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 宝塚歌劇  ト ピ ッ ク 
 会報ごじょかい第１２７号の注目企画 

 

 会員数  ２９５４名 
事業所数  ３１１社 
 (令和４年６月１日現在) 

編集発行／津山圏域勤労者互助会  

     

お知らせ 
 

・給付申請漏れはございませんか？ 

・会報誌へチラシ封入のご案内 

・ミールエイド制度をご利用ください 

・新規事業所をご紹介ください 

・東京ディズニーリゾート○R ・コーポレートプログラム 

・全福ネット入院あんしん保険・あんしん労災 

・全福センターのホームページをご利用ください 

 

お 知 ら せ 互助会事務局からのお知らせ 

 チケット等割引斡旋 
 

・家庭用常備薬の斡旋 

・各種グルメギフトカード 

・ジェフグルメカード 

・みまさか農園 ぶどう狩り 

・イオンシネマチケット 

・ボウリング無料券 

・コメダ珈琲プリペイドカード「KOMEDA」 

 

 

各種給付金の請求をお忘れではありませんか？ 

給付金の支払いには請求期限があるため、お早めに請求をお願いします。ご不明点は互助会事務局までお問い合わせ下

さい。                         TEL：0868-24-3633 FAX：0868-22—9647 

 
 

・永年勤続 ・子の就学（小学、中学） ・結婚 ・出産 ・傷病休業 ・住宅災害 ・家族死亡 など 

互助会会報誌にあなたの事業所のチラシを封入してアピールしませんか？ 

1年に3回（7月・11月・3月）発行する会報誌にチラシを封入し、津山圏域内の事業所300社以上、会員3,000人以

上に向けてあなたの事業所の製品やサービスをPRできるいい機会となりますのでご検討ください。 

手数料は、会員事業所であれば1回につき全事業所が対象なら1,000円、全会員対象なら5,000円となります。 

また、会員外事業所でも1回につき全事業所が対象なら10,000円、全会員対象なら30,000円となります。 

※平日の9時から17時までの間にお願いします 

※申請用紙はQRコードからダウンロードして

下さい 
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お 知 ら せ ミールエイド制度をご利用ください  

