
センターにて購入
サービスセンター窓口にて、会員証をご提示
のうえご購入ください。
※各チケットとも会員１名につき４枚まで（ただし全店通算
で計８枚まで）購入可
※一部を除き、期間中は随時販売しています。

※ Ｐ８にご案内の代引郵送サービス（有料）もご利用いただけます。

窓口
代引

＜金沢市観光協会＞「金沢美味」クーポン
1,000円券／2,000円券

10/11（火）～12/22（木）
11：30～15：00（ラストイン14：30）
※土日祝は11：00～

10/3（月）～12/22（木）

カスケイド ダイニング
ご利用期間

ご利用店舗

会員価格

販売期間
●混み合いますので、事前の予約をおすすめします。
●ご予約・連絡先（076）224-9802

＜金沢駅前＞ANAクラウンプラザホテル金沢
ランチブッフェ 大人（13～64歳）

1,600円
（通常 平日2,200円、土日祝2,500円）

来年3/31（金）まで

金沢市内25店舗29種類
※事前に金沢市観光協会HP等にてご確認ください。
　券の金額に応じたメニューが設定されております。

ご利用期限

ご利用店舗・メニュー

会員価格

販売期間
●２種合わせて会員１名につき４枚まで購入可
●3,000円券、5,000円券は販売しておりません。
●2,000円券メニューのみ要予約　●問合せ（076）232-5555

10/3（月）～12/28（水）

●1,000円券：600円
●2,000円券：1,500円

10/3（月）～12/16（金）
11:30～14:00

10/3（月）～12/16（金）

バイキングレストラン
「ザ・ガーデンハウス」

ご利用期間

ご利用店舗

会員価格

販売期間
●混み合いますので、事前の予約をおすすめします。
●ご予約・連絡先（076）234-1111

＜金沢駅前＞ホテル日航金沢
ランチバイキング 大人

1,800円
（通常 平日2,300円、土日祝2,600円）

＜松任＞グランドホテル白山　白山御膳／ボヌールコース 共通券

10/3（月）～12/15（木）

10/3（月）～12/15（木）

●白山御膳：日本料理「千代」 11:30～14:00
●ボヌールコース：洋風キッチン「a・n・t・o」
 11:30～14:00、17:00～20:30（L.O）
 ※祝日を除く第２・４月曜日は昼のみ

ご利用期間

ご利用店舗・時間

会員価格
販売期間

●事前の予約をおすすめします。　●ご予約・連絡先（076）274-0001

2,200円（通常 3,000円）

＜泉が丘＞リストランテ ラ・ヴィータ　勤労者サービス特別コース

10/4（火）～12/末最終営業日
11:30～14:00（L.O）

10/3（月）～12/26（月）

ご利用期間

会員価格
販売期間

●要予約　●ご予約・連絡先（076）280-0802

1,900円（通常 2,600円）

＜小松＞リストランテ・ジン　スペシャルコース

10/4（火）～11/27（日）、12/3（土）～12/28（水）
11:00～14:00（L.O）

10/3（月）～12/27（火）

ご利用期間

会員価格
販売期間

●前日までに要予約　●ご予約・連絡先（0761）24-0761

1,900円（通常 2,592円）

＜新保本＞萬屋 さむ　ミニ会席

10/3（月）～12/30（金）
11:30～15:00、17:30～23:00

10/3（月）～売り切れ次第終了

ご利用期間

会員価格
販売期間

●２名様以上で前日までに要予約　●ご予約・連絡先（076）269-4055

2,200円（通常 3,000円）

＜かほく＞魚料理・民宿 やまじゅう　平日限定 くつろぎランチ

10/3（月）～12/29（木）の平日
11:30～14:00（L.O）

10/3（月）～12/28（水）

ご利用期間

会員価格
販売期間

●前日までに要予約　●ご予約・連絡先（076）283-3455

1,900円（通常 2,700円）

＜野々市＞スペイン料理 ラ・モーラ　ゆとりんぐパエリヤランチ
10/3（月）～12/21（水） 
11:30～13:30（L.O）

10/3（月）～12/21（水）

ご利用期間

会員価格
販売期間

●２名様以上で要予約
●幼児をお連れの方は個室の予約が必要です。（大人の方３名様以下の場合は個室料が
　かかります。）　●ご予約・連絡先（076）246-3505

