
◆日　　時／平成28年11月20日（日）
6:15発 ⇒ 相良牧之原IC ⇒ 《東名高速ほか》 ⇒ 京都東IC ⇒ 日吉大社 もみじ祭り 11:00 〜
12:00 ⇒ 京都東IC ⇒ 瀬田西IC ⇒ 叶 匠寿庵・寿長生の郷（昼食・お茶席付き）12:45 〜 
15:30 ⇒ 南郷IC ⇒ 《東名高速ほか》 ⇒ 相良牧之原IC ⇒ 19:50頃着

◆募集人員／40名（最小催行人数25名）
◆参 加 費／会員 7,900円、登録家族 8,900円、一般 11,800円
　　　　　　＊参加費の内訳は、交通費、昼食代、拝観料、保険料等です。
◆申込締切／10月24日（月）
※締切後に企画旅行社から、ご案内が届きます。
　なお、参加費は旅行社への支払いとなります。

第 6 8 号会 　 報

共済会だより
発行　平成28年10月１日　事業所数560　会員数2,803名（平成28年９月１日現在）

＊会員・登録家族・一般の方が対象です。(一般の方のみ
の参加は出来ません。)

＊先着順（定数になり次第締切り、キャンセル待ちとなります。） 
＊先着に漏れキャンセル待ちの場合は、事務局からご連絡します。
＊出発時間・行程等は予定です。

に記入し、事務局窓口へ（FAX・郵送可）
「事業参加申込書」様式第１８号（ご利用ガイドブック＆ＨＰ掲載）

参加者募集

◆日　　時／平成28年11月26日（土）　深夜帰り
8:30発 ⇒ 吉田IC ⇒ 《東名・新東名・首都高速》 ⇒ 東京駅丸の内新丸ビル前 12:00頃 ⇒ 都内
フリータイム ⇒ 東京駅丸の内新丸ビル前 17:30 ⇒六本木ヒルズ夜景見学 18:00 〜 20:00 
⇒ 《首都高速・東名》 ⇒ 吉田IC ⇒ 23:45頃着
※東京駅から六本木ヒルズへはバス移動　※六本木ヒルズ20:00集合でも可！

◆募集人員／25名（最小催行人数20名）
◆参　加　費／会員・登録家族 3,500円、一般 7,500円
　　　　　　＊参加費の内訳は、交通費、保険料等です。
◆申込締切／10月25日（火）
※締切後に企画旅行社から、ご案内が届きます。
　なお、参加費は旅行社への支払いとなります。

　◎ インフルエンザ予防接種補助申込の受付開始　10月3日 ・・・ ５ページ
　◎ お食事チケットの優待券配付のご案内 ・・・・・・・・・・・ ７ページ
　◎ クリスマスケーキ購入申込の受付開始　11月7日 ・・・・・・ ８～９ページ

※ 今月号の掲載お知らせ！！

＊昼食＋お茶席！
＊写真はイメージです！

＊写真はイメージです！

“日吉大社もみじ祭り”と“叶匠寿庵 寿長生の郷”昼食とお茶席＆散策

東京フリー・六本木ミッドタウンイルミネーション見学

１

２

旅行社 ： 吉田観光 ㈱

旅行社 ： ㈱アンビ・ア ツアーズ

発行：榛南地区勤労者共済会／牧之原市静波1771-5　TEL 0548-22-9671・FAX 0548-22-9672　窓口：平日 9:00 ～ 17:00
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◆日　　時／平成28年12月18日（日）　日帰り
掛川駅 8:06発 ⇒ 静岡駅 8:22発 ⇒ 東京ディズニーランドまたはディズニーシー(約８時間滞在) ⇒ 静岡駅 
21:01着⇒ 掛川駅 21:16着
＊列車時刻は、変更される場合があります。参加決定者へは、申込締切後に詳細をお知らせします。

◆募集人員／50名
◆参　加　費／

＊小学生以上の方の参加費には、夕食のお弁当代
　（シュウマイ弁当、お茶付き ＠900円）が含まれます。

◆その他の事項／
・この企画は、ディズニーランド、ディズニーシーどちらかへの入場となりますので、申込書へ明記してくだ

さい。　なお、夜のパレードはご覧になれません。
・４才以上の幼児の参加費には、ＪＲ運賃・料金が含まれていません。座席を希望される場合は小学生の参加

費となります。
・４才未満の幼児も参加できますが、座席を希望される場合は、3,300円、座席がいらない場合は、保険料と

して＠200円が必要となります。
・参加費には、入園料と静岡駅〜舞浜駅の往復交通費が含まれます。
・ＪＲ掛川駅の利用は、大人 2,500円・小学生 1,300円の追加料金がかかります。
・ディズニーシー希望の方は、モノレール代が別途必要となります。
◆申込締切／11月18日（金）
※参加費は旅行社への支払いとなります。

