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新規割引提携施設新規割引提携施設

・団体16チーム
　（1チーム3名以上で申し込みください）
・小学生以下（個人戦）15名

参加人員

申込後、代金添えて
ジョイサポートよなごまで

申込方法

会員・家族（配偶者・子・会員及び
配偶者の父母・孫）・同伴者

参加資格

参加料金

申込期間 2017年7月6日木12：00～8月15日火

競技方法競技方法 表彰表彰

団体戦と個人戦を
同時に行います。
団体戦と個人戦を
同時に行います。

●団体戦/2ゲームの合計点(上位3名の合計)で
　順位を決定。
●個人戦/2ゲームの合計点で順位を決定。
●1ゲームあたりのハンディキャップ、女性20ピン、
　団体戦に参加する小中学生は30ピン。
●個人戦の小学生以下は、ノーガーターレーンを
　使用します。

個人戦と団体戦で賞があります。

優勝～3位
飛賞
参加賞

日 時

場 所

米子市東福原1-3-10　☎34-2821

［受付 18：40～］スタート 19：00

※参加料金には、2ゲーム代・貸靴代・賞品代が含まれます。
　団体戦に参加する小学生は200円アップ。

会員料金 家族料金
大　　人 1,200円

同伴者
2,000円1,000円

中高校生 800円 1,500円
小学生以下 600円 1,000円

先着順

三朝バイオリン美術館

■営業時間 10：00～18：00
 （入館は17：45まで）
■休　館　日 火曜日（祝日は開館）
 ほか臨時休館日あり
■対　　象 会員とその家族

入館来場者に
ワンドリンクサービス

■会員特典
鳥取県東伯郡三朝町三朝199-1
☎0858-43-3111 ※その他のサービスとの併用不可

会員証提示でサービスが受けられます。
是非、ご利用ください。



（2）JOY SUPPORT NEWS 受付開始は、7月6日（木）12：00～

株式会社 日ノ丸観光トラベル　米子市加茂町2-113　9：30～17：30/土曜日9：30～17：00(日・祝休)
ＴＥＬ22-2650　ＦＡＸ22-2223　(担当：石賀)お問い合せ先

※募集広告ではありません。

※バスガイドは、乗車いたしません。添乗員同行。
※大人1名につき幼児1名無料。2人目から小中学生料金。

旅行代金家族料金
大　　人
小中学生

8,800円7,800円
会員料金

9,800円
7,800円 8,800円

■申込方法　申込書に記入の上、FAXにて日ノ丸観光トラベルまで
■申込期限　出発日の10日前まで

■補助対象人員　10名（先着順）
■補助対象　会員・家族（配偶者・子・会員及び配偶者の父母）
■旅行代金

■出 発 日　2017年8月5日（土）
■スケジュール

米子6：15 － 高速 － 須磨水族園
（イルカライブショー・自由食） － ア
サヒ飲料明石工場見学 － 高速 － 
米子19：15

－

－

－

旅行代金家族料金
9,800円8,800円

会員料金
10,800円

※小人500円引き
※バスガイドは、乗車いたしません。添乗員同行。
■申込方法　申込書に記入の上、FAXにて日ノ丸観光トラベルまで
■申込期限　出発日の10日前まで

■補助対象人員　10名（先着順）
■補助対象　会員・家族（配偶者・子・会員及び配偶者の父母）
■旅行代金

■出 発 日　2017年9月17日（日）
■スケジュール

米子6：30 － 松江道・西瀬戸
道・因島 － 万田発酵工場見学 
－ 生口島（昼食・たこ飯） － 西
日光耕三寺・未来心の丘 － 生口
島－ 道の駅世羅－ たたらば壱
番地 － 米子18：15

－

昼

－

日帰り・泊ツアー ※参加者が少ない場合は、ツアーを中止することがあります。　※旅行条件は、旅行代理店の旅行約款によります。
※ツアーの詳しい内容等、お問い合わせは旅行代理店まで。　※取消料は、一般料金に係り全額本人負担となります。
※「一般パック旅行補助」「熟年夫婦旅行補助」との併用はできません。

