
津山圏域勤労者互助会 
指定保養・宿泊施設＆割引協力店 

ガ イ ド ブ ッ ク ２ ０ ２ ０  

互助会員とご家族さま限定のお得な特典が満載 

保存版  



■ご利用方法 

  ①保養所利用補助券申込書を事務局へ提出（事前申請）。 

 

  ②保養所利用補助券を発行。 

 

  ③予約時に「互助会会員であり、補助券を利用したい」 

   旨を施設側に伝える。 

 

  ④チェックイン時に補助券を提出。 

   ※必ず必要事項を記入・押印してご使用ください 

   ※助成額と使用できる回数は上記の表をご覧ください 

次の施設を利用される際、互助会より利用料を助成します。 

区分 助成額 使用可能回数 

会員本人 １，５００円 ２回／年度 

会員家族 １，０００円 １回／年度※２名まで 

※補助券見本（押印のうえ施設に提出） 

※色は年度により異なる 

 

  



指定保養・宿泊施設（岡山県内） 

津山スポーツロッジ弥生荘 

津山市勝部144 
℡0868-24-3555 
1名1泊2食付 7,300円～ 

ウッディハウス加茂 

津山市加茂町中原516-1 
℡0868-42-4466 
1名1泊2食付 9,450円～ 

あば交流館 

津山市阿波1200 
℡0868-46-7111 
2名1室1泊2食付 8,000円～／名 

施設HP 施設HP 施設HP 

黒木キャンプ場 

津山市加茂町黒木646-9 
申込先：津山市観光協会北支部 
℡0868-42-4402 
【1泊料金】 入場料:500円、子ども:300円 
テントサイト2,050円、バンガロー4,150円 

国民宿舎いつき 

苫田郡鏡野町上齋原437-1 
℡0868-44-2331 
2名1室1泊 8,950円～／名 

阿波森林公園バンガロー 

津山市阿波3108-4 
℡0868-46-2077 
1棟(定員6名)1泊 12,500円 
1棟(定員6名)休憩1時間 1,350円 

施設HP 施設HP 施設HP 

リゾートイン湯郷 

美作市中山886-1 
℡0868-72-4019 
1名1泊 4,844円～  
1名1泊2食付 8,624円～ 

ポピースプリングスリゾート＆スパ 

美作市湯郷538-1 
℡0868-72-7575 
1名1泊朝食付 10,700円～(2名1室) 
※土曜日・休前日は2,000円アップ 

フォーシーズン湯郷 

美作市湯郷878-1 
℡0868-72-8822 
1名1泊素泊り 4,400円～ 
    ２食付 6,600円～ 

施設HP 
施設HP 施設HP 

観光旅館 天野屋 

笠岡市北木島町3944 
℡0865-68-2019 
1名1泊2食付（税別）9,900円～ 

岡山いこいの村 

瀬戸内市邑久町虫明5652-11 
℡0869-25-0686 
1名1泊 10,000円～ 

サン・ピーチOKAYAMA 

岡山市北区駅前町2-3-31 
℡086-225-0631 
1名1泊 (組合員)6,655円～(一般)8,470円～ 
朝食1,210円 夕食1,580円～  

施設HP 施設HP 施設HP 

大小宴会承ります 
（送迎有り） 

指定保養・宿泊施設（中・四国地方） 

三朝温泉 渓泉閣 

鳥取県東伯郡三朝町山田180 
℡0858-43-0828 
1名1泊2食付 11,500円～(平日) 
            ※入湯税 150円別途 

ホテル大山しろがね 

鳥取県西伯郡大山町大山136-2 
℡0859-52-2211 
1名1泊  11,880円～ 

とやま旅館 

鳥取県西伯郡大山町大山18 
℡0859-52-2431 Fax 0859-52-2115 
大人1名 1泊2食付 11,880円～ 
小人1名 1泊2食付   8,800円～ 

