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豊田市勤労者サービスセンター

ホームページ http://workfriend.hp4u.jp　E-メール toyota＠workfriend.hp4u.jp

健康増進
インフルエンザ予防接種・人間ドック受診補助
名古屋マリオットアソシアホテルランチ券
もうすぐクリスマス！　ケーキ、サンタからの手紙やイベント盛りだくさん

11月号の予告
・おいでんの湯回数券、コロナワールド映画券等を予定
しています。その他盛りだくさんお楽しみに！

お支払いはコンビニエンスストアが
便利です。手数料無料！記入不要！
振込書をコンビニエンスストアに持って額面金額を支払うだ

けです。

事業の入金確認を「整理番号」で処理しています。金融機関のＡＴＭ
で入金処理を行う方は、「整理番号」をお間違いないようよろしくお
願いします。その際の振込手数料は各自でお願いします。
・金融機関を利用される方は、窓口でお支払いください。
・手数料は受取人払い（ワークフレンドとよた）になっています。
・ＡＴＭでの振り込み、他の金融機関の利用は、手数料を本人負担していだだ
きますので、よろしくお願いします。その際は、必ず事務局へ連絡してください。

ニュースの申込は
分かるように記入があれば

どんな用紙でも、メールでもOK

申込みいただくチケットはすべて買取です。おすすめイベント
●申込方法：FAXまたはメールで締切日までに申込みください。申込多数の場合は抽選にて決定します。
●当否連絡：締切日から5日以内に事業所ごとに申込者すべての方にFAXまたはメールで連絡します。　
　連絡のない場合は申込みされていない場合がありますので、すぐお問い合わせください。　
●当 選 者：チケットは公演日の10日前までに納付書と一緒に郵送します。支払は納付書を利用ください。

申込期限
11月20日（金）

■有効期限　12月10日～H28年5月末まで
■料　金　パーゴラ、華雲、梨杏にて利用可

■定　数　300枚（会員1人5枚まで）
※発送は12月初旬予定です。

名古屋マリオットアソシアホテルランチ券 こども商品券斡旋

事 務 局 か ら の お 知 ら せ

申込は、指定の用紙でなくてもOKです。

●必須項目は、事業所№　事業所名、会員氏名、
　会員№、事業名、選択の日にちや時間、区分、
　枚数等分かるように記入してください。
●利用券の申込もＯＫです。
　利用日と同行者氏名も忘れずにお願いします。
携帯電話から、そのままメールで申し込み

もできます！！　
申込いただくチケットはすべて買取です。
（利用券を除く）

ジックＺの受付
ジックＺ受付とは

（会員の個人受付、個人決済が可能です。

事業所を通さなくても申込みが可能です。）

ジックＺとは、個人のクレジットカード決済や、電子決済が可
能な申込みシステムです。申込いただいたチケットは、事業所
を通さず自宅へ直接郵送します。
ワークフレンドとよたのホームページから申込みください。
決済手数料として別途300円必要です。
事業によっては会員価格に差があります。
申込いただくチケットはすべて買取です。
（ただし、利用券の申込みは無料で事業所へ郵送します）

事業所のメールを登録しよう
（担当者の方のメールでもＯＫ）
当否連絡、チケットの発送連絡、再募集情報、緊急な情報
をメールにて連絡します。
「ワークフレンドとよた」ホームページから⇒「お問合
せ」⇒「お申込・お問合せはこちらから」⇒
「メール登録します」と記入して事業所名等分かるように
メールしてください。
●ワードやエクセルが開けるアドレス
でお願いします。

21211
全国中小企業勤労者福祉サービスセンター加盟　事業所数633・会員数6,712名【10月1日現在】

自慢の料理・定食やコース料理を会員さん
におすすめしてみませんか？

ジックZ
受付可

給付金の支給は事由発生後1年以内に書類を郵送してく

ださい。

「おすすめ料理を食べよう」協力店募集
昨年参加された事業所の皆さんからとても好評をいただいております。お店のPRにもなりますよ。
【料理】　おすすめのもので1種類限定していただきます。
【金額】　通常価格より割引にしてください。（可能な範囲でかまいません）
【実施期間】　平成28年2月1日～1ヶ月間　　　　　12/6まで★詳細や質問は事務局へ問い合わせてください。

ワークフレンドとよたが、さらに補助をつけ、
ニュースに表示します。

一般価格

3,500円

会員価格

2,700円
券　種

ランチ券
ジックZ
受付可

■有効期限　～H32年12月末まで
■料　金　

■定　数　300セット（会員1人1セット）
※発送は12月中旬予定です。

一般価格

5,000円

会員価格

4,000円5枚1セット

ジックZ
受付可

給付金を支給しました。
8月・9月

※申請には内容が分かる添付書類が必要です。
　戸籍抄本、健康保険証等（コピー可）

結 婚 祝 金
銀 婚 祝 金
出 生 祝 金
勤 続 祝 金
退会記念品
お見舞い申し上げます
お悔やみ申し上げます

おめでとうございます

17件
7件
30件
2件
22件

還 暦 祝 金
就 学 祝 金
卒 業 祝 金

宿泊助成金
傷病見舞金
弔　慰　金
人間ドッグ

12件
2件
8件

319件
22件
27件
36件

会員の退会や新たに入会される
場合は手続きを

提出が遅れたり、重複した申請で会費が発生しても、払い戻
しが出来ませんので、ご注意ください。

「会費のおしらせ」等で人数の確認をお願いします。

・退会は当月、入会は次月に反映します。
・どうしても期限に遅れそうな場合は、期日までにＦＡＸで
ご連絡ください。その後必ず郵送していただきますようお
願いします。
・会員の名簿が必要な方は、連絡ください。ＦＡＸまたは郵
送で送ります。

ワークフレンドとよたは、中小企業の事業主と従業員の福利
厚生を実施しています。従業員の方は全員「ワークフレンド
とよた」に加入していますか？従業員格差を改善する為にも
全員の加入をおすすめします。

