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ニュースニュースニュース

旅行旅行旅行

編集発行／（一財）両毛地区勤労者福祉共済会
　　　　　〔受付時間（月～金）AM9:00～PM5:00〕
ホームページ　http://www.ryomo-mate.or.jp
Eメールアドレス　mate@ryomo-mate.or.jp
クイズアドレス　quiz@ryomo-mate.or.jp

一般社団法人
全国中小企業勤労者福祉サービスセンター加盟

ご家族と一緒に参加しましょう。

参 加 料

集合場所

◇佐野市文化会館北側駐車場・・・AM7:15集合
　（佐野市勤労者会館東側）

◇足利市元学町緑地・・・・・・・・・・・・・AM6:45集合
　（足利市民体育館斜め前）

日　　時 AM7:00 足利出発
AM7:30 佐野出発  予定5月29日（日）

同居家族    8,300円
（参考：一般料金 10,800円）

対 象 者 会員とその同居家族

募集人員 45名（最少催行人員30名様）

会　　員  7,800円

取扱旅行会社：株式会社ベストツアー

7：00

11：00～12：00

12：50～13：20 13：40～14：10 15：00～15：30

19：00 19：30

7：30
足利ー佐野ー高速道ー

竜宮海鮮市場（浜焼き食べ放題60分＋ソフトドリンクバー付き＋白飯・味噌汁・カレー）

ー世界遺産：韮山反射炉ー三島わさび工場ー沼津港（駿河湾クルーズ30分）

ー高速道ー佐野ー足利

旅行日程（予定）

※3歳以下のお子様は参加料無料（バス座席無し）ですが保険料として
　200円いただきます。
※奇数でお申し込みのグループは、バスの席が別のグループと相席に
　なる場合があります。
※交通事情により目的地への到着が遅れる場合があります。

交通費・昼食代・見学料、
クルーズ代保険料含む

定員を超えた場合は5/12に公開抽選。
◎詳しくはＰ18『お申し込みについて』をご覧ください。

P20の「ニュース掲載事業申込書」で
お申込みください。5/9㈪まで

申込期限

事業所番号・
会員番号を
忘れずに！

参加料は
5/25に口座引き落としになります

※ご参加される方全員のお名前で申し込み下さい。

2016年

No.217
4月15日

世界遺産見学に食べ放題、その他クルージング、わさび工場
盛りだくさんのプランです！！

（写真はイメ
ージです。）



定員を超えた場合は5/13に公開抽選。
◎詳しくはＰ18『お申し込みについて』をご覧ください。

P20の「ニュース掲載事業申込書」で
お申込みください。

申込期限

5/11㈬まで
申込期限

事業所番号・
会員番号を
忘れずに！

参加料は
5/25に口座引き落としになります

定員を超えた場合は5/11に公開抽選。
◎詳しくはＰ18『お申し込みについて』をご覧ください。

P20の「ニュース掲載事業申込書」で
お申込みください。

申込期限

5/9㈪まで
申込期限

事業所番号・
会員番号を
忘れずに！

参加料は
5/25に口座引き落としになります
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取扱旅行会社：東武観光（株）
交通状況による時間等の変更は予め
ご了承ください。

旅行旅行旅行

6：45

10：30～16：30

19：55　  20：25

6：15　　　　
足利ー佐野ー高速道（途中休憩）ー

鎌倉フリータイム（自由散策）ー

高速道（途中休憩）ー佐野ー足利

旅行日程

あじさいの鎌倉散策
　 フリータイムツアーフリータイムツアー
あじさいの鎌倉散策
　 フリータイムツアー

日　　時

集　　合

募集人員
対 象 者

参 加 料

AM6:15足利出発
AM6:45佐野出発（予定）

足利市元学町緑地・・・・・・・・・・・AM6：00集合
（足利市民体育館斜め前）
佐野市文化会館北側駐車場・・・・AM6：30集合
（佐野市勤労者会館東側）
会員とその同居家族
45名（最少催行人員30名）
会　　員  4,000円

6月12日（日）

交通費、保険料
等含む

（参考：一般6,500円）
※昼食は付きません（各自自由食です）
※3歳以下のお子様は参加料無料（バス席無し）ですが
　保険料（200円）をいただきます。
※奇数でお申込みのグループは、バスの席が他の
　グループと相席になる場合があります。

同居家族  4,500円

降車場所は北鎌倉駅前、鎌倉駅入口、大仏
帰りの集合場所は大仏になります。

5/10以降のキャンセルには
キャンセル料がかかります。

レクリレクリ
エーションエーション
レクリ
エーション
日　　時
集　　合

募集人員
対 象 者

雨天決行

会員とその同居家族
100名（最少催行人員50名）

松田川ダムふれあい広場バーベキュー場　AM10：00集合
足利市松田町2695-3

5月29日（日）
～森林浴と運動と、食欲まで満足できちゃう！！毎年人気の企画です～

材料などの準備のご心配は不要！
だから気軽に楽しめる。これはうれしい!

自然を楽しみながらウォーキング。
スタンプラリー参加者には参加賞もあります。

渓流レクリエーション
広場でスタンプラリー

Let'sバーベキュー!

松田川ダムふれあい広場バーベキュー松田川ダムふれあい広場バーベキュー松田川ダムふれあい広場バーベキュー

　6月は、鎌倉が一番混雑する季節です。
－混んでいても見たい！
－雨が降っても気にしない！
　それがあじさいの鎌倉の魅力のひとつです。

▲

10:00～

▲

11:00～▲

13:00頃

スタンプラリー・散策開始
※雨天の場合スタンプラリーは中止になります。
バーベキュー開始
バーベキュー終了（各自あとかたづけをして自由解散になります）

当日のスケジュール（予定）

バーベキューについて（注意事項）
◆鉄板は1炉につき1枚の使用とします。
◆網を使用する場合は別料金（300円）がかかります。　※各自精算
◆鉄板等の設置と火起こしと後片付けは、各自会員の皆様で行ってください。
◆鉄板・ヘラ・炭等は管理棟へご返却ください。
◆ゴミは各自お持ち帰りくださいますようお願いします。
　○次の物は事務局でご用意します。
　・バーベキュー材料（牛肉、豚肉、野菜の盛り合わせ、やきそば）
　・用具（鉄板、炭、着火剤、はし、取り皿、たれ、ソース、油、ヘラ1炉に1個）
　 　　　　　　  ※以上のものは人数分（4歳以上）しかありません。
　○調理用具（包丁等）はありません。
　○ゴミ袋は各自ご持参ください。

◆他の会員の方と相席になる場合があります。
　※少人数グループ単独での炉使用を希望される
　　場合は、別途料金にて対応いたします。ただ
　　し、申込状況によっては、ご希望にそえない
　　場合もございます。予めご了承ください。
　　詳細は事務局へお問い合わせください。
◆幼児を含め、当日ご参加される方
　全員のお申込みをお願いします。

参加料
大人・子供（4才以上）同額通常2,500円相当です。

1人1,100円



（　　　　　　　　　 ）

スタート
場　　所

募集人員
対 象 者

参 加 料

プレー費

レクリレクリ
エーションエーション
レクリ
エーション

レクリレクリ
エーションエーション
レクリ
エーション

足利城ゴルフ倶楽部（☎0284－44－1311）
会員とその同居家族

40名（最少催行人員20名）
会　　員  2,500円
同居家族  2,800円

9,800円（税込）

日　　時  AM8:30集合（時間厳守）5月28日㈯
OUT・INとも　AM9：00スタート（予定）

コンペ代（飲食費、賞品代）、
保険含む

※プレー費は当日フロントへ支払ってください。
　ゴルフ場メンバーは6,100円（税込）です。

プレー代・昼食代・常用カート使用料・税含む
ただし飲み物は別途

●会場のご案内●

北郷小

N 至
飛
駒

スーパー
ヤマグチ

総合運動場足二中

足利城
ゴルフ
倶楽部ルールは

『新ペリア』方式です

定員を超えた場合は5/9に公開抽選。
◎詳しくはＰ18『お申し込みについて』をご覧ください。

P20の「ニュース掲載事業申込書」で
お申込みください。

申込期限

5/2㈪まで
申込期限

事業所番号・
会員番号を
忘れずに！

参加料は
5/25に口座引き落としになります

※ご参加される方全員のお名前で申し込み下さい。

定員を超えた場合は5/11に公開抽選。
◎詳しくはＰ18『お申し込みについて』をご覧ください。

P20の「ニュース掲載事業申込書」で
お申込みください。

申込期限

5/6㈮まで
申込期限

事業所番号・
会員番号を
忘れずに！

参加料は
5/25に口座引き落としになります

※ご参加される方全員のお名前で申し込み下さい。

優勝・準優勝・三位
　　　 とび賞など
　全員に参加賞つき

AM8:30　集合（受付開始）　AM8：50～開会式
日　　時

集　　合 足利渡良瀬運動公園（田中橋東側河川敷）

対 象 者 会員とその同居家族

募集人員 12チーム（最少催行8チーム）

5月15日（日）

参 加 料 1チーム（15名以内）2,000円

～青空の下、スカッとホームランかっとばそう！！～

※参加チームには、後日大会要綱をお送りします。
　当日のお問い合わせは、両毛メート携帯090-3242-5960
※車はなるべく乗り合いでお願いします。
　各自事故のない場所へ止めて下さい。

