トラベル利用補助
指定旅行会社でお申込みの旅行に、トラベル利用補助券をご利用いただけます。
対象店
補助対象者

補助対象商品

指定旅行会社6社（18〜20ページ掲載）
会員と登録家族
次の①〜③いずれかに該当するひとり3,000円以上の旅行
①宿泊プランを含むパッケージツアー（募集型企画旅行）
②はとバスの定期観光・募集型企画旅行商品（取扱社：はとバス予約センター、日本旅行、太平観光）
③たびゲーターでご予約の宿泊プラン
【除外商品】
・Web予約等の通信販売型商品、手配旅行、発注型企画旅行
・割引等適用後の旅行代金が、補助額に満たないもの
1回の旅行（※注1）につき
会員

補助金額

3,000円
登録家族 1,500円
ご夫婦で会員の場合、二重に登録家族の補助の利用はできません。
※注1

利用回数

1回の旅行とは……連続する行程・日程の旅行は、宿泊数に関わらず1回とみなします。

年度内2回まで
※10月1日以降に新規入会の方は、入会年度は1回のみ

1回の旅行につき
会員
登録家族

利用方法

指 定旅行会社の窓口
で、会 員 証を提 示の
うえ、パッケー ジ ツ
アーを申込む。

予 約 後、ねりまファ
ミリーパックへ連 絡
し、会員番号、出発日、
旅 行 会 社名、利用者
氏名を伝える。

3,000円補助
1,500円補助

ねりまファミリーパック
から利用補助券が発行
される。
（窓口受取また
は郵送）

受 領した補助券と会員証
を旅行 会社へ提出し、補
助を受けた後の旅行代金
を支払う。

HISは利用補助券〜の手続きは必要ありません。
たびゲーターの利用方法は20ページをご覧ください。

変更・取消の場合は、予約先に連絡後、ねりまファミリーパックにご連絡ください。
変更

特典商品

補助券の差替が必要です。

取消

補助券をねりまファミリーパックにご返却ください。

○特典商品をお申し込みの場合は、会員証の提示でさらに割引等も併用できます。
対象商品は、次ページからの各社のご案内をご覧ください。

はとバス予約センター
03-3761-1100
※はとバス予約センター以外でお申込みをした場合は、会員証割引はご利用に
なれません。

はとバス予約センターでご予約後、はとバス営業所で会員
証と補助券を提出して、旅行代金をお支払いください。

会員証

同伴3名まで

特典商品
定期観光
・
募集型企画旅行商品
※一部割引適用外コースあり
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内

容

5%割引

（株）日本旅行リテイリング
練馬区役所内支店

会員証

会員と二親等以内の家族
特典商品

03-5999-5181
【住所】練馬区豊玉北6-12-1 練馬区役所本庁舎1階

内

「ベスト」

4%割引

「他社企画商品」

3%割引

「赤い風船セット旅行」

4%割引

「他社企画商品」

3%割引

海外旅行

【交通】西武池袋線練馬駅より徒歩5分

国内旅行
練馬区内共通
商品券利用可

容

※交通と宿泊の両方を含む企画商品のみ割引対象となります。
※割 引適用時は現金又は練馬区内共通商品券のみのお支払いと
なります。

はとバスツアーも
お申し込みできるようになりました。

※営 業 所HPより日本 旅 行商品を当店にての来 店 決 済で
予約した場合には、補助券がご利用いただけます。ただ
し、割引対象外となります。

太平観光（株）
03-3924-1911
【住所】練馬区東大泉7-38-9
【交通】西武池袋線大泉学園駅より徒歩8分

練馬区内共通
商品券利用可

※ただし、割引特典はありません。

★多くの練馬区民の方にご参加いただいている
地元練馬区発着のバスツアーです。
バスの乗車地は4か所、降車地は何と10か所！
楽に参加できると評判です。
※お支払いは現金のみ

太平観光紹介サイト
はとバスツアーも
お申し込みできるようになりました。
※ただし、割引特典はありません。

太平ツアーサイト

貸切バスサイト

近畿日本ツーリスト（3店舗限定）
池袋店 03-3982-9071
【住所】豊島区東池袋1-10-1 住友池袋駅前ビル1階
【交通】JR池袋駅より徒歩5分
新宿店 03-3354-4021
【住所】新宿区新宿3-4-8 京王フレンテ 新宿三丁目1階
【交通】東京メトロ丸ノ内線・副都心線・都営地下鉄新宿線新宿三丁目駅
C2出口すぐ
吉祥寺店 0422-22-0611
【住所】武蔵野市吉祥寺本町1-3-1 山本ビル
【交通】JR吉祥寺駅より徒歩3分

