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共済会でお渡ししている各種割引チケット等のご利用は、
会員と登録家族（生計を一つにしている家族）の方のみとな
っております。皆様の貴重な会費で運営しております。ご理
解とご協力の程、よろしくお願いいたします。

始めによくお読みください共済会ニュース内容の申込について共済会ニュース内容の申込について

観光庁長官登録旅行業　第１８５７号　（社）日本旅行業協会正会員　　〒４４４－０８１１　愛知県岡崎市大西町字渕田１９－１
【重要】【重要】 ツアーお申込みと参加費のお支払い先は、直接旅行会社へとなります！ツアーお申込みと参加費のお支払い先は、直接旅行会社へとなります！

《お申込・お問い合わせ》　TEL：0564-65-5445　FAX：0564-65-5446

◎旅行企画・実施　 名鉄観光バス株式会社　

※共済会会員である旨を伝え、共済会会員カードを
　ご提示ください。

新型コロナウイルス感染症対策に関連して、共済会事業に関係するもののうち、個別に対応出来ない
ものなどの新しい情報を、都度共済会HPに掲載してまいりますのでご確認下さい。
　・すでにお持ちの映画観賞券や食事券に関すること　　　　・現在窓口販売をしているチケット
　・受け付け中のものについて　など

共済会 おすすめツアー！共済会 おすすめツアー！ 旅行会社窓口で共済会会員証を提示すると３～５％割引！
おすすめツアーは割引金額からさらに共済会が1,000円の補助！ 直接申込

ガイドライン（日本旅行業協会・日本バス協会）に沿ったお客様へのご案内 ・出発前にお客様の体調確認（体温、体調）を行い、発熱や感染の疑いのある 症状を呈しているお客様には、旅行参加をご遠慮いただきます ・お客様にはマスク着用を要請します
・バス乗務員もマスク着用を徹底いたします ・バス車内にお客様にご利用いただける消毒液を設置します

自然・屋外施設を取り入れた
コースづくりを提案します

昼食は間隔をあけて席を
ご用意します

窓が開閉するバスで運行
いたします

休憩回数・時間を多くとります

プラズマクラスターイオン発生機で、
空気をキレイに保ちます

バス車内は常時、外気モード設定により約5分で
車内の空気が入れ替わります
（メーカー発表によります）

バス車内でもフィジカルディス
タンス（身体的距離）を確保します※プラズマクラスターロゴ及びプラズマクラスター、

　Plasmaclusterはシャープ株式会社の登録商標です。

安心してバス旅行を
お楽しみいただく
ために

安心してバス旅行を
お楽しみいただく
ために

◆おすすめツアー特典／共済会よりおすすめツアー限定で１，０００円の
補助をいたします。申込み時に正規料金より１，０００円
を差し引いた金額を旅行会社へお支払いください。

◆補助範囲／会員及び登録家族
◆そ の 他／おすすめツアー以外の各旅行にも共済会会員証提示で
　　　　　　割引は適用されますので、是非ご利用ください。
注意事項／・お支払いは現金のみの取り扱いとなります。
　　　　　・一般の方も一緒にお申込みいただけます。
　　　　　・共済会補助はおすすめツアー１つにつき、１回までです。
　　　　　・キャンセル等については各旅行会社の約款が適応されますので、ご了解ください。
　　　　　・一般の方と同じバスでの参加となり、各ツアーとも先着順で受付けとなっておりま