新しく加入されました
事業所です

☆三濃建設㈱　　☆須賀陸送㈲　　☆朱雀

☆須賀工業　　☆和食処つるまる　　☆㈲腰掛山荘

コンビニエンスストア⇒○サンクス、ファミリーマート、

ローソン等、依頼書の裏面に記載　　

金融機関⇒豊田信用金庫、三菱東京ＵＦＪ銀行、窓口のみ

Ｋ

王滝渓谷
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■と　き　12月5日（土）～公開
■ところ　全国の上映劇場
（MOVIX三好、安城コロナ、イオンシネマ岡崎、シネプレックス岡崎等）
■料　金　

■定　員　50枚（会員1人5枚以内）
ⓒ2015 Ertugrul Film Partners

■と　き　12月5日（土）～3月31日（木）
　　　　　午前9時～午後4時　　
　　　　　休業日は各自確認ください。
■ところ　旭高原　元気村
■料　金　

■定　員　100枚　（会員1人5枚以内）

■と　き　1月4日（月）午前11時
　　　　　1月10日（日）午前11時
■ところ　中日劇場
■料　金　

一般価格

13,000円

会員価格

9,600円
席　種

Ａ席

■定　員　各10人

■と　き　12月22日（火）午後6時30分
■ところ　ヒルトン名古屋　5階「扇の間」
■料　金

一般価格

40,000円

会員価格

37,000円
席　種

指定席

■定　員　10人　　
※未就学児童入場不可。　撮影：御堂義乗

美輪明宏X’mas Dinner Show 2015

■と　き　1月28日（木）午後7時
■ところ　愛知県芸術劇場
■料　金

一般価格

10,000円

会員価格

8,000円
席　種

S席
■定　員　10人　※未就学児童入場不可

ドラマチック歌謡祭

■と　き　2月6日（土）午後4時
■ところ　愛知県芸術劇場
■料　金

一般価格

10,800円

会員価格

8,000円
席　種

Ｓ席

一般価格

1,800円

会員価格

750円一　般

■定　員　10人　※未就学児童入場不可

花より男子 The Musical

■と　き　12月26日（土）～平成28年2月14日（日）
（休演日：木曜日、12/30、2/10、ただし2/11は開演）
■ところ　岡崎公園特設大テント（多目的広場）
■料　金　入場券（自由席）

■定　員　100人　※2歳以下膝上無料
座席指定券をご希望の場合は、別途追加にてご利用いただけます。

■と　き　1月2日（土）～1月5日（火）
　　　　　午前10時～午後5時
■ところ　ナゴヤドーム
■料　金　チケットは1枚で期間中1日のみ入場可

一般価格

500円

会員価格

250円3歳以上

■定　員　200枚　会員1人5枚まで
■その他　レンタルそり500円もあります。
※気象状況によりオープンの延期、ゲレン
デの一部が利用できない場合があります。

ドーム遊ぼワールド

■と　き　1月11日（月）午後3時
■ところ　日本特殊陶業市民会館
■料　金　

一般価格

6,000円

会員価格

4,800円
席　種

Ｓ席

■定　員　10人　※未就学児童入場不可

チケットの斡旋
●申込方法：FAXまたはメールで締切日までに申込みください。申込多数の場合は抽選にて決定します。
●当否連絡：締切日から５日以内に事業所ごとに申込者すべての方にFAXまたはメールで連絡します。
　　　　　　連絡のない場合は申込されていない場合がありますので、すぐお問い合わせください。
●当 選 者：チケットは公演日の10日前までに納付書と一緒に郵送します。支払は納付書を利用ください。

申込みいただくチケットはすべて買取です。

申込期限
11月20日（金）

■と　き　1月9日（土）午後3時
■ところ　豊田市コンサートホール
■料　金

一般価格

7,000円

会員価格

5,600円
席　種

Ｓ席
■定　員　10人　※未就学児童入場不可

ハンガリー国立ブダペスト・オペレッタ劇場
ニューイヤー・コンサート

ウィンナー･ワルツ･オーケストラ
～宮殿祝賀コンサート～

細川たかし、中村美律子　
新春特別公演

ワガノワ・バレエ・アカデミー
「くるみ割り人形」〈全三幕 エピローグ付〉

旭高原元気村
雪そりゲレンデ入場券

■と　き　1月17日（日）午後1時
■ところ　愛知県芸術劇場
■料　金

一般価格

6,800円

会員価格

5,500円
席　種

Ｓ席
■定　員　10人　※未就学児童入場不可

■と　き　1月8日（金）午後7時
■ところ　三井住友海上しらかわホール
■料　金

一般価格

6,000円

会員価格

4,800円
席　種

指定席
■定　員　10人　※未就学児童入場不可

ゴンチチ

■と　き　1月23日（土）午後5時
■ところ　愛知県芸術劇場
■料　金

一般価格

3,800円

会員価格

3,000円
席　種

指定席
■定　員　10人　※未就学児童入場不可
©Ayako Yamamoto 衣装提供 株式会社　オンワード樫山

牛田智大　ピアノ･リサイタル

■と　き　2月5日（金）午後7時
■ところ　センチュリーホール
■料　金

一般価格

13,500円

会員価格

12,000円
席　種

指定席
■定　員　10人　※未就学児童入場不可　特製ＤＶＤ付

玉置浩二

■と　き　2月20日（土）午後5時30分
■ところ　名古屋市公会堂
■料　金

■定　員　10人　※未就学児童膝上無料。但し、お席が必要な場合
は小中学生チケット必要。未就学児童・小中学生は、当日、保護者同伴
で専用入口から入場して頂きます。小中学生は、当日入場時、身分証明
書（学生証）等が必要な場合があります。