～～～～～～～～～～～～～～～

昼食は各自ご用意ください。
用具は各チームでご用意ください。
雨天の場合中止となります。
チームの代表者へご連絡いたします。

至桐生

渡良瀬川 東武
足利市駅

JR足利駅

アピタ R50号

R293

至佐野

至佐野

N至田沼

足利警察署

県合同庁舎

足利
女子高校

トンネル 栗田
美術館

足利
市役所

旧R50号

足利フラワーパーク足利フラワーパーク足利フラワーパーク

渡良瀬運動場

会場のご案内
　1チーム9名の出場選手のうち女性または60才以上の人を
2名以上入れてください。（2名の内訳は自由です。）

・トーナメント方式・1試合40分
・1試合5回とし、コールドゲームなし

　メンバーについて

　試合について

お申し込みは
チームの代表者名で。
のちほど、メンバー表を

お送りします。

ソフトホール大会ソフトホール大会春季
親善
春季
親善

賞金賞金賞金
優　勝
準優勝
第３位
（２チーム）

2万円
1万円
5千円

参加賞もあります

注意
事項
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写真はイメージです

定員を超えた場合は6/10に公開抽選。
◎詳しくはＰ18『お申し込みについて』をご覧ください。

P20の「ニュース掲載事業申込書」で
お申込みください。6/1㈬まで

申込期限

事業所番号・
会員番号を
忘れずに！

参加料は
6/27に口座引き落としになります

※ご参加される方全員のお名前で申し込み下さい。

定員を超えた場合は5/25に公開抽選。
◎詳しくはＰ18『お申し込みについて』をご覧ください。

P20の「ニュース掲載事業申込書」で
お申込みください。

申込期限

5/20㈮まで
申込期限

事業所番号・
会員番号を
忘れずに！

参加料は
6/27に口座引き落としになります

※ご参加される方全員のお名前で申し込み下さい。

定員を超えた場合は5/13に公開抽選。
◎詳しくはＰ18『お申し込みについて』をご覧ください。

P20の「ニュース掲載事業申込書」で
お申込みください。

申込期限

5/9㈪まで
申込期限

事業所番号・
会員番号を
忘れずに！

参加料は
5/25に口座引き落としになります

※ご参加される方全員のお名前で申し込み下さい。

日　　時 6月12日（日）AM10：00集合

対 象 者 会員とその同居家族
場　　所 とちぎ花センター

募集人員 20名（最少催行人員10名様）

参 加 料 会　　員  300円（講師料、材料費含む）
同居家族  500円（参考：一般料金1,000円）

日　　時 5月22日（日）AM10：00集合

対 象 者 会員とその同居家族

場　　所 とちぎ花センター

募集人員 20名（最少催行人員10名様）

参 加 料 会　　員     900円（講師料、材料費含む）
同居家族  1,100円（参考：一般料金2,000円）

見学禁止

見学禁止

トマトや野菜、花などを寄せ植えします。プランターの大きさは60㎝位です

日　　時

場　　所

募集人員

対 象 者

参 加 料

じゃがいも掘り体験

 AM10:00～AM11：30の間にお越しください（最終受付11：30）
越床農園（足利市樺崎町）　　　　　　　会員とその同居家族

100口

1口（10株） 500円

6月19日㈰
軍手・ビニール袋（じゃがいも持ち帰り用）
スコップ（お持ちの方は）
※汚れても大丈夫な服装や靴（長靴）でお越しください。
※駐車場と農園が離れているので、じゃがいもを
　運ぶキャリーがあると便利です

●当日、持参する物●

いも代
保険含む

雨天
決行

舘野商事

大月小
みどりの
一里塚

越床トンネル

至田沼

足利
女子高校

●会場のご案内●

R293R293R293
越床農園

P

※1株には平均5個くらいジャガイモがついています
※その年によりじゃがいもの出来具合は異なります。ご了承ください
※申込み状況によって口数の調整をさせていただく場合があります

大地の恵みを肌で感じ味わって頂く絶好の機会！
どうぞご家族そろってお楽しみください。

お申込み時に必ず
申し出てください
●事業所番号・会員番号
●参加する人の名前
●ジャガイモの口数

プランターミニ野菜作り教室プランターミニ野菜作り教室プランターミニ野菜作り教室

教室教室教室

教室教室教室
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レクリレクリ
エーションエーション
レクリ
エーション



定員を超えた場合は5/13に公開抽選。
◎詳しくはＰ18『お申し込みについて』をご覧ください。

P20の「ニュース掲載事業申込書」でお申込みください。

申込期限

5/6㈮まで
申込期限

事業所番号・
会員番号を
忘れずに！

参加料は
5/25に口座引き落としになります

※ご参加される方全員のお名前で申し込み下さい。

定員を超えた場合は5/13に公開抽選。 ※受付締め切り後のキャンセルはできません。
◎詳しくはＰ18『お申し込みについて』をご覧ください。

P20の「ニュース掲載事業申込書」でお申込みください。

申込期限

5/9㈪まで
申込期限

事業所番号・
会員番号を
忘れずに！

参加料は
5/25に口座引き落としになります

※ご参加される方全員のお名前で申し込み下さい。

あっせん料金 1セット（2席） 11,500円
※チケット買い取りのため、締め切り後のキャンセルはできません。

発送予定 6月3日以降に事業所へ発送いたします。それ以前のお渡しはできません。

あっせん席 東京ドームレギュラーシーズンシート
　3塁側1Fビームシート（A42ブロック 23列 350・351番）
　各日 1セット限定

次回あっせん予定 8～9月分（9試合）は6月1日号のニュースであっせん予定です。

うれしい週末プラン  人気の土・日・祝日限定チケット
読売ジャイアンツ戦  ウィークエンドチケット
この機会にご家族連れ、お友達と楽しく野球観戦しませんか？

ご希望の日をお選びください。（第2希望まで申込OK）

あっせん日
①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧

6月  4日（土）
6月  5日（日）
6月18日（土）
6月19日（日）
7月  9日（土）
7月10日（日）
7月30日（土）
7月31日（日）

14：00～
14：00～
14：00～
14：00～
18：00～
14：00～
14：00～
14：00～

vs 北海道日本ハム
vs 北海道日本ハム
vs 千葉ロッテ
vs 千葉ロッテ
vs 横浜DeNA
vs 横浜DeNA
vs 東京ヤクルト
vs 東京ヤクルト

開始時間 対戦チームあっせん日

あっせん席はここ！
3塁側1Fのビームシート、
外野席のファインプレー
などは圧巻です！

今回は

6月と7月の
試合です。

東京ドーム
ジャイアンツ戦

チケットがメートに届き次第お送り
します。（5月中旬頃発送予定）

券　　　　　種 申込単位（1会員につき） 枚数制限（1会員につき） あっせん料金（一般料金） 有効期限

１枚

１セット
（＠500×10枚入り）

１セット
（3枚入り）

１セット限り
限定400セット

２枚まで 無

無

無

制限無し

（10,000円）
9,500円

（5,000円）
4,800円

（1,500円）
1,000円

●パスモ ＰＡＳＭＯ（無記名）

●ジェフグルメカード

ＰＡＳＭＯ（パスモ） ジェフグルメカードＰＡＳＭＯ（パスモ）ＰＡＳＭＯ（パスモ） ジェフグルメカードジェフグルメカードＰＡＳＭＯ（パスモ）ＰＡＳＭＯ（パスモ） ジェフグルメカードジェフグルメカードＰＡＳＭＯ（パスモ） ジェフグルメカード
（非接触式ＩＣカード方式の鉄道乗車カード）

ＰＡＳＭＯ（パスモ）佐野新都市バスターミナル駐車回数券佐野新都市バスターミナル駐車回数券佐野新都市バスターミナル駐車回数券佐野新都市バスターミナル駐車回数券
（全国共通お食事券）

首都圏の鉄道で利用できるICカード乗車券です。
ご乗車時には大人運賃が適用されます。

ファミリーレストラン・ファストフード・居酒屋など
全国約35,000店の加盟店で利用できます。

●佐野新都市バスターミナル
　駐車場回数券
高速バスを利用する際に便利な隣接駐車場の回数券
です

あっせんあっせんあっせん

　パスモは年度に関係なくお一人様2枚限りとさせていただきます。今まで既に2枚購入された方は購入できません。

　今回からPASMO・ジェフグルメカードも事業所へ発送いたします。（ゆうメール）

平成28年4月15日 No.217号両毛メ～ト
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王国タウン、ファーム、２つのエリアに分かれ、広大な敷地を有する動物園。
眺望は北海道のようです。動物のショーは猛禽類やネコのショーなど、
常時5種類を毎日開催。入場すればいずれも自由に観覧できます。動物の
ふれあいや餌やり体験も充実しています。