施設HP 施設HP 
施設HP 



指定保養・宿泊施設（中・四国地方） 

子供と泊まる宿「エルモンティ＆キャンディハウス」 

鳥取県西伯郡伯耆町小林123-47 
℡0859-68-3631 
1名1泊  10,800円～ 

翠山荘 

山口県山口市湯田温泉3-1-1 
℡083-922-3838  
URL:http://www.suizanso.com/ 

1名1泊2食付  10,550円～ 

国民宿舎 小豆島 

香川県小豆郡小豆島町池田1500-4 

℡0879-75-1115 
1名1泊2食付  9,280円～ 

施設HP 施設HP 施設HP 

にぎたつ会館 

愛媛県松山市道後姫塚118-2 
℡089-941-3939 
1名1泊2食付  8,000円～ 
                               ※和室6畳2名利用 

高知会館 

高知県高知市本町5-6-42 
℡088-823-7123 
1名1泊  5,808円～ 

施設HP 施設HP 

指定保養・宿泊施設（近畿地方） 

汐岬の湯 サンペルラ志摩 

三重県志摩市磯部町的矢314 
℡0599-57-2130 
1名1泊2食付  13,090円～ 

ホテルピアザびわ湖 

滋賀県大津市におの浜1-1-20 
℡077-527-6333 
1名1泊2食付  12,000円～／名 
            ※和室4名利用時 

ホテル ルビノ京都堀川 

京都府京都市上京区東堀川通下長者町3-7 

℡075-432-6161 
1名1泊素泊り   4,104円～ 

施設HP 施設HP 施設HP 

シティプラザ大阪 

大阪府大阪市中央区本町橋2-31 
℡06-6947-7702 
1名1泊  12,960円～ 

KKR城崎玄武 

兵庫県豊岡市城崎町湯島75 
（JR城崎温泉駅前） 
℡0796-32-2631 
1室2名2食付  8,900円～／名 

ホテル アバローム紀の国 

和歌山県和歌山市湊通丁北2-1-2 
℡073-436-1200 
1名1泊  7,040円～(税サ込） 

施設HP 施設HP 施設HP 

指定保養・宿泊施設（中部地方） 

グリーンビュー立山 

富山県中新川郡立山町千寿ヶ原 

℡076-482-1716 
1名1泊2食付 １２,000円～ 
               （２名様以上利用時） 

ルブラ王山 

愛知県名古屋市千種区覚王山通8-18 

℡052-762-3105 
1名1泊朝食付 7,000円～ 

施設HP 施設HP 



指定保養・宿泊施設（九州地方） 

水前寺共済会館グレーシア 

熊本県熊本市中央区水前寺1-33-18 

℡096-383-1281 
1名1泊朝食付 6,658円～ 

ホテルひまわり荘 

宮崎県宮崎市瀬頭2-4-5 
℡0985-24-5285 
1名1泊素泊り 6,050円～ 

施設HP 施設HP 

指定保養・宿泊施設（全国） 

HMIホテルグループ(全国53施設) 

