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会員数  ３０５０名 
事業所数  ３３９社 
 (平成３０年１０月１日現在) 

編集発行／津山圏域勤労者互助会  

     

     

     

 

 このツアーの取扱旅行会社 

 両備ホールディングス株式会社（0868‐22‐6187） （観光庁長官登録旅行業第1414号） 

 ※参加決定者には参加費の支払い方法等詳細を含め、両備ホールディングス㈱よりご連絡いたします。 

※詳細については各事業所配付の「参加申込書」でご確認ください 

 ■日   時 平成３０年１２月１６日（日） 

        出発：午前８時３０分・帰着：午後８時（予定） 

 ■場   所 なんばグランド花月（大阪市中央区難波千日前11-6） 

 ■対 象 者 会員とその家族 

 ■定   員 ４０名 

 ■参 加 費 会員６，５００円 家族７，０００円 

 ■申込期限  平成３０年１１月１６日（金）午後５時まで 

 ※定員を超えた場合は、グループ単位での抽選となります。 

  申込期限後に定員に満たない場合は、定員になるまで先着順で 

  受け付けます。 

漫才・落語・吉本新喜劇ツアー 

 ■日  時 平成３１年１月２５日（金） 

午後７時００分～午後９時００分（予定） 

 ■場  所 津山国際ホテル（津山市山下98-2） 

 ■対 象 者 会員とその家族（中学生以上） 

 ■定  員 ４０名 

 ■参 加 費 会員４，０００円  家族５，０００円 

 ■申込期限 平成３０年１１月２６日（月） 

 ■そ の 他 定員を超えた場合はグループ単位の抽選と 

なります。 

 今年度も開催します！人気のテーブルマナー教室。津山国際ホテ

ルのシェフが自信をもってオススメする最高級の料理を正しいマ

ナーを教えてもらいながら味わってみませんか？ 

テーブルマナー教室 

※詳細については各事業所配付の「参加申込書」でご確認ください 

[漫才･落語]中田カウス・ボタン／宮川大助･花子／大木こだまひびき／メッセンジャー／キングコング／村上ショージ 

[新喜劇]すっちｰ／池乃めだか／島田一の介 ／末成由美 

 毎年大人気の吉本新喜劇観劇ツアー！今年は、改修を終え、リニューアルオープンしたなんばグランド花月での

公演となります。お昼は、「吉本新喜劇弁当（お茶付）」をご観劇の記念にご賞味ください。観劇後は、約１時間半

のフリータイム。なんば駅周辺を満喫していただきます。ぜひお申し込みください！ 

最後の津山国際ホテル 

テーブルマナー教室！！ 
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アイスランド津山 

  津山市志戸部２４５  TEL:（０８６８）２４－４９００  

■滑走料金（フリータイム制）   

区  分 一般料金 割引額 

会員（一般） 600円 

中・高校生 

小学生以下 

350円 

200円 

■貸靴料金  300円  

■滑走の注意 リンク内では必ず手袋を着用ください。 
手袋なしの滑走は不可) 

■駐車場 無料駐車場完備  

■営業期間 平成30年12月8日(土)～平成31年2月17日(日) 

■定休日 12/31、1/1

■営業時間 （日・月・祝・祝日の翌日・12/29,30,1/2,3） 9：00～17：00 

（水）  9：00～19：30  （火・木・金・土） 9：00～20：00 

■ 初日・最終日・毎週金曜日（１/４は除く）  

■入園料金 

区    分 割引料金 一般料金  

大人  1,200円 1,700円

子供 (小学生)   900円 1,400円  

幼児 （3歳 ～  

小学生未満） 
  400円 900円  

３歳未満    無料 

 

■

■  

みまさか農園 いちご狩り 

 美作市奥585-1      

※土日祝祭日 ２００円UP! 