予定数を超えたら
抽選となります

予定数を超えた場合は5/23に公開抽選
◎詳しくはＰ18『お申し込みについて』をご覧ください。

P20の「ニュース掲載事業申込書」で
お申込みください。

申込期限

5/13㈮まで
申込期限

事業所番号・
会員番号を
忘れずに！

参加料は
6/27に口座引き落としになります

P19の「両毛メート通年事業申込書」でお申込みください。
◎詳しくはＰ18『お申し込みについて』をご覧ください。

利用できる施設名

日帰り
（温泉・プール等）

宿泊
（要予約）

5つのテーマパークと、3つのホテル。遊びきれない温泉楽園。

〒972-8555
福島県いわき市常磐藤原町蕨平50

現地予約センター〈ナビダイヤル〉
TEL 0570-550-550

大好評

44
1会員

44
1会員

○スプリングパーク
○江戸情話　与市
○フラガールポリネシアンショー

宿泊規定料金の30％引で利用できます。

・ウォータースライダーは別途料金がかかります。
・各ショーは無料席でのご利用となります。有料席はご利用いただけません。
　ご希望の方は各自事前予約してください。

（注） ①悠健チケットは各ホテルのフロントへ提出してください。
②悠健チケットは滞在日数分必要です。例）1泊2日→1名様につき2枚（当日+翌日分）
③悠健チケットのご持参が無い、又は不足の場合、別途お支払いとなります。
　（1泊につき　大人2,700円、小学生1,620円、幼児1,080円）
④ご予約の際は必ず「（一財）両毛地区勤労者福祉共済会」を告げてください。
　ご利用当日の申請ですと特典（30％引）が受けられなくなる場合がございます。

悠健チケット
1人1枚必要

ご宿泊の
場合は、

ご滞在日数分
ご購入して
下さい。

利用期限
対 象 者

あっせん料金

会員とその同居家族（2歳以下は無料です。券はいりません。）

販売品目 あっせん料金 一般料金

悠健チケット
（1会員4枚まで）

大人子供共通 大人
子供
幼児

3,240円
2,060円
1,450円

平成28年7月1日～平成28年12月31日（6ヶ月間）

悠健チケット
（入場料）
のあっせん

900円

（料金が宿泊日により異なります。施設へお問合せください。）

○ウォーターパーク
○スパガーデンパレオ
○グランドポリネシアンショー

○ホテルハワイアンズ
○ウイルポート

○モノリス・タワー

注

注

注

限定
250枚!

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

WELCOM TO NASU ANIMAL KINGDOM

那須郡那須町大島1042-1  TEL 0287-77-1110
www.nasu-oukoku.com

※チケット発送予定 6月上旬以降

※先着順ではありません。

大　　人
（中学生以上）
こ　ど　も
（3歳～小学生）

2,000円

1,000円

那須どうぶつ王国入場料 あっせん料金

200円
1,000円

一般料金

定休日水曜日（詳しくはHPでご確認ください）

平成28年12月4日（日）まで

平成28年4月15日 No.217号両毛メ～ト
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アルパカの丘

ひつじファーム

ご家族で
いかがですか？那須どうぶつ王国

抽選の場合は、
会員単位とし
ます。（グルー
プ単位ではで
きません）

スパリゾートハワイアンズ ～悠健クラブ～クラブ～スパリゾートハワイアンズ ～悠健クラブ～

利用期限
対 象 者 会員とその同居家族



〈ご注意ください〉
○あっせん枚数には限りがございますので、申込多数の場合は抽選となります。当選された方
にはチケットをお送りします。抽選に漏れた方には社内ご担当者を通じてご連絡します。
○座席は両毛メートで決定しますので、お好きな席を選ぶことはできません。良い席等を
ご希望される方は、各自直接ご購入されることをおすすめします。
○申込期間終了後のキャンセルはできません。
○購入いただいたチケットの交換はできません。
○１会員2枚までのあっせんとさせていただきます。各コンサート・催し物の申込日までに

両毛メートへお申込みください。

定員を超えた場合は5／9に公開抽選。　◎詳しくはＰ18『お申し込みについて』をご覧ください。

P20の「ニュース掲載事業申込書」
でお申込みください。4/28㈭まで 事業所番号・

会員番号を
忘れずに！

参加料は
5/25に口座引き落としになります

チケット発送（予定）5月下旬申込
期限

あっせん料金 全席指定
①6/  4 Ｓ席
②6/18 Ｓ席

会　員
9,500円
9,500円

参考：一般料金
9,800円
9,800円

四季劇場（春）（東京：浜松町）会　場

日　時 ①6月  4日（土） 開演 PM5:30
②6月18日（土） 開演 PM5:30

※1会員2枚までのあっせんとさせていただきます。

★どちらかお選び
　ください

あっせん枚数 各20枚

前人未到のロングラン
劇団四季『ライオンキング』（東京公演）

四季劇場
（春）

佐野市
文化会館

佐野市文化会館 大ホール会　場
日　時 7月30日（土） 開演 PM6:00

出　演 渡辺貞夫（as）、小野塚晃（p&key）、養父貴（g）
コモブチキイチロウ（b）、石川雅春（ds）
ンジャセ・ニャン（per）

※未就学児入場不可　※1会員2枚までのあっせんとさせていただきます。あっせん枚数 30枚

渡辺貞夫グループ2016 in佐野

あっせん料金 全席指定 会　員
5,400円

参考：一般料金
6,500円

定員を超えた場合は5/27に公開抽選。　◎詳しくはＰ18『お申し込みについて』をご覧ください。

P20の「ニュース掲載事業申込書」
でお申込みください。5/25㈬まで 事業所番号・

会員番号を
忘れずに！

参加料は
6/27に口座引き落としになります

チケット発送（予定）6月上旬申込
期限

平成28年4月15日 No.217号両毛メ～ト
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《平成28年度分》

109シネマズ佐野映画券
施設側の都合により、平成28年度分より、しばらくの間お取り扱いができなくな
りました。人気事業なだけに残念です。皆様には大変ご迷惑をお掛けし申し訳あり
ませんが、ご了承くださいますようお願い致します。取り扱い終了と

なりました ★取り扱いを再開できるよう交渉中です

お知らせお知らせ

平成28年度の事業分から両毛メートの利用券・補助券が変わりました。
使い勝手の向上を図るため、変更いたしましたのでご了承ください。
3月16日発行の映画券や補助券から新しいカードに切り替わっています。

※平成28年度から変更～利用カード等の変更について～



各旅行業者取り扱いの各旅行業者取り扱いのおおすすめおすすめおすすめツアーツアー

①各自、直接各旅行会社へお申込みください。①各自、直接各旅行会社へお申込みください。（両毛メートニュース掲載の旅行とお申し出ください）（両毛メートニュース掲載の旅行とお申し出ください）
②予約がとれた方は、代金をお支払いになる前にお電話で両毛メートに「旅行補助券」を請求②予約がとれた方は、代金をお支払いになる前にお電話で両毛メートに「旅行補助券」を請求
　してください。　してください。
③両毛メートから各旅行会社へ「旅行補助券」を送りますので、申込者は両毛メートへ連絡を③両毛メートから各旅行会社へ「旅行補助券」を送りますので、申込者は両毛メートへ連絡を
　入れた後、旅行会社へ割引後の旅行代金をお支払いください。　入れた後、旅行会社へ割引後の旅行代金をお支払いください。

①各自、直接各旅行会社へお申込みください。（両毛メートニュース掲載の旅行とお申し出ください）
②予約がとれた方は、代金をお支払いになる前にお電話で両毛メートに「旅行補助券」を請求
　してください。
③両毛メートから各旅行会社へ「旅行補助券」を送りますので、申込者は両毛メートへ連絡を
　入れた後、旅行会社へ割引後の旅行代金をお支払いください。

特典❶ 特典❸特典❷

両毛メート
補助旅行

受付・申込
方法

〒327-0004  佐野市赤坂町116-4

TEL 0283-24-1588佐野観光株式会社

 中野バラ園とさくらんぼ狩り

〈予定旅行日程〉
栃木（6:30）～佐野（7:00）～足利（7:30)～＜高速道＞～中野ー
本木公園（10:30ー12:00）なかのバラまつり（850種類・2,500株の甘い
香り漂う中、イングリッシュガーデンも完成し、園内は地元の野菜・果物・
きのこの販売ブース・フードブースも設けられている）
さくらんぼ狩り（12:20ー13:20）…すずなりのさくらんぼ、食後のフルーツです。
存分にお召し上がり下さい。
浅間酒造観光センター（15:20ー15:50）…ショッピング～＜高速道＞～
足利（17:50）～佐野（18:20）～栃木（18：50頃）

