
富士通
健保組合からのお知らせ

富士通健保組合加入のみなさま 　　  平成 25 年 8月
富士通健康保険組合

いつも当健保組合直営保養所をご利用いただき、誠にありがとうございます。
今般、直営保養所の運営が直営から外部業者による運営に変わりますのでご案内いたします。現在、直営保養所は7施設あり、

利用人員は約4万人、稼働率約50％で推移していますが、平日の稼働が30％以下であり、健康づくり教室などの開催や平日割引を行うなど、平日
の利用促進を図ってきましたが、思うように伸びない状況です。更に、建物、設備の老朽化による補修や、備品の更新など、設備保守費用の増加
により、収支の改善が進まない状況が続いています。また、当健保組合の財政状況も医療費や拠出金の増加により、厳しい状況が続いており、経
費削減、医療費の適正化に向けた施策が急がれています。
一方、被保険者のみなさまに行ったアンケート調査では、保養所は半数強の方が利用しており、保養所を利用したことがないと答えた方の約8割
の方が、機会があれば利用したいと答えています。また、保養所を利用されている方は、ほぼ全員満足していると回答しております。まとめると
次の通りとなります。

以上のことから、保養所を維持しながら更なる効率的な運営と経費削減を進めるため、外部業者に運営を委託することにいたしました。

現状のスタイルでは
収支の大きな改善は

望めない。

利用者数が頭打ちではあるが、
料金設定や予約の取り易さなど
で利用者増が見込める。

保養所を利用した方の
満足度が高い、

また維持を望む声も多い。

厳しい健保財政の中、
一層のコスト削減が

必要。

株式会社イーウェル（以降、イーウェル）：大手企業を中心
に福利厚生に関する各種業務代行サービスを提供して
いる東急グループの会社です。

2013年10月1日から保養所の運営が
「株式会社イーウェル」に変わります。

ヴィラ那須 ヴィラ勝浦 ヴィラ伊豆 ヴィラ志摩 軽井沢荘 淡路荘 湯布院荘予約受付含む運営を
イーウェルが行います。

※飯綱総合センター・沖縄コンドミニアム…今回の運営委託の対象ではありません。予約業務のみイーウェルが行います。

外部運営の
主な変更点は
右の通りです

※詳しい内容は富士通健保組合ホームページをご覧ください。

変更内容

背　景

概　要

・料金体系…… 従来はヴィラ系・従来系（○○荘）と料金体系が異なっておりましたが、7施設すべて一律料金となります。
・予 約 先…… 外部運営先であるイーウェルのシステムである「WELBOX」を利用します。
・利用対象者… 富士通健保組合のみなさまと、空きがある場合イーウェルの福利厚生サービス「WELBOX」会員が利用します。

また、イーウェルが運営している保養所（箱根、草津、蓼科など現在6施設）も新たに利用することができます。

直営 外部業者から

保養所の運営が

変　更　前 変　更　後

富士通健保組合員のみ利用
対象者

富士通健保組合員と、「WELBOX」会員が新たに利用対象となりま
す。ただし、富士通健保組合員のみなさまの予約については、先
行予約を設けております。
詳しくは裏面の「予約スケジュール」をご覧ください。

利用料金
7施設いつでも下記の料金で宿泊できます!

「1泊2食付」または「1泊朝食付」2プランのみのご用意となります。

※素泊り利用はなし。
※那須・伊豆・湯布院は別途入湯税を徴収します。
※小学生未満（幼児）は無料。幼児の寝具利用及びお食事は有料。
　寝具利用料：1,050円（税込）、夕食2,100円（税込）、朝食1,050円（税込）
※1名利用の場合は、別途シングル利用料として上記宿泊料に1,575円（税込）加算。

現行名称に加え、外部利用者向けに「リフレッツ○○」という名
称が付加されます。

ヴィラ那須／ヴィラ勝浦／ヴィラ伊豆／ヴィラ志摩
軽井沢荘／淡路荘／湯布院荘

ヴィラ系と従来系（○○荘）で料金体系が異なり、その他平日
割引、トップシーズン加算など、複雑な料金体系でした。

利用例1）
ヴィラ系保養所の4名部屋を大人2名・1泊2食付
で利用した場合
  大人1名料金 被保険者／被扶養者 7,455円（税込）
 親族区分 8,505円（税込）
 その他区分 10,605円（税込）

