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申込 方法： FAX 029‑271‑0585 または 直接窓口
事業参加申込書にご記入のうえ，お申し込み下さい。
申込 結果： 11月下旬に，申込結果通知（抽選結果）を郵送致します。

家 族回覧

会員家族も会報誌掲載事業にご参加いただけます。

ご 家族のお名前や愛称を記載して回覧にご活用ください。
お名前や愛称

回覧戻り
担当者

読んだらサイン

■事業所…629所 ■現会員数…1,996名
令和3年9月30日現在
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体 験
「新しい生活様式」を応援！

お家でもできる人気のピラティスを学んで
健康な日々を送ろう！

内容は初心者向け☆初心者大歓迎！
経験者もお申込みいただけます！

運動不足解消のほかに，ピラティスは姿勢の改善・
ストレスの軽減・ダイエット効果があるとされています♪
開 催 日

12月18日（土）
13:30から14:30（受付13:00から13:20）
12月19日（日）
13:30から14:30（受付13:00から13:20）

場

所

ワークプラザ勝田 1Ｆ 軽運動室

募集人数

各日

定員15名

参加対象

会員・登録家族（中学生以上のみ）

参 加 費

300円（当日徴収いたします）

※申し込み多数の場合は抽選となります。
※性別は問いません。
講師 清水

参 加 について

講師プロフィール

当日は必ずマスク着用でのご参加をお願いいたします。

ファンクショナルローラー
ピラティス マスタートレーナー

また非接触型体温計にて検温を実施いたします。
37.5度以上の方の参加はご遠慮願います。
ピラティスはヨガやエアロビクスのような激しく動く運動ではありません。
託児はございません。
主

催

真奈美 先生

ピラティスインストラクター
フィットネスインストラクター

公益財団法人ひたちなか市生活・文化・スポーツ公社 勤労者福祉サービスセンター
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クリスマス
応援企画

1

クリスマスプレゼントクイズ！
正解者の中から抽選でクリスマスプレゼントが当たります！

対 象 者

会員のみ

参加方法

事業申込書に答えを記入して
11/16（火）までにサービスセンターに
FAX（029‑271‑0585）していただく
か，窓口までご持参ください！

参 加 料

無料

プレゼント一覧
サンタクロース賞

折りたたみ自転車 1台 ............................... 1名様

トナカイ賞

ケンタッキーギフトカード 2,000円分 ...... 5名様

雪だるま賞

タリーズコーヒーギフトカード 3,000円分 .... 4名様

※1会員1枚までの申し込み受付になります。
※正解者多数の場合はサービスセンターで厳正なる抽選をいたします。

クリスマス
応援企画

2
内

容

※正解者へのプレゼントのお渡しは12月以降になります。

わが家にサンタがやって来る！
！

サンタさんのプレゼント宅配サービス
12月24日（金） 18:00から20:00の間に，サンタクロースがプレゼントをお届けします。
お渡しするプレゼントは事前にご用意いただき，事務局までお持ちください。
そのプレゼントをサンタクロース(事務局職員の変装)がお届けします。

申込資格

お住まい（お届け先）がひたちなか市内の会員の方で，お子様あるいはお孫さんが小学校3年生以下の方。

募

５軒 ※お申し込み多数の場合は抽選となります。

集

参 加 料

無料（サービス企画）

※道路状況により，20:00を超えてしまう場合がございますので，予めご了承ください。

クリスマス
応援企画
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利用可能店舗

ＪＣＢギフトカード販売
年末年始の贈り物にもご利用ください！
全国JCBギフトカード取扱店舗で使用できます。

販 売 数

60セット（1セット 1,000円券 ５枚）
1会員1セットまで ※お申し込み多数の場合は抽選となります。

販 売 額

4,000円

一般料金 5,000円

有効期限なし
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会員事業所

はっぴい愛車クーポン！

ご紹介コーナー

クーポン
1,000円券
付き

冬用タイヤ交換，オイル交換，ドライブレコーダー設置，点検整備，
それとも新車買っちゃう！？など2,000円以上のご利用でお使いいただけます。
是非この機会に下記会員事業所をご利用ください。
尚，店舗によっては対象外のものもございますのでサービス内容や整備日程等に
ついては事前に各店舗へ直接ご確認をお願いいたします。
利用期間