会員氏名又は番号 

 

会員氏名又は番号 

 

 

会員氏名又は番号 

 

利用日 

月  日 

会員氏名又は番号 

 

利用日 

月  日 

見 本 

見 本 

見 本 

見 本 
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「サンタクロースからの手紙」割引斡旋 

 サンタクロースからの手紙を、お子さんやご家族、大切な人に届けませんか。遥か遠く、北極圏のサンタクロー

ス村から届く本物の「サンタクロースからの手紙」が、クリスマスに夢と笑顔をお届けします。 

※詳細については、各事業所配布の「申込書」でご確認ください。 

斡旋枚数 ２０通 

申込期限 １１月２８日（水） 

斡旋価格 通常価格 

１，２００円 １，６５０円 

 C：この部分がサンタクロースからの 

   メッセージです。 

   内容は毎年新しく作られます 

この部分をお好きな言葉で作れます！ 

 A：宛名部分 

 B：呼びかけ部分 

 D：メッセージ 

   家庭用常備薬の斡旋（秋得価格です！！） 

 互助会では今回も家庭用常備薬の

斡旋販売を行います。これから寒く

なり増えてくる風邪や、急な怪我に

家庭用常備薬を用意してはいかがで

しょうか。 
※詳細については、各事業所配布の

「斡旋申込書」でご確認ください。 

■対 象 者   会 員 

■申込方法  事業所に配布の申込用紙に必要事項を記入し、事業所で取りまとめ、 

        互助会事務局へ郵送してください。 

       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 ℡０８６８－２４－３６３３ 

■事業所内  平成３０年１１月３０日（金） 

 締め切り   申込希望者は事業所担当者へご提出ください    

■商品配布 １２月下旬（予定）に事業所へ直接送付されます。   

■取扱業者   この商品に関するお問い合わせ先 

       白石薬品株式会社 大阪支社 津山圏域勤労者互助会係 

             ℡：０７２－９６１－７４７１ 

写真はｲﾒｰｼﾞです。 

毎年デザインは異 

なります。 

東京ディズニーリゾート○R ・コーポレートプログラム 

第２回サンクス・フェスティバル 

２０１９年１月７日（水）～３月２０日（水） ※全日（土日祝を含む） 
 

会員限定価格でパークに入園できる“特別な期間” 

第２回「サンクス・フェスティバル」が開催されます。 

コーポレート利用券との併用でさらにお得にご利用ください！ 
 

※入園制限中は利用できません 

※サンクス・フェスティバルのご利用には「購入申込書」が必要です 

 「購入申込書」は事務局に届き次第ご案内します 

今年度 

ラストチャンス！ 

お手紙の 

書き方詳細

はコチラ⇒ 
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恩原高原スキー場＆クアガーデンこのか 

〇恩原高原スキー場 

 岡山県最大のスキー場「恩原高原スキー場」でスキー・スノボを思い切り楽しみませんか？ 

思い切り満喫した後は「上齋原温泉クアガーデンこのか」で心も体もぽかぽか！疲れをとってお帰りください。 

■リフト料金    

1日券 
半日券 

子ども1日券 
１１回券 

（回数券） 

4,300円 2,800円 2,800円 2,600円 

 

■駐車場料金   普通車１台 500円 ※平日無料 

■積雪情報  

■営業時間 8:00～17:00  

※Ｒ１７９号線沿いの上齋原振興センターから車で１分。 

スキーの帰りに立ち寄るには便利な場所です。ぜひどうぞ！ 

 

 

 

区  分 

お風呂 

会員 大人 400円 
600円 

家族 

大人 500円 

200円 300円 

〇クアガーデンこのか 

 

■割引内容 会員と家族計５名まで 

      （会員証をご提示ください） 

 

■営業日 （お風呂） 
      ４月１日～１０月３１日 １０：００～２１：００ 

      １１月１日～ ３月３１日 １１：００～２０：００  

 

■住 所  鏡野町上齋原４４６－１ 

         ＴＥＬ（０８６８）－４４－２２８１   

加水なしの天然温泉１００％! スキーの後にぜひ！ 

 