◆日　　時／平成28年12月17日（土） 10:00 〜（２時間程度）
◆場　　所／牧之原市静波コミュニティー防災センター１階
◆募集人員／25名
◆参 加 費／会員・登録家族 3,500円、一般 5,200円
　　　　　　＊参加費の内訳は、材料費、講師料、保険料等です。
◆持 ち 物／エプロン、花ばさみ、ビニール手袋、新聞紙
◆申込締切／11月25日（金）

◆日　　時／平成29年１月15日（日）　日帰り
6:00発 ⇒ 吉田IC ⇒ 《東名･新東名・R52・中部横断道･中央道･長野道・上信越道》 ⇒ 長野IC ⇒ 料亭「萬佳亭」 

（昼食・展望レストラン）＝信州「善光寺」（初詣・門前町散策） 12:30 〜 14:40 ⇒小布施（自由散策） 15:15 〜 
16:30 ⇒ 長野IC ⇒ 《東名他》 ⇒ 吉田IC ⇒ 22:45頃着

◆募集人員／40名（最小催行人数25名）
◆参 加 費／会員 7,900円、登録家族 8,900円、一般 11,800円
　　　　　　＊参加費の内訳は、交通費、昼食代、保険料等です。
◆申込締切／11月30日（水）
※締切後に企画旅行社から、ご案内が届きます。
　なお、参加費は旅行社への支払いとなります。

新幹線で行く「東京ディズニーリゾート」(県内共済会合同事業)

セミナー　「お正月用寄せ植え」（室内用）

初詣「遠くとも一度は参れ善光寺！日帰りで行く善光寺」&「栗と北斎と花のまち・小布施　散策」

３

４

５

旅行企画・実施 ： ㈱ヤマハトラベルサービス

旅行社 ： ㈱静岡旅の企画室

区　分 会　員 登録家族 一　般
大　人 10,400円 11,800円 17,000円
中高生 　

　

11,100円 16,100円
小学生 7,200円 10,500円

４才以上 3,600円 5,300円

入園料・新幹線
代・保険料含む

＊写真はイメージです！
＊花の種類は変わります。

＊写真はイメージです！
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33名参加

21名参加

６月新緑のパワースポット「高尾山」と「うかい鳥山」の昼食

セミナー“体験してみよう『太極拳』”

７月「名古屋港水族館」バックヤードツアー

企画事業報告（平成28年５月〜７月実施分）

６/５
（日）

5/11（水）

〜

7/21（木）

７/30
（土）

《新規加入事業所紹介》 （平成28年６月〜平成28年８月)　期間中 ２事業所が入会！

　お知り合いの事業所、商店を是非ご紹介ください。会員が増える
ことにより、充実した事業を行うことができます。ご連絡いただ
ければ、共済会事務局員がお伺いして説明させていただきます。