お 知 ら せ 

■謝礼支給の該当となるのは・・・ 

 未加入の事業所を紹介していただき、新規に加入していただいた場合 

 →入会者数に応じてご紹介者に贈呈します 

■謝礼 

 図書カード（入会者１人当たり１，０００円）  

  例）紹介により新規事業所の方が５人入会した場合、図書カード５，０００円分を贈呈。 

※紹介謝礼の対象は津山圏域勤労者互助会の会員のみです。 

新規事業所をご紹介ください！！ 

互助会会員の方から、新規事業所をご紹介していただき互助会に入会した場合、入会 

していただいた会員の人数に応じて謝礼をいたします。 

お知り合いの事業所でまだ入会していない事業所がありましたら、ぜひご紹介ください。 

互助会の詳細について事務局からご説明に伺います。 

【加入の対象となる事業所】 

津山圏域内（津山市・鏡野町・勝央町・奈義町・久米南町・美咲町）の中小規模（300人を超えない） 

事業所 

【加入の対象となる方】 

上記の事業所の従業員（パートタイマー含む）及び事業主、もしくは圏域内居住者で圏域外の中小規模事業

所に勤務する勤労者 

令和３年度秋からミールエイド制度を実施しています。下記のミールエイド協力店のリストのお店の中で、 

会員様１人につき年１回、１，０００円の補助が利用できます。 

（１，０００円以上の飲食代のお支払いがあり、レシート・領収書１枚につき1名のみ利用可能） 

引き続き、みなさまの職場やご家族で行きつけのお店、オススメや行ってみたいお店を教えてください。ご紹介いただ

いたお店には、事務局から協力のお願いをさせていただきます。 

店舗名 店舗種別 住所 電話番号 

アンジェ  洋菓子・カフェ 津山市山北400-4 0868-22-1819 

家庭食堂ROOF 定食屋・お弁当 津山市北園町22-7（旭ビル１F） 090-9731-1256 

喫茶アール コーヒー・ランチ 津山市山下92-1（雇用労働センター１F） 0868-24-1589 

昭和堂deぱん カフェ（珈琲、抹茶、ソフトクリーム、ぱん） 久米郡美咲町久木242-8 0868-62-0020 

津山城東とうふ茶屋 

早瀬豆富店 
和食 津山市東新町82 0868-35-3239 

パティスリーワカナ 洋菓子 苫田郡鏡野町吉原695-2 0868-54-3721 

ラ・プロヴァンス 洋菓子 津山市沼37-2 0868-24-8050 

あっちゃんの大きな木 レストラン・お弁当 津山市山下９７-１ 0868-32-9839 

料理・旅館 

おやど文の家 

料理・旅館・店内飲食・ 

テイクアウト 
津山市上河原210-5 0868-23-8228 

津山鶴山ホテル 和・洋・中レストラン 津山市東新町114-4 0868-25-2121 

７C（セブンシー） カフェ 津山市東一宮72-3 0868-27-1372 

LOL（ロル）津山店 フルーツサンド・ドリンクなど 津山市山北442-4 090-4495-4894 

【ミールエイド協力店一覧】※令和４年６月1日時点、追加があれば随時HPで公開します 
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■補助内容 パークチケット１枚につき 

 会員 １，５００円助成（年度内２回まで） 

 家族 １，０００円助成（年度内１回、２名まで）  

■利用方法 

①事前に、互助会事務局へ保養所利用補助券申込書を提出してください。 

 ②互助会事務局からプランパスワードをお伝えし、コーポレートプログラム

利用券をお渡しします。 

 ③パークチケット購入時にコーポレートプログラム利用券を提出ください。 

  補助額を差し引いた料金でご購入いただけます。 

「東京ディズニーリゾート○R ・コーポレートプログラム」利用者専用サイトもご覧ください URL：dcp.go2tdr.com 

©Disney 

東京ディズニーリゾート○R ・コーポレートプログラム 

※入場日等のスケジュールについては、あらかじめホームページ等でご確認のうえ、購入してください。 

■ 対  象  者   会員 

■申 込 方 法   ①購入希望の会員の方は、「家庭用常備薬等 申込書」を事業所担当者へ提出 

         してください。 

         ②事業所担当者は事業所で取りまとめ、「斡旋申込取りまとめ書」を添付し、 

          互助会事務局へ郵送または持参してください。 

         なお、電話・ＦＡＸでの申し込みはご遠慮ください。 

■郵  送  先  〒７０８－００２２ 津山市山下９２－１  津山圏域勤労者互助会事務局宛  

         ℡０８６８－２４－３６３３ 

■事業所内締切 令和４年７月１２日（火） 

         申込希望者は事業所担当者へご提出ください。    

■商 品 発 送   ８月下旬（予定）に事業所へ直接送付されます。 

■取 扱 業 者   あまの創健 津山圏域勤労者互助会係（名古屋市北区五反田町１７８－５） 

               ℡：０１２０－１７０－２２８ 

 いつ起こるかわからない急なけがや病気に備えて家庭用常備薬を用意してはいかがでしょうか？ 

  互助会では、今年度も家庭用常備薬の斡旋を行います。市価に比べてお値打ちとなっていますので、

この機会をご利用ください。 

※詳細については、各事業所配布の「家庭常備薬のあっせんについて」でご確認ください。 

           家庭用常備薬の斡旋 
常備薬品等斡旋 

お 知 ら せ 
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斡旋価格  通常価格 

２，５００円 ３，０００円 

 