「ツアー申込書」に必要事項を記入し、旅行代理店に直接FAXしツアーを
申し込み代金を支払う。

申込方法

三ツ矢サイダー・アサヒ飲料 工場見学三ツ矢サイダー・アサヒ飲料 工場見学
須磨水族園

瀬戸田でいただく「たこ飯御膳」
万田発酵工場見学  西日光耕三寺  未来心の丘
健康食品とジャンボ大根でおなじみ

金子みすゞ
記念館■出 発 日　2017年9月10日（日）

■スケジュール

米子7：00 － 高速 － やまぐち
鳴滝高原ブルワリー（昼食） － 
萩・松下村塾 － 萩・明倫学舎 － 
長門湯本温泉16：40〈泊〉

－
昼
夕

1
日
目

宿8：15 － 元乃隅稲成神社・龍
宮の潮吹 － 金子みすゞ 記念館 
－ 海鮮村北長門（昼食） － 高速 
－ 米子18：30

朝
昼
－

２
日
目

家族料金会員料金

大人お一人様
4名1室
3名1室
2名1室

24,800円
26,800円
28,800円

27,300円
29,300円
31,300円

旅行代金
29,800円
31,800円
33,800円

■申込方法　申込書に記入の上、
　　　　　　FAXにて日ノ丸観光トラベルまで
■申込期限　出発日の20日前まで

■補助対象人員　10名（先着順）
■補助対象　会員・家族（配偶者・子）
■旅行代金

※バスガイド・添乗員同行

元乃隅稲成神社・龍宮の潮吹長門湯本温泉



日帰り・泊ツアー申込書
〈旅行会社に直接FAX〉

1 本人 ・ 家族（　　　　　　　　　　　　　　　　　） 月　　　日

2 本人 ・ 家族（　　　　　　　　　　　　　　　　　） 月　　　日

3 本人 ・ 家族（　　　　　　　　　　　　　　　　　） 月　　　日

参加者氏名No 会員との続柄年齢 連絡先電話番号 ツアー参加日

ツアー案内書送付先
〒

事業所番号
事業所名

会 員 名

事業所FAX番号

会 員 連 絡 先
会 員 番 号

※ご希望のコースにチェックを入れてください

日ノ丸観光トラベル FAX22-2223 □長門湯本温泉　元乃隅稲成神社・龍宮の潮吹　金子みすゞ記念館
  □三ツ矢サイダー・アサヒ飲料工場見学　須磨水族園
  □万田発酵工場見学　西日光耕三寺　未来心の丘　瀬戸田でいただく「たこ飯御膳」
日本交通旅行社 FAX22-2500 □京の昼の宴で舞妓さんとご一緒に昼食を
  □天空の城・竹田城跡
  □夏休み・須磨海浜水族園とグリコピア神戸見学ツアー

※取消料は、一般料金に対して係り全額本人負担となります。

続柄を必ずご記入ください

続柄を必ずご記入ください

続柄を必ずご記入ください

JOY SUPPORT NEWS（3）受付開始は、7月6日（木）12：00～

株式会社 日本交通旅行社　米子市目久美町55　8：20～17：00(日・祝・第2.4土曜日休)
ＴＥＬ22-2103　ＦＡＸ22-2500　(担当：田中)お申し込み・お問い合せ先 ※募集広告ではありません。

旅行代金家族料金
14,000円12,500円

会員料金
15,500円

※小人500円引き
※バスガイドは、同乗しません。添乗員が同行します。

■補助対象人員　10名（先着順）
■補助対象　会員・家族（配偶者・子・会員及び配偶者の父母）
■旅行代金

■申込方法　申込書に記入の上、FAXにて日本交通旅行社まで
■申込期限　出発日の11日前まで

■出 発 日　2017年9月3日（日）
■スケジュール

米子6：30 － 高速 － 石長松菊園
（舞妓さんと京の昼の宴） － 二条城
（大政奉還から150年） － 京つけも
の「西利」（ショッピング） － 高速 － 
米子19：30頃