2,000円（通常 2,786円）

10/3（月）～12/31（土）
11:30～14:00

10/3（月）～12/28(水）

オールデイダイニング
「ＫＥＮＲＯＫＵ」

ご利用期間

ご利用店舗

会員価格

販売期間
●混み合いますので、事前の予約をおすすめします。
●ご予約・連絡先（076）233-2233

＜武蔵＞AＮＡホリデイ・イン金沢スカイ
ランチブッフェ 大人（中学生～64歳）

1,400円
（通常 1,900円）

写真はイメージです写真はイメージです

白山御膳白山御膳

期間限定

グルメチケットグルメチケット
食欲の秋、
お得な
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ステンドグラス教室
自宅を華やかに飾りませんか？

ガラスのクリスマスツリーを作り、お持ち帰りいただきます。

場　　所▶金沢勤労者プラザ 204研修室
 ※駐車場１時間無料
参加資格▶会員・登録家族
 ※小学生以下のお子様の参加・同伴はできません。
参 加 費▶1,000円
募集定員▶各回とも15名（先着順）
講　　師▶ステンドグラス「虹」 主宰 鵜川 桂子 氏

DATA 〈２回開催〉

①10:00～12:00
②14:00～16:00

日11 27/

〈〈〈〈 申込方法 〉〉〉〉
センターへ電話

氏名・会員番号等を
お申し出ください。 先着順

10月12日㈬
10：00～

受付開始

イベント情報

自宅を華やかに飾りませんか？

イベント情報

センターへ電話

氏名・会員番号等を
お申し出ください。

先着順

10月7日㈮
10:00～

受付開始

〈〈〈〈 申込方法 〉〉〉〉

お申し出く

受付開始

大根寿し教室
加賀郷土料理

下漬けした大根・甘酒・ニシン等を使っ
て大根寿しの本漬

けを行い、お持ち帰りいただきます。

場　　所▶金沢湯涌みどりの里

参加資格▶会員・登録家族
参 加 費▶500円
募集定員▶各回とも20名（先着順）

DATA

①10:30～12:00
②14:00～15:30

〈２回開催〉

日11 13/

試食あり！
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相続・遺言
無料相談
●全国で47,857件の相続や
　遺言の相談を経験。
●全国に47ヶ所の相談室が
　あります。（平成27年8月現在）

まずは、お電話にてご予約ください。

http://www.souzoku-ishikawa.jp

定価 540円（税込）

〈〈〈〈 申込方法 〉〉〉〉
センターへ電話

下記の事項をお申し出ください。

【会員・登録家族】①氏名②会員番号③参加人数
【一般（上記以外の方）】
①氏名②住所③電話番号④参加人数

先着順10月18日㈫
10：00～

受付開始

DATA

親子クリスマス会
ケーキ＆
ジェルキャンドル作り

場　　所▶金沢湯涌みどりの里
参加資格▶親子でどなたでもご参加いただけます
参 加 費▶会員・登録家族 1,000円  ※３歳未満無料
 一般（上記以外の方） 1,500円  ※３歳未満無料
募集定員▶会員・登録家族 30名（先着順）
 一般（上記以外の方） 10名（先着順）

13:30～16:30
日12 11/

●スポンジケーキにデコレーション！クリスマスケーキ作り

●プニプニした触感！ジェルキャンドル作り

会員・登録家族以外の一般の方もご参加いただけます

しめ飾り作り教室
手作りの 飾りで迎える お正月

松や水引、レモングラスなどのハーブを使った〝和モダン〞なしめ飾りです。円形・縦長など、アレンジは自由！お家にピッタリのお飾りを作りましょう♪

場　　所▶金沢勤労者プラザ 204研修室 ※駐車場１時間無料
参加資格▶会員・登録家族 ※小学生以下のお子様の参加・同伴はできません。参 加 費▶1,000円
募集定員▶24名（先着順）
講　　師▶河北潟 ハーブ農園 ペザン 俵 朝子 氏

DATA

10:00～12:00
日12 18/

〈〈〈〈 申込方法 〉〉〉〉
センターへ電話

氏名・会員番号等を
お申し出ください。 先着順

10月14日㈮
10：00～

受付開始

手作

松や
円形

D

1
〈 申込方法 〉〉〉〉
センターへ電話

ザン 俵 朝子 氏

す
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新
潟
・
長
野
県
　
　
　

滋
賀
・
福
井
県
　
　
　

松茸・近江牛あばれ食い
紅葉の中を抜ける絶景スポット！ 一生分の松茸と近江牛が食べられる伝説の店…

杉ノ原ゴンドラ 天空遊覧
日帰り旅行代金

行
　
程

8,980円
3%割引
2,000円助成
1,000円助成

一般旅行代金 割引・助成金

＋

7:00金沢駅＝杉ノ原ゴンドラ（今年初登場！全長3,074m 紅葉の天空遊
覧）＝苗名滝（日本の滝百選にも選ばれた名瀑･片道約15分歩きます）＝
信州中野（信州ポークのきのこ鍋と松茸ご飯食べ放題の昼食）＝小布施
（栗の町を自由散策）＝信州中野（りんご狩りと３個お土産付）＝金沢駅
19:15