※添乗員同行　バスガイドはつきません
※雨具・上着　　※昼食弁当付き（シート）

〈予定旅行日程〉

足利（7:30）ー各地ー都立神代植物園（花と緑の楽園・ローズガーデン…
初夏に咲くゴージャスな花の女王）ー深大寺参拝ー昼食（深大寺名物「そば御膳」）
ー高尾山（ミシュランの3つ星に輝いた観光地）
ハイキングコースは健脚度★～★★★まで
(ケーブルカーやリフトもあるので安心して下さい）
ー各地ー足利（18:30頃）

※添乗員同行
※雨具

募集人員 40名様（催行人数20名様）

食 　 事 朝　－　昼　弁　夜　－

食 　 事 朝　－　昼　◎　夜　－

6月12日（日） 日帰り出 発 日

料　　金
9,500円
一　　般

8,100円
同居家族

7,600円
会　　員

料　　金
8,500円
一　　般

7,200円
同居家族

6,800円
会　　員

①（満開の薔薇）都立神代植物園と
　世界に誉れ高き高尾山を
　ハイキング

募集人員 40名様（催行人数20名様）

5月29日（日） 日帰り出 発 日

平成28年4月15日 No.217号両毛メ～ト
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②〈長野県〉

事業所数　　 956事業所
前年同月比　＋31事業所

会員数　　　  10,789人
前年同月比　　  ＋409人

平成28年3月末現在

会員の状況事　業　所　名 事　業　所　名 地区

（H28.2～H28.3月入会）

佐野

佐野

佐野

佐野

佐野

地区

足利

足利

足利

足利

足利

まるかんのお店  たじま

野間スポーツクラブ

青竹手打ちラーメン 義信

㈱横田商事

かがやき

TOMOKO CLINIC

特定非営利法人 シュシュ

㈲蓼沼商事

㈱FURUKAWA

㈲サカエ商事

新規事業所紹介新規事業所紹介新規事業所紹介新規事業所紹介新規事業所紹介



〈旅行日程〉

佐野5:00ー足利5:25ー＜高速＞ー立山駅ーケーブルカーー

美女平ー高速バスー室堂＊みくりが池などートロリーバスー

大観峰ーロープウェイー黒部平ーケーブルカーー

黒部湖…ダムサイド徒歩…黒部ダム（放水）ートロリーバスー

扇沢～＜高速道＞ー足利20:30ー佐野21:00

＊富山県側からいろいろな乗り物に乗り継いで長野県側へ
　次々変わる景色をたのしみながら、通り抜けるコースです。
＊3才の幼児はお問合せ下さい

〈旅行日程〉
小山7:23発ーやまびこ203号ー9:02仙台9:52ーはやぶさ5号ー
12:22新函館北斗12:37ーライナーー13:02着　函館駅
到着後はフリータイム市内観光・夜景観光など

ホテル朝食後　フリータイム　市内観光など
函館15:45発ーライナーー16:04新函館感北斗16:17ーはやぶさ30号ー
18:55仙台19:20ーやまびこ220号ー20:58着　小山駅
湯の川温泉：湯本啄木亭（和室5名様定員）1泊2食付き＝夕食・朝食バイキング
函館駅前：リソル函館（洋室2名様定員）1泊朝食付き＝朝食バイキング

出 発 日 ①6月11日（土）～6月12日（日）
②6月18日（土）～6月19日（日）

募集人員 2名様以上　1部屋でお申し込みください 募集人員 43名様（最少催行30名様）

料　　金
21,500円
17,500円
5,000円

一　　般

18,500円
14,900円
4,250円

同居家族

18,500円
－　  
－　  

会　　員区　　分
大　　人

小人（小学生）

幼児（4歳以上）

出 発 日 7月17日㈰

④特別企画！
　立山黒部アルペンルート
　　　　（朝食おにぎり・昼食弁当付）

③特別企画！
　北海道新幹線で行く函館1泊2日

〒327-0831  佐野市浅沼町622-2

TEL 0283-23-8828
http://www.SCTV.JP/~besttour

株式会社ベストツアー

〒345-0035  埼玉県北葛飾郡杉戸町内田4-5-29

TEL 0480-34-2261東武観光株式会社  杉戸営業所

⑥三島大吊橋と伊豆シャボテン園・
　畑毛温泉の旅（1泊2日）
日本最長400mの人道吊橋「三島スカイウォーク」伊豆と箱根の中間に位置する
観光施設です。橋の上から見える絶景をお楽しみ下さい。
「ぬる湯」と湯治で知られる畑毛温泉は、静岡県唯一の環境省指定保養温泉。日本
旅館の良さを生かしながら洋の空間を取り入れたくつろぎと心の贅沢が楽しめ
る宿です。

7

1日目

2日目

出 発 日 ①6月12日（日）～13日（月）
②6月19日（日）～20日（月）
③7月10日（日）～11日（月）

募集人員 45名様（催行人員32名様）

〈旅行日程〉
佐野・足利ー（高速道）ー上田城・真田丸大河ドラマ館（見）ー

新田醸造（昼）ー真田宝物館（見）ー大町温泉郷緑翠亭景水（泊）

ホテルー大王わさび農場（見）ー（高速道）ー

諏訪大社下社秋宮（参）ー諏訪（昼）ー（高速道）ー足利・佐野

戦国の荒波を駆け抜けた主人公、真田信繁(幸村)の波瀾万丈な
生涯を描くドラマのストーリーに沿って、セットや衣装などを展示
し魅力的な大河ドラマの世界をお楽しみいただけます。

⑤真田丸大河ドラマ館と
　信州大町温泉郷の旅（1泊2日）

１日目

2日目

※交通費、宿泊費、食事代、入場料等観光費、保険代、消費税等の諸税を含みます。

料　　金
26,000円
27,000円
29,000円

一　　般

23,000円
24,000円
26,000円

同居家族

23,000円
24,000円
26,000円

会　　員区　　分
4～6名1部屋
3名1部屋
2名1部屋

料　　金
45,800円
43,000円
49,500円
43,800円

一　　般

42,800円
40,000円
46,500円
40,800円

同居家族

42,800円
40,000円
46,500円
40,800円

会　　員区　　分

出 発 日 ①5月29日（日）～30日（月）
②6月  5日（日）～  6日（月）
③6月19日（日）～20日（月）

募集人員 45名様（催行人員32名様）
※交通費、宿泊費、食事代、入場料等観光費、保険代、消費税等の諸税を含みます。

料　　金
27,000円
29,000円
27,000円

一　　般

24,000円
26,000円
24,000円

同居家族

24,000円
26,000円
24,000円

会　　員区　　分
4～5名1部屋
3名1部屋

2名1部屋（洋室）

6：00～7：00

18：00～19：00

9：00

16：40

〈旅行日程〉
足利・佐野ー（高速道）ー三島大吊橋（見）ー伊豆フルーツパーク（昼）ー

三嶋大社（参）ーかんなみ仏の里美術館（見）ー伊豆畑毛温泉大仙家

ホテルー韮山反射炉（見）ー伊豆シャボテン公園（見・昼）ー

いろり海産（買）ー高速道ー佐野・足利

１日目

2日目

6：30～7：30

18：00～19：00

16：30

北海道新幹線は仙台からのご利用となります。スケジュールは予定です。
ご利用の1ヶ月前までにお申し込みください。
詳しいパンフレットをご用意しております。ご請求ください。

6/11湯の川温泉
6/11函館駅前
6/18湯の川温泉
6/18函館駅前

平成28年4月15日 No.217号両毛メ～ト

9



平成28年4月15日 No.217号両毛メ～ト

710

〈旅行日程〉

⑦極み！ NHK大河ドラマ真田丸で話題の
　真田家発祥の地と真田幸村隠しの湯・
　別所温泉外湯巡り！（昼食付き！）

動物園、水族館、遊園地の三つが楽しめ、昨年オープンの
全国特産物店が集合した「まるごとにっぽん」が楽しめる
人気のツアー

出 発 日 ①4月29日（金・祝）
②5月  3日（火・祝）

出 発 日 ①5月  3日（火・祝）
②5月  4日（水・祝）

募集人員 45名様（最少催行人員25名様）

募集人員 45名様（最少催行人員25名様）
各施設入園料全て含みます佐野ー足利ー＜高速道＞ー

真田氏歴史館（真田一族について紹介した歴史館）ー
長谷寺（真田家の菩提寺）ー上田市内（昼食）ー上田城跡公園…
信州上田真田丸大河ドラマ館…旧北国街道・柳町散策ー
別所温泉（八角三重塔・北向観音参拝、真田幸村隠しの湯「石湯」
など外湯めぐり）ー＜高速道＞ー足利ー佐野