－

昼

－

旅行代金家族料金
8,800円7,800円

会員料金
9,800円

※小人1,000円引き

■補助対象人員　10名（先着順）
■補助対象　会員・家族（配偶者・子・会員及び配偶者の父母）
■旅行代金

■申込方法　申込書に記入の上、FAXにて日本交通旅行社まで
■申込期限　出発日の11日前まで

■出 発 日　2017年7月30日（日）
■スケジュール

米子6：30 － 高速 － 須磨海浜水族園（自由食） － 
江崎グリコ お菓子の工園グリコピア神戸（見学） － 
高速 － 米子19：00頃

－
－
－

京の昼の宴で舞妓さんとご一緒に昼食を

須磨海浜水族園と

グリコピア神戸見学ツアー

■申込方法　申込書に記入の上、FAXにて日本交通旅行社まで
■申込期限　出発日の11日前まで

旅行代金家族料金
6,800円6,000円

会員料金
7,500円

※小人500円引き
※バスガイドは、同乗しません。添乗員が同行します。

■補助対象人員　10名（先着順）
■補助対象　会員・家族（配偶者・子・会員及び配偶者の父母）
■旅行代金

■出 発 日　2017年9月3日（日）
■スケジュール

米子7：00 － 高速 － 道の駅但馬のまほろば（但馬牛・
石焼定食の昼食） － 竹田城跡（徒歩にて山頂へ※ツア
ー代金に入山料を含みます） － 高速 － 米子20：20頃

－

昼

－

天空の城・竹田城跡
～登頂ハイキング～

夏休み



（4）JOY SUPPORT NEWS 受付開始は、7月6日（木）12：00～

■斡旋枚数 100枚（先着順）

会員料金 前売料金
4,800円4,200円

■申込期限 2017年8月15日（火）
 ※斡旋枚数になり次第、終了

■対　　象 会員1人いずれか2枚まで
■申込方法 申込後、ジョイサポートよなごでチケット購入

■開催期間 2017年7月7日（金）～8月19日（土）
■場　　所 炉端かば　米子空港ターミナル店
 境港市佐斐神町1634 
■料　　金

■時　　間 18：00～21：30
■斡旋枚数 合計100枚（先着順）
■そ　の　他 要予約　☎45-3377

会員料金 料　金
3,500円男　性 2,700円
3,000円女　性 2,200円
2,000円中高生 1,500円
1,200円小学生 1,000円

※幼児無料（小学生未満）

■開催最終日 2017年8月31日（木）
■場　　所 ル・ポルト
 米子市末広町294 
■時　　間 17：00～22：00
 （最終受付20：00）
■斡旋枚数 各50枚（先着順）

■そ　の　他 要予約　☎35-8166

会員料金 料　金
4,300円男　性 3,500円
4,000円女　性 3,200円

■料　　金

■料　　金■場　　所 米子ワシントンホテルプラザ
 米子市明治町125
■時　　間 18：30～21：00
 ※日曜日 18：00～20：30
 

①直接ワシントンホテルプラザへ「ジョイサポートよなご会員」で
　あることを伝え予約をする。☎31-9120
②予約後、ジョイサポートよなごに申込みをし、
　チケットを購入。

21日（金）・22日（土）・28日（金）7月
10日（木）・11日（金/祝）・17日（木）
20日（日）・24日（木）・25日（金）・31日（木）

8月
実
施
日

予約・
申込方法

※米子ワシントンホテルプラザは別途記載のとおり。



JOY SUPPORT NEWS（5）受付開始は、7月6日（木）12：00～ 先着順のチケットについては、申込期限内で
あっても斡旋枚数になり次第終了いたします。

■日　　時 2017年11月5日（日）　開場17：00/開演17：30
■会　　場 米子市公会堂
■料　　金 全席指定 6,900円（税込）《定価斡旋》
■対　　象 会員1人2枚まで
■斡旋枚数  50枚（先着順）
■申込方法 申込書によりお申し込みください。
■申込期限 2017年8月10日（木）12：00
■そ　の　他 チケットの準備ができ次第連絡いたします。