＊ 最少催行人員：20名　　＊ バスガイド同行（添乗員は同行しません）
＊ 乗車場所は、ほか泉本町ジャンボボールのみとなります。

出発日

北日本観光旅行
旅行企画・実施

石川県知事登録旅行業　第2-259号
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　総合旅行業務取扱管理者：塚本 昌彦金沢市佐奇森町ヲ88－３

営業時間／９：００～１７：30
定 休 日／日曜・祝日 ☎（076）266-2533

北鉄航空
旅行企画・実施

観光庁長官登録旅行業　第1702号
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　総合旅行業務取扱管理者：古田 和己金沢市泉本町７－７（ジャンボボール1F）

営業時間／９：００～１７：１５（土曜は１２:３０まで）
定 休 日／日曜・祝日 ☎（0120）316-100

▶10月６日㈭・９日㈰・14日㈮・16日㈰・18日㈫・21日㈮
22日㈯・24日㈪・29日㈯・31日㈪
▶11月３日（木・祝）・４日㈮・５日㈯・６日㈰

会員・登録家族

同伴者 

日帰り旅行代金

出発日 ▶10月９日㈰・10日（月・祝）・13日㈭・15日㈯・17日㈪・20日㈭
22日㈯・24日㈪・30日㈰・31日㈪
▶11月１日㈫・３日（木・祝）・５日㈯・６日㈰・８日㈫・13日㈰
14日㈪・16日㈬・18日㈮・19日㈯・20日㈰・23日（水・祝）
25日㈮・27日㈰・28日㈪

行
　
程

7:00金沢駅＝甲賀・魚松（松茸・近江牛のすき焼き・松茸ご飯60分食べ
放題）＝夢京橋キャッスルロード（自由散策）＝小牧かまぼこ（お買い物）
＝金沢駅19:00

＊ 最少催行人員：20名　　＊バスガイド同行（添乗員は同行しません）
＊ 金沢駅以外でも乗車できますので、お問い合せください。

京
都
府

日帰り旅行代金

行
　
程

7:10金沢駅＝西京極（刺繍美術館を見学後、湯どうふと秋の彩り膳の昼食と
生八ツ橋おやつ）＝永観堂（京都を代表するもみじの名所。見返り阿弥陀は必
見）＝南禅寺（紅葉・白砂・苔のコントラストが見事な方丈東庭）＝祇園はんな
り歩き（知恩院から八坂、祇園花見小路へ…大人の京歩き）＝金沢駅21:00

出発日 ▶11月12日㈯・13日㈰・16日㈬・19日㈯・20日㈰・21日㈪
22日㈫・23日（水・祝）・24日㈭・25日㈮・26日㈯・27日㈰
30日㈬
▶12月３日㈯・４日㈰

＊ 最少催行人員：25名　　＊ バスガイド同行（添乗員は同行しません）
＊ 金沢駅以外でも乗車できますので、お問い合せください。

＊ 最少催行人員25名　　＊ バスガイド同行（添乗員は同行しません）
＊ 金沢駅以外でも乗車できますので、お問い合せください。

滋
賀
県

～近江坂本と絶景パワースポット！白髭神社～

びわ湖大津プリンスホテル スカイブッフェ
外輪船ミシガン丸クルーズ

～西京極で食す湯どうふと生八ツ橋おやつ～

紅色京都 もみじ絵巻の永観堂・南禅寺
大人の京都 祇園はんなり歩き

行
　
程

7:10金沢駅＝びわ湖大津プリンスホテル（37Fステーキ＆シーフードレ
ストラン「ニューヨーク」にてスカイブッフェの昼食！琵琶湖の眺望も見事）
＝におの浜観光港～［外輪船ミシガン丸クルーズ…約55分の乗船］～
大津港＝近江坂本（紅葉の名所！旧竹林院）＝白髭神社（パワースポット）
＝金沢駅21:00

日帰り旅行代金

出発日 ▶10月29日㈯・30日㈰
▶11月３日（木・祝）・９日㈬・12日㈯・13日㈰・16日㈬
19日㈯・20日㈰・22日㈫・23日（水・祝）・24日㈭
25日㈮・26日㈯・27日㈰・28日㈪・29日㈫・30日㈬
▶12月１日㈭・３日㈯・４日㈰