２０21年

11月1日（月）〜２０21年12月31日（金）まで

対

象

会員・登録家族

利用方法
下記のはっぴい愛車クーポン1,000円券を
切り取り，会 員 番 号または氏 名を記 入し
お会計の際にご提出ください。
お会計2,000円（税込）以上で1枚ご利用
できます。
※現金でのお支払い時のみご利用できます。

㈲常陽自動車販売

㈲伊藤自動車

高場1189-6 ℡029-285-1088

山崎34

リーズナブルなお値段で
スピーディー＆安心な整備をご提供！

創業76年！安心丁寧の民間車検工場
です。車のことなら是非ご相談を！

℡029-265-9216

㈲フカヤ自動車サービス
フカヤ自動車サービス

㈲砂押オート工業
砂押オート工業

カーサポート

西大島１丁目10-15 ℡029-273-0622

高野743-1 ℡029-285-5273

那珂市横堀1809-12 ℡029-352-0012

オンライン予約で60分立合車検！
安心整備を実施中。

車検，タイヤ交換，一般修理，販売を
しています。

スタッフ一 同 ，やさしく丁 寧 に 対 応
致します！ 是非ご利用ください。

㈲サウンドウェーブ
サウンドウェーブ

坂本自動車整備工場

磯﨑自動車工業㈱

佐和1619-2 ℡029-285-7097

湊中原12599-3 ℡029-263-6822

柳沢236-2 ℡029-263-3245

カーオーディオ専門店，カーセキュリ
ティー，ドライブレコーダーなど

車検，修理，鈑金，塗装お車の事でし
たらお気軽にご相談を！

マッハ車検45分で終了!!
検査費用13,000円（税別）実施中。

㈲トマトファクトリー
トマトファクトリー

阿部モータース商会

錦モータース

高場2296-4 ℡029-275-1166

勝田本町33-3 ℡029-273-3222

足崎1314-6 ℡029-285-0876

鈑金塗装のみの対応となります。

創業60年，夫婦ふたりで頑張ってます！
愛犬のエルちゃんもお出迎え。

車検・整備・販売・鈑金…他，
お車の事なら何でもご相談ください。

キザワモータース

アップル車検佐和店

㈲モーターパーツ照沼商会
モーターパーツ照沼商会

部田野3225-5 ℡029-265-7357

高野477-5 ℡029-285-0057

高場1471 ℡029-285-1144

車種は問わず取扱い可能，
いいオイルあります！

早めのご予約車検で３千円引き。
国産車，車検 後 次回車検までオイル
交換無料。

㈱くるまのロッキー

根本自動車鈑金塗装

㈲ワイエムオート
ワイエムオート

馬渡514-5 ℡029-274-0121

田彦1399-1 ℡029-273-4504

田彦1647-1 ℡029-274-8147

部品交換より修理をメインでやってま
す。ライトのリフレッシュが好評です！

自動車販売・車検修理・鈑金塗装，
お気軽にご相談ください！

タイヤらくちんサービス（年間預かり）
エンジンオイル半額実施中!!

見本

キリトリ線

はっぴい愛車クーポン

会員番号または会員氏名を必ず記入し
店舗でお会計の際にご提出ください。

会員番号
または会員氏名：

車検整備・鈑金塗装・タイヤオイル交換
旧年式車の修理もしています！
！

見本

※お会計2,000円（税込）ごとに1枚利用できます。
※本会報誌105号P3掲載の「会員事業所ご紹介コーナー」17店舗でご利用いただけます，掲載店舗以外ではご利用できません。
発行：（公財）ひたちなか市生活・文化・スポーツ公社
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勤労者福祉サービスセンター

（必須）

チ ケ ット あ っ せ ん

情熱のタンゴ・愛のシャンソン
開 催 日

1月29日（土） 開演16:00（開場15:15）

会

ザ・ヒロサワ・シティ会館 小ホール
（茨城県立県民文化センター）

場

プログラム

愛の讃歌，
バラ色の人生，
リベルタンゴ，
ラ・クンパルシータ 他

料

全席指定

金

募 集 数

4,500円⇒会員価格

3,500円

20枚（１会員2枚まで）

※未就学児入場不可。
※催事の中止・延期以外の払戻しはできません，予めご了承ください。

映画「ワン チャンス」上映会
その歌声で１億２千万人を涙させたまさかの男！逆転人生！オペラ歌手 ポール・ポッツの痛快実話
開 催 日

12月4日（土）
1回目（吹替）開演11:00（開場10:30） ※2013年製作／イギリス映画
2回目（字幕）開演14:00（開場13:30） （上映時間 約104分）

