
 

カンポの宿　　（簡易保険保養センター）
http://www.kanponoyado.japanpost.jp　　 国民休暇村 http://www.qkamura.or.jp　　

保養所名 住　　　　　　所 電　話　番　号 休　暇　村　名 住　　　　　　所 電　話　番　号

北海道･東北 十　　勝　　川 北海道河東郡音更町十勝川温泉北９丁目１（０１５５）４６－２１４１ 北海道 支　　笏　　湖 北海道千歳市支笏湖温泉 （０１２３）２５－２２０１

小　　　樽 北海道小樽市朝里川温泉２－６７０ （０１３４）５４－８５１１ 東　北 岩手網張温泉　 岩手県岩手郡雫石町網張温泉 （０１９）６９３－２２１１

一　　　関 岩手県一関市厳美町字宝竜１４７－５ （０１９１）２９－２１３１ 陸　中　宮　古 岩手県宮古市崎山鍬ヶ崎 （０１９３）６２－９９１１

横　　　手 秋田県横手市睦成字城付１－２０ （０１８２）３２－５０５５ 乳頭温泉郷 秋田県仙北市田沢湖駒ヶ岳２－１ （０１８７）４６－２２４４

酒　　　田 山形県酒田市飯森山３－１７－２６ （０２３４）３１－４１２６ 気仙沼大島 宮城県気仙沼市外畑１６ （０２２６）２８－２６２６

郡　　　山 福島県郡山市熱海町熱海３－１９８ （０２４９）８４－３５１１ 羽　　　黒 山形県東田川郡羽黒町手向 （０２３５）６２－４２７０

い　　わ　　き 福島県いわき市平藤間字柴崎６０ （０２４６）３９－２６７０ 浦磐梯 福島県耶麻郡北塩原村檜原 （０２４１）３２－２４２１

関東・甲信越 大　　　洗 茨城県東茨城郡大洗町磯浜町７９８６－２ （０２９）２６７－３１３９ 関　東 那　　　須 栃木県那須郡那須町湯本 （０２８７）７６－２４６７