〒326-0024  足利市若草町2-7

TEL 0284-41-2391関東観光コンサルタント株式会社

〈旅行日程〉
足利ー佐野ー＜高速道＞ー上野動物園ー

葛西臨海水族園（見学、「シーウインド」にて各自昼食）ー
浅草・花やしき…まるごとにっぽん（お買物）ー
＜高速道＞ー佐野ー足利

7：00 7：30

7：30 8：00

20：00 19：5519：25

⑧「上野動物園」「葛西臨海水族園」「花やしき」
　遊園地で遊び「まるごとにっぽん」で日本全国の
　名物のお買物！

料　　金
12,980円
一　　般

11,100円
同居家族

10,500円
会　　員

テーマ「春休み・GW・お花見おすすめのおでかけスポットは？」

足利フラワーパーク
秋山川公園
名草川の桜並木

グリコピアイースト　　ジャパンスネークセンター　　那須アルパカ牧場
世界の名犬牧場　　　　名草釣り堀　　　　　　　　　富岡製糸場

蓬山ログビレッジ
朱雀中央公園
城山公園
喜多山公園
関場のしだれ桜

伊勢崎市華蔵寺公園
ザ・トレジャーガーデン館林
つつじヶ岡公園（館林 花山）
赤城山の千本桜
大間 な々がめのお花見バーベキュー

太平山の桜

幸手市の桜まつり
羽生葛西堤
権現堂
秩父の芝桜
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春春のお出かけラインナップ春のお出かけラインナップ春のお出かけラインナップ

ガイドブック巻末の「法人・団体仮カード」を提出して下さい。

※法人会員証をご提示の場合は、他のサービス及び
　サービス券との併用はできません。
　（一部併用可能なサービス券もございます。）

上野動物園

TEL.03-3828-5171
〒110-8711　東京都台東区上野公園9-83

※開園時間は変更することがあります。
※動物によっては、午後4時30分頃から寝小屋に入り、見られなくなる場合があります。

※小学生以下は無料です。
※65歳以上の方と中学生は年齢の確認にご協力をお願いします。
　当日はお生まれ年がわかるものをお持ちください。

午前9時30分～午後5時（入園及び入場券の販売は午後4時まで）

毎週月曜日（月曜日が国民の祝日や振替休日、都民の日の場合はその翌日が休園日）
年末年始（12月29日～翌年1月1日）

《休園日》

入園料

上野動物園 検索

600円

200円

300円

300円

100円

100円

あっせん料金区　　分

大　　人

中 学 生

シ ニ ア
（65歳以上）

《あっせん料金》

※プール入場券は別途料金がかかります。

※冬期期間（1月中旬～2月末）は
　9：00～16：30

園

のりもの券

▲えさやり体験が
　できます。

1,200円

600円

1,000円

10枚まで

5セットまで

600円

350円

800円

あっせん料金 あっせん限度枚数区　　分券　　種

1 セ ット
（＠100券×11枚綴り）

大 　 人
（高校生以上）入 園 券

動物園・遊園地

のりもの券
遊園地の乗り物

小 　 人
（3歳～中学生）

5セット

9：00   17：00

注 平成28年度分のあっせん予定枚数を超えた場合は、
年度途中であっても、あっせんを終了することがあり
ます。予めご了承ください。

平成28年4月1日～平成29年3月31日
▲ホワイトタイガー4兄弟

▲新スライダースーパープールも
　この券で楽しめます！

両毛メート契約施設で両毛メート契約施設で 楽しく過ごそう両毛メート契約施設で 楽しく過ごそう





指定割引店一覧 ※会員証は、精算前に提示して下さい。 〈順不同〉
両毛メート会員証を提示  して、ご利用ください。
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ショップ
（食品）

㈲ 吉 田 海 苔 店
足利市堀込町

☎0284（72）0861
3,000円以上お買い上げで

粗品進呈

里の司
佐野市馬門町

☎0283（86）8114
1,500円以上　お買い上げの方
5％引　（SALE品除く）

ヒロシマヤ
佐野市田沼町

☎0283（62）0100
合計時　合計金額より

5％引

創作菓子い せ家本舗
足利市伊勢町

☎0284（41）2508
和菓子オール5％引

いわふねフルーツパーク
栃木市岩舟町

☎0282（55）5008

フルーツ狩り入園料10％引

月 星 食 品 ㈱
足利市錦町

☎0284（41）6743
工場直売所にてソース、たれ　
全品10％引（業務用は対象外）

遠 藤 食 品 ㈱
佐野市下彦間町
☎0283（65）1111

お漬物直売所でのお会計より
10％引

仕出し弁当 天鈴
佐野市大和町

☎0283（21）1186
各種仕出し弁当（5ヶ以上）、特
製厚焼き玉子 5％引
※要予約・土日のみ対象

補助券取扱店

補助券取扱店

  S3（エスリー）
佐野市馬門町

☎0283（86）8113
S3オリジナルギフト巾着（S）

プレゼント
（お買い上げいただいた方）

fabric Magic
佐野市馬門町

☎0283（86）8117
カーテンご成約の方に

オリジナル小物をプレゼント

ショップ
（住まい）

佐野市若宮上町
☎0283（23）0382

ハウスクリーニング㈱マルヤ

消臭剤又はエコ洗剤
どちらかプレゼント

足利市葉鹿町
☎0120-97-8887

㈱スタイリッシュハウス

リフォームお見積依頼の方
ハーゲンダッツギフト券2枚

プレゼント

小林畳店 足利畳工業㈲
足利市大前町

☎0284（62）2572
10％引　粗品進呈

㈱ 東 建 ビ ル ダ ー
足利市朝倉町

　0120ー119-811
増改築・リフォーム全般特別価格

 ㈲木村硝子店
足利市助戸3丁目
☎0284（41）2260

窓リフォーム特別価格

足利市山川町
☎0284（44）1045
カーポート・テラス・TOEX

三共立山アルミ  etc  55％引き

エクステリア総合展示場エクス

ニッシン㈲ ア ラ イ 建 築
足利市百頭町

☎0284（71）7373
工事金額3万円以上の方

粗品進呈

（ファブリック マジック）

補助券取扱店 補助券取扱店

補助券取扱店 補助券取扱店

清寿し
足利市本城2丁目
☎0284（41）3481

ご宴会10名様以上、飲物10％引

   居酒家食堂 なるねこ
佐野市大橋町

☎0283（22）2786
プチデザート人数分
サービス（ご宴会除く）

レストランチコリ
足利市新山町

☎0284（41）4800
牛ロースステーキデミグラスソ
ース・ライス付き￥2,160（税込）
を半額の￥1,080で!!