会

場

ひたちなか市文化会館

料

金

1,100円（税込）⇒会員価格 700円（税込）
全席指定（前売） 一般
小・中・高生 800円（税込）⇒会員価格 500円（税込）

募 集 数

小ホール

各20枚（1会員4枚まで）

※未就学児入場不可（託児サービス要予約有料。
公演の１週間前までに文化会館へお申し込みください。）
※お申し込み多数の場合は抽選となります。
※チケットの引換えは11月20日（土）からとなります。

【主催】有限会社 茨城映画センター
【共催】
（公財）ひたちなか市生活・文化・スポーツ公社

スパリゾートハワイアンズ入場券
常時，窓口にて販売中 １会員年度内８枚まで
利用施設

福島県

スパリゾートハワイアンズ

入 場 券

3,500円⇒会員価格

有効期限

2022年3月31日

750円

※大人・小人同額

※有料施設別料金

スパリゾートハワイアンズ 悠健クラブ会員様限定特典

ウォータースライダー特別価格券を進呈いたします。
（有効期限2022年3月31日まで。なくなり次第終了となります。）

見本

キリトリ線

見本

【No.105 はっぴい愛車クーポン1,000円券ご利用上の注意】

※本券利用はサービスセンター会員及び登録家族に限ります。
※利用期限を過ぎたものや，会員番号または会員氏名の記入がないものは無効です。
※紛失しても再発行はできません。
※切取ってご利用ください。
※本会報誌105号P3掲載の「会員事業所ご紹介コーナー」17店舗以外ではご利用できません。

利用期限：2021年11月1日（月）〜2021年12月31日（金）
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茨城ロボッツホームゲーム 観戦チケット
「新規加入選手が話題の 島根 と、古巣対決が見どころの 北海道 をホームにて迎え撃つ」

会

場

販売枚数
販売価格

アダストリアみとアリーナ
（水戸市緑町2‑3-10）

対戦カード

各日50枚（各日とも1会員5枚まで）

※申し込み多数の場合は抽選となります。

開

催

日

開催時間

12/11（土） 17:05 TIP‑OFF

島根スサノオ
マジック

12/12（日） 14:05 TIP‑OFF

レバンガ北海道

12/15（水） 19:05 TIP‑OFF

大 人（通常） 3,500円（税込）
⇒会員価格 2,800円（税込）
小中高（通常） 2,300円（税込）
⇒会員価格 1,800円（税込）

※未就学児は膝上観戦のみ無料，席占有の場合は有料

席

種

1階指定席E（座席位置はお選びいただけません）

©IRSE/Akihide TOYOSAKI

※新型コロナウイルス感染症対策として前後左右を1席空けての着席となります。
※開催概要が変更になる場合があります。最新の情報は茨城ロボッツ公式ホームページでご確認ください。
※お客様都合での払戻は一切お受けできかねますので，予めご了承下さい。
※会場併設の駐車場は有料・事前予約が必要となります。
HP：https://www.ibarakirobots.win/
予約方法など詳細は茨城ロボッツ公式ホームページでご確認ください。

会 員 事業所ご利用あっせん

春日ホテルで楽しむ！
個室であんこう日帰りプラン利用券販売

磯料理とワインの宿

メニュー
・あん肝とあんこうの供酢
・近海魚の刺身

・あんこうの唐揚げ
・あんこう鍋
・あんこうおじや

ご家族
やご友
人と
ぜひご
利用
ください
！

店舗HPへ

☆小学生以下はお子様膳2,200円（税込）をお選びいただけます。

2名様からのご利用となります，ご希望の日程をお選び下さい。
当センターより事前に利用券を発券いたします。
利用券のお申し込みにてお部屋（個室）とお料理コースのご予約と
なりますので利用人数の記載をお願いいたします。
尚，
１会員5枚まで購入可能。6名以上のご利用の際はお問合わせ下さい。
プラン以外お飲み物などの追加料金またはお子様膳は利用当日，ホテルへご精算願います。