ＢＥＧＩＮ
■と　き　3月19日（土）午後5時30分
　　　　　3月20日（日）午後4時30分
■ところ　日本ガイシホール
■料　金

■と　き　3月17日（木）午後7時
　　　　　3月18日（金）午後7時
■ところ　日本特殊陶業市民会館
■料　金

一般価格

7,560円

会員価格

6,100円
席　種

指定席
■定　員　各10人　※未就学児童入場不可。12歳以下は保護
者同伴の上、チケット必要

Superfly 

■と　き　2月4日（木）午後7時
■ところ　Ｚｅｐｐ　Ｎａｇｏｙａ
■料　金　整理番号有り

一般価格

5,400円

会員価格

4,300円
券　種

スタンディング
■定　員　10人　※未就学児童入場不可　※入場時ドリンク代 500円別途必要

家入レオ

一般価格

5,000円

会員価格

4,000円
席　種

指定席
■定　員　各10人　※未就学児童は大人1名につき1名膝上無
料。但し、お席が必要な場合はチケット必要。

ザ・クロマニヨンズ

■と　き　1月10日（日）午後2時
■ところ　豊田市能楽堂
■料　金　

一般価格

6,000円

会員価格

4,800円
席　種

正面席
■定　員　10人　※未就学児童入場不可

新春能
狂言：「末広かり」大蔵流　善竹十郎ほか
能：「高砂」金春流　金春安明ほか

出演：ペギー葉山、菅原洋一、山本リンダ、佐々木秀実

出演：松下優也（Ｘ4）、白洲迅、真剣佑、上山竜治、加藤梨里香
ほか

開催期間中ご利用いただけます。

一部 ：芝居「遠山の金さんｖｓ女ねずみ小僧」
二部 ：たかし＆美律子ビッグステージ2015

チャイコフスキー／プレトニョフ他：バレエ音楽「くるみ割り人形」op.71より
ショパン：バラード 第1番 ト短調 op.23　リスト：死の舞踏　クライスラー
／ラフマニノフ：愛の悲しみ　ムソルグスキー／ホロヴィッツ：展覧会の絵

曲目：美しく青きドナウ、皇帝円舞曲、トリッチ・トラッチ・ポルカ、
ラデツキー行進曲、雷鳴と稲妻、ピチカート・ポルカ　他多数

ジックZ
受付可

ジックZ
受付可

東映映画「海難1890」映画鑑賞券
ジックZ
受付可

ポップサーカス岡崎公演 ジックZ
受付可

前売り価格

600円

2,000円

会員価格

300円
1,300円

券種（1日券）

入場券

プレイ券付入場券

前売価格

6,500円

2,000円

会員価格

5,200円
1,600円

指定席

高校生以上

小中生

一般価格

2,800円

1,500円

会員価格

1,800円
700円

券　種

大人

3歳～中学生

※2歳以上60歳未満一律料金、2歳未満と60歳以上入場無料
※プレイ券付入場券は、プレイ券16枚付きです。
ワークフレンドとよたが差額を負担した価格になっております。



32

■と　き　12月5日（土）～公開
■ところ　全国の上映劇場
（MOVIX三好、安城コロナ、イオンシネマ岡崎、シネプレックス岡崎等）
■料　金　

■定　員　50枚（会員1人5枚以内）
ⓒ2015 Ertugrul Film Partners

■と　き　12月5日（土）～3月31日（木）
　　　　　午前9時～午後4時　　
　　　　　休業日は各自確認ください。
■ところ　旭高原　元気村
■料　金　

■定　員　100枚　（会員1人5枚以内）

■と　き　1月4日（月）午前11時
　　　　　1月10日（日）午前11時
■ところ　中日劇場
■料　金　

一般価格

13,000円

会員価格

9,600円
席　種

Ａ席

■定　員　各10人

■と　き　12月22日（火）午後6時30分
■ところ　ヒルトン名古屋　5階「扇の間」
■料　金

一般価格

40,000円

会員価格

37,000円
席　種

指定席

■定　員　10人　　
※未就学児童入場不可。　撮影：御堂義乗

美輪明宏X’mas Dinner Show 2015

■と　き　1月28日（木）午後7時
■ところ　愛知県芸術劇場
■料　金

一般価格

10,000円

会員価格

8,000円
席　種

S席
■定　員　10人　※未就学児童入場不可

ドラマチック歌謡祭

■と　き　2月6日（土）午後4時
■ところ　愛知県芸術劇場
■料　金

一般価格

10,800円

会員価格

8,000円
席　種

Ｓ席

一般価格

1,800円

会員価格

750円一　般

■定　員　10人　※未就学児童入場不可

花より男子 The Musical

■と　き　12月26日（土）～平成28年2月14日（日）
（休演日：木曜日、12/30、2/10、ただし2/11は開演）
■ところ　岡崎公園特設大テント（多目的広場）
■料　金　入場券（自由席）

■定　員　100人　※2歳以下膝上無料
座席指定券をご希望の場合は、別途追加にてご利用いただけます。

■と　き　1月2日（土）～1月5日（火）
　　　　　午前10時～午後5時
■ところ　ナゴヤドーム
■料　金　チケットは1枚で期間中1日のみ入場可

一般価格

500円

会員価格

250円3歳以上

■定　員　200枚　会員1人5枚まで
■その他　レンタルそり500円もあります。
※気象状況によりオープンの延期、ゲレン
デの一部が利用できない場合があります。

ドーム遊ぼワールド

■と　き　1月11日（月）午後3時
■ところ　日本特殊陶業市民会館
■料　金　

一般価格

6,000円

会員価格

4,800円
席　種

Ｓ席

■定　員　10人　※未就学児童入場不可

チケットの斡旋
●申込方法：FAXまたはメールで締切日までに申込みください。申込多数の場合は抽選にて決定します。
●当否連絡：締切日から５日以内に事業所ごとに申込者すべての方にFAXまたはメールで連絡します。
　　　　　　連絡のない場合は申込されていない場合がありますので、すぐお問い合わせください。
●当 選 者：チケットは公演日の10日前までに納付書と一緒に郵送します。支払は納付書を利用ください。