利用例2）
従来型保養所（○○荘）を1泊2食付で利用した場合
  大人1名料金 被保険者／被扶養者 5,355円（税込）
　 親族区分 6,405円（税込）
　 その他区分 8,505円（税込）

施設名称

1泊朝食付（税込） 大人

8日前まで 7日～前日 当日 無連絡不泊

無料 20% 80% 100%

子供（小学生）
被保険者／被扶養者
2親等以内親族 4,200円 3,150円

その他（同行者） 7,350円 5,775円

1泊2食付（税込） 大人 子供（小学生）
被保険者／被扶養者
2親等以内親族 6,825円 5,250円

その他（同行者） 9,975円 7,875円

キャンセル料

利用日の2週間前同曜日
17：00 ～

1人500円（1泊）

利用日の前々日
17：00 ～

宿泊代及び食事代の全額

キャンセル料

による運営に変ります
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変　更　前 変　更　後
 【フロント】 チェックイン 15：00～
 チェックアウト 10：00まで

 【食事時間】 夕食 18：00～20：30
 朝食 7：30～ 9：00

【フロント】 チェックイン 15：00～
 チェックアウト 10：00まで
 （施設によっては16：00～）
【食事時間】 夕食 18：00～20：00
 朝食 8：00～ 9：00

電話 ： WELBOXセンター【富士通専用ダイヤル】0120-422-290
 営業時間／10：00 ～ 21：00 全日（年末年始除く）
 ※予約オペレーターへ　 　　　　　　　　　　　　　を
 　お伝えください。

オンライン： 富士通健保組合ホームページより
  WELBOX予約専用サイトへログイン

※研修利用についてはリフレッツ予約センター
　0570-057-009へご連絡ください。※オンライン予約不可

電話 ： 富士通健保組合保養所予約センター
 営業時間／平日（月～金）9：00 ～17：00
 （土日・祝日等は除く）

オンライン ：富士通健保組合保養所ホームページ
より予約

フロント・
食事時間

予約
受付先

抽選：受付期間　利用月の3ヶ月前1日～20日
　　　結果発表　利用月の3ヶ月前21日～末日
随時：受付開始　利用日の2ヶ月前同日分～

例）12月利用分
（抽選受付：9/1～20、抽選発表：9/21～ 30、随時受付：10/1～）

抽選：受付期間　利用月の3ヶ月前1日～20日
　　　結果発表　利用月の2ヶ月前の10日
随時：受付開始　利用月の前月1日（第1営業日）～

例）12月利用分
（抽選受付：9/1～20、抽選発表：10/10、随時受付：
11/1 ～）

予約
スケジュール

9月 10月 11月 12月

20日まで
抽選期間

◎10日発表 随時予約
開始

－

9月 10月

特定日

11月 12月

特定日
以外

1日～ 20日
抽選申込み期間

◎21日～末日
　　　　発表
（富士通健保組合のみ）

富士通健保組合　随時予約　開始
※随時予約については利用日2ケ月前の同日分～

富士通健保組合・WELBOX会員　随時予約開始　
※随時予約については利用日2ヶ月前の同日分～

WELBOX会員　随時予約開始

現行より1ヶ月早く
随時予約が

スタートいたします!

会員番号（3175+保険証番号）

特　定　日：GW、7/21 ～ 8/31、年末年始、土曜日、3連休の初日・2日目 など
特定日以外：上記以外全日

移行時の取扱い ご予約・キャンセル・変更等

新たな予約窓口について

変更内容

休館日

富
士
通
健
保
組
合
対
応

イ
ー
ウ
ェ
ル
対
応

8/1 9/28/20 10/1 10/6 10/11

保養所予約センター・インターネット予約

※11月分の抽選受付は保養所予約セ
ンター、インターネット予約にて受
付します。  受付期間➡8/1～ 8/20

※9/30宿泊分までの予約・変更・キャンセル等は富士通健保組合保養所予約センター、
　インターネット予約にて受付します。

新たな予約窓口（9/2～受付開始！）

※イーウェル運営開始日である10/6・11宿泊分以降の予約・変更・キャンセル等は
　新たな予約窓口にて受付します。

休館日
ヴィラ那須

ヴィラ勝浦

ヴィラ伊豆

ヴィラ志摩

軽井沢荘

淡路荘

湯布院荘

10/6 イーウェル運営開始
軽井沢荘 淡路荘 湯布院荘ヴィラ那須

10/11 イーウェル運営開始
ヴィラ伊豆 ヴィラ志摩ヴィラ勝浦

※12月分（年末年始まで）の抽選受付は、新たな予約窓口（インターネット・申請書）にて受付します。
　受付期間➡9/2～ 9/20 
※組合員のみなさまの予約が取りづらくならないよう「先行予約」を設けています。