保養所利用補助券による助成に加えて、 
宿泊料金5～50%を通常価格から割引。 
 
ご利用は会員専用サイトから 
https://www.hmi.co.jp/hojin/ 
ログイン ID：H000043 
パスワード ：hmi 

会員専用サイト 

施設名称 電話番号 施設名称 電話番号 

ホテルパールシティ札幌 011-222-0511 伊良湖シーパーク＆スパ 0531-35-1500 

ホテルクラウンパレス青森 017-775-1151 ホテルクラウンパレス知立 0566-85-3939 

ホテルパールシティ八戸 0178-47-0034 名古屋クレストンホテル 052-264-8000 

ホテルクラウンパレス秋北 0186-43-1313 ホテルウェルネス鈴鹿路(湯の山温泉) 059-392-2233 

ホテルパールシティ秋田川反 018-865-2111 ホテル平安の森京都(京都東山) 075-761-3130 

ホテルパールシティ秋田竿燈大通り 018-862-0501 ホテルウェルネス飛鳥道(奈良) 0742-22-2857 

ホテルパールシティ秋田大町 018-863-2525 ホテルウェルネス大和道(奈良) 0744-43-8606 

ホテルウェルネス横手路(横手温泉) 0182-33-0600 ホテルクラウンパレス神戸 078-362-1155 

ホテルパールシティ森岡 019-625-3311 ホテルパールシティ神戸 078-303-0100 

ホテルパールシティ気仙沼 0226-24-2511 三朝ロイヤルホテル(三朝温泉) 0858-43-1231 

ホテルパールシティ仙台 022-262-8711 ホテルウェルネス因幡路(湖山温泉) 0857-57-0224 

ホテルパールシティ天童 023-651-0411 ホテルウェルネスほうき路(皆生温泉) 0859-23-2880 

ホテル亀屋（鳴子温泉） 0229-83-2211 保性館(玉造温泉) 0852-62-0011 

ホテル南海荘（白浜野嶋温泉） 0470-38-3500 旅亭 山の井(玉造温泉) 0852-62-0621 

銀座クレストンホテル 03-5550-5700 湯本観光ホテル西京(長門湯本温泉) 0837-25-3111 

渋谷クレストンホテル 03-3481-5800 ザ クラウンパレス新阪急高知 088-873-1111 

調布クレストンホテル 042-489-5000 ホテルクラウンパレス小倉 093-511-4111 

ホテルクラウンパレス甲府 055-233-0777 ホテルパールシティ黒崎 093-631-7711 

諏訪レイクサイドホテル(上諏訪温泉) 0266-53-5353 ホテルクラウンパレス北九州 093-631-1111 

ホテルウェルネス能登路(千里浜やわらぎ温泉) 0767-29-4181 長崎にっしょうかん(長崎) 095-824-2151 

ホテル北陸古賀乃井(片山津温泉) 0767-74-1041 にっしょうかん新館 梅松鶴(長崎) 095-824-2153 

ホテル大のや(山代温泉) 0761-77-4113 にっしょうかん別邸 紅葉亭(長崎) 095-824-2152 

ホテル ラヴィエ川良(伊東温泉) 0557-37-8181 八代グランドホテル 0965-32-2111 

大仙家(畑毛温泉) 055-979-7000 ホテル霧島キャッスル(霧島温泉) 0965-78-2211 

つま恋リゾート 彩の郷(掛川) 0537-24-1111 本部グリーンパークホテル 0980-48-3211 

グランドホテル浜松 053-452-2114 リザンシーパークホテル茶谷ベイ 098-964-6611 

ホテルクラウンパレス浜松 053-452-5111   

北海道地区・・・ 1施設 

東北地区 ・・・ 12施設 

関東地区 ・・・   4施設 

甲信地区 ・・・ 2施設 

北陸地区 ・・・ 3施設 

東海地区 ・・・ 8施設 

近畿地区 ・・・ 6施設 

中国地区 ・・・ 6施設 

四国地区 ・・・ 1施設 

九州地区 ・・・ 8施設 

沖縄地区 ・・・ 2施設 

 「全福センター（ホームページ）」互助会会員が利用できるもう一つの便利なツール  

 じゃらん ⇒ １，０００円OFFクーポン 星野リゾートホテル ⇒ 通常価格の１，０００円～５，０００円OFF 

  互助会の宿泊施設・割引協力店に加え、全福センターが提携・契約する宿泊施設が会員価格で利用できます。 

  さらに、ジェフグルメカードや生涯学習のユーキャンの割引など、お得に使えるサービスがたくさんありますので、ぜひご利用ください。 
 

 

 
  全福センターホームページはログインしてご利用ください 

  ＩＤ「cs」 

  パスワード「zenpuku」 

   ※終了の際は「ログアウト」を行ってください 

全福センターホームページ 

https://www.zenpuku.or.jp/ 



■ご利用方法■  

   会計時（予約・申込時）に会員証を提示。 

    ※営業時間、料金、割引内容は、本紙記載の内容から変更が生じる 

     場合があります。 

     詳しくは、ご利用の前に店舗等へご確認ください。 

次の店舗等を利用される際、互助会会員限定の割引を受けられます。 

 

