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組合では
お客様に安心安全なご宿泊の提供と
業界の発展を目指します
神奈川県旅館ホテル生活衛生同業組合は、

『生活衛生営業の運営の適正化及び振興に関する法律』（昭和32年６月
法律第164号、略称：生衛法）に基づいて設立した特殊法人であり、指
導機関として指導センター、全国組織として全国旅館ホテル生活衛生
同業組合連合会（通称：全旅連）があります。

組合は、旅館・ホテル営業について、衛生施設の改善向上を図るため自
主活動を促進し、過度の競争により適正な衛生措置が阻害されること
のないよう、経営の安定をもたらすための事業を実施しております。

有利な金利の貸付制度
NHK放送受信料割引制度
カラオケ使用料割引制度
共済サービス
その他、
特典やメリットもいっぱい!!

神奈川県旅館ホテル
生活衛生同業組合に
加入しませんか?
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組合加入のご案内

●加入対象施設
　神奈川県内において、旅館業法に基づく営業許可を受け、旅館・ホテル営業を行っている
　施設は組合の定款に基づきご加入頂けます。

●加入手続き
　法人単位でなく施設ごとにご加入頂きます。
　①支部のある地域は支部へのご加入が必要です。
　②必要書類をご提出ください。
　③当組合の理事会の承認を得てご加入となります。

●必要書類
　加入申込書　会社登記簿謄本（個人の場合は戸籍謄本）
　施設平面図　旅館業等営業許可証　代表者経歴書　
　施設パンフレット

●加入金・組合費
　支部のある地域は別途支部会費が必要となります。
　組合の加入金・組合費は毎年総会にて決定となります。

お問合せ先
神奈川県旅館ホテル生活衛生同業組合
〒250-0311　神奈川県足柄下郡箱根町湯本211-1
TEL. 0460-85-5520　FAX. 0460-85-5546
E-MAIL　k.ryoren@joy.ocn.ne.jp
営業時間/8：30～17：00（土日祝・年末年始を除く）

組合加入のご案内

まずはお電話・メールにて
お問合せください。
必要経費等のお見積りを
お出しいたします。
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組合加入のメリット