様式集Ｐ２の『利用補助券申込書』に必要事
項を記入しセンターへ郵送かＦＡＸ。補助券
種類の№6（その他）欄にツアー名を必ずご
記入ください。センターHPの『利用補助券申
込フォーム』からもお申し込みいただけます。

●利用資格：会員・登録家族・そのいずれかの同伴者 ※同伴者は会員１名につき２名まで。利用補助券申込時に同伴者
の氏名等も必ずご記入ください。●利用限度：同一ツアーにつき１回●ガイドブック掲載のパック旅行割引との併用はで
きません。

支払代金 一般旅行代金 割引・助成金－＝

〈〈〈〈 申込方法 〉〉〉〉

各ツアー2,000円助成＆会員・登録家族以外の同伴者（２名まで）にも
1,000円助成！ ほか割引もあり！

会員特選ツアーガイド

旅行会社へ予約
センター会員であ
ることをお申し出の
うえ、旅行会社へ直
接ご予約ください。

センターへ利用補助券申込 代金の支払い
センターから送付さ
れた『利用補助券』
をご持参のうえ、旅
行会社にて代金を
ご精算ください。

補助券申込込込込込込込
利用補助券

11,980円
3%割引
2,000円助成
1,000円助成

一般旅行代金 割引・助成金

＋
会員・登録家族

同伴者 

大人

8,800円
小人

8,300円

3%割引
2,000円助成
1,000円助成

一般旅行代金 割引・助成金

＋
会員・登録家族

同伴者 

大人

9,900円
小人

9,400円

3%割引
2,000円助成
1,000円助成

一般旅行代金 割引・助成金

＋
会員・登録家族

同伴者 
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●各イベントとも会員１名につき２枚まで、1通話２枚まで。●ご利用は、会員・登録家族に限ります。●ご予約後に即お
渡しできないチケットも一部ございます。●ご予約後のキャンセルは一切受け付けできません。キャンセル希望時でも、
チケット代金は必ずお支払いいただきます。●各チケットとも電話先着順で、枚数には限りがございますので、売り切れ
の場合はご了承ください。

チケットインフォメーション

〈〈〈〈 購入方法 〉〉〉〉
センターへ電話予約

各チケットとも電話予約が必要です。（予約受付開始日時にご注意ください。）

氏名・会員番号・ご希望の券種・枚数
を告げ、購入の予約をする。

センターにて購入
会員証を持参し、センター窓口にて
購入する。（代理の方でも可）

窓枚数

窓口

※ Ｐ８にご案内の代引郵送サービス（有料）もご利用いただけます。
　 ご希望の方はその旨お申し出ください。

代引

12/11(日) 17：00
本多の森ホール
4,800円（通常6,500円）
１０/１１（火）１７：００～

開演日時

会　　場

会員料金

予約受付開始

1/27(金) 18：30
北國新聞赤羽ホール
２,６００円（通常３,５００円）
10/12（水）１７：００～

開演日時
会　　場

会員料金

予約受付開始

森山直太朗MISIA
｜コンサート｜｜コンサート｜

高橋 優
｜コンサート｜

立川志らく 独演会
｜落語｜

※４歳以上チケット必要、３歳以下のお子様は
　ご入場いただけません。

※高校生以下のお客様は当日、学生証等身分証提示で
　500円キャッシュバック

12/10(土) 18:30
本多の森ホール
６,４００円（通常８,６４０円）
１０/６（木）１７:００～

開演日時

会　　場

会員料金

予約受付開始
※3歳以上チケット必要

4/8(土) 18:00
本多の森ホール
５,１００円（通常６,９００円）
１０/７（金）１７:００～

開演日時

会　　場

会員料金

予約受付開始
※未就学児童入場不可

撮影：山田 雅子

12/8(木) 18:30
富山オーバード・ホール
一般  ３,７００円（通常５,０００円）
ジュニア（小～高校生） １,５００円（通常２,０００円）
１０/１２（水）１７:００～

開演日時

会　　場

会員料金

予約受付開始

「ザ・デイサービス・ショウ」
It's Only Rock'n Roll
出演：中尾ミエ、尾藤イサオ、光枝明彦、モト冬樹 ほか

｜ミュージカル｜

ORANGE RANGE
｜コンサート｜

1/13(金) 18:30
金沢市文化ホール
４,３００円（通常５,８００円）
１０/１７（月）１７：００～

開演日時
会　　場

会員料金

予約受付開始
※小学生以上チケット必要
※未就学児童のご入場は同行の保護者の方の座席の範囲内で、周りのお客様の
　ご迷惑にならないようにご覧いただくことを大前提とさせていただきます。

