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ニュースニュースニュース
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。

受付開始
有効期限 平成28年3月16日～平成29年3月31日まで

※H28年度の枚数カウントになります

注）・2歳以下無料。ただし、座席をご利用される場合は幼児料金がかかります。
　　　（作品によっては2歳以上から料金がかかるものがあります）
　　・シニア（60歳以上）の方は一般料金1,100円です。
　　・他の割引サービスとの併用はできません。
　　・両毛メート会員証提示割引はありません。

3月16日（水）から

3/16以降に発券するものは平成28年度（新学年）
扱いになります。詳しくはP17をご覧ください。

2016年2016年

No.216No.216
3月1日3月1日
2016年

No.216
3月1日

足利市大月町3-2 アシコタウン内
TEL 0570-073-828（24時間自動案内）
http://www.ashicotown.com/index.php

大　　人
大 学 生
高 校 生
中 学 生
小 学 生
幼　　児

1,800円
1,500円
1,000円
1,000円
1,000円
900円

区　　分
大 

人

小 

人

あっせん料金

700円

1,200円
一般料金

3月16日から利用できます

3月16日から利用できます

★3Ｄを観る時は、別途300円を映画館でお支払い
　ください。
★3Ｄ用のメガネは無料です

❶両毛メートへ申し込む
　P19の「通年事業申込書」でお申し込みください。「映画券」を事業所
　あてにお送りします。尚、お申し込み後のキャンセルはできません。
❷窓口へ提出
　映画館の窓口へ提出してください。当日は現金をお支払いする必要は
　ありません。
　※3Ｄ上映作品の差額は除く
❸あっせん料金の支払い
　申込月の25日に、会員事業所の登録口座より引き落とされますので、
　社内担当者へお支払いください。

《申込方法》
年度内

まで
2020枚20枚

インターネット
で申し込めます。



※横浜での解散・集合は、
　みなとみらい21地区を
　予定しています。（中華街
　付近での下車も可能です）

定員を超えた場合は4／11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

4/6㈬まで
申込期限

事業所番号・
会員番号を
忘れずに！

参加料は
4/25に口座引き落としになります

定員を超えた場合は4／6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

4/1㈮まで
申込期限

事業所番号・
会員番号を
忘れずに！

参加料は
4/25に口座引き落としになります

取扱旅行会社：東武観光（株）

旅行旅行旅行

旅行旅行旅行

AM7:30 足利出発

8：00

19：25

10：45～17：00

20：00頃

7：30
足利ー佐野ー＜高速道＞ー

横浜フリータイム（たっぷり満喫6時間！）ー

＜高速道＞ー佐野ー足利

旅行日程

6：50 10：00～12：20

15：05～19：00

22：55 23：25

6：20
佐野ー足利ー高速道（途中休憩）ー臥龍公園（見）・遠藤酒造場『第10回花もだんごも蔵開き』（見）

ー信州フルーツランド（食）ー高速道ー高田城『第90回高田城百万人観桜会』（見）ー

高速道（途中休憩）ー足利ー佐野

旅行日程

参 加 料
同居家族　 4.300円
（参考：一般料金 5,000円）

会　　員　 3,800円

※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。
※昼食はつきません。各自昼食となります。

交通費、保険料
等含む　

参 加 料
同居家族　 7,500円
（参考：一般料金 10,000円）

会　　員　 7,000円 交通費、昼食代
保険料等含む　

取扱旅行会社：東武観光（株）

お堀の水面に映る桜はとって
も幻想的

開催期間中は3,000個以上のぼ
んぼりが

点灯します

日本三大夜桜高田城夜桜見学高田城夜桜見学ツアーツアー
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日　　時 4月17日（日）

4月24日（日）

集合場所 ◇佐野市文化会館北側駐車場 ……AM6:05集合
　（佐野市勤労者会館東側）
◇足利市元学町緑地 ………………AM6:35集合
　（足利市民体育館斜め前）

AM6：20佐野出発

募集人員 45名（最少催行人員30名）
対 象 者 会員とその同居家族

日　　時
集合場所 ◇足利市元学町緑地 ………………AM7:15集合

　（足利市民体育館斜め前）
◇佐野市文化会館北側駐車場 ……AM7:45集合
　（佐野市勤労者会館東側）

募集人員 45名（最少催行人員30名）
対 象 者 会員とその同居家族

※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。

臥龍公園



当日持参するもの

・ヨガマット
　　　　　又はバスタオル
・水分補給のための飲物
㊟受講中は素足又は靴下で行います

定員を超えた場合は4／15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

4/13㈬まで
申込期限

事業所番号・
会員番号を
忘れずに！

参加料は
4/25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3／15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。3/14㈪まで