map

期

間

12月18日（土），19日（日），20日（月），21日（火）
各日 昼の部（11:30から14:00まで），夜の部（18:00から20:30まで）

場

所

春日ホテル

価

格

お1人様

℡029-262-3164

通常価格

春日ホテル

住所：ひたちなか市湊本町11-4

6,534円（税込）⇒会員価格

4,500円（税込）

販売枚数

プラン利用券40枚（１会員5枚まで）※申込多数の場合は抽選となります。

募 集 数

大人２名から大人４名（１室） ※小さなお子様がいる場合は，
各日/各時間帯 ５部屋（和室） ５名様以上の利用でも４名様の

お部屋になる場合もございます。
大人５名から大人30名（１室）
各日/各時間帯 ３部屋（和室・洋室お選びいただけます）

申込方法

湊本町

那珂湊漁港

那珂湊駅

※イメージ
写真

事業申込書に枚数・予約日・予約時間帯・予約人数（大人/小人）・
お子様膳の希望有無を記載してください。

※飲み放題はございません。
※プラン利用券のキャンセルや変更は受けられません。
※プラン利用券当選後の予約人数の変更は，直接春日ホテルへご連絡ください。
予約キャンセル等で発生したキャンセル料は，自己負担となります。
※４人部屋イメージ写真
※個人情報の取り扱いについて
連絡・確認等のため必要な利用券購入者の氏名及び電話番号を春日ホテルへ情報を提供いたします。春日ホテルから確認等のため直接お電話がいく場合がございます。
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スキー場「１日リフト券」販売
会員のみ

有効期限

各スキー場シーズン終了まで

販売枚数

１会員 ６枚まで
※全スキー場合わせて6枚まで

配布予定

12月上旬頃

申込方法

11月16日(火)までに「事業参加申込書」でＦＡＸ又はセンター持参にて申込みください。

対

象

1日補助券
1枚 500円
栃木県那須塩原市湯本塩原字前黒
を発行
TEL 0287-32-4580 FAX 0287-32-4065

ハンターマウンテン塩原

【会員価格】
大人 平日 3,300円
（通常 4,900円） 対象：中学生以上

栃木県那須郡那須町大字大島
TEL 0287-77-2300 FAX 0287-77-2311

早割
1日券

【会員価格】
大人 2,500円
（通常 3,400円） 対象：中学生以上
子供 2,500円
（通常 3,000円） 対象：小学生・シニア
※未就学児無料，シニアは55歳以上

子供 平日 2,300円
（通常 3,900円） 対象：小学生
※年末年始は12/25〜1/4迄。未就学児無料

星野リゾート アルツ磐梯
福島県耶麻郡磐梯町大字更科字清水平6838-68
TEL 0242-74-5000 FAX 0242-74-5009

マウントジーンズ那須

星野リゾート 猫魔スキー場
福島県耶麻郡北塩原村大字桧原字猫魔山1163
TEL 0241-32-3001 FAX 0241-32-3009

早割
1日券

早割
1日券

【会員価格】
大人 3,000円
（通常 4,900円） 対象：中学生以上
子供 1,300円
（通常 2,300円） 対象：小学生
未就学児無料

【会員価格】
大人 3,000円
（通常 4,900円） 対象：中学生以上
子供 1,300円
（通常 2,300円） 対象：小学生
未就学児無料

グランデコスノーリゾート

会津高原たかつえスキー場

福島県耶麻郡北塩原村大字桧原字荒砂沢山
TEL 0241-32-2530 FAX 0241-32-3220

福島県南会津郡南会津町高杖原535
TEL 0241-78-2220

早割
1日券

前売券

【会員価格】 2,300円
（通常大人 4,500円／小人
（５歳以上小学生）3,400円／
シニア60歳以上 3,700円）
※大人・小人・シニア同額
※４歳以下無料

【会員価格】 大人 平日 3,500円
（通常 3，
900〜5,600円） 対象：高校生以上
※利用除外日の土日祝，12/27〜1/5はリフト券売場にて
500円追加で利用可能です。
※緊急事態宣言及び休業要請の発出等において，休業せ
ざるを得ない場合も含み払戻
等の対応はいたしません。
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「森永の常温絹ごしとうふ」のあっせん
開けた時がつくりたての味。
日本初の長期常温保存とうふをご賞味ください。
販売個数