 



飲食店（食べる、飲む） 

料理王国 

【割引内容】飲食代（金・土・祝前日）５％引き 
         （上記以外の日）１０％引き 
【対  象】会員・同伴者 
【営業時間】17:30～ 

回転居食屋 悠喜 津山本店 

【割引内容】飲食代 ５％引き    
      ※会席料理、コース料理、仕出し料理は除く 

【対  象】会員・家族 
【営業時間】11:00～22:00【定休日】年中無休 

イタリア料理 piatto nono 

【割引内容】飲食代10％引き 
 ※貸切営業の場合もありますので、お問合せいただくと確実です 

【対  象】会員 
【営業時間】11:00～21:00【定休日】毎週火曜日 

店舗HP 店舗HP 店舗HP 

喫茶 ニカ 

【割引内容】店内商品10％引き 
【対  象】会員 
【営業時間】6:00～14:00【定休日】水・日曜日 

お菓子店（洋菓子、和菓子） 

山本精肉本店 

【割引内容】店内商品10％引き 
【対  象】会員 
【営業時間】8:00～18:30【定休日】毎週日曜日 

津山市美濃町5 
℡0868-24-8319 

津山市小原180-4 
℡0868-23-0588 

勝央町勝間田586-4 
℡0868-38-1183 

店舗HP 

津山市沼41-6 
℡0868-24-2439 

津山市山下40 
℡0868-22-3344 

店舗HP 

アンジェ 

【割引内容】バースデーケーキ10%引き ※要予約 
      ※予約の際互助会員であることを伝えてください 

【対  象】会員  【定休日】毎週火曜日 
【営業時間】（平日・土）10:00～19:00 
       （日・祝）10:00～18:00 

旬菓匠くらや（総本舗・イーストランド店） 

【割引内容】店内商品3%引き 
      ※特価品は除く 

【対  象】会員 

店舗HP 

店舗HP 

WAKANA（パティスリーワカナ） 

【割引内容】店内商品３％引き 
         ※テイクアウトで1,000円以上お買い上げの場合のみ 
                         ※一部除外商品あり※他割引との併用不可 