申込期限

事業所番号・
会員番号を
忘れずに！

参加料は
3/25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 5月12日（木）～6月9日（木）毎週木曜日（全5回）
PM6：50集合（PM7：00～PM8：30頃）

（講師料、材料費、含む）

対 象 者 会員とその同居家族
場　　所 足利市民会館 小ホール

募集人員 20名（最少催行人員10名）
参 加 料 会　　員  1,100円（講師料、会場料、保険料含む）

同居家族  1,300円（参考：一般料金8,000円）

日　　時 3月27日（日）

対 象 者 会員とその同居家族
場　　所 佐野市中央公民館 実習室

募集人員 各20名（最少催行人員10名）
参 加 料 会　　員  500円（講師料、材料費、会場料、保険料含む）

同居家族  700円（参考：一般料金2,500円） 講師：山中桂子先生
Teatimeお菓子・紅茶教室

定員を超えた場合は4／5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

4/1㈮まで
申込期限

事業所番号・
会員番号を
忘れずに！

参加料は
4/25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 4月22日（金）PM6：50集合

①午前の部  AM9：30 集合
②午後の部  PM1：00 集合

対 象 者 会員とその同居家族

場　　所 足利市民会館

募集人員 20名（最少催行人員10名）

参 加 料 会　　員  2,800円（講師料、材料費含む）
同居家族  3,000円（参考：一般料金6,000円） 講師：池本好子先生

Bon Fleur主宰（ボン・フルール）

保有資格
㈱J-made認定
　バランスコーディネーション教育トレーナー
シナプソロジー普及認定
　シナプソロジーアドバンスインストラクター

講師：中村宏美先生

見学禁止

見学禁止

見学禁止

（イメージ）

・シナプソロジーとは脳活性や血流を　よくするプログラムです。　㈱ルネサンスと筑波大学と共同で効　果検証しています。
・バランスコーディネーションとは　かんたんなストレッチや関節のほぐ　しをする事で体の緊張をとりのぞき　姿勢改善や動作改善できるプログラ　ムです。

（イメージ）※色は黄色になります。
　（約20㎝×20㎝）

教室教室教室

教室教室教室

教室教室教室

母の日アーティシャルフラワー教室
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定員を超えた場合は4/1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

3/25㈮まで
申込期限

事業所番号・
会員番号を
忘れずに！

参加料は
4/25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、お申し込み後のキャンセルはできません。

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 6～7月分（8試合）は4月15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
⑨

5月  3日（火・祝）
5月  4日（水・祝）
5月  5日（木・祝）
5月  7日（土）
5月  8日（日）
5月14日（土）
5月15日（日）
5月28日（土）
5月29日（日）

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

vs 広島
vs 広島
vs 広島
vs 中日
vs 中日
vs 東京ヤクルト
vs 東京ヤクルト
vs 阪神
vs 阪神

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

5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。（4月中旬頃発送予定）

レジャーレジャー
施設施設
レジャー
施設

注

会員とその同居家族
（2才以下は無料です。券はいりません）

❶事務局へ申し込む ❷窓口へ提出
　東武動物公園の窓口へ提出してください。
１日券がもらえます。

❸あっせん料金の支払い
　申込月の25日に、会員事業所の
登録口座より引落されますので、
社内担当者へお支払いください。

P19「通年事業申込書」でお申し込みください。
「引換券」を事業所あてにお送りします。
尚、お申し込み後のキャンセルはできません。

〈利用できる施設〉

〈休園日〉

利用日の指定はありません。
1日の定員もありません！
いつでも好きな日に利用できます♡

参考（一般価格）》
ワンデーパス（入園料＋のりもの乗り放題）
3才～小学生／3,700円　●中学生以上／4,800円

《有効期間》平成28年4月1日～平成29年3月31日

《 安 1,600円

《申込方法》

《対象者》

東武動物公園東武動物公園東武動物公園東武動物公園

〒345-0831　埼玉県南埼玉郡宮代町大字須賀110番地

TEL.0480-93-1200
イベント情報フリーダイヤル　0120-319-102

東武動物公園

（　　　　　　 ）

～平成28年度分あっせんはじまります！～
インターネット
で申し込めます。

年度内予定あっせん枚数を越えた場合は、
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。

・6月中の月曜日　・12月～2月の月曜日及び火曜日
　（当日が休日または小・中学校冬休みの場合は営業いたします。）
・大晦日・元旦

・動物園・スーパープールの入場料
・遊園地（乗り放題）

年度内
（4～3月）

まで
3030枚30枚

※ポニー乗馬コーナー・わんこビレッジ
　等の企画催事は別料金となります

3月1616日㈬
よりより

受付開始！！受付開始！！

3月1616日㈬
よりより

受付開始！！受付開始！！

3月16日㈬
より

受付開始！！
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〈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3／25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。3/23㈬まで 事業所番号・