道　産　麺
佐野市免鳥町

☎0283（23）5936
フライドポテト
　　　　290円→100円  他

割烹料理 楓
佐野市大橋町

☎0283（24）7530
グラスビール又はソフトドリンク

1杯無料

割 烹 相 乃 川
足利市通3丁目
☎0284（21）9988

飲物10％引

飲食店
居酒屋 樹洞
足利市通2丁目
☎0284（21）2434

宴会ご予約いただいた方全員に
デザートサービス

う     ろ

やきとり 夢来（むら）
足利市借宿町

☎0284（71）1188
店内飲食の方、全員に
やきとり2本サービス

季節料理 游心
佐野市富岡町

☎0283（21）4828
ご飲食代から5％引

ちゃこや
佐野市伊賀町

☎0283（24）1986
1品サービス

※来店時会員証提示

泰鵬支店（支店限定）
足利市五十部町
☎0284（21）5540

お食事の方、会員証提示１枚
につき焼き餃子１皿サービス

元気っこ。
足利市大久保町

東足利自動車教習所すぐそば
☎0284（91）0831

アルコール・ノンアルコール・ソフトドリンク
すべてのドリンク 20％引き（ボトルは対象外）

カフェレストラン   FumoN（普門）
足利市西砂原後町
（市民会館北並び）
☎0284（42）4285

ご飲食された方10％引※会員のみ対象

牛角 佐野店
佐野市富岡町

☎0283（27）2529
グループ全員の
乾杯ドリンクサービス

レストランゆり  中川店
足利市中川町

☎0284（71）5434
ご飲食代から5％引
（ランチタイム除く）

ちゃこや焼肉部
佐野市若松町

☎0283（22）8546
1品サービス※来店時会員証提示

とちぎ和牛炭火焼

和洋食と沖縄料理
すなっく華路
足利市巴町

☎0284（22）2877
1グループ様（5名様以上）
焼酎ボトル1本サービス

はなみち

佐野市馬門町
☎0283（86）8110
お食事された方に限り

お１人様ランチドリンク１杯サービス
※会員のみ対象

くらしcafé  海 to 大地
佐野市富岡町

☎0283（20）5266

ドリンク１杯サービス

和 伊 寿

カフェ  あすか

補助券取扱店 補助券取扱店 補助券取扱店 補助券取扱店

補助券取扱店

補助券取扱店

補助券取扱店

補助券取扱店補助券取扱店

補助券取扱店補助券取扱店

補助券取扱店

佐野市堀米町
☎0283（20）2525

ドリンク１杯サービス

割烹  明日香

佐野市堀米町
☎0283（20）2513
ドリンク１杯サービス

対象期間

プレゼント

平成28年4月15日号から平成29年3月1日号のクイズに
5回正解された方に限ります。※当選者は除く
図書カード（1,000円分）



メディカルアロマ   楓 喜
佐野市富岡町

　090（1253）8498
初回のみ 50分5,000円→3,500円

（予約制）

佐野市天神町
☎0283（22）7925

カイロプラクティック
アトラス

両毛メートを見た方施術料半額

ふう　 き

ショップ
（（ファッション）

癒し
リラクゼーションルーム

足利市南町
☎0284（73）4866
全コース20％引
※会員のみ対象

PCカレッジ足利本校
㈱データサイエンス

足利市堀込町
☎0284（72）9821

入学金10,800円→6,800円

日本総合整体つぼ押し
技術専門スクール

足利市南町
☎0284（22）8009

家族が入学時特典有り

メイ中国語教室
足利市本城3丁目
（鳥峰うなぎ店内）
　080（5042）0243
入学金10,500円全額免除

サウンドジム・あしかが
ポピュラー音楽教室

足利市通3丁目
☎0284（22）3317
最初の月謝半額
6,000円→3,000円

㈲オンダ楽器足利店
足利市堀込町

☎0284（72）8951
楽譜・その他5％引
音楽教室の入会金半額

カルチャー
スクール

小倉ダンススタジオ
佐野市高橋町

☎0283（22）7575
ダンスシューズ5％引
入会金無料※お友達もOK

㈱ニチイ学館
足利教室・栃木教室
☎0255（30）3693

受講料5％引

足利バレエシアター
バ レ エ ス ク ー ル

足利市朝倉町
☎0284（72）8768

入会金・月謝無料（入会月のみ）
※お友達もOK

㈲オンダ楽器ハーモニープラザ
佐野市浅沼町

☎0283（23）0682
楽譜・その他5％引
音楽教室の入会金半額

スポーツ
ロイヤルゴルフセンター田沼

佐野市戸奈良町
☎0283（62）3122

サービスデーの際、練習ボー
ル増量

カ ー ブ ス
足利市寿店☎0284（41）2601
足利中央店☎0284（22）3520
メート会員だけの特典有り！

フィットネス女性専用30分
Ｂ-ｌｉｎｅ（佐野）

佐野市堀米町
☎0283（20）2377

オリジナルトートバック プレゼント

フィットネス

（ビーライン）

ニューミヤコホテル
足利市南町

☎0284（71）3333
本館9階レストラン
→ランチ・ディナータイム1ドリンクサービス
宿泊割引有り

ウェディングリゾート 6月の森
佐野市富士町

☎0283（21）4911
宿泊料金（オーベルジュヴァンテ
ィアン）10％引他

ホテルサンルート佐野
佐野市朝日町

☎0283（24）5000
ご宿泊（基本室料）・レストラン利
用額10％引（ランチ除く）他

ホテルマリアージュ仙水
佐野市奈良渕町
☎0283（21）4888

ご宿泊基本料の10％引
・ご宴会・料理・飲食総額・レストラ
ン利用額の3％引（ランチ除く）

ホテル
ブライダル
ホテル
ブライダル

エスパス ヴェール レクラ
太田市南矢島町
☎0276（40）6222

スパのマッサージメニューをご予約
された方は岩盤浴を無料サービス

コスメティックサロンShiki
足利市江川町

☎0284（42）5353
Shikiオリジナル券（500円）
プレゼント

Total Beauty
Produce Redieux

足利市朝倉町
☎0284（64）8640

ネイル・まつげ・エステメニュー
通常価格50％引

Carino-salon
足利市堀込町

☎0284（70）5314
　  Carinoオリジナルミラー
　  プレゼント他　※新規のみ

ビューティー
サロン

ウ チ ダ メ ガ ネ
（足利補聴器センター）

足利市井草町
☎0284（22）0181

店内全品割引価格よりさらに5％引

㈲ 岡 崎 洋 服 商 会
足利市家富町

☎0284（21）3881
イージーオーダー・オーダーワイ
シャツ　15％引

コ ヌ マ シュ ー ズ
足利市江川町

☎0284（41）1563

ソルボ・サッカニー　10％引

ショップ
（ファッション）

ショップ
（スポーツ）（スポーツ）
ショップ
（スポーツ）

チューンナップ工房
足利市堀込町

☎0284（73）7667
スキーストーン仕上げ、スノボサ
ンディング仕上げ、ストラクチャ
ー加工　　特別価格

瀬戸プロゴルフショップ
足利市伊勢町

☎0284（42）4361
ゴルフ用品、用具、ウェア15～
20％引（バーゲン品除く）

学習塾 開 倫 塾
足利市堀込町（本部）
　0120ー066555

お子様の入塾について入会金
5,000円引

個 別 指 導 専 門 塾
明 光 義 塾

足利市旭町
☎0284（43）1719

入会金（21,000円）全額免除

指定割引店一覧 ※会員証は、精算前に提示して下さい。 〈順不同〉

補助券取扱店

補助券取扱店

補助券取扱店

補助券取扱店

補助券取扱店

補助券取扱店

補助券取扱店

補助券取扱店 補助券取扱店

補助券取扱店

補助券取扱店

両毛メート会員証を提示  して、ご利用ください。

ショップ
（文具・楽器）（文具・楽器）
ショップ
（文具・楽器） 岩下書店・文具・楽器

足利市通2丁目
☎0284（40）1186

文具・事務用品・楽器5～10％引
（書籍・雑誌・ピアノ・エレクトーンは除く）

藤 掛 文 具 店
足利市柳原町

☎0284（41）6012
文具・紙・事務機定価の10％引
（体操着、帽子、学習ノート除く）

補助券取扱店補助券取扱店

整骨院 和～ai～
佐野市田沼町

　☎0283（85）9771
商品10％引
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セレモニーホールアサヒ
足利市大月町