富士通健保組合　保養所予約センター
電話：044-738-3015（営業時間：平日9：00 ～17：00）

富士通健保組合保養所予約センターの業務は9月30日（月）17時
をもって終了させていただきます。

問
合
せ
先

富士通健保組合ホームページから「WELBOX」予約専用
サイトへログインしてください。
ログインする際は、「会員番号（3175＋保険証の番号）」
「パスワード（生年月日）」が必要です!

WELBOXセンター［富士通専用ダイヤル］
電話：0120-422-290
※予約オペレーターへ
　「会員番号（3175＋保険証の番号）」
をお伝えください。

リフレッツ予約センター
電話：0570-057-009

会員番号

パスワード

健康保険証の
「番号」を入力

西暦8ケタを入力
例）1980年5月1日→19800501

3 1 7 5
生年月日

保険証の番号

インターネットで
予約される場合

電話で
予約される場合

社内研修を
予約される場合

　新たな予約窓口に
ついては

下記をご覧ください。
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企業が所有する保養所を一般の方にもご利用いただけるサービスです。 

当健保組合保養所に加え、㈱イーウェルが直営している「リフレッツ倶楽部」の 

宿泊施設（計6施設）も新たにご利用いただくことが出来ます！ 

さりげないサービスで感じる解放感と満足感 

美味しい料理、くつろぎのお部屋、どれをとってもご満足いただける、 

ワンランク上のひと時をお楽しみください。 

サービスはカジュアルなイメージ。さりげない心遣いで、豊かな解放感と 

満足感を感じていただけます。 

利用料金 ＊契約保養所補助対象にはなりません。 

予約方法 ＊9月2日（月）～予約開始！｛10月1日（火）宿泊分より対象｝ 

さ ら に ！ 

リフレッツ伊豆高原 リフレッツ大山（鳥取県） リフレッツ草津 リフレッツ箱根仙石原 

リフレッツ倶楽部とは？ 

施設紹介 ＊計6施設 

大人（中学生以上） 

※支払いは現金のみとなります（クレジットカード利用不可） 
※富士通トラベランスの旅行券の利用は出来ません。 
※時期によって料金が異なります。 
※施設によっては別途入湯税を徴収します。 
※小学生未満（幼児）は無料。幼児の寝具利用及びお食事は有料。 
 寝具利用料1,000円/泊、夕食2,000円/食、朝食1,000円/食 

料理人こだわりの絶品料理に充実のハイクオリティ 

安心と信頼の管理だからこそ快適空間を実現 

安全管理や清掃など、基本的な管理は徹底的に。 

たからこそ、心からの安らぎを感じながらお過ごしいただけます。 

お一人様 
1泊2食付 
（税別） 

インターネットで 
予約される場合 

9/2～受付開始！ 

電話で 
予約される場合 

富士通健保組合ホームページから「WELBOX」予約 
専用サイトへログインしてください。 
ログインする際は、「会員番号（3175＋保険証の番号）」 
「パスワード（生年月日）」が必要です！ 

ＷＥＬＢＯＸセンター 
［富士通専用ダイヤル］ 
 電話：0120-422-290 
 ※予約オペレーターへ 
「会員番号（3175+保険証の番号）」 
 をお伝えください。 会員番号 

パスワード 

3175 保険証の番号 

生年月日 

リフレッツ蓼科 

子供（小学生） 

7,500円～ 

5,500円～ 

予約スケジュール 

＊随時予約のみ（抽選予約はございません） 

＊宿泊日の３ヶ月前同日分～随時予約開始！ 

美味しい 

料理 
× 充実の 

サービス 

お手ごろ 

価格 
× 

リフレッツ箱根強羅 

西暦8ケタを入力 
例）1980年5月1日→19800501 

例）12月24日に利用したい場合 
  ･･･9月24日から予約開始 

（宿泊日） 
12/24 

（1ヶ月前） 
11/24 

（2ヶ月前） 
10/24 

（3ヶ月前） 
9/24 

予約開始 



カテゴリ ご質問 ご回答

委託関係

何故、運営を外部委託するのですか？ 健保財政の悪化により、経費削減が急務であり、外部業者に委託することで
効率的な運用と経費削減を行うためです。

委託関係

サービスは低下しませんか？ サービスが低下しないよう従業員一同努めます。

委託関係

外部の利用者はどうのような人が対象になりますか？ WELBOX会員が利用可能になります。
※WELBOX会員とは、委託先が運営する福利厚生サービスの会員になりま
す。
誰でも利用できるわけではありません。