会員番号を
忘れずに！

参加料は
4/25に口座引き落としになります

チケット発送（予定）4/11申込
期限

帝国劇場

帝国劇場

あっせん料金 全席指定
①4/29 Ｓ席
②5/  5 Ｓ席

会　員
13,000円
12,000円

参考：一般料金
13,500円
13,500円

※お弁当付き

※お土産付き

あっせん料金 全席指定
①昼の部（Ｓ席）
②夜の部（Ｓ席）

会　員
12,500円
11,500円

参考：一般料金
13,000円
13,000円

※お土産付き

※お土産付き

帝国劇場会　場

日　時 ①4月29日（金・祝） 開演 正午
②5月  5日（木・祝） 開演 PM5:00

帝国劇場会　場

日　時 6月4日（土） ①昼の部 開演 正午　　　出演：蘭寿とむ・大澄賢也・鳳蘭 他
　　　　　　　　②夜の部 開演 PM5:00　出演：森公美子・大澄賢也・鳳蘭 他

※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10枚

※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 各10枚

〈出演〉
小池　徹平
神田沙也加（5/  5）
夢咲　ねね（4/29）
鳳稀かなめ
　　　　       他

Photo by Leslie Kee

新世紀フレンチ・ロック・ミュージカル
1789 バスティーユの恋人たち

天使にラブ・ソングを
～シスター・アクト～

定員を超えた場合は3／25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。3/23㈬まで 事業所番号・

会員番号を
忘れずに！

参加料は
4/25に口座引き落としになります

チケット発送（予定）4/11申込
期限

帝劇の客席に爆笑と感動、愛と祝福の
天使が舞い降りた最高にハッピーな
ミュージカル・コメディが再演！！

スポーツスポーツ
クラブクラブ
スポーツ
クラブ

4月～6月分
会員受付
4月～6月分
会員受付

定　　員

対 象 者 会員のみ

昼の部

夜の部 30名

30名 利用時間 月～金
土・日

10：00～17：30
10：00～20：00

利用時間 月～金
土・日

17：00～23：00
17：00～20：00

3/18日（金）までにP20「ニュース掲載事業申込書」でお申込みください。申込方法

利用料金 18,600円（3ヶ月分） ※料金の引き落としは4/25（月）

アンタレススポーツクラブアンタレススポーツクラブアンタレススポーツクラブアンタレススポーツクラブアンタレススポーツクラブアンタレススポーツクラブアンタレススポーツクラブアンタレススポーツクラブ

※定員を超えた場合は抽選となります。ただし、定員に満たない場合は、同居家族（16歳以上）も
対象となりますので、受付時にお申し出ください。

どちらかお選びください。
（毎月10日 定休）

運動不足解消、ダイエット、筋力アップ等、目的に合わせたプログラムを指導して
もらえます。夜の部もありますので、お仕事帰りにもぜひご利用ください。
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おお知らせらせお知らせ

券の名称

マジックキングダムクラブは平成28年3月31日をもって終了（廃止）になります。
会員の皆様がお持ちのメンバーシップカードは同日をもって無効になります。（※カードは各自破棄して下さい。）
4月1日からは「東京ディズニーリゾート・コーポレートプログラム」での割引利用等のみに変更になります。詳細は下記のとおりです。

※平成28年4月より下記の料金となります。
なお、両毛メートで発行している「利用券1,000円」の補助額の変更はいたしません。
平成27年度同様に、「利用券1,000円」を希望者へ配布します。（年度内１会員6枚まで）
これを利用すれば下記改定料金から「利用券額面1,000円」を差し引いた金額で購入することができます。

※他券種の価格改定料金については、東京ディズニーリゾートHP等でご確認ください。

４月１日からスタートするメニューになります。名称は変更になりますが、内容は今まで発行していた
「特別利用券1,000円」と同様の特典になります。今までは「パークチケットの購入時のみ」の使用
でしたが、「ディズニーホテル」の宿泊も対象となります。※特典は下記のとおり

マジックキングダムクラブ終了のお知らせ
東京ディズニーリゾート

東京ディズニーリゾート・コーポレートプログラムについて

「東京ディズニーリゾート・コーポレートプログラム利用券」
利用（補助）額 1,000円　※お一人様1回につき1枚使用
利用期間 平成28年4月1日～平成29年3月31日

特典内容
１．パスポート等の割引購入

下記の期間中、「東京ディズニーランド」または「東京ディズニーシー」のいずれかのパークを１日ご利用になれるパスポート
を特別価格でご購入いただけます。
期間に近づきましたら、両毛メートニュースで購入申込書をご案内いたします。
〈予定〉　①平成28年４月１日～４月28日の平日　③平成28年9月１日～９月30日の平日
　　　　②平成28年7月1日～7月29日の平日　④平成29年１月6日～2月28日の平日