各50ケース
※１ケース１２丁入り，
１会員２ケースまで

販売価格

①絹とうふ（250ｇ）１ケース
1,000円（通常1,879円）

製造から約200日

常温保存

保存料不使用
3ヵ月以上
常温保存可能！

しっかりとした硬さで
崩れにくくお料理にも︕
絹とうふ本来のなめらかな
食感と風味も楽しめます。

森永 絹とうふしっかり（253ｇ）

森永 絹とうふ（250ｇ）

②絹とうふしっかり（253ｇ）１ケース
1,000円（通常1,879円）
賞味期限

濃厚な大豆本来の
うま味となめらかな食感
冷奴におすすめの逸品です。

スーパーでは
大豆の身と皮を分けて
販売していません。 作る「挽き搾り製法」
（宅配専用商品）
だからおいしい！

リソルプレス2021秋号WEBブック情報のご案内
ライフサポート倶楽部発行のリソルプレスには秋の魅力が詰まったプログラムがいっぱい！
サービスセンター会員はご利用できますのでぜひご利用ください！

リソルプレス2021秋号WEBブックURL
https://w7.lifesc.com/webbook/2021aut/B/index.html
詳しくはライフサポート倶楽部メンバーズナビ，
ホームページをご覧ください。

「ライフサポート倶楽部メンバーズナビ」 ｈｔ
ｔｐｓ
：//ｗ7.ｌ
ｉ
ｆｅｓｃ.com/

会員様ログイン方法
「0299L190」のあと，会員証に記載されている会員番号の10桁を入力してください。
①ログインID：
②パスワード：はじめての方は，会員番号の下８桁で設定されています。

補 助 事 業 のご 案 内
感 染 し た と き の 重 症 化 を 防 ぐ た め に 予 防 接 種 を 受 け ま しょう 。

インフルエンザ予防接種の給付
利用対象

会員（本人）のみ

給 付 額

上限1,300円とし，領収書に記載された金額を超えての給付はできません。

請求方法

①各自が医療機関等でインフルエンザ予防接種を受けてください。
②会員（本人）氏名のインフルエンザと明記した領収書を医療機関等より受け取ってください。
③接種日から3カ月以内に「健康診断等給付金請求書」に必要事項を記入のうえ，
領収書（複写可）もしくは個人負担額のわかるものを添付してセンターにご持参ください。
※市町村によるインフルエンザ予防接種の公費助成と併用可

利用回数

年度内１回

健康診断等の給付
利用対象

会員（本人）のみ

給 付 額

人間ドック・脳ドックなど個人負担が5,000円を超えたときに，超えた金額を給付いたします。
ただし，限度額を5,000円までとします。

請求方法

①各自が医療機関にて健康診断等を受けてください。※どこの医療機関で受診しても結構です。
②会員（本人）の領収書を医療機関等より受け取ってください。
③健康診断等を受けてから3カ月以内に「健康診断等給付金請求書」に必要事項を記入のうえ，
領収書（複写可）もしくは個人負担額のわかるものを添付してセンターにご持参ください。

利用回数

年度内１回

※予防接種及び健康診断等の給付は個人負担が原則です。費用を事業所が負担した場合は対象になりません。
※上記の補助及び給付に関する申請は，受診後速やかに領収書を添えて年度内手続きにご協力をお願いいたします。
窓口受付は，毎月28日までとし，翌月15日以降のお支払いとなります。予めご承知ください。
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ひたちなか市勤労者福祉サービスセンターの
LINE友だち募集中！
会員様に様々な情報を配信していきます！ぜひ！友だち追加してね！

センターからのお知らせ
今回の会報誌において掲載を予定しておりました1月から3月までのバスツアー及び屋内イベントについても，未だ
開催が難しい状況であることから中止とさせていただきます。度重なる事業変更となり，皆様には大変ご迷惑をお掛け
いたしますが，引き続きご理解ご協力をお願い申し上げます。

契約レジャー施設等のご利用について（2021年11月現在）
契約レジャー施設などをご利用の際，事前のご予約が必要な場合や入場制限の実施など営業内容が変更となる場合が
ございます。最新の情報については直接お問合せ，又は各公式ホームページをご確認ください。