潮　　　来 茨城県潮来市水原１８３０－１ （０２９９）６７－５６１１ 日　光　湯　元 栃木県日光市湯元温泉 （０２８８）６２－２４２１

塩　　　原 栃木県那須塩原市塩原１２５６ （０２８７）３２－２８４５ 鹿　沢　高　原 群馬県吾妻郡嬬恋村鹿沢温泉 （０２７９）９８－０５１１

栃木喜連川温泉 栃木県さくら市喜連川５２９６－１ （０２８）６８６－２８２２ 館　　　山 千葉県館山市見物７２５ （０４７０）２９－０２１１

草　　　津 群馬県吾妻郡草津町大字草津４６４－１０５１（０２７９）８８－５７６１ 中部・北陸 妙　　　高 新潟県妙高市大字関山 （０２５５）８２－３１６８

磯　　　部 群馬県安中市郷原２２ （０２７）３８５－６３２１ 佐　　　渡 新潟県佐渡市関 （０２５９）７８－２０９５

寄　　　居 埼玉県大里郡寄居町末野２２６７ （０４８）５８１－１１６５ 乗　鞍　高　原 長野県南安曇郡安曇村４３０７－１ （０２６３）９３－２３０４

青　　　梅 東京都青梅市駒木町３－６６８－２ （０４２８）２３－１１７１ 富　　　士 静岡県富士宮市佐折６３４ （０５４４）５４－５２００

旭 千葉県旭市仁玉２２８０－１ （０４７９）６３－２１６１ 南　伊　豆 静岡県賀茂郡南伊豆町湊 （０５５８）６２－０５３５

勝　　　浦 千葉県勝浦市鵜原２１８３－５ （０４７０）７６－３０１１ 伊　　良　　湖 愛知県渥美郡渥美町中山 （０５３１）３５－６４１１

鴨　　　川 千葉県鴨川市西町１１３７ （０４）７０９２－１２３１ 茶臼山高原 愛知県北設楽郡豊根村 （０５３６）８７－２３３４

箱　　　根 神奈川県足柄下郡箱根町元箱根１５９ （０４６０）４－９１２６ 能登千里浜 石川県羽咋市羽咋町オ７０ （０７６７）２２－４１２１

石　　　和 山梨県笛吹市石和町松本３４８－１ （０５５２）６２－３７５５ 越　前　三　国 福井県坂井郡三国町崎 （０７７６）８２－７４００

諏　　　訪 長野県諏訪市大和２－１５－１６ （０２６６）５２－１５５１ 近　畿 近　江　八　幡 佐賀県近江八幡市沖島町宮ヶ浜 （０７４８）３２－３１３８

東海・北陸 富　　　山 富山県富山市婦中町羽根５６９１－２ （０７６４）６９－３１３５ 南　　淡　　路 兵庫県南あわじ市福良 （０７９９）５２－０２９１

山　　　代 石川県加賀市山代温泉温泉通り３２－１ （０７６１７）７－１６００ 竹　野　海　岸 兵庫県城崎郡竹野町竹野 （０７９６）４７－１５１１

白山尾口 石川県白山市瀬戸卯43-3 （０７６）２５６－８０８０ 紀　州　加　太 和歌山県和歌山市深山４８３ （０７３）４５９－０３２１

福　　　井 福井県福井市渕町４３－１７ （０７７６）３６－５７９３ 南　紀　勝　浦 和歌山県東牟婁郡那智勝浦町字久井（０７３５）５４－０１２６

熱海（本館） 静岡県熱海市水口町2-12-3 （０５５７）８３－６１１１ 中国・四国 奥大山 鳥取県日野郡江府町御机７０９－１ （０８５９）７５－２３００

熱海（別館） 静岡県熱海市水口町2-13-77 （０５５７）８３－６１１１ 蒜　山　高　原 岡山県真庭郡川上村上福田 （０８６７）６６－２５０１

伊　豆　高　原 静岡県伊東市八幡野１１０４－５ （０５５７）５１－４４００ 大　久　野　島 広島県竹原市忠海町大久野島 （０８４６）２６－０３２１

　 修　善　寺 静岡県伊豆市熊坂1257-4 （０５５８）７２－３１５１ 吾妻山ロッジ 広島県比婆郡比和町森脇 （０８２４）８５－２３３１

焼　　　津 静岡県焼津市浜当目１３７５－２ （０５４）６２７－０６６１ 帝　　釈　　峡 広島県比婆郡東城町三坂 （０８４７７）２－３１１０

浜名湖三ヶ日 静岡県引佐郡三ヶ日野都筑２９７７－２ （０５３）５２６－１２０１ 讃岐五色台 香川県坂出市大屋冨町 （０８７７）４７－０２３１

三　　ヶ　　根 愛知県幡豆郡幡豆町東幡豆入会山１－２２１（０５６３）６２－２６５０ 瀬戸内東予 愛媛県西条市河原津 （０８９８）４８－０３１１

知　多　美　浜 愛知県知多郡美浜町奥田砂原３９ （０５６９）８７－１５１１ 九　州 志　　賀　　島 福岡県福島市東区大字勝馬１８０３－１（０９２）６０３－６６３１

恵　　　那 岐阜県恵那市大井町２７０９ （０５７３）２６－４６００ 雲　　　仙 長崎県南高来郡小浜町諏訪の池 （０９５７）７４－９１３１

岐　阜　羽　鳥 岐阜県羽鳥市桑原町午南１０４１ （０５８）３９８－２６３１ 南　　阿　　蘇 熊本県阿蘇郡高森町高森３２１９ （０９６７）６２－２１１１

熊　　　野 三重県熊野市井戸町１０２０－７ （０５９７）８９－４４１１ 指　　　宿 鹿児島県指宿市東方１０４４５ （０９９３）２２－３２１１

鳥　　　羽 三重県鳥羽市安楽島町１２００－７ （０５９９）２５－４１０１

近　畿 彦　　　根 滋賀県彦根市松原町３７５９ （０７４９）２２－８０９０

富　　田　　林 大阪府富田林市龍泉８８０－１ （０７２１）３３－０７００

大和平郡 奈良県生駒郡平群町上庄2-16-1 （０７４５）４５－０３５１

奈　　　良 奈良県奈良市二条町３－９－１ （０７４２）３３－２３５１

白浜 和歌山県西牟婁郡白浜町1688-2 （０７３９）４２－２９８０

紀　伊　田　辺 和歌山県田辺市目良２４番１号 （０７３９）２４－２９００

有　　　馬 兵庫県神戸市北区有馬町１６１７－１ （０７８）９０４－０９５１

赤　　　穂 兵庫県赤穂市御崎８８３－１ （０７９１）４３－７５０１

淡　　路　　島 兵庫県淡路市富島８２４ （０７９９）８２－１０７３

中国･四国 皆　　　生 鳥取県米子市皆生新田３－１－７ （０８５９）３３－４４２１

美　作　湯　郷 岡山県英田郡美作町中山６７４－７ （０８６８）７２－５５５１

庄　　　原 広島県庄原市新庄町２８１－１ （０８２４）７３－１８００

竹　　　原 広島県竹原市西野町４４２－２ （０８４６）２９－０１４１

光 山口県光市室積東之庄３１－１ （０８３３）７８－１５１５

湯　　　田 山口県山口市神田町１－４２ （０８３）９２２－５２２６

坂　　　出 香川県坂出市高屋町２０４８－９１ （０８７７）４７－０５３１

観　音　寺 香川県観音寺市池之尻町１１０１－４ （０８７５）２７－６１６１

徳　　　島 徳島県徳島市八万町中津山３－７０ （０８８）６２５－１２５５

道　　　後 愛媛県松山市溝辺町３－１ （０８９）９７７－０４６０

伊　　　野 高知県吾川郡いの町波川１５６９ （０８８）８９２－１５８０

九州・沖縄 北　　九　　州 福岡県北九州市若松区大字有毛２８２９ （０９３）７４１－１３３５

柳　　　川 福岡県柳川市弥四郎町１０－１ （０９４４）７２－６２９５

宇　　　佐 大分県宇佐市大字川部１５７１－１ （０９７８）３７－２２８８

別　　　府 大分県別府市大字鶴見４５７ （０９７７）６６－１２７１

日　　　田 大分県日田市中ノ島町685-6 （０９７３）２４－０８１１

山　　　鹿 熊本県山鹿市大字志々岐２４５０ （０９６８）４３－５１２１

阿　　　蘇 熊本県阿蘇市一の宮町宮地５９３６ （０９６７）２２－１１２２

日　　　南 宮崎県日南市大字星倉２２２８番１ （０９８７）２２－５１７１

那覇レクセンター 沖縄県那覇市港町２－９－１５ （０９８）８６２－４７４０

ラフレ  世田谷 ラフレさいたま 埼玉県さいたま市中央区新都心３－２ （０４８）６０１－１１１１

レクセンター 世田谷レクセンター 東京都世田谷区鎌田２－１７－１ （０３）３７０９－０１６１