２．サンクスフェスティバル

パーク内の施設について開催されるパーティーに、特別にご参加いただけます。（抽選の場合有り）
開催日は未定です。（年数回実施予定）詳細が決定次第、両毛メートニュースにてお知らせいたします。

３．コーポレートプログラム：パーク・ファン・パーティーへのご参加（有料）

受　　付 3月16日（水）～開始

年度内

まで
6枚6枚「東京ディズニーリゾート・コーポレートプログラム利用券」を取扱窓口に提出すると、下記の対象から

1,000円差し引いた料金で購入（精算）することができます。

   〈対象となるもの〉 ①東京ディズニーランド、東京ディズニーシー のパークチケット購入
　　　　　　　   　②ディズニーホテルの宿泊

お知らせらせお知らせ
東京ディズニーリゾートの
パスポート料金が改定になります。

東京ディズニーリゾートの
パスポート料金が改定になります。

券　　種

1デーパスポート
（一般）

一般料金（税込）
（平成28年3月31日まで）

大人
18歳以上

6,900円

中人
12～17歳

6,000円

小人
4～11歳

4,500円

シニア
65歳以上

6,200円

大人
18歳以上

7,400円

中人
12～17歳

6,400円

小人
4～11歳

4,800円

シニア
65歳以上

6,700円

現行 一般料金（税込）
（平成28年4月1日より）改定



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。（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
　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。

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

 軽井沢星のエリア散策（日帰り）
 身近に感じる自然
「エコモダンな温泉街」

〈予定旅行日程〉

栃木（6:00）ー各地ー＜高速道＞ー
星のエリア散策…レストラン・ショップの賑わいは散策の楽しみのひとつ。
せせらぎや鳥の声が聞こえる遊歩道やデッキでひと時を過ごす。

ー軽井沢プリンスショッピングプラザ…有名ブランドのアウトレット
ーガトーフェスタハラダ…ラスクやゼリーがお勧めのショップ
ー＜高速道路＞ー各地ー栃木（18:00頃）

募集人員 40名様（催行人数20名様）

食 　 事 朝　－　昼　－　夜　－

4月24日（日）出 発 日

料　　金
6,800円
一　　般

5,800円
同居家族

5,500円
会　　員

3月29日㈫～3月30日㈬

①お座敷列車『華号』で行く
　〈千葉〉勝浦温泉の旅（1泊2日）
　春の房総半島温泉を満喫！！

〈予定旅行日程〉
1日目
お座敷列車  華号（列車内・・・飲物・おつまみ・弁当付き・カラオケ三昧）
佐野駅=岩舟駅=大平下駅=栃木駅=大宮駅=勝浦駅ー勝浦
※太平洋を一望★全室オーシャンビュー
※宴会時もれなく当るビンゴ大会・飲み物付

2日目　　　　　　　 ショッピング　　　　  観光・昼食
勝浦ホテル三日月ーおさかな村ー鴨川ー太海フラワーセンター
  観光　　　　　 お座敷列車 華号
清澄山ー勝浦駅=大宮駅=栃木駅=大平下駅=岩舟駅=佐野駅

募集人員 150名様

食 　 事

料　　金

出 発 日

31,000円
31,000円

一　　般

28,000円
28,000円

同居家族

28,000円
28,000円

会　　員区　分
（4～5名様一室） 佐野駅発

栃木駅発

朝－1　 昼－2　 夜－1

会員のひろば会員のひろば テーマ「自分自身の縁起物」

ホテル三日月（泊）

平成28年3月1日 No.216号両毛メ～ト
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②〈長野県〉

・善光寺の「ひとにぎり地蔵」
・時計
・無農薬野菜
・毎年おばあちゃんからもらっている御守り
・ダルマ
・天狗のお札
・黄色い財布

・手作りのキーホルダー
・ふくろうの置物
・祖父が作ってくれたひょうたん
・翡翠の干支（未）
・胡蝶蘭
・浅草でもらった猿回しの猿の手形
・おみくじの中に入っている御守り