 ガスト、モスバーガー、ジョイフルなど全国35,000店舗の加盟店でご利用いただけるお食事券を会員1

人につき２セットまで割引斡旋します。有効期限なしの便利な券ですので、是非お申込みください。 

お申し込みは、各事業所配布の申込書でお願いします。 

全国共通お食事券 「ジェフグルメカード」斡旋 割 引 斡 旋 

 ■内  容 ：１セット ５００円券×６枚 

 ■有効期限 ：無し 

 ■対象店舗例：ガスト、カレーハウスCoCo壱番屋、ココス 

        モスバーガー、吉野家、魚民、バーミヤン 

        ケンタッキーフライドチキン、ジョイフル 

        リンガーハット、サーティワンアイスクリーム など  

 ■取扱店舗  https://www.jfcard.co.jpから確認できます 

斡旋枚数 ３００セット 

申込期限 

               

７月２２日（金） 
※斡旋枚数を超える申し込みがあった場合は抽選 

※８月１２日（金）以降のお渡し予定 

このステッカーが貼ってあるお店で 

ご利用いただけます 

大好評企画！ 

名   称 斡旋価格 通常価格 申込単位 

①KFCカード3000 2,300円 3,000円 1枚から 

② 野家プリカ3000 2,300円 3,000円 1枚から 

③すかいらーくご優待券1000 800円 1,000円 5枚から※ 

④サーティワンアイスクリーム 

 500円ギフト券 
400円 500円 5枚から 

 

  割引斡旋 各種グルメギフトカード 
（KFCカード・ 野家プリカ・すかいらーくご優待券・サーティワン アイスクリームギフト券） 

飲食店のテイクアウトや、お世話になった方への贈り物として今回４種のグルメギフトカードの斡旋を行います。 

申込は各事業所に配布の申込書でお願いします。（会員1人につきカードの種類にかかわらず20枚まで割引斡旋します。） 

①KFCカード    ：ケンタッキーフライドチキンで利用でき、チャージすることで繰り返し利用できます。 

          ※有効期限2年。チャージすると更に2年へ更新。 

② 野家プリカ  ： 野家で利用でき、チャージすることで繰り返し利用できます。 

          ※有効期限2年。チャージすると更に2年へ更新。 

③すかいらーく  ：すかいらーく各店（ガスト、バーミヤン、しゃぶ葉、ステーキガスト、夢庵等）で利用できます。 

 ご優待券     ※有効期限180日（券到着後）。 

④サーティワン  ：サーティワンアイスクリームで利用できます。 

  アイスクリーム  ※有効期限なし。 

 ギフト券 

◎申込期限  ７月２９日（金） ※８月２９日（月）以降のお渡し予定                 

※すかいらーくご優待券は申込の総数が50枚に満たない場合は斡旋しません 
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会員氏名又は番号 

 

利用日 

月  日 

美作農園HP 

利 用 助 成 

 美作市奥585-1      

※2歳未満は無料です 

◎

【ご利用のポイント】 

①税込価格から500円

ＯＦＦで利用できます 

②価格が変動する場合

がございますので、事

前にお問合せください 

ぶどうの種類 大人（中学生以上） 小人（２歳以上） 

ニューベリーA 1,650円 1,320円 

ニューピオーネ 2,200円 1,870円 

シャインマスカット 3,630円 3,300円 

瀬戸ジャイアンツ 2,860円 2,530円 

◎入園料金（ぶどうで作るオリジナル大福付き、下記の金額は税込表示） 

会員氏名又は番号 

 

みまさか農園 ぶどう狩り 

利用日 

月  日 

割 引 斡 旋 イオンシネマ シネマチケット 
全国のイオンシネマで使えるシネマチケット。 

夏休みから冬休みまでご使用いただけます。１枚で１回鑑賞できるチケットです。 

申し込みは、各事業所配布の申込書でお願いします。 

※シネマチケットは申込の総数が50枚に満たない場合は斡旋しません 

※イオンの商用施設の中にあっても、イオンシネマではない映画館もございます。 

 岡山県内では、イオンシネマ岡山でご利用できます。 

※イオンシネマ以外の映画館ではご利用になれませんのでご注意下さい。 

※一般、学生、子ども、ハッピー55、サービスデー等、入場料差額の返金また各種割引券との 

 併用はできません。 

※映画以外のコンテンツ、特別席等、一部ご利用になれない場合がございます。 

■有効期間 

 令和４年８月１日～令和５年１月３１日 

   ※利用日の指定はありません 
斡旋価格 通常料金 

１,０００円 １，８００円 

申込期限 ７月１５日（金） 

※８月２日以降のお渡しとなります 
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          ボウリング・カラオケ・ビリヤード 利 用 助 成 