申込みいただくチケットはすべて買取です。

申込期限
11月20日（金）

■と　き　1月9日（土）午後3時
■ところ　豊田市コンサートホール
■料　金

一般価格

7,000円

会員価格

5,600円
席　種

Ｓ席
■定　員　10人　※未就学児童入場不可

ハンガリー国立ブダペスト・オペレッタ劇場
ニューイヤー・コンサート

ウィンナー･ワルツ･オーケストラ
～宮殿祝賀コンサート～

細川たかし、中村美律子　
新春特別公演

ワガノワ・バレエ・アカデミー
「くるみ割り人形」〈全三幕 エピローグ付〉

旭高原元気村
雪そりゲレンデ入場券

■と　き　1月17日（日）午後1時
■ところ　愛知県芸術劇場
■料　金

一般価格

6,800円

会員価格

5,500円
席　種

Ｓ席
■定　員　10人　※未就学児童入場不可

■と　き　1月8日（金）午後7時
■ところ　三井住友海上しらかわホール
■料　金

一般価格

6,000円

会員価格

4,800円
席　種

指定席
■定　員　10人　※未就学児童入場不可

ゴンチチ

■と　き　1月23日（土）午後5時
■ところ　愛知県芸術劇場
■料　金

一般価格

3,800円

会員価格

3,000円
席　種

指定席
■定　員　10人　※未就学児童入場不可
©Ayako Yamamoto 衣装提供 株式会社　オンワード樫山

牛田智大　ピアノ･リサイタル

■と　き　2月5日（金）午後7時
■ところ　センチュリーホール
■料　金

一般価格

13,500円

会員価格

12,000円
席　種

指定席
■定　員　10人　※未就学児童入場不可　特製ＤＶＤ付

玉置浩二

■と　き　2月20日（土）午後5時30分
■ところ　名古屋市公会堂
■料　金

■定　員　10人　※未就学児童膝上無料。但し、お席が必要な場合
は小中学生チケット必要。未就学児童・小中学生は、当日、保護者同伴
で専用入口から入場して頂きます。小中学生は、当日入場時、身分証明
書（学生証）等が必要な場合があります。

ＢＥＧＩＮ
■と　き　3月19日（土）午後5時30分
　　　　　3月20日（日）午後4時30分
■ところ　日本ガイシホール
■料　金

■と　き　3月17日（木）午後7時
　　　　　3月18日（金）午後7時
■ところ　日本特殊陶業市民会館
■料　金

一般価格

7,560円

会員価格

6,100円
席　種

指定席
■定　員　各10人　※未就学児童入場不可。12歳以下は保護
者同伴の上、チケット必要

Superfly 

■と　き　2月4日（木）午後7時
■ところ　Ｚｅｐｐ　Ｎａｇｏｙａ
■料　金　整理番号有り

一般価格

5,400円

会員価格

4,300円
券　種

スタンディング
■定　員　10人　※未就学児童入場不可　※入場時ドリンク代 500円別途必要

家入レオ

一般価格

5,000円

会員価格

4,000円
席　種

指定席
■定　員　各10人　※未就学児童は大人1名につき1名膝上無
料。但し、お席が必要な場合はチケット必要。

ザ・クロマニヨンズ

■と　き　1月10日（日）午後2時
■ところ　豊田市能楽堂
■料　金　

一般価格

6,000円

会員価格

4,800円
席　種

正面席
■定　員　10人　※未就学児童入場不可

新春能
狂言：「末広かり」大蔵流　善竹十郎ほか
能：「高砂」金春流　金春安明ほか

出演：ペギー葉山、菅原洋一、山本リンダ、佐々木秀実

出演：松下優也（Ｘ4）、白洲迅、真剣佑、上山竜治、加藤梨里香
ほか

開催期間中ご利用いただけます。

一部 ：芝居「遠山の金さんｖｓ女ねずみ小僧」
二部 ：たかし＆美律子ビッグステージ2015

チャイコフスキー／プレトニョフ他：バレエ音楽「くるみ割り人形」op.71より
ショパン：バラード 第1番 ト短調 op.23　リスト：死の舞踏　クライスラー
／ラフマニノフ：愛の悲しみ　ムソルグスキー／ホロヴィッツ：展覧会の絵

曲目：美しく青きドナウ、皇帝円舞曲、トリッチ・トラッチ・ポルカ、
ラデツキー行進曲、雷鳴と稲妻、ピチカート・ポルカ　他多数

ジックZ
受付可

ジックZ
受付可

東映映画「海難1890」映画鑑賞券
ジックZ
受付可

ポップサーカス岡崎公演 ジックZ
受付可

前売り価格

600円

2,000円

会員価格

300円
1,300円

券種（1日券）

入場券

プレイ券付入場券

前売価格

6,500円

2,000円

会員価格

5,200円
1,600円

指定席

高校生以上

小中生

一般価格

2,800円

1,500円

会員価格

1,800円
700円

券　種

大人

3歳～中学生

※2歳以上60歳未満一律料金、2歳未満と60歳以上入場無料
※プレイ券付入場券は、プレイ券16枚付きです。
ワークフレンドとよたが差額を負担した価格になっております。
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ホテルトヨタキャッスル
受取時間：午前10時～午後9時
渡し場所：1Ｆウィンザー

渡し場所：御幸本町7-211-1

キングパン
渡し場所：キングパン協業組合本社（広美町）

受取時間：午前10時～午後7時
渡し場所：愛知環状鉄道新豊田駅ロータリー内

Ｃity Ｃafe
洋菓子店 ソルボンヌ

松坂屋豊田店

クリスマスケーキの斡旋クリスマスケーキの斡旋
■受取期間　12月23日・24日・25日　申込後の受け取り日時の変更はできません。
■定　　員　50人（会員1人2台まで）申込多数の場合は抽選にて決定します。
※ワークフレンドとよたが差額を負担した価格となっております。　※写真はイメージです