す。出発日によってはすでに満席の場合があります。また、申込人数によっては実
施できない場合がありますのでご了承ください。

　　　　　・申し込み時に、各旅行会社から共済会へ旅行参加者の確認があります。

日帰り
44166A 伊良湖メロン収穫体験と磯料理伊良湖メロン収穫体験と磯料理伊良湖メロン収穫体験と磯料理

毎年大人気
　　　メロン狩り

全部で３個付！！
自分で２個狩り+
１個お持ち帰り
さらに 1/2 個賞味

※旅行代金に含まれます
※当日賞味のメロンとお

持ち帰りのメロン１個は
他の産地の物になる場
合があります

イメージイメージイメージイメージ

イメージイメージ イメージイメージ

無印出発 10，9８０円
〇印出発 11，4８０円

■一般旅行代金
お一人様（昼食付）

（小人は3,300円引き）
※小人はメロン狩りはなく、
　1/2個賞味のみとなります。

乗車場所
出発時間
出 発 日

東岡崎駅 8：10/岡崎車庫 8：20

7/⑱土・27月
日帰り
43040A お伊勢参りと松阪牛すき焼き膳お伊勢参りと松阪牛すき焼き膳

乗車場所
出発時間
出 発 日

東岡崎駅 9：00/
岡崎車庫 9：10

7/29水

日帰り
43039A 日本最大級！ペチュニア約４万株

桃色吐息のお花畑と

大自然のパワースポット！ 厳立峡

日本最大級！ペチュニア約４万株
桃色吐息のお花畑と

大自然のパワースポット！ 厳立峡

8，4８０円

■一般旅行代金
お一人様（昼食付）

7，4８０円

■一般旅行代金
お一人様（昼食付）

※歩きやすい靴でご参加ください。
※桃色吐息（ペチュニア）の開花状況に
　かかわらずツアーを催行いたします。

※昼食は11時頃からとなります。

乗車場所
出発時間
出 発 日

東岡崎駅 7：10/岡崎車庫 7：20

7/25土

日本最大級！ペチュニア約４万株
桃色吐息のお花畑と

大自然のパワースポット！ 厳立峡

日本最大級！ペチュニア約４万株
桃色吐息のお花畑と

大自然のパワースポット！ 厳立峡
■話題の

ブランド米
龍の瞳（２合）
お持ち帰り!!

イメージイメージ

イメージイメージ

お伊勢参りと松阪牛すき焼き膳お伊勢参りと松阪牛すき焼き膳

イメージイメージ

イメージイメージ
イメージイメージ

イメージイメージ

お品書き
・松阪牛・野菜・蕎麦

・珍味盛り合わせ
・めかぶ小鉢

・サラダ・ご飯

●コース/各地～道の駅めっくんはうす（お買
物）～伊良湖（昼食）～メロン2個狩り+１個お持
ち帰り+1/2個賞味～豊川稲荷（参拝）～ヤマ
サちくわの里（お買物）～岡崎＜17：20頃＞

●コース/各地～名阪関ドライ
ブイン（昼食）～伊勢神宮　内宮
（参拝）…おかげ横丁（お買物）～
岡崎＜18：30頃＞

●コース/各地～ひるがのピクニッ
クガーデン（入園・桃色吐息鑑賞〈リ
フト券付〉～飛騨高山まつりの森（昼
食）～巌立峡～岡崎＜19：00頃＞

⑥ 申込用紙・・・共済会ホームページからダウンロードできます。お
電話をいただければこちらからFAXもいたします。

⑦ チケットの座席について・・・すべてのチケット類の座席の指定はで
きません。車椅子の席が必要な方は必ず事前にご連絡ください。

⑧ チケットのお渡し日について・・・チケットをお渡しできる日が、開
催日が近い、あるいは開催中になる場合がありますのでご注意
いただくとともに、ご了承の上お申し込み下さい。確実に必要な
場合は、予めご自身でチケットを確保されることをお勧めします。

① FAX申込 ・・・FAXもしくは共済会窓口でお申し込みください。
② 窓口販売 ・・・共済会事務局窓口で販売いたします。
③ 申込受付期間について・・・毎月「１日～20日」が申込受付期間

となります（別に記載されている場合はそちらが優先）。

④ 斡旋数について・・・コンサートやその他公演等のチケットの申込上限
は一人4枚までとなっております（別に記載されているものを除く）。

　  ※販売元の在庫状況及び申込状況によっては抽選となる場合がございます。

⑤ チケット発注に関して・・・申込分数、もしくは当選数のみの発注
となり、余分に確保はしておりません。発注前のキャンセル、席
種や日時等の変更は可能ですが、発注後はキャンセルや変更
はできません。通常チケット発注日は21日～22日位です。