ツモクボウリング 身近でゆったりできる空間 

津山市津山口３３７－７  ℡：(0868)23-0271 

■ボウリングゲーム料金（一般料金）(税込)     

時間 平日 土曜日 日曜・祝日 

10:00～12:00 400円 400円 400円 

12:00～18:00 400円 400円 450円 

18:00～23:00 450円 450円 450円 

■営業時間   

 月～金曜日 土曜日 日曜日 

時間 １０：３０～２３：００ １０：００～２３：００ ８：００～２３：００ 
■ビリヤードゲーム料金      

  １人30分300円(以降10分100円）   

■「おはよう早朝ボウル」    

  日曜日の朝8時～11時は早朝ボウリングを 

   1 ゲーム250円で開催しています。 

■「平日投げ放題実施中」    

  平日の昼間10時30分～17時までの間、お１人様６ 

  ゲームまで、1,200円で投げ放題を行っています。  

  毎月、楽しいイベントや大会を開催しています。 

  詳しくはお電話でお問い合わせください。 

 

割 引 斡 旋 コメダ珈琲プリペイドカード「KOMECA」

・全国のコメダ珈琲店・おかげ庵で使えるKOMECA（コメカ） （一部使用できない店舗がございます）  

 

・有効期限：２０２４年８月１１日まで ※上記有効期限は未使用の場合 ※ポイント及び残高は、最

終利用日（支払、チャージ、ポイント合算） から2年間有効  
 

斡旋価格 通常料金 

２,５００円 ３,０００円 

申込期限 ７月２９日（金） 

※８月２９日以降のお渡しとなります 

・ポイントが貯まる、チャージ式プリペイドカー

ドです ・ご利用金額の１％をポイント還元  
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     全福ネット入院あんしん保険・あんしん労災 お知らせ 

津山圏域勤労者互助会が加入している全福センターが実施する「全福ネット入院あんしん保険」は2022年度のお申込

みを受け付けています。互助会会員さま限定の割安な掛け金で、ご家族様もご加入いただけます。 

お申込みの際は健康状態の告知のみ（医師の審査は不要）で、手軽にご加入いただけます。 

万が一の入院への備えとしてご検討されてみてはいかがでしょうか。 

※保険期間は2022年6月1日午後4時から2023年6月1日午後4時までですが、中途加入も可能です。 
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●ご連絡・問い合わせ先 津山圏域勤労者互助会事務局 

            〒708-0022 津山市山下92-1（津山圏域雇用労働センター内） 

            Tel：(0868)24-3633 Fax：(0868)22-9647 

全福センターホームページをご利用ください 
お 知 ら せ 

 

★顧客満足度３年連続1位 おそうじ革命のハウスクリーニング 

エアコン・レンジフード・浴室クリーニング・トイレなど、どのようなクリーニングもお任せください。 

業界で多くのお客様から支持を得た、納得のプロのクリーニングを是非お試しください。 

提携団体のメンバーであることをお伝え頂ければ、 

弊社ホームページ表示価格より全メニュー１０％OFFの会員特別価格にてご提供いたします。 

HPご利用の場合は、お問い合わせフォーム「ご紹介サービス名（会社名）」欄に「全福センター」とご入力下さい。 

 

★オリコンランキング顧客満足度調査で３年連続ハウスクリーニング部門で7部門中6部門で1位になっているハウスク

リーニング会社です。 

全国220店舗を展開しております。 

丁寧な作業と納得の固定料金制でコストパフォーマンスに定評がございます。 

お客様目線で安心なサービスをご提供いたします。 