連絡先：共済会事務局　TEL 22－9671

未加入事業所を
ご紹介ください！

全10回開催
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ステップツアー　STEP TOUR

ロマンスツアー

旅行企画・実施　　静岡県知事登録旅行業第2-277号・全国旅行業会正会員

㈱静岡旅の企画室 相良店　☎0548−52−5111㈹
小笠店　☎0537−73−8111㈹

旅行企画・実施　　静岡県知事登録 旅行業第2-202・全国旅行業協会会員

中部日本トラベル㈱ 静岡県牧之原市波津３丁目１番地
TEL：0548-52-3315　旅行業務取扱管理者 名波 直樹

■乗車場所 お近くでご乗車できます。

■出発時間 後日連絡致します。

■宿泊ホテル 南房総・鴨川温泉　ホテル三日月　☎04-7095-3111

11/27
㈰

各地（出発）=最
8:00
寄IC=《東名・首都高速湾岸・東京湾アクアライン/海

12:00〜13:20
ほたる（自由昼食）・圏

央道》=木更津東IC＝養
14:30〜15:30
老渓谷（散策）＝南房総・鴨

16:20頃
川温泉（泊）

11/28
㈪

ホ
9:00

テル＝《鴨川道路・房総スカイライン・東京湾アクアライン・首都高速》＝【築地場
11:30〜15:00

外市場〜 

銀座〜東京駅/界隈フリータイム】＝《首都高速・東名》＝最寄
18:30頃

IC＝各地

※上記の行程及び時間は予定であり、天候、道路状況、現地事情等の理由により、多少変更する場合があ
りますので、予めご了承下さい。

※申し込み人員に減員が生じた場合は下記のように取り消し料がかかります。ご注意下さい。
出発日の前日から起算して 前日 当日 開始後15日から７日まで 白帆ね

旅行代金の20％ 旅行代金の30％ 旅行代金の40％ 旅行代金の50％ 全額

※旅行取消料

出発日の前日から起算して 10日前から８日前 ７日前から２日前 前日 当日 開始後
20％ 30％ 40％ 50％ 全額

旅クラブツアー

㈲旅クラブ
静岡県知事登録　旅行業第2-423号（社）全国旅行業会会員
静岡県牧之原市大沢1丁目73番地　〒421-0526　
TEL0548-52-2756　総合旅行業務取扱管理者／河原崎　章

１日目
発
7:00

地＝東名高速・圏央道・関越自動車道＝上
12:00〜12:45
里SA（自由食）＝塩沢石打IC＝三国街道、塩沢

宿 牧
14:30〜15:15

之通り散策（案内人付）＝六日町IC＝関越自動車道＝小出IC＝大
16:30

湯温泉（泊）

２日目
大

8:30
湯温泉＝奥只見シルバーライン＝紅

10:00〜10:40
葉名所100選、奥只見湖遊覧船 秘

（40分間）
境クルーズ＝魚沼、 

深
12:00〜13:00
雪の里（昼食）＝小出IC＝関越自動車道・圏央道・東名高速＝発

19:30
地

■日　程 10月22日㈯〜23日㈰、10月28日㈮〜29日㈯

※バス車内は、シートベルトの着用が義務付けられています。安全の為に必ず着用願います。

※交通費・宿泊費（１泊２食付）・昼食費１回・遊覧船乗船料・旅行傷
害保険（集合地〜集合地の補償）・消費税 含みます。

※宴会時、酒 又 ジュース１本付・カラオケサービス
※１日目の昼食は自由食となります。
※最少催行人数30名
※10月22日㈯発は2,000円増となります。

■乗車場所 旧相良町商工会 = 榛原観光センター = 小山城観光バス駐車場

■時　間 後日御連絡致します。 ■最少催行人数 23名

■日　程

日
　
程

発
7:50〜8:20

地 = <高速> = <富士スカイライン> = 富士山新五合目（散策）＝<南富士エバーグリー

ンライン>＝御殿場高原ビール（地ビール飲み放題、食べ放題の昼食）＝秩父宮記念公園（秩父

宮殿下がご使用になられた防空壕見学）＝御殿場えびせんべいの里（ショッピング） = <高速> =  

発
17:50〜18:20

地着予定　　※富士スカイライン閉鎖時は富士山新五合目が浅間大社に変更になります。

■コース

10月15日㈯、23日㈰、30日㈰

（交通費・昼食代・旅行傷害保険含）
■旅行代金 お一人様 12,000円

■出発日 11月27日㈰

・ご希望のコースを選んで、「事業参加申込書」に記入して、 
共済会事務局へお申し込みください。（FAX可 22–9672）

　お申し込み後は、各々の旅行会社から連絡があります。

ご予約お申し込み方法

・キャンセル料等の条件は、すべて旅行会社が定める内容
となりますのでご了承ください。

おすすめツアーに共通する注意事項

会員と登録家族の旅行代金
◆会員　表示金額の20％引きの料金（但し、割引額上限4,000円）
◆家族　表示金額の10％引きの料金（但し、割引額上限2,000円）

会員・登録家族のみなさんに、割引価格で旅行をお楽しみ
いただくツアーのご案内です。なお、割引対象は、各号掲
載ツアーの中から１回となりますのでご了承ください。

紅葉の富士山麓と

地ビール飲み放題！食べ放題！

御殿場高原ビール『麦畑』

+オレンジツアー

観光庁長官登録旅行業第153号日本旅行業協会（ＪＡＴＡ）会員

【企画・実施：静鉄観光サービス】

静鉄観光サービス㈱
〒426-0067　藤枝市前島1-2-1　オーレ藤枝3階
TEL 054-634-1203　FAX 054-636-9000
総合旅行業務取扱管理者：増井 博昭　担当者：柴山 真一