委託関係

委託会社はどのような会社ですか？ 大手企業を中心に福利厚生に関する各種業務代行サービスを提供してい
る、東急グループの会社です。

委託関係

富士通健保加入者やOBは、WELBOX会員になるのですか？ WELBOX会員にはなりません。
富士通健保は、WELBOXの予約システムを利用するだけで、会員扱いではご
ざいません。

委託関係
富士通の保養所以外にどのような施設が利用できるのですか？ 委託業者が運営している「リフレッツ倶楽部」の施設が利用できます。

現在、6施設[草津、箱根（2か所）、伊豆、蓼科、大山（鳥取）]になります。

委託関係

「リフレッツ倶楽部」の料金はいくらですか？ 料金は、大人（中学生以上）7,500円～、子供（小学生）5,500円～になります。
なお、契約保養所補助対象にはなりません。また、「リフレッツ倶楽部」はクレ
ジットカード並びにトラべランス旅行券のご利用はできません。現金のみとな
りますので、ご注意ください。(富士通健保保養所は今までどおり、クレジット
カード並びにトラべランス旅行券がご利用いただけます）

委託関係

トラベランス旅行券は使えますか？ 富士通健保の保養所（那須、勝浦、伊豆、志摩、軽井沢、淡路、湯布院）は
今まで通りご利用できます。
新しく加わる「リフレッツ倶楽部」の施設、現在、6施設[草津、箱根（2か所）、
伊豆、蓼科、大山（鳥取）]はトラベランス旅行券を利用する事はできません
のでご注意ください。

委託関係

クレジットカードは使えますか？ 富士通健保の保養所（那須、勝浦、伊豆、志摩、軽井沢、淡路、湯布院）は
今まで通りご利用できます。
新しく加わる「リフレッツ倶楽部」の施設、現在、6施設[草津、箱根（2か所）、
伊豆、蓼科、大山（鳥取）]はクレジットカードを利用する事はできませんので
ご注意ください。（現金のみの精算となります）

予約

移行時（予約、キャンセル、変更等）の取り扱いはどうなりますか？ 〈富士通保養所予約センターで対応する内容は以下となります〉
※2013年9月30日（月）17：00をもちまして、業務終了となります。
・2013年11月抽選分申込み
・2013年8月1日～9月30日宿泊分までの随時予約、変更、キャンセル

〈新たな予約窓口で対応する内容は以下となります〉
※2013年9月2日（月）10：00より受付開始
・2013年12月抽選分申込み
・2013年10月1日からの随時予約、変更、キャンセル
・2013年10月抽選に当選された方のプラン等の詳細入力

予約

予約が取りにくくなりませんか？ 富士通健保加入者、OBの方は、優先的に予約できるため、予約が取りにくく
なることはございません。
■抽選予約は富士通健保加入者、OBの方のみ対象になります。
■随時予約については、特定日（GW、7/21～8/31、年末年始、土曜日、3連
休の初日・2日目）は、1か月間富士通健保加入者、OBの方のみ対象となりま
す。
但し、特定日以外は外部の方も同じ条件での予約になります。

予約

予約受付期間はどうなりますか？ 〈抽選予約の場合〉
　受付期間　利用月の3ｹ月前１日～20日
　結果発表　利用月の3ｹ月前2１日～末日
　※発表が現行より早くなります。
　
〈随時予約の場合〉
　受付期間　利用月の2ｹ月前同日分
　※現行より1ｹ月早くなります。

予約

新たな予約窓口はいつから受付可能ですか？ 9月2日より新たな窓口にて受付可能になります。
対象は12月分の抽選予約と、10月の随時予約となります。
（なお、11月の随時予約は、富士通での抽選予約前になるため、移行時の個
別取り扱いとして、9月は11月の随時予約はできません。11月の随時予約は
10月からとなります。）