検索岡崎幸田勤労者共済会★ニュースはホームページからもご覧いただけます！

72020
No.453

令和２年6月１日現在／
事業所数718社 会員数：8,234名

※表示金額は、すべて消費税込みの金額です。

公益財団法人岡崎幸田勤労者共済会
岡崎市美合町五本松68番地12　TEL.54－8495　FAX.54－8475
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◆参 加 費／会　　員：3,500円
　　　　　　登録家族：4,000円　　一般：5,000円
◆日　　時／８月２日（日）　９：４５受付（１０：００開始　約１時間半）
◆会　　場／岡崎市勤労文化センター　第２研修室
◆講　　師／アトリエヨーコ　永井洋子 先生
◆内　　容／ハーバリウム

※材料調達の都合 ( 時期や在庫 ) などで 多少変更する事がありますので、ご了承下さい。

◆募集人数／１５名《申込多数の場合は抽選》　
◆参加資格／会員と登録家族及びその一般同伴者
◆持 ち 物／エプロン、はさみ等
◆コロナ対策として／当日はマスク着用をお願いいたします。会場入り口にはアルコール消毒液を設置

しております。また、ソーシャルディスタンスに配慮して行います。

ファーストジェルを使って今までに無い透明感のあるプリザーブドフラワーアレンジを作ってみま
しょう🌈🌈🌈🌈　お花はピンク系かブルー系を選んで戴きます。
ファーストジェルを使って今までに無い透明感のあるプリザーブドフラワーアレンジを作ってみま
ファーストジェルでプリザーブドフラワー作品をつくろう！ ＦＡＸ申込

窓口渡し岡崎駒立ぶどう狩り 割引利用補助券

ハウス
デラウェア

デラウェア・
スチューベン

種なし巨峰

巨峰

1,1００円１,6００円

6００円9００円
1,0００円１,5００円

8００円1,1００円
5００円8００円

1,5００円2,0００円
1,2００円1,5００円

9００円1,2００円
1,3００円1,8００円
1,0００円1,3００円

7００円1,0００円

7/20～7/31 小　人
大　人

幼　児

小　人
大　人

幼　児

小　人
大　人

幼　児

小　人
大　人

幼　児

デラウェア
8/1～8/下旬頃
スチューベン他
9/上旬～10/10頃

8/20～8/下旬
※無くなり次第種有へ

8/20～10/10頃

券　種 種　類 区　分 一般料金 会員料金

9００円１,2００円

アウトドアが楽しめる自然の遊園。遊べるぶどうの里。アウトドアが楽しめる自然の遊園。遊べるぶどうの里。

渥美のメロン狩りと食べ放題
割引利用補助券

●利用資格／会員と登録家族

【ニュー渥美観光（株）】

●メロン狩り開催期間／8月1日（土）～９月13日（日）
　　　　　　　　　　　　　※大人は小学生以上、幼児は３歳以上
　　　　　　　　　　　　　※要予約  ※食べ放題／２歳以下無料
●予約･産地問屋直売店　ニュー渥美観光（株）／
　田原市保美町段土165
　☎：0531-32-0636　フリーダイアル☎：0120-334718

●メロン狩り開催期間／　開催中～９月中　※要予約
●予約･（有）日研農園／
　田原市堀切町鳥屋道２６　 ☎：0531-35-6854
　http://www.nikken-n.com/