当日各お店で券とケーキを引き換えて
受取ってください。

■料金　アレルギー特定原材料：乳、卵、小麦、
　オーナメント､ろうそく別添　洋酒未使用

約幅8cm×長さ16cm×高さ7cm（ケーキ本体）

■料金　アレルギー特定原材料： 乳、卵、
　小麦、ろうそく別添　洋酒使用

※ケーキは写真の状態での受け取りです。
クッキー3枚、チョコ1枚、チョコペン（茶・白）、
ローソク、サンタが付属されています。

パテスリー　シェ・コーベ
「苺のビッシュ　ド　ノエル　ロール」

約125φ×83hmm（ケーキ本体）

モロゾフ「クリスマス
　　　ストロベリーショートケーキ」

直径18㎝

「ガトー・オ・フレーズ」

直径18cm

直径18cm

「クリスマス生ケーキ」
「オエカケーキ」

「生クリームケーキ」

鳥羽シーサイドホテル

梅の花 Ｔ‐ＦＡＣE　9階

おせち料理を受け付けますおせち料理を受け付けます
■斡旋数　各セット10人　■その他　価格はすべて税込み価格です。（写真はイメージ）　■とき　12月31日（木）
申込多数の場合は抽選にて決定します。ワークフレンドとよたが差額を負担した価格となっております。

新春おせち三段重
（3～4人前）（19cm×19cm×3.6㎝） 
■料金　　先着限定20個

さわらのアラメ巻、鰤あおさ焼、かきのしぐれ煮など、地域色
豊かなお料理を盛り込みました。
12月30日に宅配します。送料は金額に含まれます。

名鉄トヨタホテル
受取時間：午前10時30分～午後6時
渡し場所：1Ｆラウンジ「ひまわり」

一般価格
3,888円

会員価格

3,100円

■料金

一般価格
3,600円

会員価格

2,600円

「ツムツム　カラフルクリスマス」

■料金

一般価格
3,400円

会員価格

2,400円

自由に絵を描いて飾れば、
世界で一つのオリジナルケーキに！
■料金

一般価格
3,700円

会員価格

2,300円

直径18cm×高さ約5cm
「ホワイトクリスマス」

直径18cm×高さ約4cm
「ノエル」
■料金

一般価格
4,000円

会員価格

3,200円

直径15cm
「イチゴのデラックスXmasケーキ」
■料金

一般価格
4,320円

会員価格

3,400円

■料金

一般価格
2,665円
3,340円

サイズ
5号約15cm
6号約18cm

会員価格

1,600円
2,100円

一般価格
2,160円

会員価格

1,600円

一般価格
23,000円

会員価格

20,000円

梅の花　2段重

宅配します。直接お受取は、午前10時～午後1時に梅の花店頭で。
お受取の方のみ名物豆腐しゅうまい（10個入り）をプレゼント。

（4人前）（21.8cm×21.8cm）
■料金

一般価格
24,840円

会員価格

23,300円

一般価格
16,200円

会員価格

14,700円

（3～4人前）（20.1cm×20.1cm×5cm） 
■料金　　先着限定20個

一般価格
22,000円

会員価格

20,500円

申込期限　11月20日（金）

申込期限
11月20日（金）

受取時間：午前10時～午後7時
渡し場所：1Ｆパテスリーシェ・コーベ、モロゾフにて

サーティワンアイスクリーム
受取時間：午前11時～午後11時　　　
渡し場所：サーティワンアイスクリーム豊田下市場店

「クリスマスパレット6」

「アナと雪の女王
サプライズクリスマスケーキ」

5号サイズ　直径約16cm×高さ約5cm

※アイスの内容は各自お調べください。　

© Ｄｉｓｎｅｙ

■料金

一般価格
3,800円

会員価格

2,900円

5号サイズ　直径約15.5cm×高さ約6cm

5号サイズ　直径約16㎝×高さ約5㎝

受取時間：午前8時～午後5時

藤枝市の創作イタリア料理「ＮＯＲＩ」

おせち繋　二段重

日本国内だけでなく、イタリアの星付きレストランで修行したシェフ
によるおせち。今年ミラノ万博に静岡県チームリーダーとして参加。
1月1日に宅配します。お届けは1個につき1，188円の送料がか
かります。

（18.2×18.2×6.7cm　2～3人用）
アレルギー特定原材料：乳、卵、小麦、えび、かに
■料金

松坂屋（松坂屋豊田店扱い）

松坂屋東海地区限定おせち
和風 二段　注文№90

一般価格
27,000円

会員価格

25,500円

（19.5×29.2×6.7cm　3～4人用）
アレルギー特定原材料：卵、乳、小麦、えび、かに
■料金

松坂屋東海地区限定おせち
和・洋・中華風 三段　注文№93

宅配します。当日ご在宅の方で、県内に限ります。
送料無料です。（料理内容が一部変更になる場合があります。）

はれの季「小杉苑」
創業48年　藤枝市の老舗店。中には静岡の食材
（桜えび、カツオ等）を使ったおせちが入ります。
1月1日に宅配します。お届けは1個につき1，188円の送料がか
かります。

和洋二段重
（3～4人前）（18.5cm×18.5cm×5cm） 
■料金　　先着限定30個

※先着限定商品になりますので、申し込む方は、早めのＦＡＸを
お願いします。

※先着限定商品になりますので、申し込む方は、早めのＦＡＸを
お願いします。

※先着限定商品になりますので、申し込む方は、
早めのＦＡＸをお願いします。

一般価格
22,680円

会員価格

17,700円

お届けは1個につき1,080円の送料がかかります。
直接お受取は、午前10時～午後3時にホテル
（喜多町）2Ｆフロアー。

お届けは、ヤマトクール便で無料です。ご在宅の方に限ります。
直接お受取は、午前10時～午後4時にホテル1Ｆロビーでお願
いします。

和食三段重
（4～5人前）（24cm×24cm×8cm）
■料金 

一般価格
36,720円

会員価格

34,200円

中華二段重
（3～4人前）（24cm×24cm×8cm）
■料金

一般価格
25,920円

会員価格

23,500円

和洋中三段重
（5～6人前）（21cm×21cm×5.5cm） 
■料金 

一般価格
40,000円

会員価格

36,000円

和洋中一段重
（3～4人前）（19.5cm×31cm×5.5cm）
■料金

一般価格
18,500円

会員価格

16,000円

受取時間：午前10時～午後8時

東海ブロック
合同企画

東海ブロック
合同企画

東海ブロック
合同企画
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ホテルトヨタキャッスル
受取時間：午前10時～午後9時
渡し場所：1Ｆウィンザー