◆入会・退会・登録内容変更について◆
① 入会申込書

④ 入会金（入会時）1人につき1,000円

② 預金口座振替申込書

⑤会

入会
手続き

右の①・②の書類に必要事項を記入し，
入会金と会費を添えて，
センター事務局へお申込ください。

退会
手続き

会員が退職，その他の理由で退会するときは，退会届と会員証を事務局へ提出してください。
退会届は，センターに届いた日が退会日になります。お急ぎの時は，電話又はFAXで仮受付をしますが，後日正規の退会届
と会員証を提出してください。

入会
申込み

費（毎

月）1人につき1,000円

③ 金融機関お届け印

※退会届を提出されない場合は，会費徴収の対象となりますのでご注意ください。途中で退会したときは，翌月以降の納入済会費をお返しします。

「勤労者福祉サービスセンター変更届出書」を事務局へ提出してください。
登録内容の 記載した内容に変更が生じたときは，
変更手続き 変更事由 ： 転居・登録家族・結婚などがあります。

◆共済給付申請について◆
◇ 各種給付申請の受付締切日および給付日について
受付締切日

11月28日

12月25日

給

12月15日

1月15日

付

日

※締切日を過ぎますと翌々月の給付となります。
※書類確認等の都合により給付日が変更となる場合もございます。

◇ 共済給付申請書はサービスセンター窓口，ホームページから入手できます。また，申請の際は，給付事由の確認の取れる
書類を添付してください。
◇ その他，ご不明な点は，サービスセンター事務局にお問い合わせください。

共済給付状況
（8・9月分）

項目

結婚祝金
出産祝金
成人祝金

件数

2
6
0

項目

永年勤続祝金
死亡弔慰金
住宅災害見舞金

件数

27
11
0

項目

インフルエンザ
結婚記念祝金
入学祝金

件数

0
10
13

項目

還暦祝金
在会祝金
傷病休業見舞金

件数

9
41
13

項目

障害見舞金
健康診断等
受検助成金

件数

0

32

各事業の支払方法
参加者の変更及び取消しは，事前にサービスセンターにご連絡ください。各チケットの配券及びお支払いはサービスセンターとなります。
※座席の指定は出来ません。お申込み頂いたチケット及び商品のキャンセルは出来ません。
※お客様都合での払戻は一切お受けできかねますので，予めご了承ください。
チケット郵送サービス
（有料）
について

サービスセンターでは，希望者に有料でチケット郵送サービスを行っています。ご自宅あるいは事業所へ
チケット代＋郵送代の振込みが必要となります。ご希望の方はお気軽にご相談ください。

チケット等の引換えは
12月1日（水）10時からとなります。
個人情報の
取り扱い

各種大会・イベント・その他，参加費のお支払いはサービスセンターとなります。
各事業は主催者の都合により中止になる場合があります。予めご了承ください。

お預かりした個人情報は，必要な範囲内で使用させて頂きます。また，各事業参加時に撮影した写真を会報・ホームページ等
に掲載する場合があります。

各種事業のお申込み・お問合せは

公益財団法人 ひたちなか市生活・文化・スポーツ公社

〒312‑0052 ひたちなか市東石川１２７９番地 ワークプラザ勝田内

TEL 029‑271‑0520

勤労者福祉サービスセンター

FAX 029‑271‑0585

◆http://www.hitachinaka-kinro-sc.com

●受付時間●

午前9：00〜午後8：00

◆E-mail: hitachinaka-sc@atlas.plala.or.jp
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勤労者福祉
サービスセンター

市内の美味しいおせち料理を 会 員 特 別 価 格 で 限 定 販 売 い た し ま す！

お せ ち 斡 旋！

会員様限定！
年末特別企画！

2021年11月1日（月）
〜2021年11月16（火）まで（月曜日は休館日）

申込受付期間

申込方法 事業申込書に個数を記入し，勤労者福祉サービスセンター窓口へ又はFAX（029-271-0585）でお申し込みください。
※お申し込み後（11/17以降）のキャンセルはお受けできません。
お支払い方法 当選者は12/1（水）から12/21（火）の間にサービス
募 集 数 各店舗1会員1個まで
センター窓口に商品代金を現金でお支払いください。
※申し込み多数の場合は抽選となります。
引換券を発行いたします。
※11月末に当落通知書を申込者全員に郵送いたします。
お受取り方法 12/31の指定された時間に店舗で引換券と商品を引き換えて下さい。※配送サービスはございません。
個人情報取り扱い 店舗から直接ご購入者あてに確認のため連絡する場合がございますので，ご購入者の氏名・電話番号を
について
購入先の店舗へ提供いたします。それ以外の目的では利用致しません。予めご了承ください。
選び抜かれた最高級素材