【（有）日研農園】

内　容 区　分 一般料金
メロン狩り（１玉）
＋３０分食べ放題

食べ放題のみ

大　人
幼　児

3,800円
2,800円

会員利用料金
2,300円
1,500円

大　人 2,000円 1,400円
幼　児 1,000円 600円

内　容 区　分 一般料金

食べ放題（30分）

バーベキュー
メロン狩り＋冷やしカットメロン

大　人
幼児（5歳以下）

2,100円
1,000円

会員利用料金
1,800円

700円
どなたも 2,100円 1,700円
どなたも 1,900円 1,500円

★利用補助券は、共済会事務局の窓口でお渡しし
ます。会員証を持参の上、お越しください。

窓口渡し

渥美のメロン狩りと食べ放題
割引利用補助券

イメージ

●予約・岡崎駒立ぶどう狩り組合／☎0564-45-5151
●ホームページ／http://www.nande.com/coma-grape 

●開園時間／９：３０～１６：３０
●利用資格／会員と登録家族
※利用補助券は、共済会事務局の窓口

でお渡しします。会員証を持参の上、
お越しください。チケット記載の注意
事項をご覧の上、ご利用ください。

◆ぶどう園のご案内は、案内
所にお立ち寄りください。

◆バーベキューなど予約が必
要な施設があります。

※大人は中学生以上、小人は小学生、幼児は3歳以上

イメージ
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１ページ記載の"共済会ニュース内容の申込について"をご確認ください。１ページ記載の"共済会ニュース内容の申込について"をご確認ください。

野口五郎 ＦＡＸ申込

日時／１０月２８日（水）
　　　１７：３０開演
会場／愛知県芸術劇場大ホール
席種／全席指定　６，０００円
　　　（一般：７，３００円）
※未就学児童入場不可
★デビュー50周年を記念するコンサートツアーを
　開催。

≪チケットぴあ≫　

岡崎市美術博物館　特別企画展　マイセン動物園展

おかざき世界子ども美術博物館　リアル体感！ あそべる恐竜博　おかざき世界子ども美術博物館　リアル体感！ あそべる恐竜博　

日本モンキーパーク“水の楽園”「モンプル」利用券
●プール営業期間／７月２３日（木・祝）～８月３１日（月）、
　　　　　　　　　９月５日(土)・６日（日）・１２日（土）・１３日（日）・１９日（土）～２２日（火・祝）
　　　　　　　　　 　　※営業時間はホームページでご確認ください。
●利用料金／

●購入資格／１回に会員と登録家族人数分まで
●そ の 他／共済会事務局窓口で利用券をお渡しします。
　　　　　　●１回につき会員と登録家族利用2回分まで
★流れるプール“モンプルぐるぐる”をはじめ、1トンの水が

落ちてくる“ウォータージャングル”、20mの水柱が噴き
上がる古代遺跡ゾーン“ドバット”、小さなお子さま向けの
浅瀬プールなど、ご家族・お友達でお楽しみ頂けるアトラ
クションを多数取り揃えております。 ≪㈱名鉄インプレス≫　　

窓口渡し

券種 区　分 一般料金 会員料金
おとな（中学生以上） 2,200 円 1,300 円
こども（２歳以上） 1,700 円 900 円

入園 +
プール

窓口販売

窓口渡し

販売期間：7月1日（水）～9月13日（日）

■会　　期／７月２５日（土）～９月１３日（日）
■開館時間／１０：００～１７：００（最終の入場は１６：３０まで）
■休 館 日／毎週月曜日
　　　　　　　 ※ただし８月１０日（月・祝）は開館、８月１１日（火）は休館
■斡旋価格／一般（高校生以上）　　７００円（一般：１，０００円）
※岡崎市内の小中学生は無料（わくわくカードまたは学生証を提示）
※各種障がい者手帳の交付を受けている方及びその介助者は無料
※未就学児は無料
★本展は、このようなアール・ヌーヴォー期の作品を中心に構成しています。マイセ
ンの魅力、とりわけ造形技術の高さを改めて知る機会になれば幸いです。マイセン
ファンはもちろん、動物好きの方や親子でお楽しみいただける展覧会です。