渡し場所：御幸本町7-211-1

キングパン
渡し場所：キングパン協業組合本社（広美町）

受取時間：午前10時～午後7時
渡し場所：愛知環状鉄道新豊田駅ロータリー内

Ｃity Ｃafe
洋菓子店 ソルボンヌ

松坂屋豊田店

クリスマスケーキの斡旋クリスマスケーキの斡旋
■受取期間　12月23日・24日・25日　申込後の受け取り日時の変更はできません。
■定　　員　50人（会員1人2台まで）申込多数の場合は抽選にて決定します。
※ワークフレンドとよたが差額を負担した価格となっております。　※写真はイメージです

当日各お店で券とケーキを引き換えて
受取ってください。

■料金　アレルギー特定原材料：乳、卵、小麦、
　オーナメント､ろうそく別添　洋酒未使用

約幅8cm×長さ16cm×高さ7cm（ケーキ本体）

■料金　アレルギー特定原材料： 乳、卵、
　小麦、ろうそく別添　洋酒使用

※ケーキは写真の状態での受け取りです。
クッキー3枚、チョコ1枚、チョコペン（茶・白）、
ローソク、サンタが付属されています。

パテスリー　シェ・コーベ
「苺のビッシュ　ド　ノエル　ロール」

約125φ×83hmm（ケーキ本体）

モロゾフ「クリスマス
　　　ストロベリーショートケーキ」

直径18㎝

「ガトー・オ・フレーズ」

直径18cm

直径18cm

「クリスマス生ケーキ」
「オエカケーキ」

「生クリームケーキ」

鳥羽シーサイドホテル

梅の花 Ｔ‐ＦＡＣE　9階

おせち料理を受け付けますおせち料理を受け付けます
■斡旋数　各セット10人　■その他　価格はすべて税込み価格です。（写真はイメージ）　■とき　12月31日（木）
申込多数の場合は抽選にて決定します。ワークフレンドとよたが差額を負担した価格となっております。

新春おせち三段重
（3～4人前）（19cm×19cm×3.6㎝） 
■料金　　先着限定20個

さわらのアラメ巻、鰤あおさ焼、かきのしぐれ煮など、地域色
豊かなお料理を盛り込みました。
12月30日に宅配します。送料は金額に含まれます。

名鉄トヨタホテル
受取時間：午前10時30分～午後6時
渡し場所：1Ｆラウンジ「ひまわり」

一般価格
3,888円

会員価格

3,100円

■料金

一般価格
3,600円

会員価格

2,600円

「ツムツム　カラフルクリスマス」

■料金

一般価格
3,400円

会員価格

2,400円

自由に絵を描いて飾れば、
世界で一つのオリジナルケーキに！
■料金

一般価格
3,700円

会員価格

2,300円

直径18cm×高さ約5cm
「ホワイトクリスマス」

直径18cm×高さ約4cm
「ノエル」
■料金

一般価格
4,000円

会員価格

3,200円

直径15cm
「イチゴのデラックスXmasケーキ」
■料金

一般価格
4,320円

会員価格

3,400円

■料金

一般価格
2,665円
3,340円

サイズ
5号約15cm
6号約18cm

会員価格

1,600円
2,100円

一般価格
2,160円

会員価格

1,600円

一般価格
23,000円

会員価格

20,000円

梅の花　2段重

宅配します。直接お受取は、午前10時～午後1時に梅の花店頭で。
お受取の方のみ名物豆腐しゅうまい（10個入り）をプレゼント。

（4人前）（21.8cm×21.8cm）
■料金

一般価格
24,840円

会員価格

23,300円

一般価格
16,200円

会員価格

14,700円

（3～4人前）（20.1cm×20.1cm×5cm） 
■料金　　先着限定20個
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受取時間：午前10時～午後7時
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「クリスマスパレット6」

「アナと雪の女王
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※アイスの内容は各自お調べください。　

© Ｄｉｓｎｅｙ

■料金

一般価格
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会員価格
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5号サイズ　直径約15.5cm×高さ約6cm

5号サイズ　直径約16㎝×高さ約5㎝
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かります。

（18.2×18.2×6.7cm　2～3人用）
アレルギー特定原材料：乳、卵、小麦、えび、かに
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いします。

和食三段重
（4～5人前）（24cm×24cm×8cm）
■料金 
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東海ブロック
合同企画

東海ブロック
合同企画

東海ブロック
合同企画
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福祉センター　講座情報から

利用券 会員と同居家族最大5枚まで
◆掲載は一部です。

●各種利用券の申込方法　予定日を決めて、申込用紙を事務局へFAX・メールしてください。複数申込はご遠慮ください。
●受付　発送　利用の１ヶ月前より受付し10日前より郵送します。予定の近い方は、事務局窓口ですぐに発券します。
●利用　当日施設の窓口で利用券に現金を添えて入場してください。　　１年度＝４月１日～翌年３月31日

豊田市役所西庁舎７Ｆ
時間：午前８時30分～午後５時15分
ただし、土、日、祝祭日は休みです。

随時申込　随時発行

その他割引券もあります。
1年度
1回づつ

1回利用
ごと

東京ディズニーリゾート、ナガシマスパーランド
まとばや中物釣り乗船券
明治村、リトルワールド、どんぐりの湯、日本モ
ンキーパーク、安城デンパーク、南知多ビーチラ
ンド、鈴鹿サーキット、ラグーナテンボス、志摩
スペイン村、アクア・トト　ぎふ