新年にふさわしい特別なおせちを是非ご賞味ください！

すしの玄國

住所 ひたちなか市東石川3548-3

ホームページURL

電話 029 -2 7 4 -2 7 3 5

https://sushinohirokuni.com/

募集数
個

20

お得意様限定 ! 玄國おせち三段重（3名〜5名様用）
一般価格

30,000円

（税込）

至 佐和駅

ヨーク
タウン

号線

★

21,000円

（税込）

商品お受取り日時
12/31（金）10：00〜14：00

常磐線

マラソン通り

至 国道
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すしの玄國

会員価格!!

大島陸橋

商品お受取り場所
店舗でのお受取りになります。
駐車場 15台

※おせち料理写真はイメージです。
実際の内容とは異なります。

毎年大好評の酒菜おかめの絶品おせち料理をご賞味ください！

酒菜おかめ

住所 ひたちなか市勝田泉町4-14

ホームページURL

電話 029 -2 7 4 -4 5 6 7

https://syusaiokame.owst.jp/

おせち一段重24品目（2名〜3名様用）
お買い上げの方にディナータイムに使えるお食事券1,000円プレゼントいたします。店内は完全個室と
なっております。是非ご利用ください。

一般価格

16,200円

（税込）

会員価格!!

募集数
個

20

11,000円

（税込）
※おせち料理写真はイメージです。
実際の内容とは異なります。

東口

勝田駅

勝田駅入口

商品お受取り日時
12/31（金）10：00〜14：00

酒菜
おかめ

商品お受取り場所

★

表町北

店舗でのお受取りになります。
駐車場 8台

クリスマスをご家族やご 友 人 と お 家 で 過 ご す 方 に オ ス ス メ！

オードブル斡 旋！

クリスマス
特別企画！
申込受付期間

2021年11月1日（月）
〜2021年11月16（火）まで（月曜日は休館日）

申込方法 事業申込書に必要事項を記入し，勤労者福祉サービスセンター窓口へ又はFAX（029-271-0585）でお申し込みください。
※お申し込み後（11/17以降）のキャンセルはお受けできません。
お支払い方法 当選者は12/1（水）から12/21（火）の間にサービス
募 集 数 1会員1個まで
センター窓口に商品代金を現金でお支払いください。
※申し込み多数の場合は抽選となります。
引換券を発行いたします。
※11月末に当落通知書を申込者全員に郵送いたします。
お受取り方法 指定されたお受取り日時に店舗で引換券と商品を引き換えて下さい。※配送サービスはございません。
個人情報取り扱い 店舗から直接ご購入者あてに確認のため連絡する場合がございますので，ご購入者の氏名・電話番号を
について
購入先の店舗へ提供いたします。それ以外の目的では利用致しません。予めご了承ください。

ブランチワールド

住所 ひたちなか市中根892-1

ホームページURL

電話 0 2 9 -2 7 6 -0 5 6 7

http://www.k-food.com/
kfs/brunchworld.html

特製オードブル（4名〜5名様向け）
一般価格

4,400円

（税込）

会員価格!!

2,800円

（税込）

募集数
各日
個

10

商品お受取り日時
12/24（金）16：00〜19：00
12/25（土）10：00〜12：00 16：00〜19：00
商品お受取り場所

高専

店舗でのお受取りになります。

至 勝田駅

中根
上野

※料理写真は
イメージです。

郵便局

駐車場 10台

昭和通り
信用金庫

★ブランチワールド

お申込み方法
事業申込書にご希望の受取日と受取時間をご記入ください。

住所 ひたちなか市東大島1-23-4

イイムラストアー

募集数
各日
個

オードブル（4名〜5名様用）
一般価格

2,750円

（税込）

会員価格!!

1,800円

（税込）

電話 0 2 9 -2 7 4 -3 7 1 1

10

商品お受取り日時
12/24（金）16：00〜18：00
12/25（土）15：00〜16：00
商品お受取り場所

大島陸橋

大島
陸橋東

★

東大島
四丁目
郵便局

イイムラストアー
至 勝田駅

店舗でのお受取りになります。
駐車場 20台

※料理写真は
イメージです。

お申込み方法
事業申込書にご希望の受取日をご記入ください。