【対  象】会員 
【営業時間】9:00～19:30【定休日】毎週火曜日 

バニラビーンズ 

【割引内容】バースデーケーキ5%引き ※要予約 
        ※予約の際互助会員であることを伝えてください 

【対  象】会員 
【営業時間】10:00～19:00【定休日】月・火曜日 

津山市山北400-4 
℡0868-22-1819 

（総本舗） 
津山市沼77-7 
℡0868-22-3181 
【定休日】不定休 水曜日 
（イーストランド店） 

℡0868-20-1750 
【定休日】木曜日 

店舗HP 

鏡野町吉原695-2 
℡0868-54-3721 

津山市志戸部673-3 
℡0868-23-0581 

GREEN DAYS cafe津山店 

【割引内容】飲食代5％引き 
【対  象】会員 
【営業時間】10:00～17:00【定休日】毎週火曜日 
      barndoor店は除く 

店舗HP 

津山市桑下1346-1 
℡0868-57-8388 

旅行 

勝田交通 両備ホールディングス㈱ 

【割引内容】歩楽人ツアー、フレンズパック3%引き 

                         ※現金支払に限る 
                         ※内容は新聞折込チラシをご覧ください 

【対  象】会員・家族(計5名まで) 
【営業時間】9:30～18:30 
【定休日】 土・日曜日、祝日 

【割引内容】勝田交通主催ツアー3%引き 
               ※勝田交通友の会 

【対  象】会員・家族(計5名まで) 
【営業時間】8:00～23:00 
【定休日】 元旦 

店舗HP 

津山市上河原207-5 
℡0868-22-1234 

店舗HP 

津山市津山口126-1 
津山観光センター 
℡0868-22-6187 

FOOD 

TRAVEL 



くらし（生活全般） 

㈱佐藤自動車塗装所 美作マツダ自動車㈱(本社・真庭店・美作店) ㈲ 竹内モータース 

店舗HP 

眼鏡市場（県内全店） KOKOウエストHair Beauty 

㈱岡北駆除 総合格闘技道場セコンドアウト 

レンタルブティックPico 

【割引内容】修理工賃10%引き 
         ※パーツ代は除く 
                         ※修理箇所はワンオーナー(修理当時)に対して永久保証 

【対  象】会員 
【営業時間】8:30～17:30 
【定休日】 日・祝日、第2、4土曜日 

津山市津山口244 
℡0868-22-9261 

【割引内容】オイル交換5%引き 
         ※他の割引・特典との併用不可 

【対  象】会員 
【営業時間】9:00～19:00 
【定休日】 水曜日、年末年始、お盆 店舗HP 

(本社) 
津山市昭和町1-86 
℡0868-23-2231 
(真庭店) 
真庭市久世2182 
℡0867-42-0633 
(美作店) 
美作市中尾1526-1 
℡0868-72-0482 

【割引内容】点検・修理作業料、オイル代10%引き 

【対  象】会員 
【営業時間】9:00～17:15 
【定休日】 毎週日曜日、祝祭日 

津山市昭和町1-114 
℡0868-22-2375 

店舗HP 

(津山店) 
津山市小田中1313-1 
℡0868-32-0009 
 

【対象店舗】 
岡山西大寺店・岡山新保店・岡
山大安寺店・イオンタウン水島
店・倉敷玉島店・岡山県庁通り
店・倉敷大高店・倉敷児島店・
東岡山店・倉敷笹沖店・倉敷中
庄店・津山店 

【割引内容】眼鏡・コンタクトレンズ5%引き 

【対  象】会員・家族 
【営業時間】10:30～19:30 
【定休日】 年中無休 

店舗HP 

津山市二宮1862-6 
スペースランド1F(東) 

℡0868-28-4555 

【割引内容】技術料金5%引き 
【対  象】会員 
【営業時間】9:00～1８:３0 
【定休日】 毎週月曜日 

店舗HP 

津山市南町1-17 
℡0868-25-1133 

【割引内容】レンタル衣装10%引き 

         ※ブライダル・振袖・留袖・七五三 など 
         ※割引は2万円以上の衣装に限る 

【対  象】会員 
【営業時間】10:00～18:00 
【定休日】 毎週水曜日 

店舗HP 

津山市上河原218-19 
℡0868-24-8037 

店舗HP 

美咲町大戸下312-13 
℡0868-62-2341 

【割引内容】害虫駆除全般10%引き 
【対  象】会員・家族 
【営業時間】8:30～17:00 
【定休日】 年中無休 

【割引内容】入会金5,000円 ⇒ 2,500円 
 ●会費:一般6,000円、女性4,000円、キッズ(中学生以下)3,500円 
 ●クラス:(一般)月・水・金曜日、(柔術)火曜日、 
      (ボクサフィット)火・木曜日、(キッズ)月・金曜日 

【対  象】会員・家族 
【営業時間】19:30～22:30【定休日】土・日曜日 

㈱ いざなぎ創林 

店舗HP 

奈義町高円1573-1 
℡0868-36-7890 

【割引内容】 
 ①山林作業・草刈作業・危険木伐採作業・軽度な土木 
 作業等の見積金額から10%割引 

 ②70歳以上の単身又は夫婦2人暮らし世帯は上記請負 
 作業等の見積金額から50%割引 
【対  象】会員・家族 
【営業時間】8:00～17:30【定休日】日曜日 