ワークフレンドとよたが、特別に補助をしている割引券です。買取で
はなく、利用する当日に支払いが発生します。
【利用期間】券に指定しているとおりで、会員期間のみです。
【利用できる人】会員と同居家族のみ
会員間での譲り受け等は禁止しています。枚数制限のあるものはルール
を守って利用ください。
不正利用が発覚した場合は、差額を請求します。

利用券とは？

『リフレッシュヨガ』
初心者向けのヨガの基本を紹介
【とき】11月15日（日）午前10時～午前11時30分
【定員】先着20人　【受付開始】11月5日（木）午前10時～

『エコクラフトのカゴを作ろう』
サンワークショップ（就労継続支援B型事業所）の利用者
さんと干支・サルのカゴ作りを行う
【とき】12月5日（土）午前10時～正午　【定員】先着10人
【受付開始】11月19日（木）午前10時～『回想法を体験してみませんか』

ボランティアグループによる認知症予防のための回想法や
脳トレを実施
【とき】11月17日（火）午前10時～午前11時30分
【定員】先着20人　【受付開始】11月5日（木）午前10時～

『ウォーキング』正しい姿勢で歩いていますか

中退共情報 レオパレス21情報

全福センター情報

ウォーキングの基本や歩き方チェックなど健康運動指導士
を招いて紹介。（室内にて開催）
【とき】12月12日（土）午前10時～午前11時30分
【定員】先着15人　【受付開始】11月19日（木）午前10時～

平成27年10月1日～
URL：https://www.zenpuku.or.jp 
ID：ｔｋ　PW：ｚｅｎｐｕｋｕ
現在と同じ
新HPをご利用ください。

まずは、申し込みください。当選の方には後日、申請書をFAXまたは郵送します。
申請書に会員個人名の領収書を添付し、提出。　（後日、事業所の指定口座へ振り込みます。）

インフルエンザ予防接種補助
　接種日に会員の方に限ります。
【接種期限】　平成28年1月末日まで　　
【接種医院】　豊田市内の医療機関　
【補助額】　1,000円　【募集人数】　100名
（ワクチン代等の本人負担額が2，000円以上のもの）

人間ドック募集中！
受診当日満30歳以上の会員で、検診日に会員の方に限ります。
【条件】4月～平成28年2月に受診した会員個人名の領収書を添付
領収書は、20,000円以上で人間ドックまたは、脳ドックの明記のあるもの
【病院】豊田市内の医療機関　　　【補助額】8,000円を補助
【募集人員】総合計350人

スマホ用QRコード

健康増進

ジックZ受付可

契約施設

情報

■と　き　12月中旬～12月25日（金）頃
　　　　　国際郵便ですので到着日が前後します。
　　　　　1通1通到着日が違う場合があります。
■料　金

サンタクロースからの手紙オーダーメイド絵本

■定　員　100通（会員1人5通まで）
■差出人　会員本人のみ
※ワークフレンドが差額を負担した価格となっております。

■と　き　12月中旬～12月25日（金）頃　国内発送です。
■料　金

一般価格

4,104円

会員価格

3,300円1冊 一般価格

1,512円

会員価格

1,000円1通■定　員　50冊（会員1人5冊まで）
■差出人　会員本人のみ
※ワークフレンドが差額を負担した価格となっております。

●申込方法：FAXまたはメールで締切日までに申込みください。申込多数の場合は抽選にて決定します。
●当否連絡：締切日から５日以内に事業所ごとに申込者すべての方にFAXまたはメールで連絡します。　
●当 選 者：チケットは公演日の10日前までに納付書と一緒に郵送します。支払は納付書を利用ください。

申込期限
11月8日（日）

9種類から選べます。絵本の内容は、申込用紙をご覧ください。

チケットの斡旋 申込みいただくチケットはすべて買取です。

ファミリーパック（手羽元約600g+骨なし約300g）4～5人前
■受取期間　12月23日（水）　12月24日（木）　
　　　　　　12月25日（金）
午前10時30分～午後7時　（午後5時～午後6時を除く）
■受取場所　豊田店（桜町　℡32-3388）
■料　金　画像はイメージです。

一般価格

2,200円

会員価格

1,500円
■定　数　各時間30分ごと7名限定　ポイントカードは対象外

■受取期間　12月22日（火）　12月23日（水）　
　　　　　　12月25日（金）午前10時～午後9時
■受取場所　豊田元町店（℡25-1577）
　　　　　　豊田美里店（℡87-1055）
■料　金　ボックスポテト付（会員証提示の特典はつきません）

■定　数　計100個

一般価格
4,090円

会員価格

3,000円

ケンタッキーフライドチキン
「クリスマスパーティバーレル」斡旋

Xmasチキンの斡旋Xmasチキンの斡旋
■受取時間は、希望より30分の幅があります。申込後の日にち・受取場所・時間の変更はできません
　申込多数の場合は抽選にて決定します。ワークフレンドとよたが差額を負担した価格となっております。

【対象】どなたでも　詳しくは、連絡先へお尋ねください。　【ところ】福祉センター　　【参加費】無料

【問合せ・予約先】豊田市社会福祉協議会℡：34-1131

■申込み数　会員のみ1セット 申込期限　11月20日（金）

大分中津からあげ王国の味諭吉のからあげ
「ファミリーパック」斡旋

画像はイメージです。

リゾート安曇野情報
シャトルバス運行案内は問合せください。

全福センターHPが新しくなりました。
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豊田市勤労者サービスセンター

ホームページ http://workfriend.hp4u.jp　E-メール toyota＠workfriend.hp4u.jp

健康増進
インフルエンザ予防接種・人間ドック受診補助
名古屋マリオットアソシアホテルランチ券
もうすぐクリスマス！　ケーキ、サンタからの手紙やイベント盛りだくさん