☎0284（43）3680
葬儀費用20％引
供物料、生花、盛りカゴ10％引　他

㈱ ホ ク サ ン
佐野市富岡町（本社）
☎0283（23）2356

祭壇50％引　ホール使用料無料
生花・供物10％引

㈲メモリアル24
足利市真砂町

☎0284（43）0077
葬儀基本料金　20％引
ホール使用料0円  お供物関係
（生花除く）20％引

車・修理整備
㈱中田自動車整備工場

佐野市鉢木町
☎0283（85）3404

車検点検・整備工賃10％引
部品・現金売りのみ5％引（特価品除く）

駒形興業㈲昭和シェル石油
佐野市あくと町
☎0283（85）3543

洗車（水洗い）430円他

佐野市山菅町
☎0283（86）3232

新品タイヤ（乗用車）2本購入につき、
サービスクーポン券1枚進呈（500円分）

タイヤプロ佐野
㈱加藤タイヤ商会 タイヤガーデン足利

イソジマタイヤ
足利市八幡町

☎0284（71）2666
新タイヤ交換時（乗用車）ちっ素
ガス充填を無料他

㈲京屋商店ＥＮＥＯＳ
足利市葉鹿町

☎0284（62）0421
洗車・オイル交換30％引  他

㈲ 長 島 自 動 車
佐野市栃本町

☎0283（62）0057

整備料金（工賃のみ）10％引

東武観光㈱杉戸営業所
埼玉県北葛飾郡杉戸町内田
☎0480（34）2261

当社主催旅行参加者31,500円毎に
当社旅行券1,000円分プレゼント
（但し両毛メートニュース掲載旅行除く）

足利市田中町
☎0284（72）0908

ブライダルフューチャー
クリエイション

入会時費用25％引　相談無料

結婚相談 法律相談

足利市朝倉町（江原会計事務所内）
　0120（952）964

足利・太田
相続サポートセンター

初回60分無料相談・料金5％引

Hair Boo.M
足利市富士見町
☎0284（44）1108

全メニュー1,000円OFF

KATSUMATA美容室
足利市旭町

☎0284（41）4064
トリートメント各種 20％引 他

店販品　15％引

メンズヘアーダンディ
足利市葉鹿町

　0120－071058
市販品20％引
新規の方に限り技術料10％引

スタジオかぐや姫
足利市宮北町

　0120ー417772
トリートメント20％引

Hair Make Studio
LIFE

足利市上渋垂町
☎0284（71）5455
新規の方に限り
施術料10％引

両 毛 丸 善 ㈱
足利市問屋町（本社）
☎0284（70）2100

ガソリン・灯油・軽油の販売価格が
各直営店の現金会員価格扱い

（資）町 田 商 店
佐野市多田町

☎0283（62）0303
灯油の現金価格より1円引き

トラベル

セレモニー

理・美容室

ガソリン・灯油

指定割引店一覧 ※会員証は、精算前に提示して下さい。 〈順不同〉

Ladies & Mens shop
Hair Salon Ivory

佐野市中町
☎0283（86）8277
カット500円引き

IT関係 両毛インターネット
㈱サンライズシステムズ

足利市堀込町
☎0284（72）9931

キャンペーン実施中

㈱ エ ー シ ー エ ス
足利市問屋町

☎0284（70）2200

パソコン及びソフト5～10％引

平成28年4月15日 No.217号両毛メ～ト

15

補助券取扱店

補助券取扱店

補助券取扱店

補助券取扱店

補助券取扱店

補助券取扱店

補助券取扱店

補助券取扱店 補助券取扱店

補助券取扱店 補助券取扱店

両毛メート会員証を提示  して、ご利用ください。

ショップ
（花） フラワーセラー モーリィーズ

足利市五十部町
☎0284（21）6688

お花5％引

佐野市浅沼町
☎0283（21）4159

　商品お買い上げの場合、
　1点につき300円引

Bon Fleur ボン・フルール
補助券取扱店

お食事ご注文の方で会員証を提示していただいた方に限り

足利市五十部町1153-3
☎0284-21-5540
定休日：水曜・第3火曜
http://www.taiho-s.jp

㊟支店限定サービスです。
（他のサービスカード等と併用不可）

中華料理  泰鵬支店
大人気の「チャーハン」や野菜てんこ盛りの「タンメン」な
どおすすめです。ぜひご賞味ください。どのメニューも味
とボリュームには自信があります。

焼き餃子1皿サービス

ご来店人数に関係なく、会員証1枚につき1皿と
させていただきます。「お土産」は対象外です。

【お詫びと訂正】 前回号（3/1号）でサービス内容に誤りがありました。訂正してお詫び申し上げます。

➡



指定割引店のご紹介
店名・住所・電話番号 ショップ紹介・割引・サービス内容

心の相談、健康・美容相談等
行っております。また、気功
も行っております。お気軽に
お電話ください。

足利市本城1-1462-3
☎　 0284-44-1358
ＦＡＸ 0284-44-1358
定休日：日曜日　祝祭日
) masako-smaill@docomo.ne.jp

佐野市天神町774
（県立佐野高校入口角）
☎0283-22-7925
http:tokyo-chiro.com
P 駐車場有

腰痛、肩こりにお悩みの方は、一度来院下さい。
一番の悩みは何ですか？
「その症状を改善したら何をされたいですか？」
考えてみてください。
すばらしい未来を想像しましょう。お手伝いをする
のは私達です。

足利市柳原町　けやき小北
☎0284-41-6012

足利の各小学校で使っているノート取扱販売店

けやき小体操着取扱店

藤掛文具店

文具・紙　事務機

体操着・帽子・学習ノートを除く
定価の 10％引

補助券取扱店

足利市五十部町217
足利日赤西側
☎0284-21-6688
http://www.ｆ－morys.com

フラワーセラー
モーリィーズ

お花

5％引

両毛メートを観たとおっしゃった方

施術料　半額

佐野市富岡町225-21
☎090-1253-8498
不定休

～美と健康をサポート
　ドテラ　アロマタッチ
　　　　　　トリートメント～

★100％純粋で8種類の原液精油（飲むこともで
　きます）を直接背中、足裏、頭になじませトリート
　メントを行います。
★ストレスの緩和、免疫力の向上、炎症や痛みの
　緩和、自律神経失調症に対処。バランスを整え、
　内蔵器官も強化します。

 楓　喜（ふうき）
メディカルアロマ

補助券取扱店

→3,500円初回のみ50分5,000円

ご利用の方プレゼント有
＜完全予約制＞
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5,000円以上お買い上げの方には粗品進呈
お誕生月にお買い上げの方には

お楽しみプレゼント

アトラス
カイロプラクティック

【お詫びと訂正】 前回号（3/1号）で住所・電話番号・FAX等に誤りがありました。訂正してお詫び申し上げます。

➡

【お詫びと訂正】 前回号（3/1号）で住所・電話番号に誤りがありました。訂正してお詫び申し上げます。

➡
まるかんのお店

たじま



指定割引店のご紹介
店名・住所・電話番号 ショップ紹介・割引・サービス内容

足利市南町4254-1
東武足利駅北口ニューミヤコホテル本館1F
☎0284-73-4866
営業時間：11：00～23：00
　　　　   （平日のみ9：30～）
http://www.tubooshi.com 
)http://www.tubooshi.com/i/

佐野市朝日町702－27
JR佐野駅西
☎　 0283－24－5000
ＦＡＸ 0283－24－8875
http://sr-sano.co.jp/

波動浴（岩盤浴）
お一人様800円

体と足のつぼの専門店。
足つぼで笑顔にスイッチオン！
～全身療法・足つぼ療法～

全コース

20％引

佐野市奈良渕町316
東産業道路沿
☎ホテル  0283-21-4888
http://marriage-sensui.com/

婚礼・宴会・宿泊・レストランでのご利用お待
ちしています。

佐野市富士町963（唐沢山 ）
☎　 0283-21-4911
ＦＡＸ 0283-24-2828
http://www.6gatsunomori.com
)info@6gatsunomori.com

ワンデーリゾートとしてこれからも多くのお客様に思い出
の場を提供していきたいと思っております。ぜひ一度足を
お運びください。

足利市南町4254－1
東武足利市駅前
本館☎　0284－71－3333
別館☎　0284－72－3333
館林☎　0276－73－3337
http://www.newmiyakohotel.co.jp

 ニューミヤコホテル
補助券取扱店

補助券取扱店

補助券取扱店

補助券取扱店

補助券取扱店

※会員のみ対象です

ご宿泊（基本室料）、レストラン利用額
10％引（ランチ除く）
婚礼・宴会・料理・飲物総額の3％引
（パックプラン除く）

ご宿泊基本室料の10％引

婚礼・宴会・飲物総額（プラン除く）

レストラン利用額の3％引（ランチ除く）

・宿泊料金（オーベルジュヴァンティアン）10％引
・婚礼特典：ハーブの送賓グッズプレゼント
　（ご招待のお客様全員分）
　送迎バス2台無料
　式・披露宴ご利用のカップルには、当日又前日お二人様ご宿泊
　無料ご招待！！
・ブルーベリー摘みのお客様:ハーブの種1袋プレゼント

本館9階レストラン
　ランチタイム：1ドリンクサービス
　ディナータイム：1ドリンクサービス
宿泊割引
本館→（ツイン・和室）宿泊価格の2,000円引
別館→ミネラルウォーターサービス
館林→（ツイン）13,650円⇒12,600円

6月の森  オーベルジュ

ウェディングリゾート

平成28年4月15日 No.217号両毛メ～ト

17

ホテルサンルート佐野

リラクゼーションルーム

ホテルマリアージュ仙水
（別館）聖フランシスの城
ウェディングハウスエリーゼ



［問題］ 

＜Tea Time クイズの応募方法＞

①答え　②事業所名と会員名
③自宅住所　④事業所番号と会員番号
⑤プレゼント希望品名
（右記よりお選び下さい）→
⑥両毛メートに対する要望・身近で起こった
　楽しい話・会員のひろばのテーマ・クイズ問題についてなどを書いて事務局あてに
　お送りください。正解者の中から抽選で５名様に希望の品をプレゼントします。
　　 応募は１人１枚のみ有効＜〆切り＞5月10日着分まで有効とします。

1. 図書カード　2,000円分
2.  ジェフグルメカード　2,000円分

3月1日号のクイズの正解者の中から厳正なる抽選の結果、
次の5名様に記念品を進呈させていただきます。

様
様
様
様
様

ペンネーム
㈱藤坂
足利市役所
佐野市社会福祉協議会
ペンネーム

3/1号のクイズの応募は64通でした。　

（ペンネーム ふわりふわりさんからのご出題です）

（T.Sさんからのご提案です）

6月1日号次号の予告

ハガキ・FAX・Ｅメールでご応募ください。※アドレス等はニュース表紙をご覧下さい。
（クイズ用アドレス） quiz@ryomo-mate.or.jp

おすすめの
朝食メニュー

・劇団四季リトルマーメイド観劇ツアー
・玉原ラベンダーパークツアー
・夏休みハワイアンズツアー
・ビアパーティー　　

オランダ語でミツバチの巣という意味が
ある西洋式のどら焼きといえばどんな
お菓子？

会員のひろば

★クイズ当選等でお名前の掲載を希望されない場合は、その旨ご明記ください。
　ペンネーム等での掲載もOKです。

お申し込みについて

お申し込み方法 事業のお申込みの際はニュースP19「通年事業申込書」、P20「ニュース掲載事業申込書」を
ご活用いただき、FAX・インターネットでお申込みください。