アンビ・ア倶楽部

静岡県焼津市栄町2-2-21　〒425-0027　TEL 054-620-7725    FAX 054-620-7726
観光庁長官登録旅行業　第一種　第638号　総合旅行業取扱管理者　高橋泰久　石坪和則

旅行企画･実施　株式会社アンビ・ア　アンビ・ア  ツアーズ

鉄板焼きコースランチと
　　　谷汲山華厳寺・食べ歩き

◆国内旅行
　取消料

旅行契約の
解除日

出発日の前日から起算して
前日 当日 旅行開始後

又は無連絡不参加10日前から8日前 7日前から2日前
日帰り旅行 申込金 30％ 40％ 50％ 全額

◆お問合せ・お申込みは下記まで
○本店営業部（葵区追手町2-12） TEL054-251-6415
○新静岡プラザ店（葵区追手町本社内） TEL054-252-4193
○清水支店（しずてつストア草薙店となり）TEL054-349-7201
○富士営業所（富士市柚木203-1） TEL0545-64-7111

各営業所共に日曜・祝日・休業　営業時間9：30 〜 17：30
◎藤枝支店（藤枝駅南口オーレ藤枝3階） TEL054-634-1201
○掛川支店（掛川市駅前4丁目） TEL0537-24-4991
○袋井営業所（袋井市方丈1-5-7） TEL0538-44-4191

◆この旅行は下記条件（抜粋）および当社「募集型企画諸候約款」によります。詳しい旅行条件を説明し
た書面をお渡し致しますので事前にご確認のうえお申込みください。◆旅行代金には消費税が含まれます。
◆運輸機関の都合により行程及び旅行代金に変更が生じる場合がございます。◆お申込み後、お客様の
都合により旅行を取り消される場合は、下に定める取消料を申し受けます。

（お申込前に必ず
 お読みください）

ご案内

日
程

掛川車庫(6:30)＝菊川ＩＣ駐車場(6:45)＝吉田IC入口バス停(7:00)＝焼津駅北口(7:20)＝静岡駅南口スルガ銀行前
(7:55)＝清水駅東口(8:25)＝富士ＩＣ(9:10)＝＝東京競馬場(11:30-16:15)＝＝東名高速＝＝静岡駅(19：45)＝静岡各地

競馬場の指定席をお持ちの方は、11:00到着を確約出来ませんので予めご了承下さい。
※初心者大歓迎！　車中にて初心者の為の競馬講座開催、馬券の買い方ご案内します。
■旅行代金は往復のバス代と旅行傷害保険、入場料のみ。食事代は各自負担です。添乗員同行。
■募集人員 ４０名様 （最少催行人員 ３０名様）※但し、定員になり次第、締め切りとさせていただきます。
■小人（４才～小学生）500円引き。20才未満のひとり参加はお受けできません。（この旅行は2016年８月23日改訂の資料に基づきます）

■旅行日　10月11日（火）・14日（金）
24日（月）・◆29日（土）
◆11月５日（土）・８日（火）
17日（木）・22日（火）・◆27日（日）

◆印■旅行代金 13,800円　　14,400円
※食事…昼1回

小人500円引

日帰り

日
程

各地（静岡 7:10 〜焼津 7:45）＝関ヶ原（昼食、鉄板焼きコースランチ）＝谷汲山華厳寺（参拝、

谷汲山せんべい、谷汲満願おでんの食べ歩き）＝（焼津 18:20 〜静岡 18:50）各地

※谷汲山の紅葉見頃の時期は11月上旬〜下旬となります。

※このコースは清水・中島・吉田からの乗車場所はありません。

■旅行代金

4〜5名1室 32,800円

3名1室 33,800円

2名1室 35,800円

（お一人様）

紅葉の旅 おすすめイチオシ

奥只見湖 秘境クルーズ

秋の『養老渓谷』おしゃれに銀ブラ♪

2,000m級の山々に囲まれた大自然を湖上より望む約40分間の秘境クルーズ

秋の味覚どど〜んと10種類のお土産付き！
①松茸２本　②伊吹高原牛ステーキ１枚約100g
③さつま芋・じゃがい芋・さと芋のセット約１kg　④焼き栗約100g
⑤よもぎ麩　⑥焼き芋寒天　⑦ひと口柿ようかん　⑧とちの実せんべい