■プレゼント枚数／先着６０枚　会員お一人様２枚まで
※無くなり次第終了。数に限りがあるため、必ず行ける方でお願いします。また残券をご確認のうえ、お越
しください
先着順で入場券をプレゼント！会員証を持って、共済会事務局窓口までお越しください。
■会　　期／７月１８日（土）～８月３０日(日)　※9：00～17：00（入館は１６：３０まで）
■休 館 日／毎週月曜日（※８月１０日は開館）
■観 覧 料／一般　６００円、小中学生１００円
※岡崎市内の小中学生は無料
※各種障がい者手帳所持者とその付添者は無料（各種手帳を提示）
※会場内の混雑状況によっては入場制限を行う場合があります。

ようこそ！古代の地球へ！あそべる恐竜プレイゾーンや飛び出す３D恐竜、
恐竜トリック３Dアートなど！
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サーティワン　アイスクリームギフト券の斡旋
サーティワンのアイスクリームのギフト券をお値打ちに斡旋！
今回もうれしい「特典」付！「特典」と一緒にぜひご利用ください！

FAX申込

●券　　種／５００円券を５枚で１セット
●斡旋価格／２，0００円（一般：２，５００円分）
●斡旋枚数／５００セット
●申込資格／会員のみ　１人２セットまで
●特　　典／サーティワンのアイス（シングル）無料券付！
※特典の無料券は岡崎市内の４店舗のみ使用可能です。
※一部の店舗ではご利用になれません。
※ご利用になれない商品もございますのでご確認ください。
※有効期限はございません。
※利用金額が金券額面に満たない場合にはおつりがでます。
※支払い額が金券額面を超えた場合不足分を現金で支払えます。

≪(株)タニザワフーズ≫　　

みんなで楽しもう！花火の斡旋！みんなで楽しもう！花火の斡旋！
ご家庭で楽しむ花火のセットの斡旋です。みんなでわいわい楽しみましょう！
●斡旋価格／①夏得てもち　　500円　・両面入って2度楽しい！極太＆変色＆なが～い時間遊べる。
　　　　　　②はなびんの夏休み！ 1,000円　・あの復刻版『ドラゴン』入ってます！
　　　　　　③絶品花火２ 1,200円　・打上、噴出、手持ち！今夜は花火大会！
　　　　　　④ぶっ飛　Ｌ 1,800円　・とれたてオモシロ花火が怒涛の全部のせ！
●申込資格／会員のみ （各花火1セットまで）
●斡 旋 数／各5０セット

※斡旋価格には共済会の補助が含まれています。　　※市場への供給状況によりパッケージ内容が変更になる場合がございます。
　※申し込み多数で品物が不足した場合は、同等品にて対応させていただきます。

協賛　≪㈱稲垣屋≫ 　≪㈱太田煙火製造所≫

ＦＡＸ申込
申込締切：7月14日（火）

①両面タイプ ②

③ ④

※斡旋価格には共済会の補助が含まれています。　　※市場への供給状況によりパッケージ内容が変更になる場合がございます。

②

※見本が共済会にありますので、ご覧いただけます



5

共済会ニュース 7月号

●種　　類／鳳来牛 ロース（焼き肉用） ５００ｇ（送料込み参考価格：8,0００円）
●斡旋価格／６，０００円　　　●申込資格／会員のみ　３箱まで
●備　　考／遠方への配送は別途料金が発生します。

●そ の 他／共済会事務局窓口で送り状をご記入の上、代
金をお支払いいただき注文完了となります。

　　　　　　（記入済のクール宅急便送り状を、ご持参いただくのも可能です）
●日付指定／８月８日、９日、１０日のいずれかをお選びください。
★「鳳来牛」は豊かな自然の中で大切に育てられたＡ４ランク以上の黒毛和牛で
す。奥三河でしか味わえないと言っても過言でないほど、頭数が少なく希少牛で
す。お肉は、上質な脂肪を持つため、お肉自体が甘みを含み溶けるような柔らか
さです。是非一度ご賞味ください。
奥三河は、飛騨牛、松坂牛の素牛供給を行うなど全国でも高いレベルの和牛産
地として知られています。そうした一流ブランドと並ぶ、霜降りの非常に見事な牛
肉を奥三河の大自然のなか飼育、生産しています。

