）トラベルサロン日田

（豊後高田市）ＳＳツーリスト

宿泊補助利用方法(Ｂ)

〈４〉



教職員互助会退職互助部 宿泊補助利用方法（2020年度版）

昨年（2019年３月）に配布した黄色の「宿泊補助利用方法（2019版）」は廃棄してください。

・宿泊補助額（宿泊する月によって補助額が違います）
 ４月・５月・６月・９月・10月・11月・１月・２月　→　１泊 1,500円
 ７月・８月・12月・３月　→　１泊 2,000円（500円増額）

・宿泊補助上限泊数　年度内７泊まで（１泊増加）

・宿泊補助対象施設　全国 約20,000施設

・宿泊補助利用方法
 （Ａ）宿泊補助券を利用する場合（一覧表の施設のみ）
 （Ｂ）一覧表以外の施設で宿泊補助を利用する場合（補助券は発行されません）

【宿泊補助券を利用する場合（Ｐ2・Ｐ3　一覧表の施設のみ）】

【一覧表以外の施設で宿泊補助を利用する場合】

【　弘済会宿泊施設利用券の併用について　】
（Ａ）（Ｂ）を問わず、日本教育公務員弘済会の宿泊施設利用券の併用については
直接宿泊施設又は弘済会にお問い合わせください。

※Ｂの場合、補助券は発行されません。

④ 数日後に補助券が届きますので、その補助券を忘れずにホテルに持参してください。
※補助券の到着まで１週間程度かかりますので、余裕を持って電話をしてください。

①「えらべる倶楽部」の会員証（又は会員番号）を準備する。

一覧表はＰ２・Ｐ３をご覧ください。
補助券が発行されるのは一覧表の施設のみです。

② 一覧表の施設（宿泊補助券利用可能施設）に直接電話して予約する。

下記①②③のいずれかの方法で「えらべる倶楽部」を通じて施設を予約します。
Ｂの場合補助券は発行されませんが、宿泊料金を支払う際に宿泊補助（１泊1,500円
又は2,000円）が差し引かれます。

【注意事項】
※下記①②③いずれかの方法を通さずに会員が直接施設に電話で予約した場合は補助が適用
　できません。

※宿泊施設は全国約20,000施設あります。補助が利用できる施設を探したい場合は、
　→① ② であれば予約をする際に直接J TBと相談をしてください。
　→③ の場合、ホームページに表示される施設は全て補助対象ですので、県や市町村名等で
　　検索してください。

①JTB旅の予約センターに電話をし、宿泊予約と補助申請を行う。
「えらべる倶楽部を利用して予約と補助申請をしたい」と伝えてください。
えらべる倶楽部の会員番号が必要です。

③インターネットの「えらべる倶楽部」ホームページから予約と補助申請を行う。
ホームページから予約するには「えらべる倶楽部」の会員番号とパスワードでログインする
必要があります。

☎0120－177－332 又は ☎0570－039－660

☎097－533－0211
☎097－537－7585
☎097－528－7415
☎0977－22－1271
☎0979－24－2150
☎0979－22－1307
☎0973－22－4317
☎0978－24－3113

②JTB店舗に窓口か電話で宿泊予約と補助申請を行う。
「えらべる倶楽部を利用して予約と補助申請をしたい」と伝えてください。
えらべる倶楽部の会員証又は会員番号が必要です。

（　大分市　）大分店

　　　　　　　大分トキハ会館店

　　　　　　　パークプレイス大分店

（　別府市　）別府ゆめタウン店

（　中津市　）中津ゆめタウン店

　　　　　　　トラベル中津

（　日田市　）トラベルサロン日田

（豊後高田市）ＳＳツーリスト

③ 予約ができたらJTBベネフィットサービスセンターに電話をして
　 宿泊補助券の申し込みをする。

（電話で「えらべる倶楽部の宿泊補助券を利用したい」と伝えてください。）

（営業時間　平日 10:00～21:00　土日 10:00～17:00、休業日　祝日・12/30～1/3）

☎０１２０ー９２４ー１０１
（携帯電話の場合）

☎０３ー５６４６ー５５３９

宿泊補助利用方法(Ａ)

宿泊補助利用方法(Ｂ)

〈１〉〈４〉

えらべる倶楽部会員番号や利用方法がわからない場合は互助会にお問い合わせください。

☎０９７ー５５６ー９２９２

えらべる倶楽部運営会社と協議を重ねた結果、互助会が経費を追加負担することなく、
宿泊補助額と上限泊数が2020年度より下記のとおり拡充されることになりました。



（Ａ）宿泊補助券を利用する場合の利用可能施設一覧表

補助券申し込みは　JTBベネフィットサービスセンターまで
☎ ０１２０－９２４－１０１ または ０３－５６４６－５５３９
【　県　内　】

【　県　外　】

地　区 ホ　　テ　　ル　　名
中 津 市

豊後高田市

宇 佐 市
国 東 市

日 出 町
別 府 市

大 分 市

由 布 市

０９７９－２４－７１１１
０９７９－８５－００５０
０９７８－５４－３３８２
０９７８－５３－４３９０
０９７８－３３－２２２２
０９７８－７２－４１１１
０９７８－８２－１５７１
０９７８－８２－１３００
０９７８－８２－０１６８
０９７７－７２－１８００
０９７７－２７－１３１１
０９７７－２４－５２５２
０９７７－２４－１１４１
０９７７－２４－１１４１
０９７７－６６－４１４１
０９７７－２５－１１７１
０９７７－２６－６５５５
０９７７－２３－４２０１
０９７７－２６－７７１１
０９７７－２２－１１６２