■旅行代金

4〜5名1室 28,800円

3名1室 30,800円

2名1室 33,800円

（お一人様・1泊2食・交通費・観光費・旅行傷害保険含）

新企画!!
１名様に

旅の企画室旅行券

“10,000円”
プレゼント！

秋の競馬ツアー

歴史的大一番！ジャパンカップ

■旅行日　11月27日㈰　日帰り
■旅行代金 お一人様  7,200円（入場料込）

お申込金 1,000円

＊写真はイメージです
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10月3日㈪〜 10月21日㈮

1. まず最初に
　 　　　参加申込を！

申込期間
10月3日㈪

↓
10月21日㈮

接種期限
平成29年

2月28日㈫
までに

➡

＊「インフルエンザ予防接種補助事業
　参加申込書」を共済会に提出

2. 期限内の予防接種を！

➡

＊受けた方の氏名が記入された
　領収書

3. 補助金申請を
　 　　　　忘れずに！

申請期限
平成29年

3月10日㈮
までに

＊「インフルエンザ予防接種料
　補助金交付申請書・領収書」共済会へ

インフルエンザ対策は、まず予防接種から

◆接種期限：平成29年２月28日（火）まで
◆接種場所：原則として、牧之原市内及び吉田町内の医療機関
　　　　　　（ただし、住所地等の事情による、上記地区以外の医療機関での接種も対象とします。）
◆対 象 者：会員及び登録家族（家族は、高校生以上の登録家族であること）
　　　　　　＊１会員４名まで
◆補 助 金：1,000円／１人（ワクチン代等の負担金額が1,000円以上のもの）
◆補助対象人数：900人（定数になり次第締切り）

※申込用紙は「ガイドブック」「ホームページ」の様式をご利用ください。

１．申込期間 ： 10/ ３（月） 〜 10/21（金）　　ＦＡＸまたは郵送等で事務局へ
　　＊申込用紙 ： 様式18号の２ 「インフルエンザ予防接種補助事業参加申込書」
　　＊先に、申込書を期間内に提出しないと、補助は受けられません。

２．定員「900名」で締切りますので、先着漏れの方のみ電話連絡します。

３．交付申請書の提出期限 ： 平成29年３月10日（金）
　　＊申請用紙 ： 様式第19号 「インフルエンザ予防接種料補助金交付申請書」
　　　複数会員申請時 ： 様式第19号の２  インフルエンザ予防接種料補助金 「連名申請書」
　　　（申請には受診者名の領収書を必ず添付！）
　　＊提出期限後は受付できませんので、期日にご注意ください。

申込期間 定員 900名

インフルエンザ
予防接種補助

予防が肝心!!  早めに「予防接種」を受けましょう。

　 手続きの仕方
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限　定

200
セット

炭焼きレストラン さわやか　商品券の販売！
1セット（商品券 500円×10枚＋喫茶券 100円×4枚）

会員価格 4,000円（一般価格 5,000円） 1会員
1セット
限り10月11日㈫ 9:00〜10月20日㈭ 17:00

＊ 商品券のお渡しは、11月初旬となります
＊ 申込は「チケット申込書」で！（FAX可）
＊ 受付は「先着順」・「定数」になり次第締切り！

利用期限なし！ 
（全店舗利用可能）

見本

トップ画面から ➡ 『全福センター』『ろうきんマイプラン』のＨＰへリンク！映画館で放映中の“ＣＭ”も公開中！
ほかにも色々アップしてあるよ！！
○「ご利用ガイドブック」がＰＤＦで！　○「共済会だより」＆「共済会ニュース」 
○「入会案内」も！　　　　　　　　　　○「会員証提示割引」施設一覧  
○最新の「申請用紙」が！　　　　　　　○「共通利用券」施設のＨＰへリンク

http://www.hainan-kk.jp
クリック

榛南地区勤労者共済会 検索
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対　　象 ／ 会員と登録家族 ・ １会員２枚まで
申請方法 ／ 「チケット申込書」に記入して、共済会事務局へお申し込みください。
利用方法 ／ ご優待券を提出して、お店で料金をお支払いください。
　　　　　 ＊ご優待券は、共済会事務局でお渡しいたします。