■日　　時 2017年9月24日（日）　開場16：00/開演17：00
■会　　場 米子コンベンションセンター
■料　　金 全席指定 7,000円《定価斡旋》※未就学児入場不可
■対　　象 会員1人2枚まで
■斡旋枚数  30枚（申込多数の場合、抽選）
■申込方法 申込書によりお申し込みください。
■申込期限 2017年7月21日（金）12：00
■そ　の　他 当選者の方のみ、7月26日（水）までに連絡いたします。

チケットの斡旋

撮影：川西 善樹
写真は過去の狂言公演より

■対　　象 会員1人4枚まで
■斡旋枚数  一般100枚
 小中学生50枚（先着順）
■申込方法 申込後、代金添えて
 ジョイサポートよなごまで
■申込期限 2017年8月10日（木）

■会　　期 

■会　　場 鳥取県立夢みなとタワー
 1階多目的ホール
■料　　金 

■時　　間

東宝共通前売券右記の映画をご覧いただける前売券です。
MOVIX日吉津他、全国の東宝の映画館で
ご覧いただけます。

忍びの国
 7/1（土）公開
メアリと魔女の花
 7/8（土）公開
劇場版ポケットモンスター キミにきめた！
 7/15（土）公開
君の膵臓をたべたい
 7/28（金）公開
ジョジョの奇妙な冒険
ダイヤモンドは砕けない 第一章
 8/4（金）公開
打ち上げ花火、下から見るか？横から見るか？
 8/18（金）公開
関ヶ原
 8/26（土）公開

三度目の殺人
 9/9（土）公開
奥田民生になりたいボーイと
出会う男すべて狂わせるガール
 9/16（土）公開
亜 人
 9/30（土）公開
ナラタージュ
 10/7（土）公開
ミックス。
 10/21（土）公開
ラストレシピ～麒麟の舌の記憶～
 11/3（金・祝）公開
火 花
 11/23（木・祝）公開

■対　　象 会員1人2枚まで
■斡旋枚数  50名（先着順）
■申込方法 申込後、代金添えてジョイサポートよなごまで
■申込期限 2017年8月31日（木）

■料　　金 会員料金
1,000円

前売料金
1,400円

■料金・取扱枚数 ■申込方法

■その他

申込書によりお申し込みください。
※FAXのみの申し込みとなります。
　HPからの申し込みはできません。
※申込受付期限後のキャンセルは、一切できません。
申込後、チケットの確認をして事務局よりご連絡いたします。

2,900円
一般料金
3,600円内野指定席A一塁側

取扱枚数
各日10枚

会員料金

広島東洋カープ公式戦入場券

※お申し込みは、同一カード会員一人2枚までとさせていただきます。
※年間購入可能枚数の購入制限を一人4枚までとさせていただきます。
※座席位置についてはご希望に添えませんので予めご了承ください。

先着順

試合日 対　戦 試合開始時間 申込受付期限
9月 16日（土） ヤクルト 14：00

8月 16日（水）9月 17日（日） ヤクルト 13：30
9月 22日（金） 巨人 18：00
9月23日（土・祝） 巨人 13：30

エレファントカシマシ
“THE FIGHTING MAN”
30th ANNIVERSARY TOUR 2017

上妻
宏光
コンサート
2017
～音和-otowa-～ 狂言公演

～五世千作・十四世千五郎　襲名記念～

絢香
Acoustic Live Tour
2017-2018

■日　　時 2017年9月2日（土）
 開場15：00/開演15：30
■会　　場 米子市公会堂 大ホール
■料　　金 

■対　　象 会員1人2枚まで
■斡旋枚数  20枚（先着順）
■申込方法 申込書によりお申し込みください。
■申込期限 2017年7月21日（金）12：00
■そ　の　他

会員料金 一般料金
4,500円3,800円

※全席指定　※未就学児入場不可

・チケットの準備ができ次第連絡いたします。
・満1歳～小学校2年生までのお子様に限り託児
 サービスの利用が可能。≪無料・要予約(定員あり)
 お申し込みはアルテプラザ 38-5127≫