① 日本政策金融公庫の低利融資
　組合員は生活衛生融資が有利な条件でご利用できます。

② NHK放送受信料負担軽減となる「団体取りまとめ支払」制度
　組合員で「団体取りまとめ支払」制度をご利用いただくと13％又は18％還元となります。

③ 全旅連カード決済[全旅連C→REX]
　幅広い決済手段に対応したサービスで、組合員向けの特別手数料でご利用いただけます。

④ 音楽著作権協会（JASRAC）の団体割引適用
　組合員は20％割引となります。

⑤ 全旅連損害保険制度の団体割引適用
　組合員は団体割引を適用してご加入頂けます。

⑥ ETCコーポレートカードの割引制度
　ETCシステムを大口・多頻度利用するお客様を対象とした割引制度です。
　ご利用には条件があります。

⑦ 全旅連シルバースター登録制度
　高齢化社会に対応した宿づくりを目指す宿泊施設の商号です。

⑧ ホテル旅館営業に関する情報発信
　国・県等機関など、組合のネットワークで必要な情報を迅速に発信します。

⑨ 経営・税務相談
　指導機関の（公財）神奈川県生活衛生営業指導センターの実施する税務相談等が無料で
　利用できます。

組合加入のメリット

5ページへ

6ページへ

7ページへ

8ページへ

8ページへ

9ページへ

10ページへ

10ページへ

10ページへ
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①日本政策金融公庫

●日本政策金融公庫　生活衛生融資のご案内
生活衛生関係の事業を営む方への融資制度であり、当組合員は一般貸付よりも、融資条件

（融資額、返済期間、利率等）が有利な制度です。

旅館・ホテル業/主な生活衛生貸付制度

融資制度 振興事業貸付　※ 生活衛生改善貸付 
（無担保・無保証人） 一般貸付

融資対象
当組合員で、資本金 5,000 万円
以下または従業員数 200 人以下
の事業所

当組合員で従業員が 20
人以下の小規模事業者

旅館ホテル業を
営む方で、資本
金 5,000 万 円
以下または従業
員 数 200 人 以
下の事業所

用　途　 設備資金 運転資金 設備資金 運転資金 設備資金

融資額 7 億 2,000 万円 5,700 万円 2,000 万円 4 億円

返済期間 20 年以内 7 年以内 10 年以内 7 年以内 13 年以内

据置期間 2 年以内 2 年以内 2 年以内 1 年以内 1 年以内

主な利率

基準利率
 

特別利率 C 
0.30％～　　
1.65％

基準利率
 

特別利率 A 
0.76％～
1.86％

特別利率 F 
1.11％

基準利率 
1.16％～
2.85％

保証人・
担保 要相談 要相談 無担保・無保証人 要相談

推薦書 組合理事長の「振興事業に係る資
金証明書」が必要 組合理事長の推薦書が必要 指導センターの

推薦書が必要
　　利率は平成29年12月13日現在のものです。
　　お使いみち、ご返済期間、担保の有無等により異なる金利が適用されます。

※　振興事業貸付において振興事業促進支援融資制度をご利用いただくと更に0.15% 
　　低い利率になります。
 　　　
    

日本政策金融公庫
1
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② NHK放送受信料負担軽減となる「団体取りまとめ支払」制度

ＮＨＫ放送受信料の割引等について
●事業所割引
事業所等住居以外の場所に設置する受信機について、
同一敷地内に設置した受信機すべてに必要な放送受信
契約を締結し、一括して放送受信料をお支払いただく
場合、２契約目以降の放送受信料が半額となります。

●団体とりまとめ支払
事業所割引契約後、組合の団体取りまとめ支払にお申
込いただく事により、さらに室数に応じて還元(割引)
いたします。
・15室以下の小規模施設 １８％還元(割引)
・16室以上の施設 　　　１３％還元(割引)

●ＮＨＫ放送受信料額
衛星契約 地上契約

2か月払　 （年6回） 4,560円 2,620円
6か月前払　（年2回） 13,015円 7,475円
12か月前払（年1回） 25,320円 14,545円

（参考）衛星50台 12か月前払いの場合
放送受信料基本額         1,266,000円
事業所割引適用後            645,660円
団体とりまとめ割引適用後 481,080円

NHK放送受信料負担軽減とな
る

「団体取りまとめ支払」制度
2

「団体取りまとめ」のご案内
●お申込について※受信料の算出も行います。まずはご連絡ください。
Ⅰ ＮＨＫと事業所割引契約を締結
Ⅱ 団体取りまとめ申込書を組合宛に提出
Ⅲ 口座振替をお支払方法とする場合、口座振替申込書を組合宛に提出

●お支払方法※以下の3つとなります。手数料無料の口座振替のご利用がお勧めです。
口座振替 郵便振込 銀行振込

振込手数料 無料 （組合負担） 無料（組合負担）※請求書同封振込用紙使用 各事業所にて負担
請求書発行日 各施設請求月（偶数月）の下旬
振込・口座引落期日 請求書発行翌月（奇数月）の 3日 ※金融機関休業日の場合翌営業日

●変更・契約解除
休業、脱退、室数変更等は組合へ
の届け出が必要です。別途ＮＨ
Ｋとの契約変更の手続きを要す
る場合もあります。

●再請求
口座引落不能、期日までの未入
金などの場合組合より再請求を
いたします。再請求のお支払い
は全て郵便振替または銀行振込
のみとなります。

●団体取りまとめ解除
再請求後にお支払がなかった場
合団体取りまとめ解除となりま
す。解除後はＮＨＫに直接お支
払いただきますが取りまとめ割
引は適用されません。

13％
割引

2台目〜半額

各事業所 組合 ＮＨＫ

請求・領収書

支払

とりまとめ請求

とりまとめ支払

各事業所 組合 ＮＨＫ

請求・領収書

支払

とりまとめ請求

とりまとめ支払

●前払割引さらに５～７.６％ 割引
６か月・12か月前払いがお得です。
・　 ２か月払 　– 割引なし
・ ６か月前払 　– 約    ５％割引
・12か月前払   – 約７.６％割引

事業所割引・前払い割引+
                  13％ 又は１８％ 割引

2台目〜
半額

通常料金
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③全旅連カード決済 [ 全旅連 C → REX]

●C→REXの特別な手数料率
対象クレジットカード 手数料

すべてのVISA、
MasterCard

2.58%

JCBカードのうち、以下の発行会
社のJCBカード
・クレディセゾン
・JALカード
・セディナ
・アプラス
・JTB旅カード

ダイナースクラブカード 4.0%

銀聯カード 2.9%

海外発行の　

　　　　　　　　　　DCC決済
2.08%

電子マネー 3.5%

全旅連カード決済

［全旅連C→REX］

3

全旅連カード「C→REX」とは
決済端末を用いて、一括決済でクレジットカード関係の契約・精算業務を軽減。
クレジットカード決済や電子マネー決済など、お得なサービスをご利用いただけます。