静波リゾートホテル・スウィングビーチ

※特典:室内温水プール「10：00～17：00」、大浴場･サウナ「15：00～17：00」無料で利用可能！

静岡カントリー浜岡コース＆ホテル

●利用期間／平成28年11月１日(火) 〜平成29年２月28日(火)
※ご利用になれない日もありますので、事前にご確認ください。

●利用時間／ 11:30 〜 14:30（最終入場13:30）
●料　　金／会員・登録家族1,200円（通常価格 2,200円）
●申　　込／１会員２枚まで（会員及び登録家族）
●配付枚数／限定　100枚　●配付期間／平成28年10月３日（月）〜平成29年１月31日(火)
※利用時に優待券を提出し、現金にてお支払いください。　☎22-1717

●期　　間／平成28年11月１日（火） 〜 平成29年３月20日（月・祝）
※ただし、ご利用になれない日もありますので、事前にご確認ください。

●利用時間／11：30 〜 14：30
●料　　金／会員・登録家族 2,100円（通常価格：3,500円）
●申　　込／１会員２枚まで　（会員及び登録家族）
●配付枚数／限定 100枚　　●配付期間／平成28年10月３日（月）〜平成29年２月20日（月）
※必ず事前に予約し、利用時に優待券を提出して、現金にてお支払いください。　☎0537-86-3311

注 意 ： 配布枚数に達した場合は、期間内であっても配布を終了いたします！

お食事チケット

（ご優待券）のご案内

※ 写真はイメージです！ メニューは季節で変わります！

スカイグリル　（ラ・フローラバ欧風料理）
遠州灘を一望しながら、季節の地場産品をふんだんに
使ったシェフ特製ランチです。
海の幸を使った海幸オードブ
ル・スープ・和牛ステーキ・デ
ザート・パン・コーヒーのメ
ニューでご用意いたします。

季節の旬の食材を彩り豊かに
盛り付けた“会席弁当”です。
小鉢・お造り・焼き物・揚げ
物・ご飯・甘味をお弁当箱に
盛り込んだお料理です。

日本料理 「天龍」
定休日 月曜日（ただし、祝祭日は除く）

７階 ３階

ランチコース
チケット

恒例
ランチチケット

※ソフトドリンク

　サービス！

＊写真はメインディッシュのイメージです！ ＊メニューは季節で変わります！

「地養鶏モモ肉のソティー 狩人風」「地養鶏モモ肉の唐揚げ オリエンタル風」【一例】《おすすめランチコース》

「デジュネ」 
◦オードブル ◦スープorお刺身 ◦選べるメイン
ディッシュ（肉・魚等） ◦パンとサラダorご飯と
味噌汁と香の物 ◦本日のデザート
◦珈琲or静岡紅茶orハーブティー
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今年も各店舗のご協力をいただいて、クリスマスケーキのあっせんを行います。

（全体で先着300個限定）
飾り付けが変更になる場合があります。ご了承ください

X'masケーキ あっせんのご案内

吉田町片岡1612-1
TEL.32-1382

牧之原市相良58-3
TEL.52-0587

牧之原市地頭方925-2
TEL.58-0404

2,100円
（
税
込
）

会員価格

一般価格 3,000円
６号
18㎝

桃 林 堂

25個
限り

30個
限り

20個
限り

25個
限り

25個
限り

ラ・フォンテーヌ洋菓子店

お菓子の甘陣

2,200円
（
税
込
）

会員価格

一般価格 3,200円
５号
15㎝ 2,700円

（
税
込
）

会員価格

一般価格 3,800円
６号
18㎝

2,100円
（
税
込
）

会員価格

一般価格 3,020円
５号
15㎝ 2,400円

（
税
込
）

会員価格

一般価格 3,390円
６号
18㎝

生クリームデコレーションケーキ

生クリームX’masケーキ

1,800円
（
税
込
）

会員価格

一般価格 2,500円
16㎝

25個
限り

ブッシェドノエル（16㎝）X’masいちごタルト
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【申込方法】｢クリスマスケーキ申込書（ガイドブック&HP掲載）｣ に、ご希望のクリスマスケーキ（店舗名・商品名）、希
望受取日などを記入して、FAX等で共済会事務局へ送付してください。（１家族１個限定）　FAX：0548-22-9672

　なお、各店舗ごとに数に限りがあります。あらかじめご了承ください。
　希望受取日「12/20（火）〜12/25（日）」を必ず記入して下さい!!　 「たこまん」は店名も記入して下さい!!