予約

沖縄コンドミニアムもオンライン予約はできますか？ 新しい予約システムから、オンライン予約が可能になります。

予約

連泊は今まで通り2泊までですか？ 富士通健保の保養所（那須、勝浦、伊豆、志摩、軽井沢、淡路、湯布院）並び
に沖縄コンドミニアムは今まで通り、2連泊までとなります。飯綱総合センター
も今まで通り3連泊までとなります。
「リフレッツ倶楽部」の施設は6連泊する事が出来ます。

予約

抽選申込書がほしいのですが、どこから入手できますか？ オンラインをご利用いただける方は、WELBOX予約専用サイトのトップページ
最上部の「利用申込書」より印刷いただけます。オンラインをご利用いただけ
ない方はWELBOXセンターへお電話ください。FAX又は郵送にてお送りさせて
いただきます。

予約

抽選予約は１人何回まで申し込めますか？ 抽選予約は利用者の公平性を図るため、１抽選期間中、1人に付き１予約ま
でとなります。但し、１予約につき、第1希望～第3希望まで申し込みが可能に
なります。

保養所運営委託Q＆A
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予約

団体で利用したいのですが、最大何名まで予約できますか？ 〈抽選予約の場合〉
利用者の公平性を図るため、1予約につき最大14名（6室）までご予約いただ
けます。15名以上でのご予約を希望する場合は、随時予約にてご予約くださ
い。

〈随時予約の場合〉
1予約につき最大14名（14室）までご予約いただけます。15名以上でのご予約
を希望する場合は、複数回に分けてご予約ください。但し、同一日に複数施
設をご予約することはできませんのでご注意ください。

予約

キャンセル料はいつから発生しますか？ ご利用日の7日前からキャンセル料が発生いたします。キャンセルをする場
合、少なくともご利用日の8日前までにキャンセルください。
但し、飯綱総合センターと沖縄コンドミニアムについては、これまでのキャンセ
ル料ルールと同様、ご利用日の2週間前からとなります。

予約

大人1名 子供（小学生）1名で１室利用はできますか？ ご利用は可能ですが、オンライン予約ではそのように入力できませんので、
直接WELBOX予約センターへご連絡いただきますようお願いいたします。

予約

随時予約はいつまで申し込めますか？ 土曜日・祝前日のご予約の場合、前日の正午までご予約を受付けておりま
す。平日については、ご利用日の3日前の17：00までとなります。

食事

食事メニューで、追加食はありますか？ 食事メニューの追加食はございません。季節によってグレードアップ食（通常
食＋1500円ｏｒ2000円程度）をご用意する場合がございます。（夏季繁忙期6
月、7月、8月は通常食のみとなります）

宿泊

素泊まりはできますか？ 素泊まりはできません。1泊2食または、1泊朝食付プランになります。

宿泊

1泊目を「1泊2食付プラン」2泊目を「1泊朝食付きプラン」で予約したいのです
が可能ですか？

１予約では宿泊日ごとにプランを変更してのご宿泊はできません。但し、２予
約に分けてご予約いただければ、プランを変えてのご宿泊は可能です。

宿泊

連泊時にお部屋を変えての宿泊は可能ですか？ １予約で宿泊日ごとにお部屋を変えてのご宿泊はできません。
2予約に分けてご予約いただければ、お部屋のタイプを変えてのご宿泊は可
能です。

宿泊

同行者（富士通健保加入者、OB以外）だけで宿泊は可能ですか？ 申し訳ございません。
組合員の保養を目的とした施設になりますので、同行者（2親等以外）の方の
みでのご宿泊はできません。

宿泊

1人で利用する場合の料金はどうなりますか？ １名利用の場合は、別途シングル利用料として1人1,500円を追加で頂戴いた
します。

宿泊

料金の割引はありますか？ ございません。

宿泊

お風呂は何時まで入れますか？ 全施設チェックイン～夜の23：00までとなります。
ただし、飯綱総合センターと沖縄コンドミニアムについては、これまでと変わり
ません。

研修

研修利用の申し込み方法を教えてください。 ・2013年9月2日(月）以降に研修をお申込みをする場合は、リフレッツ予約セ
ンター（0570-057-009）へお電話ください。（オンライン予約はできません）

・2013年8月30日（金）までに研修をお申込みする場合は、富士通健康保険組
合
保養所予約センター（044-738-3015）へご連絡ください。

・2013年8月1日現在、既に研修をご予約いただいている場合は、富士通健康
保険組合予約センターから別途ご連絡させていただきます。