 スキー・スノーボード リフト券 
ひるぜんベアバレースキー場 

奥大山スキー場 

スキー・スノーボードシーズンの到来です！ 

割引価格でリフト券を購入し、お得に冬を満喫してください！！ 
 

斡旋枚数 ⇒ ５０枚（１会員さまにつき４枚まで） 
 

下記記載の券種、表示価格から５００円ＯＦＦ！ 
 

※ 申込み多数の場合は抽選とさせていただきます 

※ 詳細は事業所配付「リフト券割引斡旋」をご覧ください 

奥大山スキー場 
TEL:0859-77-2828 

アクセス 

鳥取県日野郡江府

町御机大平原837-13 

ひるぜんベアバレースキー場 

TEL:0867-66-5333 

アクセス 

真庭市本茅部644-15 

奥大山スキー場 ひるぜんベアバレースキー場 

 大人 子ども  大人 子ども 

１日券 4,000円 3,000円 １日券 4,000円 3,000円 

午前券 3,000円 2,000円 半日券 3,000円 2,000円 

午後券 3,000円 2,000円 午後ロング券 4,000円 3,500円 

   ナイター券 2,500円  

※シニア割引については、各スキー場にお問合せください 

※「子ども」はいずれも小学生以下が対象となります 

見 本 
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津山圏域勤労者互助会クリスマスケーキ割引クーポン券斡旋 

ご利用の流れ 必ずお読みください！ 
①本紙面のご希望の店舗に各自予約してください（割引は期間内に予約

したケーキに限ります）。予約の際、必ず「津山圏域勤労者互助会 クー

ポン券使用」の旨をお伝えください。 

②会計時に会員証とクーポン券を提示（提出）してください。 
 

※詳細は事業所配布の「クリスマスケーキ購入方法」でご確認ください 

 

対象のケーキ 

会報「ごじょかい」折り込みのX’masケーキの 

カタログよりお選びください。 

予約方法：店頭にて予約チケットをご購入ください 

受付期間：１１月１日～１２月２１日 

※写真はイメージです 

 

※写真はイメージです 

Macaron 

津山市沼10－10（柳通り） 

TEL0868-24-4567 

対象のケーキ 

店頭のクリスマスケーキチラシよりお選びください。 

予約方法：電話予約もしくは来店 

受付期間：１２月１日～１２月２０日 

対象のケーキ 

店頭のクリスマスケーキカタログよりお選びください。 

※写真はイメージです 

 
ＷＡＫＡＮＡ 
(パティスリーワカナ) 

苫田郡鏡野町吉原695-2 

TEL0868-54-3721 

予約方法：店頭のみ（完全前金制） 

受付期間：１２月１日～１２月２０日 

 

※写真はイメージです 

バニラビーンズ 津山市志戸部673-3 

TEL0868-23-0581 

対象のケーキ 

店頭のクリスマスケーキチラシよりお選びください。 

予約方法：店頭のみ（完全前金制） 

受付期間：１２月１日～１２月１７日 

 

※写真はイメージです 

フランセ 津山市林田町23 
TEL0868-22-0228 

対象のケーキ 

パンフレットのクリスマスケーキよりお選びください。 

予約方法：電話予約もしくは来店 

受付期間：１２月１日～１２月２０日 

 

対象のケーキ 

店頭のクリスマスケーキパンフレットよりお選びください。 
※台数を限定してあるケーキにつきましては、下記予約期間内であって

も台数になり次第その 

ケーキの予約を締め切 

ります 

予約方法：店頭のみ（完全前金制） 

受付期間：１１月中旬～１２月２０日（予定） 

アンジェ 津山市山北400-4 

TEL 0120-24-1819 

※写真はイメージです 

 

※写真はイメージです 

お菓子の店 

 キシモト 
津山市加茂町桑原68-8 

TEL0868-42-2137 

対象のケーキ 

店頭のクリスマスケーキチラシよりお選びください。 

予約方法：電話予約もしくは来店 

受付期間：１２月１日～１２月１８日 

※会員本人のみ有効 

※本券１枚につき対象のケーキ１つが対象 

※「会員氏名又は番号」・「利用店舗」の記載が

ないものは無効 

※他の割引等との併用不可 

※有効期間 １２月２５日（火）まで 

事前に各店舗へ予約を行い 

会計時、本券と会員証を必ず提示してください 

利用店舗名 

 