会員証

会員と二親等以内の家族

特典商品

内

容

近畿日本ツーリスト
世界の旅

3%割引

近畿日本ツーリスト
日本の旅

3%割引

※交通と宿泊の両方を含む企画商品のみ割引対象となります。
※「国内の旅」のうちJRセット型・私鉄セット型は2％割引
※割 引適用時は、現金・KNTカード・ツーリスト旅行券・B'Way
のみのお支払いとなります。

クラブツーリズムにも
補助券がご利用いただけます。

HISベネフィットデスク
《特典予約専用ダイヤル》
ベネフィットデスク
海外： 050-5894-3823
国内： 050-5894-3824
専用WEBサイト
https://www.his-benefit.com/index.
php?company_id=7ktdguwnap

会員証

会員と二親等以内の家族（2歳以上）

特典商品

お一人様当たり
お申込み旅行代金

内

容

ベネフィットクーポン
海外・国内
パッケージツアー

〜5万円未満

1,000円分
プレゼント

5〜20万円未満

ご旅行代金より

2,000

円OFF
H I S 海 外・国 内 パ ッ ケ ー ジ ツ ア ー「 C i a o 」
海外添乗員
「Impresso」及び他大手旅行会社20種類以上の
同行ツアー
ツアーブランドをお取扱いしております。また会員
ご旅行代金より
限定商品や一般店舗では販売されない特別商品等
20万円〜
円OFF
数多く取り揃えております。
詳しくは専用WEBサイトをご覧いただくか、特典専
用ダイヤルにお問合せください。
※限定ツアーなど一部対象外の商品があります。直接、お問合わせください。

3,000
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たびゲーター
全国約14,500軒の多彩なホテルや旅館の宿泊に補助金が利用できるたびゲーターの「インターネット契約保養所システム」。
補助金申請から宿泊予約までインターネットで完結できるので、申請書類の提出や、旅行会社の窓口へ行く必要はありません。
いつでもどこでもご利用いただける便利なサービスです。

申請から予約までの流れ
Step1

Step2

Step3

して、補助申請をする

をメールで受け取る

予約する

※5日〜185日先の宿泊まで申請OK

※申請翌日から3営業日以内

宿泊施設・宿泊日・補助金利用人数を指定

くわしい利用方法は
こちらから

クーポン（補助金利用分）

クーポンを使って

Step4
宿泊をする

※申請にはYahoo! JAPAN IDが必要となります

ネットでかんたん！たびゲーターの申請方法をくわしくご案内
1 たびゲーター専用サイトを開く

4 Yahoo！JAPAN IDを入力してログイン
プライバシーポリシーに同意後、メールアドレスを入力して登録

5 たびゲーターから送信された案内メールから
指定のURLにアクセスして申請
専用フォームに 補助金利用人数

会員番号・氏名

補助対象者等

を入力して申請

ＱＲまたはねりまファミリーパックＨＰ会員専用ページにある
たびゲーターバナーをクリック

申請から3営業日以内に、たびゲーターより
宿泊補助金相当額のクーポンコードとパス
ワードがメールで届きます。

2 たびゲーターの検索サイトから
宿泊日と施設を選ぶ

3 宿泊日と施設が決まったら
内容を確認して利用申請ボタンを押す

ご注意 宿泊補助の利用申請から「割引クーポンコード」
の受信にはおよそ3営業日かかります。
申請時に空室のあった宿泊施設のプランでも、本予約時にご
希望のプランの空きがない場合もあります。
宿泊日の5日前までに申請手続きを済ませてください。

6 クーポンを使って予約（本予約）
7 宿泊

さらに補助が
受けられます
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利用申請ボタンを
押す

3 および ■
5 で申請する泊数は実際の泊数に関わらず1泊で申請し
※2 泊以上の宿泊であっても■
6 の本予約で実際の泊数を入力して予約を完了してください。
てください。■
ただし、連続した利用日でのトラベル利用補助のご利用は、宿泊数に関わらず1回となります。
※クーポン金額を差し引いた宿泊料金（本人負担額）は、クレジットカードまたは現地決済に
てお支払いください。
※ご 予約をキャンセルしたいときは、サイトより宿泊予約をキャンセルしたうえで、トラベル補
助の「取り消し申請」を行ってください。
申請方法は、たびゲーターサイトでご案内しています。