レジャー・観光 

阿波渓流釣り場 

施設HP 

津山市阿波3108-4 
℡0868-46-2077 

【割引内容】入漁料10%引き  
      ※つかみ取り含む 
【対  象】会員・家族(計5名まで) 
【定休日】 火曜日 

津山まなびの鉄道館 

【割引内容】大  人 310円 ⇒ 240円 
      小中学生 100円 ⇒   80円 ※幼児無料 
【対  象】会員・同伴者(計5名まで) 
【営業時間】9:00～16:00(入館15:30まで) 
【休館日】 毎週月曜日(祝祭日の場合はその翌日) 

      年末(12/29～12/31) 

施設HP 

津山市大谷 
℡0868-35-3343 

妖精の森 ガラス美術館 

鏡野町上齋原666-5 
℡0868-44-7888 

施設HP 

【割引内容】大   人  500円 ⇒ 400円 
        高 校 生  400円 ⇒ 300円  
      小中学生 300円 ⇒ 200円 
【対  象】会員・家族 
【営業時間】9:30～17:00(入館16:30まで) 
【休館日】 毎週火曜日(祝祭日の場合は開館)、年末年始 

三井アウトレットパーク 倉敷 

店舗HP 

岡山県倉敷市寿町12-3 
℡086-423-6500  
【営業時間】10:00～20:00  
【定休日】 不定休 
【対象】会員・家族・同伴者(③のみ) 
  ※総合案内で互助会会員証を提示 

【割引内容】 

①アウトレットスペシャルクーポン提供 

②ご来館時の特別優待内容(お買物券プレゼント等)の提供 

③三井ショッピングパークカード≪セゾン≫ご入会時の 

 特別優待内容(通常特典に加えてお買物券プレゼント等) 

 の提供 



レジャー・観光 

蒜山ホースパーク 現代玩具博物館・オルゴール夢館 乗馬クラブ クレイン倉敷・クレイン岡山 

【割引内容】大 人 500円 ⇒ 450円 
      中学生 200円 ⇒ 180円 ※小学生以下無料 

【対  象】会員・家族(計5名まで) 
【営業時間】9:00～17:00 
【休館日】 毎月第2水曜日(祝祭日の場合はその翌日) 

      年末年始 ※8月は無休 

ブラジリアンパーク鷲羽山ハイランド 

とっとり花回廊 

三世代テーマパーク みろくの里 

施設HP 

真庭市蒜山中福田958-38 
℡0867-66-5116 

【割引内容】引き馬(１人乗り)1,300円⇒1,080円 
      引き馬(ロング)   1,840円⇒1,620円 
      外乗(500m)    2,310円⇒2,160円 
【対  象】会員・家族 
【営業時間】10:00～16:00 
【定休日】 水曜日(祝祭日の場合はその翌日) 

                         ※GW期間中・夏休み期間中は休まず営業 

鳥取砂丘 子どもの国 中国庭園 燕趙園 

美作市湯郷319-2 
℡0868-72-0003 

施設HP 

【割引内容】大 人700円 ⇒ 630円 
      子ども300円 ⇒ 270円 ※4歳～小学生 
【対  象】会員・家族 
【営業時間】9:30～17:00(入館16:30まで) 
【休館日】 毎週水曜日 

(乗馬クラブクレイン倉敷) 
倉敷市広江4-1-2 
℡086-455-0022 
(乗馬クラブクレイン岡山) 
岡山市東区寺山169 
℡086-297-6622 
【対象】会員・同伴者(2名まで) 

倉敷HP 

【割引内容】乗馬スクール(45分) 5,000円 ⇒ 3,500円(税別) 
         ※完全予約制につき、要電話予約  
       ※利行時間は各HPでご確認ください 
       ※装具レンタル代、保険代が別途必要となります 
【営業時間】9:30～17:00(入館16:30まで) 

岡山HP 

鳥取県鳥取市浜坂1157-1 
℡0857-24-2811 

施設HP 

鳥取県東伯郡湯梨浜町 
引地565-1 
℡0857-32-2180 

施設HP 

【割引内容】大 人  500円 ⇒ 400円 
      小中学生 200円 ⇒ 160円 

【対  象】会員・家族(計5名まで) 
【営業時間】9:00～17:00 
【休館日】 1～2月の第4火曜日(祝祭日の場合はその翌日) 