会員氏名又は番号 

 

店舗ＨＰ 

津山市沼37-2 

TEL 0868-24-8050 

見 本 
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 ボウリング・カラオケ・バドミントン・卓球 

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 

10:00～12:00 370円 370円 370円 

12:00～18:00 370円 370円 420円 

18:00～23:00 420円 420円 420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220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～5時までの間、お１人様６ゲー 

  ムまで、1,080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。 

  

         ボウリング・カラオケ・バドミントン・卓球 

  津山市河辺８４４－１  ℡：(0868)21-7333 

ボウリング  

時間 料金  

 月～金・祝前日 

終日 495円  

土・日・祝日   

 終日 597円  

カラオケ   

時間 料金   

ｵｰﾌﾟﾝ～ 

 18:00 

月～金 

380円 650円  

18:00～ 

 ｸﾛｰｽﾞ 

月～木 

530円 750円  

バドミントン・卓球  

 時間 料金（1人10分）  

12:00～18:00 130円  
月～金  

  18:00～ｸﾛｰｽﾞ 130円  

土日祝 終日 160円  

   

※
左
の
ク
ー
ポ
ン
券
は
、
正
月
の
期
間
は
ご
利
用
に
な
れ
ま
せ
ん 

 

特別クーポン券 

  ボウリング 

特別クーポン券 

バドミントン・卓球 

特別クーポン券 

 カラオケ 

見 本 

見 本 

見 本 

見 本 
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バスツアー企画助成 

※この助成券をツアー企画申込時に 

企画した会社に提出してください。 

ツアー企画利用助成券 
（会員用） 

発行：津山圏域勤労者互助会 

助成額：２，０００円 

有効期限 平成３１年１月１２日まで 

会員氏名又は番号 

 

ツアー企画利用助成券 
（家族用） 

※この助成券をツアー企画申込時に 

企画した会社に提出してください。 

発行：津山圏域勤労者互助会 

助成額：１，０００円 

有効期限 平成３１年１月１２日まで 

会員氏名又は番号 

 

ツアー企画利用助成券 
（家族用） 

発行：津山圏域勤労者互助会 

助成額：１，０００円 

会員氏名又は番号 

 

※切り取ってご使用ください。 

有効期限 平成３１年１月１２日まで 

※この助成券をツアー企画申込時に 

企画した会社に提出してください。 

光の祭典『神戸ルミナリ

エ』とぶらり神戸フリータ

イム～ショッピングもでき

るフリータイム６時間～ 
 

プラン番号《Ｆ５５》 

『とっとり花回廊』フラワーイ

ルミネーション＆冬花火、倉吉

の新名所、フィギュアミュージ

アム『円形劇場』 
 

プラン番号《Ｆ５８》 

開運祈願・初詣 

出雲大社と出雲國一之宮

熊野大社 
 

プラン番号《Ｆ５９》 

市川海老蔵出演 

『古典への誘い』観劇ツ

アー（島根県） 

 

プラン番号《Ｋ０１》 

宝塚歌劇Ａ席ツアー 

雪組公演『ファントム』

（兵庫県） 

 