〈旅行日程〉

佐野（7：００）ー＜高速道＞～高尾山IC～高尾山（清滝）

ーケーブルカーー高尾山（ハイキング）（9：００～14：00）

ーケーブルカー又はリフトー高尾山（清滝）～高尾山IC

ー＜高速道＞ー佐野（16：00）
* * * 楽々往復ケーブルカー付き* * * 高尾山マップ付き* * *
* * * 添乗員同行します。ガイド不乗* * *

〈旅行日程〉
佐野（6：00）～＜高速＞～仙台港（12：50）出航～
豪華フェリー「きそ」船中（泊）・船中にてバイキングの昼食・
夕食・ラウンジジョー・映画上映お楽しみください。
大浴場あり。船室にはトイレ・シャワー・テレビ・冷蔵庫・
ナイトウェア・サンダル・タオル・ヘアドライヤー・洗面用具・
ティーセット付き
バイキングの朝食～名古屋港（10：30着）～
～熱田神宮（参拝）（11：15～11：45）～
～名古屋城（12：15～14：15）（名物ひつまぶしの昼食と入城）
～名古屋IC～＜高速＞～佐野（20：00）
* * *船室は1等洋室使用！トイレ付バス使用* * *

出 発 日 3月19日㈯～20日㈰

募集人員 40名様（最少催行人員30名様）

料　　金
36,500円
26,500円

一　　般

33,500円
23,500円

同居家族

33,500円
－　　

会　　員区　　分
大  人

 小人（4歳～12歳）

募集人員 45名様（最少催行25名様）

料　　金
7,800円
7,300円

一　　般

6,630円
6,210円

同居家族

5,300円
－　　

会　　員区　　分
大  人

 小人（4歳～小学生）

出 発 日 4月30日㈯

④ゴールデンウィーク
　　高尾山ハイキング
　　　　　　　（お弁当付き）

③大人気企画！
　春の名古屋城と
　　太平洋クルーズ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

出 発 日 5月12日（木）～6月5日（日）間の
　　　　　　　　　（木）～（日）

⑥北関東名産・茨城のメロンと
　　　　栃木のいちご（味覚狩り）

募集人員 45名様（催行人員23名様）

出 発 日 5月21日（土）日帰り

〈旅行日程〉〈旅行日程〉

1,500品種10,000株のバラをはじめ、数種類の樹木が楽しめる
ローズガーデンと予科練習生が訓練した歴史の紹介です。

鉾田市では4月下旬からメロンの出荷が始まります。
温和な気候と太平洋からの潮風に恵まれた環境と生産者の愛情で
育まれたメロンを思いっきり食べ放題。

7

⑤京成バラ園と
　　予科練平和記念館（日帰り）

※交通費、体験代、昼食費、保険代、取扱費を含みます。
※交通費、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。 募集人員 催行人員25名様

料　　金
10,000円
一　　般同居家族

8,000円 8,000円
会　　員

料　　金
10,500円
一　　般同居家族

8,500円 9,000円
会　　員

1日目

2日目

☆詳しいパンフレットをご用意いたしております。ご請求ください。
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足利・佐野ー（高速道）ー鉾田・メロン狩り（体・昼・買）－

芳賀・いちご狩り（体）ー（高速道）ー佐野・足利

7:00～7:30

18:00～18:30

足利ー佐野ー（高速道）ー京成バラ園（見）ー

牛久シャトーカミヤ（昼）ー予科練平和記念館ー筑波ハム（見・買）ー

道の駅しもつま（休）ー佐野ー足利

6：30 7：00

18：30 19：00
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〈旅行日程〉

出 発 日 ①4月3日（日）　②4月9日（土）

春休み特別料金  値下げしました

チケット取得が面倒で、困難。高リピート率を誇る超人気施設！
小さいお子様でも参加しやすく、二部より1時間長い入場企画です。

⑦キッザニア東京（第一部6時間）

出 発 日 3月27日㈰

募集人員 30名様（最少催行人員20名様）

各地（5:50）ー＜東北道・首都高＞ー
豊洲・キッザニア東京ー
9:00入場　（大人になりきり・働くことや社会のしくみが学べます）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　16:30出発
ー＜首都高・東北道＞ー各地（19:00頃）
注）入場には保護者の同伴が必要です。
　  尚上記設定日は2月下旬現在のツアー空席を基に掲載しております。
　  お問合せの時に既に売り切れの場合もございますことを予めご了承
　  ください。

〒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〉
各地ー＜高速道＞ー千鳥ヶ淵（桜鑑賞・散策）ー靖国神社ー