11月号の予告
・おいでんの湯回数券、コロナワールド映画券等を予定
しています。その他盛りだくさんお楽しみに！

お支払いはコンビニエンスストアが
便利です。手数料無料！記入不要！
振込書をコンビニエンスストアに持って額面金額を支払うだ

けです。

事業の入金確認を「整理番号」で処理しています。金融機関のＡＴＭ
で入金処理を行う方は、「整理番号」をお間違いないようよろしくお
願いします。その際の振込手数料は各自でお願いします。
・金融機関を利用される方は、窓口でお支払いください。
・手数料は受取人払い（ワークフレンドとよた）になっています。
・ＡＴＭでの振り込み、他の金融機関の利用は、手数料を本人負担していだだ
きますので、よろしくお願いします。その際は、必ず事務局へ連絡してください。

ニュースの申込は
分かるように記入があれば

どんな用紙でも、メールでもOK

申込みいただくチケットはすべて買取です。おすすめイベント
●申込方法：FAXまたはメールで締切日までに申込みください。申込多数の場合は抽選にて決定します。
●当否連絡：締切日から5日以内に事業所ごとに申込者すべての方にFAXまたはメールで連絡します。　
　連絡のない場合は申込みされていない場合がありますので、すぐお問い合わせください。　
●当 選 者：チケットは公演日の10日前までに納付書と一緒に郵送します。支払は納付書を利用ください。

申込期限
11月20日（金）

■有効期限　12月10日～H28年5月末まで
■料　金　パーゴラ、華雲、梨杏にて利用可

■定　数　300枚（会員1人5枚まで）
※発送は12月初旬予定です。

名古屋マリオットアソシアホテルランチ券 こども商品券斡旋

事 務 局 か ら の お 知 ら せ

申込は、指定の用紙でなくてもOKです。

●必須項目は、事業所№　事業所名、会員氏名、
　会員№、事業名、選択の日にちや時間、区分、
　枚数等分かるように記入してください。
●利用券の申込もＯＫです。
　利用日と同行者氏名も忘れずにお願いします。
携帯電話から、そのままメールで申し込み

もできます！！　
申込いただくチケットはすべて買取です。
（利用券を除く）

ジックＺの受付
ジックＺ受付とは

（会員の個人受付、個人決済が可能です。

事業所を通さなくても申込みが可能です。）

ジックＺとは、個人のクレジットカード決済や、電子決済が可
能な申込みシステムです。申込いただいたチケットは、事業所
を通さず自宅へ直接郵送します。
ワークフレンドとよたのホームページから申込みください。
決済手数料として別途300円必要です。
事業によっては会員価格に差があります。
申込いただくチケットはすべて買取です。
（ただし、利用券の申込みは無料で事業所へ郵送します）

事業所のメールを登録しよう
（担当者の方のメールでもＯＫ）
当否連絡、チケットの発送連絡、再募集情報、緊急な情報
をメールにて連絡します。
「ワークフレンドとよた」ホームページから⇒「お問合
せ」⇒「お申込・お問合せはこちらから」⇒
「メール登録します」と記入して事業所名等分かるように
メールしてください。
●ワードやエクセルが開けるアドレス
でお願いします。

21211
全国中小企業勤労者福祉サービスセンター加盟　事業所数633・会員数6,712名【10月1日現在】

自慢の料理・定食やコース料理を会員さん
におすすめしてみませんか？

ジックZ
受付可

給付金の支給は事由発生後1年以内に書類を郵送してく

ださい。

「おすすめ料理を食べよう」協力店募集
昨年参加された事業所の皆さんからとても好評をいただいております。お店のPRにもなりますよ。
【料理】　おすすめのもので1種類限定していただきます。
【金額】　通常価格より割引にしてください。（可能な範囲でかまいません）
【実施期間】　平成28年2月1日～1ヶ月間　　　　　12/6まで★詳細や質問は事務局へ問い合わせてください。

ワークフレンドとよたが、さらに補助をつけ、
ニュースに表示します。

一般価格

3,500円

会員価格

2,700円
券　種

ランチ券
ジックZ
受付可

■有効期限　～H32年12月末まで
■料　金　

■定　数　300セット（会員1人1セット）
※発送は12月中旬予定です。

一般価格

5,000円

会員価格

4,000円5枚1セット

ジックZ
受付可

給付金を支給しました。
8月・9月

※申請には内容が分かる添付書類が必要です。
　戸籍抄本、健康保険証等（コピー可）

結 婚 祝 金
銀 婚 祝 金
出 生 祝 金
勤 続 祝 金
退会記念品
お見舞い申し上げます
お悔やみ申し上げます

おめでとうございます

17件
7件
30件
2件
22件

還 暦 祝 金
就 学 祝 金
卒 業 祝 金

宿泊助成金
傷病見舞金
弔　慰　金
人間ドッグ

12件
2件
8件

319件
22件
27件
36件

会員の退会や新たに入会される
場合は手続きを

提出が遅れたり、重複した申請で会費が発生しても、払い戻
しが出来ませんので、ご注意ください。

「会費のおしらせ」等で人数の確認をお願いします。

・退会は当月、入会は次月に反映します。
・どうしても期限に遅れそうな場合は、期日までにＦＡＸで
ご連絡ください。その後必ず郵送していただきますようお
願いします。
・会員の名簿が必要な方は、連絡ください。ＦＡＸまたは郵
送で送ります。

ワークフレンドとよたは、中小企業の事業主と従業員の福利
厚生を実施しています。従業員の方は全員「ワークフレンド
とよた」に加入していますか？従業員格差を改善する為にも
全員の加入をおすすめします。

新しく加入されました
事業所です

☆三濃建設㈱　　☆須賀陸送㈲　　☆朱雀

☆須賀工業　　☆和食処つるまる　　☆㈲腰掛山荘

コンビニエンスストア⇒○サンクス、ファミリーマート、

ローソン等、依頼書の裏面に記載　　

金融機関⇒豊田信用金庫、三菱東京ＵＦＪ銀行、窓口のみ

Ｋ

王滝渓谷