プラン番号《Ｋ０２》 

【ご利用方法】 
 

■ご希望のツアーのプラン番号を各旅行会社に伝え、 

 予約してください。 
 ※記載の価格から、助成額を差し引いた価格でご利用いただけます 

 ※複数のツアーへ参加を希望される場合は、事務局へご連絡ください 

 ※乗降場所については、各旅行社にお問合せください 

■お問合せ・お申し込み先 

・プラン番号 ⇒ Ｆ５５、Ｆ５８、Ｆ５９ 

 両備ホールディングス㈱津山観光センター 

 TEL:0868-22-6187 ※土日祝休 

・プラン番号 ⇒ Ｋ０１、Ｋ０２ 

 勝田交通㈱ TEL:0868-22-1234 

■出発日 12月9日（日）、15日（土） 

■行程 10:30津山出発―13:00～19:30神戸市内― 

－22:30津山帰着 

■価格 大人 ５，８００ 円  

    小人 ５，０００ 円 

■出発日 12月16日（日）、23日（日）、29日（土） 

      1月 6日（日）、12日（土） 

■行程  13:10津山出発―倉吉フィギュアミュージアム

円形劇場―とっとり花回廊―21:00津山帰着 

■価格  大人 ７，８００ 円 

     小人 ６，３００ 円 

■出発日 1月2日（水）、4日（金）、6日（日） 

■行程  7:40津山出発―出雲大社（昼食・参拝）

―熊野大社ーお菓子の壽城―18:20津山帰着 

■価格  大人 ８，８００ 円 

     小人 ７，８００ 円 

■出発日 11月20日（火） 

■行程  8:30～9:30各地出発―松江の郷土料理（昼食）

―観劇―米子「お菓子の壽城」―18:00～19:00各地帰着 

■価格  お一人さま ２１，８００ 円 

     ※幼児入場不可、子ども同額 

■出発日 11月30日（金） 

■行程  9:30～10:30各地出発―宝塚大劇場―

18:30～19:30各地帰着 

■価格 お一人さま １５，０００円 

日帰り 

自由夕食 
日帰り 

自由夕食 

日帰り 

昼食付 

日帰り 

昼食付 

日帰り 

昼食付 

見 本 見 本 見 本 
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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 

            URL：http://www.koyou.or.jp E-mail：koyou@tvt.ne.jp 

新規割引協力店のご紹介 

利用可能な宿泊施設については、互助会 

ＨＰからご覧ください。 

URL↓↓ 
http://www.koyou.or.jp/topic?id=2#345  
 

  互助会ＨＰ 

  ＱＲコード 

ホテルマネージメントインターナショナル株式会社 

全国５３施設が会員限定価格（正規料金より最大50%OFF）で利用できます！ 

ビジネスからお出掛け・観光まで幅広い施設が揃っています。ぜひご利用ください。 

保養施設利用補助券を使えば、さらにお得に(1,000～1,500円OFFで)ご利用いただけます。 

【ご利用方法】 

■ インターネットの専用サイトから予約を

行ってください。 

ＵＲＬ：http://www.hmi-hotel.co.jp/hojin/  

※ユーザー登録には専用のＩＤ・パスワード

が必要です 

 

 

 

 

■ 施設のご利用（宿泊）前に、互助会事務

局へ「保養所利用補助券申込書」でご申請い

ただければ、会員限定の価格から、さらにお

得に施設を利用できます。 

（保養所利用助成額）1,500 円（会員） 

          1,000 円（家族） 

※補助券の利用は１会員１年度内２回まで 

 ご家族は年度内１人につき１回２人まで 

地 区 施設数 地 区 施設数 地 区 施設数 

北海道地区  １件 北陸地区  ３件 四国地区  １件 

東北地区 １２件 東海地区  ８件 九州地区  ８件 

関東地区  ４件 近畿地区  ６件 沖縄地区  ２件 

甲信地区  ２件 中国地区  ６件 合  計 ５３件 ＩＤ パスワード 

Ｈ００００４３ ｈｍｉ 

約６０の対象ショップで、割引サービスなど、お得な特典が受け

られます。 
※店舗により他のキャンペーンやセールと併用できない場合があります 

税込み5,000円以上の会計ごとに１枚ご利用

いただけるお買物券(500円券)となります

(2019/3/31まで)。 
※他のキャンペーンとの併用はできません 

三井アウトレットパーク 倉敷 

営業時間 10:00～20:00 

岡山県倉敷市寿町12-3 

TEL 086-423-6500 
電話受付 10:00～18:00 

https://mitsui-shopping/park.com/mop/kurashiki/  

■ご利用方法 

三井アウトレットパーク倉敷１階 

総合案内所にて会員証を提示 

ファッションはもちろん、 

グッズやグルメも♪ 

中四国最大級のアウトレッ

トモールがおトクに♪ 

倉敷駅北口すぐ♪ 