会員料金 一般料金一
等
席 4,500円3,800円
※全席指定　※未就学児入場不可

■日　　時 2017年10月1日（日）
 開場14：15/開演15：00
■会　　場 倉吉未来中心 大ホール
■料　　金 

■対　　象 会員1人2枚まで
■斡旋枚数  10枚（先着順）
■申込方法 申込書によりお申し込みください。
■申込期限 2017年7月21日（金）12：00
■そ　の　他 チケットの準備ができ次第連絡いたします。

会員料金
600円
400円

前売料金
900円
500円

一般
小中学生

2017年
7月15日（土）～
8月20日（日）

10：00～17：00
（入場は閉場30分前まで）

※3歳以上
　チケット必要



（6）JOY SUPPORT NEWS 受付開始は、7月6日（木）12：00～

■期　　間 2017年8月10日（木）～11月3日（金）予定
 ※確認の上、ご来園ください。
■場　　所 大山観光農園
 米子市泉字喜多原706-41　☎27-2678
■営業時間 9：00～17：00（在園時間は、1時間程度）
■入　園　料

■内　　容 かれい、いか、たい、その他
 旬の魚5種類の詰め合わせ 

■価　　格

■斡旋箱数 100箱（先着順）
■取　扱　店 （有）いたくら
 境港市竹内団地259-2
 境港さかなセンター内　☎45-5568
■送　　料 1箱 1,100円（一部を除き全国一律）
■受付期限 2017年8月1日（火）
■最終発送 2017年8月5日（土）
■申込方法 専用申込書に記入の上、代金添えて
 ジョイサポートよなごまで
■そ　の　他 お届けには、3～4日かかります。
 直接とりに行くことも可能です。

■価　　格

■斡旋箱数 合計100箱（先着順）
■取　扱　店 大山ハム株式会社米子営業所
 米子市夜見町3018-8
■送　　料 一ヶ所につき500円
 ※同一箇所の商品代1万円以上発送の場合は送料無料
■受付期限 2017年7月28日（金）
■最終発送 2017年8月7日（月）
■申込方法 専用申込書に記入の上、代金添えて
 ジョイサポートよなごまで
■そ　の　他 お届けには、7～10日かかります。

■対　　象 会員1人2枚まで
■斡旋枚数 合計100枚（先着順）
■申込方法 申込後、代金添えてジョイサポートよなごまで
■申込期限 2017年9月29日（金）
 ※斡旋枚数になり次第、終了
 ※チケットをお持ちでない方も会員証提示で割引となります。

2017年 お中元企画

梨 ブルーベリー

一般価格
3,240円

会員価格
2,000円

通常料金
大人(中学生以上)
中人(小学生以上)
小人(4歳以上)

800円
500円
300円

会員料金
400円
250円
150円

■期　　間 2017年7月～8月30日（水）予定
 ※確認の上、ご来園ください。
 ※天候等により期間が短くなることがあります。
■場　　所 地頭農園
 西伯郡大山町赤松572-328　☎53-8810
■営業時間 9：00～17：30
■入　園　料

■対　　象 会員1人2枚まで
■斡旋枚数 100枚（先着順）
■申込方法 申込後、代金添えてジョイサポートよなごまで
■申込期限 2017年8月18日（金）
 ※斡旋枚数になり次第、終了
 ※会員証提示で持ち帰りパック10％引

小学生以上
通常料金
500円

会員料金
250円

要冷凍
商　品

専用申込書は、ジョイサポートよなごHP→
新着情報からダウンロードできます。
FAXもいたします。

旬
の
魚
5
種
類
の

詰
め
合
わ
せ

か
れ
い
、い
か
、た
い
、そ
の
他

一般価格会員価格

4,320円 5,400円

3,456円 4,320円

4,320円 5,400円

熟成乾塩ベーコン80g・ボンレスハム125g
チーズリヨナー90ｇ・あらびきポークウインナー150g
ふんわりポークウインナー120g・カントリーロースト72g
生ハム（肩ロース）40g・ペッパーシンケン72g