０９７７－２３－４２８１

０９７－５１３－００１８
０９７－５３２－１１２１
０９７－５３２－３９８１
０９７－５３２－３３３１
０９７－５１４－４００５
０９７－５１３－５０００
０９７－５３３－４４１１
０９７－５４６－１１２６
０９７－５３４－１０４５
０９７－５３５－００２２
０９７７－８５－３１８５
０９７７－８４－２１０１

ホ　　テ　　ル　　名 電　話　番　号

グランプラザ中津ホテル
ホテルルートイン中津駅前
海浜旅庵しおじ
真玉温泉　山翆荘（スパランド真玉）
宇佐ホテル　リバーサイド
ホテルベイグランド国東
国見温泉　あかねの郷
湯の里　渓泉
和の宿　割烹三國屋
スパ＆リゾートホテル　ソラージュ大分・日出
ホテルシーウェーブ別府
別府ステーションホテル
杉乃井ホテル本館
杉乃井ホテルＨＡＮＡ館
ホテル風月ＨＡＭＭＯＮＤ
ホテルサンバリー
ホテルサンバリーアネックス
ホテル別府パストラル
ホテル芙蓉倶楽部
城島高原ホテル

豊泉荘
　
ホテルフォルツァ大分
ホテル法華クラブ大分
ホテルクドウ大分
ＨＯＴＥＬ　９１０
コモドホテルＯＩＴＡ
ホテルルートイン大分駅前
ホテル日航大分オアシスタワー
豊の国健康ランド　ホテル豊の国
東横イン大分駅前
ダイワロイネットホテル大分
旅想ゆふいん　やまだ屋
ゆふいん山水館

会員制ホテル　由布院倶楽部
※会員制のため、予約時に互助会の会員であることを伝えてください。

クレドホテル臼杵
佐伯セントラルホテル
ホテル金水苑
ホテルルートイン佐伯駅前
御宿割烹一竹
ホテル岩城屋
国民宿舎　久住高原荘
レゾネイトクラブくじゅう
久住高原コテージ
ホテルますの井
スマイルホテル大分日田
ホテルソシア
プラザホテル　フジノイ
日田の宿　よろづや
ホテルルートイン日田駅前
みるき～すぱサンビレッヂ
山荘天水
名水の宿宝珠屋
季の郷　山の湯
御宿　泉水
玖珠温泉　望山荘

水前寺共済会館グレーシア
福岡リーセントホテル
博多グリーンホテル１号館
博多グリーンホテル２号館
博多グリーンホテルアネックス
博多グリーンホテル天神
京都教育文化センター
東京ビジネスホテル

０９７７－２８－２６００

０９７２－６３－５６６６
０９７２－２２－８５１１
０９７２－２２－８１８１
０５０－５８４７－７４１０
０９７４－６３－２１３８
０９７４－６２－２２１１
０９７４－７６－１２１１
０９７４－７６－１２２３
０９７４－６４－３１１１
０９７４－２２－１０５０
０９７３－２２－０３０３
０９７３－２４－６０００
０９７３－２４－７０００
０９７３－２２－３１３８
０５０－５８４７－７４１１
０９７３－５７－３４６１
０９７３－５７－２４２４
０９７３－７９－２５２９
０９７３－７８－８１１１
０９７３－７９－２７１７
０９７３－７２－０１８７

０９６－３８３－１２８１
０９２－６４１－７７４１
０９２－４５１－４１１０
０９２－４５１－４１１１
０９２－４５１－４１１２
０９２－７２２－３６３６
０７５－７７１－４２２１
０３－３３５６－４６０５

由 布 市

臼 杵 市
佐 伯 市

竹 田 市

豊後大野市
日 田 市

玖 珠 郡

熊 本 県
福 岡 県

京 都 府
東 京 都

電　話　番　号

地　区

〈３〉〈２〉

【　注　意　事　項　】2020年度から下記のとおり変更がありましたのでご注意ください。

＜新規＞（福岡県福岡市）福岡リーセントホテル

豊泉荘のみ宿泊補助券が発行されません。豊泉荘に直接電
話で予約後、③サービスセンターに補助の申請をし、宿泊
日当日に補助金額を除いた差額をお支払いください。

　昨年、宿泊補助券対象施設から廃止された「HOTEL AZグループ」は、Ｐ４記載の
「宿泊補助利用方法（Ｂ）」の③インターネットからの予約・補助申請でのみ利用できます。

※2020年5月31日より
　耐震工事のため休館