鳥取県西伯郡南部町鶴110 
℡0859-48-3030 
【営業時間】 
4 ～ 11月     9:00～17:00 
12月及び1月のイルミネーション期間 
       13:00～21:00 
1月～ 3月     9:00～16:30 
【休園日】  7～8月 毎週火曜日 
     12～3月 毎週火曜日 
                ※一部開園あり 

施設HP 

【対  象】会員・同伴者(計4名まで) 
【割引内容】 
  大人(4～11月)1,000円 ⇒ 900円 
    〃 (12～3月)   700円 ⇒ 630円 
  小人(4～11月)   500円 ⇒ 450円 
    〃 (12～3月)   350円 ⇒ 310円 

倉敷市下津井吹上303-1 
℡086-473-5111 

施設HP 

【割引内容】①入園割引(右表のとおり) 
      ②ハイランドボウル 1ゲーム50円引き 
【対  象】会員・家族(計5名まで) 
【営業時間】10:00～17:00 ※P無料 
      ※季節により変更あり⇒ 
                   ナイター(GW・春・夏・冬休み) 

【定休日】 年中無休 

区分 会員料金 一般料金 

大人 

（中学生～） 
3,600円 3,800円 

小人 

(小学生) 
3,000円 3,200円 

幼児 

(3歳～) 
2,300円 2,500円 

シニア 

(55歳～) 
2,300円 2,500円 

●入園＋フリーパスポート 

【割引内容】入園料の割引(右表のとおり) 
【対  象】会員・同伴者(計5名まで) 
【営業時間】10:00～17:00 ※P無料 
      ※季節により変更あり 

【定休日】 不定休 

施設HP 

広島県福山市藤江町638-1 
℡084-988-0001 

区分 会員料金 一般料金 

入園料大人 ８00円 1,000円 

入園料子ども 500円 700円 

フリーパス大人 3,100円 3,300円 

フリーパス子ども 2,800円 3,000円 

※子どもは3歳から小学6年生まで 
※消費税込 

施設HP 

つやま自然のふしぎ館・歴史民族館 ひるぜんジャージーランド 

【割引内容】入館料の割引（右表のとおり）   
【対  象】会員・家族(計２名まで) 
      ※ただし中学生までは3名まで 

【営業時間】9:00～17:00(入館16:30まで) 
【休館日】1・2・6・11・12月は、月・火曜日(祝日除く) 
       3・7・9月は月曜日(祝日除く) 
     年末年始12/29 ～ 1/2 

施設HP 

津山市山下98-1 
℡0868-22-3518 

施設HP 

真庭市蒜山 
中福田956-222 
℡0867-66-7011 

【割引内容】ソフトクリーム増量 
【対  象】会員・家族(計5名まで) 
【営業時間】9:00～17:00 
【休業日】   元旦、1・2月の火・水曜日（祝日の場合営業） 

区分  会員料金 一般料金 

つやま 

自然の 

ふしぎ館 

大人 600円 700円 

小人 500円 600円 

幼児 300円 400円 

歴史 

民族館 

大人 400円 500円 

小人 200円 300円 

大人 900円 1,000円 両館 

共通 小人 600円 700円 



温泉・プール 

上齋原温泉 クアガーデンこのか 

鏡野町上齋原446-1 
℡0868-44-2281 

施設HP 

    宿    泊 

【割引内容】入浴料・プール利用料の割引(右表のとおり) 

      ※プールは期間営業につき秋季以降休止あり（要確認） 
【対  象】会員・家族(計5名まで) 
【営業時間】お風呂11:00～20:00 （7月1日～8月31日までは11：00～21：00） 
      プール 営業期間 6月1日～9月第2日曜日まで 
          営業時間 平日・土曜 12：00～17：00 
               日曜・祝日 12：00～19：00 
               7月20日～8月31日 12：00～19：00 