A

B

C ボンレスハム 360g
ロースハム 360g

ローストビーフ 200g
ボンレスハム 360g

A B

C

※表示価格は全て税込価格です。

フルーツ狩りフルーツ狩り
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■日　　時 2017年7月23日（日）
 8：30～（受付開始8：15）
 2時間程度　※雨天決行
■場　　所 フレッシュベジタブル　京谷
 米子市淀江町西原1332-48　☎56-3523

■参加資格 会員・家族（配偶者・子・会員及び配偶者の父母・孫）
■参加人員 20名（先着順）
■申込方法 申込後、代金添えてジョイサポートよなごまで
■申込期限 2017年7月18日（火）
■持　ち　物 飲み物、汗拭きタオル

■参加料金 500円

人
参
ア
イ
ス
�

人
参
ジ
�
�
ス
の

試
飲
試
食
が

あ
り
ま
す
�

京谷さんちの

ニンジン
収穫体験

糖
度
は
�
イ
チ
ゴ
並
み
の

10
度
前
後
�

食
べ
て
い
た
だ
け
れ
ば

す
ぐ
に
違
い
が
わ
か
る

こ
だ
わ
り
の
人
参
で
す
�

※汚れてもよい動きやすい服装でお願いします。

畑でのニンジン収穫から
出荷までの工程を体験し
1袋持ち帰ります。

※写真はイメージです

収入の部（単位：千円）支出の部（単位：千円）

38,78738,787 会費収入
21,847事業収入

7,413

補助金収入
6,300

その他の収入
529

繰越金 2,698

勤労者
福祉事業
22,578

慶弔給付
事業
10,635

法人会計
5,574

実施事業名 実績
一番茶摘み緑茶作り体験 22名
松山千春 9枚
東京スカパラダイスオーケストラ 15枚
アートたけし展 28枚
山下清展 89枚
第 59回新協展 4枚
砂の美術館 41枚
ダンボール遊園地 139枚
春風亭昇太独演会 30 枚
ミッキーのフォーエバーマジック 12枚
いちご狩り 71名
フラワーアレンジメント教室 18名

実施事業（会報誌Vol.70）各種事業の実績  4月～5月末 健康維持増進事業の実績
健診種別 件数

一般健診 83
白鳥健診 58給付種別 件数

還暦祝金 6
死亡弔慰保険金 /親 8
自然災害による住宅災害 1
火災等による住宅災害 1

給付種別 件数
勤続祝金 /10年 13
勤続祝金 /15年 20
勤続祝金 /20年 6
勤続祝金 /25年 11
勤続祝金 /30年 5
勤続祝金 /35年 5
勤続祝金 /40年 3
結婚祝金 10
出生祝金 9
就学祝金 /小学校 32
就学祝金 /中学校 36
成人祝金 1

慶弔給付金支給状況

種別 件数
一般パック旅行 2

余暇活動事業の実績

種別 件数
各種資格取得時費用助成 6

自己啓発事業の実績

駐車場について

満車の場合は市役所駐車場をご利用ください。

P
米子市
美術館

ニュー
アーバン
ホテル 山

陰
歴
史
館

信金
本町支店

９
号
線

旧庁舎駐車場

チアシード、ポップサーカスチケットプレゼント　応募総数　268 名

事業所数 267　　 会員数 1,762 人
事業所・会員状況 （H29.3.31）

種　別 実　績
予防健診事業（各種健診） 1,276 人
健康管理事業（インフルエンザ　他） 626人
スポーツ大会運営事業（ボウリング大会　他） 98人

健康維持増進事業

給付内容 実　績
各種祝金・見舞金・弔慰金 451件

生活安定事業（慶弔共済給付）

種　別 実　績
旅行補助（一般パック　他） 187件
日帰り・泊ツアー斡旋 26件
イベント事業（食事券　他）  2,116件
チケット斡旋 2,506 枚

余暇活動事業

種　別 実　績
各種資格取得時費用助成 60人
文化教養事業（各種教室） 108人

自己啓発助成事業

理事会、評議員会を開催し
平成28年度事業報告・決算
が承認されました。

平成28年度　決算報告

勤労者福祉事業

健康維持増進事業 7,419
自己啓発事業 447
余暇活動事業 4,952
その他 10,060

慶弔給付事業
慶弔共済給付 4,323
慶弔共済掛金 5,730
その他 582

法人会計 5,574
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（一財）米子市勤労者福祉サービスセンター　〒683-0822 米子市中町20番地　FAX（0859）38-1166　URL：http://www.yonago-sc.com