東京駅ー（※はとバス期間限定「東京さくら回廊」２階建てオープンバス乗車）

ー東京ドームホテル（スーパーダイニング「リラッサ」にてランチブッフェ）ー

2015年冬開業・浅草「まるごとにっぽん」（お買物）ー

ー＜高速道＞ー各地

8：00

※荒天時はバスが運休となる場合があります。予めご承知おきください。

18：30頃到着

料　　金
10,800円
12,960円

一　　般

9,200円
11,100円

同居家族

8,700円
ー　　

会　　員区　　分
大人（中学生以上）

小人（4歳～小学生）
※3歳以下のお子様料金についてはお問合せください。

料　　金
13,700円
12,700円

一　　般

11,700円
10,800円

同居家族

11,000円
ー　　

会　　員区　　分
大人（中学生以上）

小人（4歳～小学生）

会　　場 あしかがフラワーパーク（足利市迫間町607）
内　　容 ●スタンプラリー抽選会　　●足利産農産物やお総菜、加工品の販売

●めんめん街道出店のそばやラーメン、焼きそばの販売
●バター作りやかわいい子牛とのふれあい体験
●おにぎり作り体験、子ども用イス作り木工体験など…

　この度、会員やその家族の遺族保障と医療保障を、更に充実させる共済制度として、賛助会員である
全国労働者共済生活協同組合連合会（全労済）より、退職後（SC退会後）も、引き続き継続できる遺族
保障・医療保障共済制度「ず～っとあんしん共済」の提供を受け、取扱を開始する運びとなりました。

日　　時 平成28年3月12日（土） 午前9時～午後3時

第10回 足利市農林業まつり足利市農林業まつり
とれたて新鮮！食べようあしかが！とれたて新鮮！食べようあしかが！

足利市農林業まつり足利市農林業まつり
とれたて新鮮！食べようあしかが！とれたて新鮮！食べようあしかが！

足利市農林業まつり足利市農林業まつり
とれたて新鮮！食べようあしかが！とれたて新鮮！食べようあしかが！

平日：800円　土・日・祝日：1,200円
利用日を指定してください。
（利用日の2ヶ月前から予約出来ます）

お知らせらせお知らせ全労済全全労 「ず～っとあんしん共済」の取り扱い開始について全労済全労済「ず～っとあんしん共済」「ず～っとあんしん共済」の取り扱い開始についての取り扱い開始について全労済「ず～っとあんしん共済」の取り扱い開始について

～3月1日号ニュースにチラシを同封しましたのでご覧ください～

⑧桜名所めぐり＆「東京さくら回廊」
　2階建てオープンバス乗車！

春爛漫！

新イベント新イベント那須ハイランドパーク
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※期日・内容等変更となる場合もあります。予めご了承ください。

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

1月

2月

3月

未定

教　　　室 スポーツ・レクリエーション バス旅行

夏バテ防止料理教室

しゅわしゅわ入浴剤作り教室

パン作り教室

16日㈰ 紅葉の戦場ヶ原ハイキング

03日㈯ 秩父の夜祭り
0未定   単独TDSパークファンパーティー
15日㈰ 劇団四季アラジン観劇＆
　　　　　　TASAKIジュエリー

17日㈮～19日㈰
　ユニバーサルスタジオジャパン（車中泊）

03日㈰ 劇団四季ミュージカル観劇
　　　 （リトルマーメイド）
31日㈰ 玉原ラベンダーパーク
21日㈰ たっぷりハワイアンズ
28日㈰ 吹き割りの滝＆SLホテル
　　　  ランチと味覚狩り
18日㈰ 横浜元町チャーミングセール＆
　　　  ロイヤルウィングランチクルーズ

17日㈰ 高田城夜桜見学
24日㈰ 横浜フリータイム
29日㈰ 韮山反射炉見学と浜焼き
　　　  食べ放題

12日㈰ あじさいの鎌倉散策

いちご狩り（足利・佐野）

落花生＆里いも掘り体験
さつまいも掘り体験

松田川ダムふれあい広場BBQ
春季親善ソフトボール大会
じゃがいも掘り体験
ゴルフコンペ

メイク教室
お菓子作り教室（ミルクレープ）
ハンドメイド教室
ライフプラン教室
ガーデニング教室
料理教室

フットサル大会

スタンプラリー2016
ビアパーティー
ブルーベリー狩り
ビアホール利用券あっせん
マス釣り利用券あっせん

秋季親善ソフトボール大会

オリジナルノート作り教室
ヨガ教室
パン作り教室
家事力アップ講座（清掃編）
Ｘmasケーキ作り教室
（足利・佐野）

エクササイズ教室エクササイズ教室
料理教室（料理教室（イタリア料理イタリア料理））

　　　 アラジン観劇
　　　 5共済TDSパークファン
　　　　　　　　　パーティー

バランスコーディネーションバランスコーディネーション教室教室
料理教室（料理教室（イタリア料理イタリア料理））

母の日アーティシャルフラワー教室

プランターミニ野菜作り教室
バランスコーディネーション教室

バラのハンドクリーム作り教室

平成28年度 両毛メートイベントカレンダー

○各事業の受付日等の詳細については、その都度両毛メートニュースでお知らせいたします。お申し込みは
専用の申込書（ニュース掲載）にてFAX・インターネット等でお申し込みください。