●インバウンド「DCC決済」に対応
訪日外国人向け自国通貨建てクレジット決
済サービス（DCC）に対応。海外発行クレ
ジットカード（Visa,MasterCard）決済
を行う際に、「日本円」か「自国通貨」のど
ちらで払うか選択できます。

●NFC PAYサービスもスタート
海外ではすでに一般的な機能であるNFC 
PAYは「非接触決済」機能のことです。ク
レジットカード
やスマートフォ
ンを電子マネー
の読み取り機に
かざすことで決
済ができます。

●電子マネーが取扱可能
幅広い決算手段に対応します。

●その他のメリット
・ C→REX端末の「ロール紙代」が無料
・ 売上データと精算明細が24時間いつで 
　もWEBで確認可能
・ 24時間365日コールセンター対応の 
　安心サポート体制

●インターネット・光回線（LAN接続）に対
応
インターネット･光回線(LAN)接続に対応してい
ます。インターネット環境(LANポートの空き)が
あれば、新たな通信コストは不要です。電話線によ
るアナログ回線接続も可能です。

ホームページのご案内 

電⼦マネー対応のご案内 カンタン接続 

新サービス！ NFC PAY のご紹介 
 

TEL：03-5796-5955 
JTB ビジネスイノベーターズ 担当：北⾒・⼟倉・⼭村 

メールでのお問合せはこちら ⇒  jbi_sol@jbi.jtb.jp  

検 索  宿ネット/組合員専⽤ページ 

C→REX ホームページ URL：https://www.jtb-jbi.co.jp/crex/ 
全旅連事業 ★カード決済サービス（C→REX） 

NFC PAY は「⾮接触決済」機能のことです。 
クレジットカードやスマートフォンを電⼦マネーの 
読み取り機にかざすことで決済ができます。 

海外ではすでに⼀般的な機能である 
NFC PAY を導⼊して、 

インバウンド受⼊体制 
を万全にしませんか！？ 

2017 年 12 ⽉ 
スタート！！ 

このマーク 
が⽬印！ 

インターネット 
光回線（LAN）接続対応！ 

御要望の多かったインターネット･光回線
(LAN)接続に対応いたしました。 
設置個所にインターネット環境(LAN 
ポートの空き)があれば、新たな通信コスト
は不要です。 

アナログ回線での接続も可能です。 
電話線によるアナログ回線接続も可能です。 
但し、電⼦マネー・NFC PAY はご利⽤ 
いただけません。 
※ISDN 回線はご利⽤ただけません。 

６種類以上の電⼦マネーに対応！ 

iD 

アップル Pay 

QUICPay WAON 

楽天 Edy  ナナコ  

ナナコと WAON 
が両⽅利⽤可能な 

決済端末は
C→REX だけ！  

iD  

拡⼤を続ける多様な電⼦マネーに
も対応いたします。 
精算はクレジットと併せて⼀括で
振り込まれ、⼿間がかかりません。 
※PiTaPa は未対応です。 交通系 IC９種（※） 

など 
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アップルPay
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④音楽著作権協会（JASRAC）の団体割引　　⑤全旅連損害保険制度の団体割引適用

カラオケ使用料の割引について
組合員は、カラオケ使用料20%割引の特典が受けられます。
1年分まとめて支払うと一般料金の28%割引になります。

カラオケの月額使用料

客席宴会場面積 月額使用料（税別） 1年分支払い
月当たり一般 組合員

33.0㎡　（10坪）まで　 3,500円 2,800円 2,520円
66.0㎡　（20坪）まで 7,500円　 6,000円 5,400円
165.0㎡（50坪）まで 12,000円 9,600円 8,640円

音楽著作権協会

（JASRAC）の団体割引

①団体割引を適用した保険料
団体契約であり団体割引を適用しているため一般加入に比較し
て割安な保険料で加入できます。
※旅館賠償責任保険・旅館宿泊者賠償責任保険に適用