●種　　類／和歌山県桃山町産  あら川のもも  ２ｋｇ：５～８玉入り
●斡旋価格／４，２００円（一般：５，４５０円）
●申込資格／会員のみ　２箱まで
●斡 旋 数／１００セット（申込多数の場合は抽選の場合あり）
　※ご希望の住所へお届けいただけます。郵送料込。
　※お届け時期は７月中旬頃から順次発送予定です。
　※お届け日の指定はできません。
　※価格は市場の相場により毎年変動の可能性があります。
　※あら川の桃には白鳳品種、白桃品種がありますが、発送時期で品種は変わります。
　　予め品種の指定はできませんので、ご了承ください。

ふるさと納税の返礼品にもなっている巴山牧場の牛肉！その中でも今回は鳳来牛をご案内！お盆などの
集まりやバーベキューなどにいかがでしょうか。冷凍のクール宅急便で全国へお送りいたします。

桃づくりに最適な砂質土壌で育まれ、３９０年の伝統を誇る
名品です。化学肥料を一切使用せず、ひとつひとつ丁寧に収
穫されます。口に含むと、何とも言えないまろやかな甘みが
広がります。是非ご賞味ください。また、化粧箱入りのため、
贈答用にもご利用可能です。

ふるさと納税の返礼品にもなっている巴山牧場の牛肉！その中でも今回は鳳来牛をご案内！お盆などの

クール宅急便でお届け！
髙橋精肉店直営・巴山牧場産の鳳来牛（黒毛和種）ロース焼き肉用！

桃づくりに最適な砂質土壌で育まれ、３９０年の伝統を誇る桃づくりに最適な砂質土壌で育まれ、３９０年の伝統を誇る桃づくりに最適な砂質土壌で育まれ、３９０年の伝統を誇る桃づくりに最適な砂質土壌で育まれ、３９０年の伝統を誇る桃づくりに最適な砂質土壌で育まれ、３９０年の伝統を誇る桃づくりに最適な砂質土壌で育まれ、３９０年の伝統を誇る桃づくりに最適な砂質土壌で育まれ、３９０年の伝統を誇る桃づくりに最適な砂質土壌で育まれ、３９０年の伝統を誇る桃づくりに最適な砂質土壌で育まれ、３９０年の伝統を誇る桃づくりに最適な砂質土壌で育まれ、３９０年の伝統を誇る桃づくりに最適な砂質土壌で育まれ、３９０年の伝統を誇る桃づくりに最適な砂質土壌で育まれ、３９０年の伝統を誇る桃づくりに最適な砂質土壌で育まれ、３９０年の伝統を誇る桃づくりに最適な砂質土壌で育まれ、３９０年の伝統を誇る桃づくりに最適な砂質土壌で育まれ、３９０年の伝統を誇る桃づくりに最適な砂質土壌で育まれ、３９０年の伝統を誇る桃づくりに最適な砂質土壌で育まれ、３９０年の伝統を誇る桃づくりに最適な砂質土壌で育まれ、３９０年の伝統を誇る桃づくりに最適な砂質土壌で育まれ、３９０年の伝統を誇る桃づくりに最適な砂質土壌で育まれ、３９０年の伝統を誇る桃づくりに最適な砂質土壌で育まれ、３９０年の伝統を誇る桃づくりに最適な砂質土壌で育まれ、３９０年の伝統を誇る桃づくりに最適な砂質土壌で育まれ、３９０年の伝統を誇る

産地直送！和歌山県産　あら川の桃

■申込資格／会員のみ　１人4枚まで　　■有効期限／約１年間有効　
■券　　種／基本マイカーで回るものになります。園内バスをご利用の場合は、この別途1,300円（３歳以上・エサ代）が