○定員が定められている事業については、定員を超えた場合は、公開抽選を行います。（申込グループごと）
抽選結果は、当選者には「利用カード」をお送りし、抽選にもれた方にはご担当者の方へご連絡いたしま
す。なお、定員に満たない場合は各指定日まで受付を行います。

○申込者数が最少催行人員に満たない場合、中止となる場合がございます。

会員と家族が対象となります。事業によっては
会員のみの対象となる場合もあります。



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



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

ショップショップ
（ファッションファッション）

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）

ホテルホテル
ブライダルブライダル
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）

事業所数　　 950事業所
前年同月比　＋30事業所
会員数　　　  10,780人
前年同月比　　  ＋464人

平成28年2月末現在

ショップショップ
（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

会員の状況

　　整骨院 和～ai～
佐野市田沼町

　☎0283（85）9771
商品10％引

平成28年3月1日 No.216号両毛メ～ト
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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

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

事　業　所　名 地区

（H28.1～H28.2月入会）

佐野

足利

佐野

足利

足利

㈱ケイミックス（佐野市文化会館）

安藤プレス

㈲翔

小泉ゴム合資会社

Aero Edge㈱

会員募集中です。会員募集中です。会員募集中です。会員募集中です。

平成28年3月1日 No.216号両毛メ～ト
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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

対象期間

プレゼント

平成27年4月15日号から平成28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）

該当される方には事
業所宛にお知らせし
ます。（5月以降）



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

どんなに小さな工事でも
お気軽にお声掛け下さいませ

株式会社
スタイリッシュハウス

足利市葉鹿町2-30-16
☎    0120-97-8887
FAX 0284-62-9898
定休日：水曜日
営業時間：AM9：30～PM6：00
http://www.stylish-house.com

足利市堀込町2810-1
☎　 0284-72-9931
ＦＡＸ 0284-72-9932
http://www.takauji.or.jp

インターネットのことなら何でもお気軽にご相談くだ
さい。

足利市問屋町1535-12
国道50号／問屋団地
☎    0284-72-2211
FAX 0284-70-2201
http://www.acs-net.co.jp/
)mate@acs-net.co.jp

パソコン・プリンター・ソフト・ホームページ・ネットワークな
どお気軽にご相談ください。

電気の販売をはじめました！
家庭用のLPガスや高級天然水「富士の湧水」の取り扱い
もしております。

～直営給油所69店舗～
両毛丸善（株）

（株）エーシーエス

パソコン及びソフト

5～10％引

本社　足利市問屋町1535-12
☎0284-70-2100
http://www.ryomomaruzen.co.jp

フレッツ光ネクスト  ギガファミリータイプ
キャンペーン実施中

キャンペーン料金　初年度1,050円/月（税込）
　　　　　　　2年目以降1,575円/月（税込）
　（NTT東日本キャンペーン期間中のみ）

平成28年3月1日 No.216号両毛メ～ト
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リフォーム工事お見積依頼の方
ハーゲンダッツギフト券2枚プレゼント

お見積無料

両毛インターネット
（株）サンライズシステムズ

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になります。

※現金でお支払いのみ対象とさせていてだきます

全室個室となっております。ぜひご来院下さい。

佐野市田沼町938-1
☎　 0283-85-9771
ＦＡＸ 0283-85-9772
定休日：水・土の午後、日曜、祝日
営業時間：AM9：00～正午
　　　　　PM3：00～PM7：00

整骨院
和～ai～

商品10％引

いちごフェア開催！



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

足利市通2-12-16
みずほ銀行隣
☎0284-40-1186

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

ボン･フルールでは生花からプリザーブドフラワー・アーテ
ィシャルフラワー（造花）までご希望にあわせたウェディン
グブーケやギフト商品をお作りいたしております。また、ご
趣味としてお花を楽しみたい方から、資格取得を目指され
る方、更にはお教室開校を目指される方までレッスンを致
しております。

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

安心のガスと灯油の店

佐野市多田町1080
東武多田駅県道入口
☎0283-62-0303
)machidaya@gol.com

Ｂｏｎ Ｆｌｅｕｒ
ボン・フルール

フラワーセラー
モーリィーズ

お花

5％引

灯油の店頭表示価格より

1円引

藤掛文具店

（資）町田商店

（　 　　　　）

佐野市浅沼町246-10
☎0283-21-4159
定休日：不定休

  電話不在の際は伝言を残して
  頂ければ折り返しご連絡させ
  ていただきます。

日本ブリザーブドフラワー協会認定教室

文具・楽器　事務用品

書籍・雑誌・ピアノ・エレクトーンは除く
5～10％引

文具・紙　事務機

体操着・帽子・学習ノートを除く
定価の 10％引

平成28年3月1日 No.216号両毛メ～ト
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補助券取扱店