◇通年事業（TDR・映画券等）
　●両毛メート受付日の翌営業日に発送いたします。（金・土・日に受理した場合は翌週の月曜発送になります。）
　●発送は平日のみ行います。余裕をもってお申込みください。
　●発券後や、利用期間を過ぎてしまった券等の交換やキャンセルはできませんので、お申込みの際は、利用日や利用期間等、ご確認ください。
　●ご不明な点がございましたら両毛メートへお問合せください。

◇ニュース掲載事業（バスツアー・各種教室・イベント等）
　●お申込み多数の時は抽選になる場合があります。抽選は申込グループごとに行います。申込書備考欄へ記入して下さい。
　　抽選に漏れた方には社内ご担当者へ連絡します。
　●抽選日から１週間たっても「利用カード」が届かない場合は事務局へお問い合わせください。
　●ツアーでのバス席、イベント・教室のグループ等、相席となる場合があります。
　●実施日１週間前からキャンセル料がかかります。事業によっては、お申込み後キャンセルできないものもあります。
　●両毛メートのすべての事業は皆さまが安心してご参加いただけるよう、申込者名で保険に入ります。（参加料に含まれています）
　　事業当日お申込者と異なる方が来られた場合、ご参加をお断りする場合もございます。
　●利用カードに記載された方のご参加をお願いします。（会員と家族料金が異なる場合は差額をいただく場合があります。）
　●申し込まれた事業が終了するまでは、原則として退会することはできません。
　●セミナー・教室に関しては参加人数分の申し込みとします。
　●セミナー・教室の見学のみは禁止します。
　●チケットを取り扱う事業については、申し込み後のキャンセルは出来ません。

◇その他
　①原則として、大企業の会員の方以外は事業所へ郵送させていただきますが、やむを得ず直接取りにいらっしゃる方はFAX又は電話にて
　　お申し込みください。その際、受け取る場所（本部又は佐野事務所）をご指定ください。インターネットでのお申し込みは郵送処理とな
　　りますのでご注意ください。
　②両毛メートで発行、販売したチケット等を譲渡（転売・オークションなどを含む）することを禁じます。

本　　　部
佐野事務所

FAX 0284－22－2181
FAX 0283－85－7261

TEL 0284－22－2171
TEL 0283－85－7260

※電話での受付も
　いたします。

★両毛メートの事業は、会員と同居家族のみが参加できます。一般の方は、ご参加できません。

　両毛メートにおきましては、農畜産物の営農や生産農家の皆様にも両毛メートを活用し、更なる生きがいと
福利厚生面の充実を図っていただきたく会員として入会いただけるよう広く募集を呼びかけています。
　会員の皆様でJA組合員の方々とお知り合いの方がいらっしゃいましたら、ぜひご入会をお勧めください。
ご紹介いただいた方が入会された場合、ご紹介者の方にはお礼にクオカードを差し上げます。
　また、会費・事業費の引落口座にJA足利・JA佐野も使用できるようになりました。ぜひご活用ください。

両毛メート会員へのお誘い
農業に携わるJA組合員の方々も両毛メートの会員になれます！！

8
前の数字2つを
足したもの

～～～～～～～～～～～～～～～～～～

前回の
答　え
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テーマ
カラーパレット11
荒 井 光 雄
黒 田 永 代
出 井 操 子
ま い

掲載の写真やイラストはイメージです。
実際のものとは異なる場合があります。

（ （
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申込日　　年　　月　　日

ご希望の券種に□をつけてください。1種類につき申込書1枚でお申込ください。

◆利用される方全員のお名前を記入してください。◆　※会員と登録家族以外はお申込みできません。

※発送は両毛メートが受理した日の翌営業日となります。金・土・日に受理した場合は翌週の月曜発送になります。
※発送は平日のみ行います。配達日の指定はできません。余裕をもってお申込みください。
※東武動物公園のチケットにつきましては、年度内予約斡旋枚数を超えた場合は、年度途中であっても斡旋を終了する場合が
　ございます。ご了承ください。

受付日　　 ／

入力№

発券場所
・本部

・佐野事務所
入力者名

両毛メート処理欄

1

2

3

4

5

6

7

8

事業所№

会員№ 申　　込　　者　　名 続柄 数 区　　　分

大人券 ・ 小人券

大人券 ・ 小人券

大人券 ・ 小人券

大人券 ・ 小人券

大人券 ・ 小人券

大人券 ・ 小人券

大人券 ・ 小人券

大人券 ・ 小人券

備　　　考

事業所名 （TEL　　　　ー　　　　ー　　　　）

通信欄

担当者名

通年事業申込書
FAX　本　　　部

FAX　佐野事務所

0284－22－2181

0283－85－7261

入場券（大人・小人）

乗物券（1セット11枚綴）

入園券（大人・小人）

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

ディズニーリゾート利用券

ユナイテッド・シネマあしかが映画券

イオンシネマ太田映画券

東武動物公園

宇都宮動物園

上野動物園

那須どうぶつ王国

プレイガイドチケット割引補助券

プール共通補助券（夏季シーズンのみ取扱）

券　　　　種 枚数制限

6枚

20枚

20枚

30枚

10枚

5セット

10枚

4枚

4枚

10枚

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

券　　　　種 枚数制限

10枚

3枚

4枚

10枚

2枚

5枚

250円

共通施設利用補助券

指定割引店補助券（取扱対象店のみ）

渡良瀬ゴルフ場補助券

休暇村　日帰り入浴券

ホテル松本楼＆ぴのんランチ付き入浴券

プリンスホテルスキー場  リフト補助券

会員証　再発行

券種（大人・中学生・シニア）と
備考へご記入ください。（　　　　　　　）
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5月  9日（月）
5月11日（水）
5月  9日（月）
5月  6日（金）
5月  2日（月）
6月  1日（水）
5月20日（金）
5月  9日（月）

5月  6日（金）

5月  9日（月）
5月  9日（月）
5月  9日（月）
5月13日（金）
4月28日（木）
5月25日（水）

□
□

P  1
P  2

P  3

P  4

P  5

P  6

P  7

P  8

申込日　　年　　月　　日

佐野観光㈱

㈱ベストツアー

ご出発日
　　　　 月　　　日（　　）

旅行名

□
□
関東観光コンサルタント㈱

東武観光㈱

①各自で直接旅行業者へ申込みください。→ ②予約後、両毛メートへお申込みください。

★この申込書1枚につき1事業のみを記入してください。

注）〆切日から1週間以上たっても「利用カード」が届かない場合は事務局までお問い合わせください。
注）ツアーでのバス席、教室のグループ等、相席となる場合があります。ご了承ください。

1

2

3

4

5

6

7

8

事業所№

会員番号 申　　込　　者　　名 続柄 数（口数） 携帯電話番号

－　　　－

－　　　－

－　　　－

－　　　－

－　　　－

－　　　－

－　　　－

－　　　－

大人 ・ 小人

大人 ・ 小人

大人 ・ 小人

大人 ・ 小人

大人 ・ 小人

大人 ・ 小人

大人 ・ 小人

大人 ・ 小人

備　　　考

事業所名 担当者

掲載ページ 申込〆切申込事業名 （ご希望の事業に□をつけてください。）

両毛メートニュース（4/15号）掲載事業申込書

補助旅行（各旅行会社取扱のおすすめツアー）補助券発行依頼

ツアー
ツアー
レク

レク

レク

教室

あっせん

あっせん

チケット

□
□
□
□
□
□
□
□

□

□
□
□
□
□
□

受付日　　 ／

入力№

受付者
両毛メート処理欄 通信欄

◆申込みされる方全員のお名前を記入してください。◆

FAX　本部　0284－22－2181　　　　佐野事務所　0283－85－7261

　※抽選になる場合がありますので、組み合わせを通信欄へご記入ください。
　※当日の連絡等のため携帯電話番号をご記入ください。（ご家族単位でOKです）

韮山反射炉見学と浜焼き食べ放題ツアー
あじさいの鎌倉散策フリータイムツアー
松田川ダムふれあい広場バーベキュー
ゴルフコンペ
春季親善ソフトボール大会
じゃがいも掘り体験
バラのハンドクリーム作り教室
プランターミニ野菜作り教室
読売ジャイアンツ戦　ウィークエンドチケット　※下記よりご希望の日をご記入下さい。
□第1希望　　　月　　　日（　 ）　　　□第2希望　　　月　　　日（　 ）
①6月  4日（土）　　 　②6月  5日（日） 　　　③6月18日（土）
④6月19日（日）　　　 ⑤7月  9日（土）　　　 ⑥7月10日（日）
⑦7月30日（土）　　　 ⑧7月31日（日）
PASMO
ジェフグルメカード
佐野新都市バスターミナル駐車場回数券
スパリゾートハワイアンズ悠健チケット
ライオンキング（ ①6月4日　②6月18日 ）※どちらかに○をつけてください。
渡辺貞夫グループ2016 in 佐野