必要となります。
■施設情報／静岡県裾野市須山字藤原２２５５－２７ 　　TEL：055－998－２１８５
■交通案内／新東名高速道路新富士ＩＣから３０分
★この他、詳しいことはＨＰをご覧下さい！　　http://www.fujisafari.co.jp/index.html

※3歳以下無料　　　※受付で年齢を証明できるものをご提示ください。

富士サファリパーク　入園券の斡旋！富士サファリパーク　入園券の斡旋！富士サファリパーク　入園券の斡旋！富士サファリパーク　入園券の斡旋！富士サファリパーク　入園券の斡旋！富士サファリパーク　入園券の斡旋！
種　類 区　分

大人（高校生以上）
小人（4歳～中学生）

昼の
サファリ

一般料金 斡旋価格
1,900円

900円
2,700円
1,500円

昼のサファリ［年中無休］
時　間

9：00～16：30
10：00～15：30

期　間
3月11日～10月31日
11月1日～3月10日

ＦＡＸ申込

ＦＡＸ申込

窓口申込

≪髙橋精肉店アロー店≫

北海道
＋600円

九州・北東北
＋300円

沖縄
＋500円

申込期間：7月１日（水）～8月5日（水）

イメージイメージ

イメージイメージ
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共済会事務局
（勤労文化センター内）

ニュース内の各種申込は、特別に記載があるものを除き、締め切りを毎月２０日とさせていただきます。なお、締切
日をもってチケットを発注するため、抽選結果報告書の通知にかかわらず締切日以降のキャンセルはできません。

お電話をください。

御返送
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★会費の口座引落しについて
７月は、７･８･９月分の会費の請求月です。７月１０日（金）にお申し出の口座から引落

しますのでご準備ください。詳細や請求書が必要な事業所は、お手数ですが事務局ま
でご連絡ください。
　この時期にご連絡させていただいております、当共済会の会費の消費税に係る取
り扱いについては、課税対象外として処理していただきますようお願いいたします。

共済会
事務局からの

お知らせ

★ニュースはホームページからもご覧いただくことができます！ご自宅や職場
で、ご家族や同僚の皆さまとぜひ一緒にご覧下さい！

検索岡崎幸田勤労者共済会

〈〈〈〈 割引協定施設・特約店からのお知らせ 〉〉〉〉
栄光接骨院・からだラボ整体院ダフネ

■利用方法／共済会会員証の提示
■利用範囲／会員とその同伴者
■施設情報／

サービス
内容

商品名（サービス名）
・栄光会接骨院
・からだラボ整体院ダフネ

◆購入資格／会員のみ
◆申込方法／７月号折り込みの申込用紙に会員個人ごとに記入し、事

業所毎で取りまとめをして、共済会事務局まで直接用紙
をお持ちいただくか、ご郵送でお申し込み下さい。

※ＦＡＸは不鮮明の場合があり内容を取り間違うことがございますの
で、必ず申込用紙をご提出下さい。コピーを必ず控えてください。
◆受渡しについて／８月中旬頃より、大日商事（株）より順次発送
◆お支払いについて／事業所で取りまとめ、納品時の振込み用紙にて、業者へ直接お支払い下さい。
※詳しくは折込みの用紙をご覧下さい。用紙はコピーしてお使い下さい。
※お届けまで日数がかかります。緊急を要するお薬は、薬局等でお求めください。

夏の家庭常備薬の斡旋夏の家庭常備薬の斡旋 窓口受付

栄光会接骨院 ☎0564-65-2515 岡崎市欠町清水田29番地1
9:00～12:00、15:30～20：00　（休診日）水・土の午後、日
https://eikou-kai.com/

からだラボ整体院ダフネ ☎0564-65-3411 
10:00～12:00、15:30～20：30　（休診日）土・日
http://eikou-daphne.com/

初回1,000円ｏｆｆ

岡崎市上明大寺町2丁目14番10
グランドイン東岡崎3F