補助券取扱店

補助券取扱店

補助券取扱店

岩下書店・文具・楽器

商品お買い上げの場合1点につき

300円引
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一般財団法人
両毛地区勤労者福祉共済会
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平成28年3月15日（火）午後5時迄
※インターネット受付は午後1時迄 両毛メートリフト補助券

（リフト代500円補助）

15歳（中３）
18歳（高３）

（区分）中学生
（区分）高校生

➡
➡
（区分）高校生
（区分）大学生・大人

《平成28年度分》

109シネマズ佐野映画券

3月16日以降に発券する
対象区分について

映画券の
発行について

スキー・スノーボード

リフト券
受付期間

お申込み 電話・FAX・インターネットにてお申し込み
ください。

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。

3月16日以降に発券するものは、平成28年度（新学年）扱いになります。

３月末まででお取り扱い
終了になります。 お申し込みは３月１５日まで、ご利用は３月３１日までとなります。

おお知らせらせお知らせ

事 業 報 告

（H28.2/5・2/12実施  22名参加）

平成28年度の事業分から両毛メートの利用券・補助券が変わります。
使い勝手の向上を図るため、変更いたします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えます。お楽しみに・・・♡

（H27.12/20実施　31名参加）

※平成28年度から変更～利用カード等の変更について～

（H28.2/3実施  17名参加）

例）3/1現在 3/15までに発券分 3/16以降に発券分



［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＞3月25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

1月15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
株式会社藤坂
ペンネーム
ペンネーム
ペンネーム

1/15号のクイズの応募は70通でした。　

（ペンネームＦｕｊｉさんからのご提案です）

4月15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

お勧めの
おでかけスポットは？
（春休み、お花見、GWなど）

・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ツアー
・松田川ダムふれあい広場BBQ
・ソフトボール大会（5/15予定)　　 他　

□の中に入る数字は何でしょうか？

1・2・3・5・□・13・21

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！！

福岡県

～～～～～～～～～～～～～～～～～～

前回の
答　え

平成28年3月1日 No.216号両毛メ～ト
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テーマ
さっちゃん
板 野 有 希
三重ザイルあつし
ク ロ
ス ー さ ん

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

券種（大人・中学生・シニア）と
備考へご記入ください

入場券（大人・小人）

乗物券（1セット11枚綴）

（　　　　　　　）

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

㊟ディズニーリゾート特別利用券（3月中使用）

㊟ディズニーリゾート利用券（4月以降使用）

㊟ユナイテッド・シネマあしかが映画券（3月16日より受付開始）

㊟イオンシネマ太田映画券

109シネマズ佐野映画券（申込みは3月15日まで）

東武動物公園（3月16日より受付開始）

宇都宮動物園

上野動物園

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

6枚

20枚

20枚

20枚

30枚

10枚

5セット

10枚

10枚

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

券　　　　種 枚数制限

4枚

10枚

3枚

4枚

10枚

2枚

5枚

250円

100円

プレイガイドチケット補助券

共通割引券利用補助券

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

ぴのん入浴＋ランチ＆松本楼の温泉入浴セット

スキーリフト補助券（申込みは3月15日まで）

会員証　再発行

マジックキングダムカード再発行（有効期限3月末まで）

㊟ディズニー特別利用券は年度で切換になるため、3月と4月では券が異なります。どちらかお選びください。
㊟平成27年度分の事業受付は3月15日午後5時迄とします。それ以降に受けたものは平成28年度分（新学年）扱いとなります。
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4月  1日（金）
4月  6日（水）
3月14日（月）
4月  1日（金）
4月13日（水）

3月25日（金）

3月23日（水）
3月23日（水）
3月18日（金）

□
□

P  2

P  3

P  4

P  5

P7～9

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（3/1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

教室

あっせん

チケット

スポーツ

□
□
□
□
□
□

□
□
□

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）

高田城夜桜見学ツアー
横浜フリータイムツアー
デコちぎりパン作り教室（  ①午前の部　②午後の部  ）※どちらかに○をつけてください。
母の日アーティシャルフラワー教室
シナプソロジーとバランスコーディネーション教室
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（　 ）
①5月  3日（火祝）　 　②5月  4日（水祝） 　　③5月  5日（木祝）
④5月  7日（土）　　 　⑤5月  8日（日）　　 　⑥5月14日（土）
⑦5月15日（日）　　 　⑧5月28日（土）　　　 ⑨5月29日（日）
1789バスティーユの恋人たち（　①4月29日　②5月5日　）※どちらかに○をつけてください。
天使にラブソングを（  ①昼の部　②夜の部　）※どちらかに○をつけてください。
アンタレススポーツクラブ（  ①昼の部　②夜の部　）※どちらかに○をつけてください。
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