事業所番号
事業所名 事業所FAX番号

会員番号
会 員 名 会 員 連 絡 先

先着順のチケットについて
　先着順のチケットは、斡旋枚数になり次第、終了。　斡旋枚数終了後に申し込まれた方には、事務局より連絡いたします。
ボウリング大会・収穫体験の申し込みは、ガイドブックの巻末を拡大コピーするかホームページの各種申請書よりプリントアウトしてください。

下表の希望の欄に○印を付け、必要事項を全て記入してください。

申　込　書　（締切後のキャンセル、座席指定、会員のチケット紛失による再発行、払い戻しは一切できません。）

下記の申込書に記入の上、FAXか郵送またはホームページよりお申し込みください。又は、事務局までご持参ください。

ガイドブックの訂正

受付開始は、 7月6日（木）12：00～

方　法 希望試合日 対戦相手 対　　象 単　　価 希望枚数 計

先着順 広島東洋カープ公式戦入場券 月　　　日（  　　） 会員1人2枚 2,900円 枚 円

方　法 ○欄 催物名 単　価 希望枚数 計 対　象 申込期限

抽選 絢香 7,000円 枚 円
会員1人
2枚まで

7月21日（金）
12：00

先着順

上妻宏光コンサート 3,800円 枚 円
狂言公演 3,800円 枚 円

サメの海とサンゴ礁の
水族館

一般 600円 枚
円 会員1人

4枚まで 8月10日（木）
小中学生 400円 枚

米子ワシントンホテルプラザ 4,200円 枚 円

会員1人
いずれか
2枚まで

8月15日（火）

ル・ポルト
男性 3,500円 枚

円
女性 3,200円 枚

炉端かば

男性 2,700円 枚

円
女性 2,200円 枚
中高生 1,500円 枚
小学生 1,000円 枚

エレファントカシマシ 6,900円 枚 円

会員1人
2枚まで

8月10日（木）
12：00

東宝共通前売券 1,000円 枚 円 8月31日（木）
ブルーベリー狩り 250円 枚 円 8月18日（金）

梨狩り
大人 400円 枚

円 9月29日（金）中人 250円 枚
小人 150円 枚

ガイドブック34ページ『平成29年度該当年』勤続祝金の該当年が『4月2日～』となっておりますが
『4月1日～』です。訂正をお願いします。

事業所番号　　　　　　　　　会員氏名

利用者氏名

コピー
不可

利用期限：2017年10月31日（火）

（有）アイビー化粧品 鳥取第5販社
デトックス1,000円・リラクゼーションカプセル500円割引券

※割引券は、お一人１枚とします。
※優待券及び他の割引との併用はできません。
※記入無きものは無効。

要予約キ
リ
ト
リ
線■利用期限 2017年10月31日（火）

■場　　所 米子市米原3-13-10　プラザ後藤　☎32-6500
■営業時間 9：30～18：00
■定　休　日 土・日・祝
■利用資格 このページの『割引券』を出された会員・家族に限ります。
■そ　の　他 要予約

☆デトックス15分間 2,500円 ⇒ 1,500円
私達は毎日の食事で年間4kgに及ぶ有害物質を取り続けています。
足湯感覚で体内解毒ができる美容と健康の促進術!!

☆リラクゼーションカプセル25分間 2,500円 ⇒ 2,000円
視覚・聴覚・嗅覚・触覚・感覚の5感と第六感のすべてに感応する
究極のリラクゼーション＆ダイエットカプセルです。コースは、８プ
ログラムの中からお選びください。 見　本