【定休日】 毎週火曜日（祝祭日の場合はその翌日） 

津山鶴山ホテル 津山セントラルホテルアネックス 津山セントラルホテルタウンハウス 

施設HP 

ホテル・アルファーワン津山 農村型リゾート 南和気荘 ポピースプリングス リゾート＆スパ 

【割引内容】①ホテル宿泊通常料金の10%引き 
      ②婚礼本人 当日宿泊無料 
      ③婚礼列席者宿泊通常料金の10%引き 
      ④婚礼カラオケ 無料 
      ⑤婚礼引出物の持込料300円/点 サービス 

津山市東新町114-1 
℡0868-25-2121 

【割引内容】ホテル宿泊5%引き 
【対  象】会員 

施設HP 

津山市大手町7-1 
℡0868-23-8000 

施設HP 

津山市大手町2-2 
℡0868-23-8888 

施設HP 

津山市大谷190-16 
℡0868-24-7733 

施設HP 

美咲町藤田上357 
℡0868-64-0180 

施設HP 

美作市湯郷538-1 
℡0868-72-7575 

【割引内容】ホテル宿泊5%引き 
        ※電話予約のみ 
        ※フロントで会員証提示 

【対  象】会員 

【割引内容】ホテル宿泊10%引き 
        ※電話予約のみ 
        ※他サービスとの併用不可 
        ※サービスマークのお渡しはできません 

【対  象】会員・家族 

【割引内容】①宿泊料    10%引き 
        ②会議室利用料 10%引き 
        ※冷暖房使用の場合は利用料2割増し 

【対  象】会員・家族 

【割引内容】①宿泊料金  10,700円(税込) 
        ※1泊朝食付（2名1室利用） 

        ※土・休前日は2,000円加算 

        ②アロマテラピーコース 10%引き 
【対  象】会員・家族 

区分  会員料金 一般料金 

お風呂  

会員 大人 ４００円 

６００円  

家族 大人 ５００円 

家族 小中学生 ２００円 ３００円 

プール  

会員 大人 ４００円 

６００円  

家族 大人 ５００円 

家族 小中学生 ２００円 ３００円 

お風呂・
プール 

セット  

会員 大人 ８００円 
１，０００円  

家族 大人 ８００円 

家族 小中学生 ４００円 ５００円 

もえぎの里 あば温泉 

施設HP 

湯の里 瀬戸川温泉 あわくら温泉 湯～とぴあ黄金泉 

津山市阿波1200 
℡0868-46-7111 

【割引内容】入浴料の割引 
      大人(中学生以上)520円 ⇒ 420円 
【対  象】会員・同伴者(計5名まで) 
【営業時間】11:00～21:00(最終受付20:00) 
【定休日】 水曜日 

鏡野町寺元425-9 
℡0868-54-4118 

施設HP 
【割引内容】①入浴料の割引 
      大人(中学生以上)         600円 ⇒ 500円 
      小人(小学生まで)     300円 ⇒ 250円  
      ※3歳以下無料  

      ②入浴-岩盤浴セット 1,000円 ⇒ 900円 
【対  象】会員・家族 
【営業時間】7:00～24:00(最終受付23:30) 

西粟倉村影石2072-6 
℡0868-79-2334 

施設HP 

【割引内容】大人(中学生以上)700円 ⇒ 500円 
      小人(小 学 生)500円 ⇒ 400円 

【対  象】会員・家族(計5名まで) 
【営業時間】10:00～21:00 
【休館日】 毎週火曜日(祝日時は翌日) 

 

福利厚生のことは 

おまかせください 

〒708-0022 岡山県津山市山下92-1 

FAX：０８６８－２２－９６４７ 

津山圏域雇用労働センター内 

津山圏域勤労者互助会 

E-mail：gojo@koyou.or.jp 

TEL：０８６８－２４－３６３３ 