【申込期間】11月７日（月）〜12月５日（月）まで。ただし、先着順で全体で300個に達した時点で締切り。
　◎受付開始：11月７日（月）午前９：00〜（FAXも同様！）　※申込期間終了後のキャンセルはできません!!

【受取り方法】申込書を受理後、12月中旬頃、共済会事務局から「クリスマスケーキ引換券｣ をお送りします。この「ク
リスマスケーキ引換券｣ をお店に持参して、会員価格の代金を支払ってお受け取りください｡ (この ｢クリスマスケーキ
引換券｣ がない場合は会員価格で購入できませんのでご注意ください。)

　◎受取日は「クリスマスケーキ引換券」に記載した日（申込書の引換希望日）となります。

フレッシュ生クリーム
（ピーチ･バナナサンド）

石 間 舗

甘 蔵　　　　

た こ ま ん

吉田町神戸2423-2
TEL.32-1554

牧之原市大沢1丁目75
TEL.52-0288

相良店

牧之原市細江2096-2
TEL.22-8001

榛原店

牧之原市坂部4972
TEL.29-0507

1,800円
（
税
込
）

会員価格

一般価格
2,600円５号

15㎝

2,500円
（
税
込
）

会員価格

一般価格
3,600円６号

18㎝

1,800円
（
税
込
）

会員価格

一般価格 2,600円
５号
15㎝

2,500円
（
税
込
）

会員価格

一般価格
3,500円５号

15㎝

3,000円
（
税
込
）

会員価格

一般価格
4,300円６号

18㎝

2,500円
（
税
込
）

会員価格

一般価格
3,600円５号

15㎝

3,100円
（
税
込
）

会員価格

一般価格
4,400円６号

18㎝

ガナッシュ
（生チョコ、ピーチ･バナナサンド）

全体で
50個
限り

全体で
50個
限り

2,100円
（
税
込
）

会員価格

一般価格 3,020円
５号
15㎝ 2,600円

（
税
込
）

会員価格

一般価格 3,780円
６号
18㎝

25個
限り

25個
限り

生クリームX’masケーキ

X’masスペシャルサンタ X’masチョコレートムース
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〈レンタルタオルセット〉

600円600円大人 350円350円小人

550円550円大人

土日祝

平日

300円300円小人

早朝料金早朝料金
5：00～9：00

（最終入館8：30）

朝風呂はこんな方にお勧め
●早起きして散歩・ジョギングをする方
●夜勤明けでゆっくり疲れを癒したい方
●夜釣り・早朝スポーツをされる方
●朝からゆったり自分の時間を満喫したい方
●仕事前にスッキリ目覚めたい方

●早起きして散歩・ジョギングをする方
●夜勤明けでゆっくり疲れを癒したい方
●夜釣り・早朝スポーツをされる方
●朝からゆったり自分の時間を満喫したい方
●仕事前にスッキリ目覚めたい方

朝5時より
朝風呂で、さらに健康！

23時間営業開始しました。

平成28年11月30日㈬ ※本券1枚で2名様迄有効

・バスタオル
・フェイスタオル無料券

手ぶら
クーポン
有効期限

岩塩房

火窯房 冷汗房

ロウリュウイベント
毎日実施中

岩盤浴・ロウリュウ

黄土房

遠赤外線効果でゆっくりじっくり発汗をお楽しみ下さい
数億年前の化石塩を壁に貼った「岩塩房」、遠赤外線を放つ
黄土でできた「黄土房」、遠赤外線・マイナスイオン・空気清浄
効果で自然治癒力を高めます。

にて、ご利用頂けます。にて、ご利用頂けます。

通常
料金 1,000円1,000円

550円550円
1,480円

820円入浴（大人）
岩盤浴コース（入浴含む）

▶
▶（土日祝1,590円）

（土日祝930円） 200円200円410円（小人） ▶（土日祝510円）
共済会の皆様は
　　利用券ご利用で
共済会の皆様は
　　利用券ご利用で

岩盤浴営業時間／10:00～23:00
リラックスルーム営業時間／10:00～翌9:00（深夜1:00～5:00は清掃の為浴室はご利用できません）

10:00～翌朝9:00

ご家族の方にも お見せください!!  榛南地区勤労者共済会 窓口受付時間／平日9：00 ～17：00