②業務に合わせた補償内容
旅館ホテル営業の特性を考慮し、補償範囲・補償限度額を設計し
ています。

③豊富な商品設定
基本保険の旅館賠償責任保険を補完する各種保険を用意し、旅
館ホテルのニーズにお応えしています。

④フリーダイヤル設置
お気軽にお電話でご相談いただけるよう、フリーダイヤルを設
けております。

⑤保険説明会の実施
全国の都道府県等の各種会合に併せて保険説明会を実施しています。

全旅連損害保険制度の

団体割引適用

5

4

保険商品
旅館賠償責任保険、
宿泊客個人賠償責任保険
（旅館宿泊者賠償責任保険）、
災害費用保険（レジャー・
サービス施設費用保険）、
食中毒・特定感染症休業
補償保険（旅館賠償責任
保険（食中毒利益担保特
約条項、特定感染症担保
特約条項））、
駐車場保険（自動車管理
者賠償責任保険+駐車場
受託自動車保険）、
特約付動産総合保険（動
産総合保険）、
利益補償保険（企業財産
包括保険）、
ケータリング保険（施設
賠償責任保険+生産物賠
償責任保険）、
マネーフレンド運送保険
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   ⑥ ETC コーポレートカードの割引制度　 

大口・多頻度利用のお客様を対象としたETCシステムの利用を前提とする割引制度です。
1.全国旅館ホテル事業協同組合の組合員のみが利用できます。（出資金1万円/1口）
2.割引きは、
①ETCコーポレートカードをカード上に表示された車両番号を有する車両において
　利用したとき、
②ETC利用規程を遵守しETCシステムを利用したときに適用します。

【参考割引率】割引率は改定がある場合がありますのでご了承ください。
　　　　　　　　　割引率

月額利用額

東日本高速道路（株）
中日本高速道路（株）
西日本高速道路（株）

首都高速道路（株）

5千円を超え1万円までの部分 　　　　　　5％ 　　　　　5％

1万円を超え3万円までの部分 10％ 7.5％

3万円を超える部分 15％ 10％

ETCコーポレートカードの

割引制度

6
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⑦全旅連シルバースタ―登録制度　⑧ホテル旅館営業に関する情報発信　⑨経営・税務相談

高齢社会に対応した宿づくりを目指す宿泊施設の称号です。
高齢者が快適に過ごせる、利用しやすい宿泊施設の整備と
増加を目的に、厚生労働省の協力を受けて全旅連が推進し
ている制度です。

「シルバースター登録制度」に登録された宿には、「Silver 
Star」の２つの「S」でハート（まごころ）を表現した統一マー
クが掲げられており、いつまでも快適な旅行を楽しめる宿
泊施設であることの目印となっています。

全旅連シルバースター

登録制度

ホテル旅館営業に

関する情報発信

経営・税務相談

7

8

9

国・県等機関など、組合のネットワークで必要な情報を迅速に発信します。
また、宿泊業に関する旬な情報満載の月刊誌「まんすりー」（全旅連発行）を無料配布いた
します。

指導機関の（公財）神奈川県生活衛生営業指導センターの実施する経営、税務、労務、融資、
衛生等の無料相談を利用できます。
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⑦全旅連シルバースタ―登録制度　⑧ホテル旅館営業に関する情報発信　⑨経営・税務相談

6カ国語（日本・英・韓国・繁体・簡体・タイ）対応のインバウンド対策ツール等を組合員に限
り配布しています。

組合では組合発行の資料を

無料で提供しています。



神奈川県旅館ホテル
生活衛生同業組合
加入のご案内

三枚橋

早川

箱根新道

東海道

湯本富士屋
ホテル 箱根

町役場

箱根登山鉄道

町立郷土
資料館

至小田原

旧
東
海
道

箱根
湯本駅

神奈川県旅館ホテル
生活衛生同業組合

支部
 横浜支部〔鶴見区〕 七沢支部
 神奈川支部〔神奈川区〕 江の島支部
 川崎支部 箱根支部
 横須賀支部 湯河原支部
 相模原支部 真鶴支部
 大和支部   

神奈川県旅館ホテル生活衛生同業組合青年部
全旅連青年部と連携して独自に活動を行っております

神奈川県旅館ホテル生活衛生同業組合
〒250-0311　神奈川県足柄下郡箱根町湯本211-1
TEL. 0460-85-5520　FAX. 0460-85-5546
E-MAIL　k.ryoren@joy.ocn.ne.jp
営業時間 / 8：30～17：00（土日祝・年末年始を除く）