1/8(日) １４：００
石川県立音楽堂 邦楽ホール
３,１００円（通常４,２００円）
１０/１３（木）１７：００～

開演日時
会　　場

会員料金

予約受付開始
※未就学児童入場不可

桂文珍 独演会
｜落語｜

※未就学児童入場不可
※やむを得ない事情により出演者等は変更になる場合がございます。

1/11(水) 19:00
富山オーバード・ホール
Ｓ席 ４,５００円（通常６,０００円）
１０/１８（火）１７:００～

開演日時

会　　場

会員料金

予約受付開始

ウィーン・ヨハン・シュトラウス管弦楽団
ニューイヤー･コンサート 2017

｜コンサート｜

4/2(日) 17:00
本多の森ホール
４,４００円（通常５,９４０円）
１０/１９（水）１７:００～

開演日時
会　　場

会員料金

予約受付開始

きゃりーぱみゅぱみゅ
｜コンサート｜

※4歳以上チケット必要、3歳以下膝上可、ただしお席が必要な場合はチケット必要

2/9(木) 18:30
富山県教育文化会館
大人  ２,２００円（通常３,０００円）
ジュニア ６００円（通常１,０００円）
１０/１８（火）１７：００～

開演日時

茂山千五郎家若手ユニット
HANAGATA「花形狂言 2017」

｜狂言｜

会　　場

会員料金

予約受付開始※未就学児童入場不可
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石川県
ウオーキング協会定 例 会

金沢市平和町1丁目3番1号（石川県平和町庁舎）NPO法人石川県ウオーキング協会

申込
方法

河北潟
クリーンウオーク

国指定史跡探訪シリーズ①
戦国の松根城跡と小原越えを歩く

片野鴨池に
冬鳥を訪ねる

▶事前に申し込まれますと、ご自宅出発からご帰宅まで保険が適用されます。
（当日申込はスタートからゴールまで適用。）
▶当日の受付時間は変更になる場合があります。
▶雨天時でも、気象警報発令時以外は実施します。

076-245-6588TEL・FAX iwa-ishikawa@nsknet.or.jpE-mail 

第137回 健康ウオーク 第138回 健康ウオーク 第139回 健康ウオーク

10 30 日
5㎞
10㎞
受付 ７:３０～ 終了１１:３０
［集合・解散］ 河北潟干拓地ブラウンスミス前
　　　　　　 （ふれあいフェスタ会場横）
［参加費］ 会員・家族100円　一般500円

11 23 水 祝
5㎞
10㎞
受付 8：3０～ 終了１２:３０
［集合・解散］ 土子原こども野外広場
　　　　　　 （金沢市曲子原町ソ13番地）
［参加費］ 会員・家族100円　一般500円

12 3 土

受付 終了 お問い合せください
［集合・解散］ ＪＲ大聖寺駅
［参加費］ 会員・家族100円　一般500円

※Ｐ８にご案内の代引郵送サービス（有料）も
　ご利用いただけます。

センターにて購入

ツエーゲン金沢

※未就学児は、大人1名につき1名無料（座席利用不可）
※チケットは各ホームゲーム毎に観戦日が指定されており、
枚数に限りがあります。
取り扱い中のチケットについてはサービスセンターへお
問い合せください。

ツエーゲン金沢  ☎076-254-5081試合日程等のお問い合せ ホームページ 〉〉〉 http://www.zweigen-kanazawa.jp

会員価格

SA自由席 大　　人  1,200円（通常前売 2,000円）
 小・中・高      900円（通常前売 1,500円）
ホームA自由席 大　　人      900円（通常前売 1,500円）
 小・中・高      600円（通常前売 1,000円） 販売期間 シーズン終了まで

前売券販売
地元チームを応援しよう！

金沢21世紀美術館 企画展

トーマス・ルフ観覧券プレゼント

〈〈〈〈 購入方法 〉〉〉〉
窓口

サービスセンター窓口にて、会員証をご提示のうえご購入ください。
※会員１名につき年度6枚まで購入可

だだ

代引

先着

限定
160枚

〈〈〈〈 申込方法 〉〉〉〉

会　　期１２/１０（土）～2017年3/１２（日）
開場時間 10:00～18:00（金・土曜日は20:00まで）
休 場 日 月曜日（休日の場合、翌平日）１２/２９～１/１
主催 ： 金沢21世紀美術館［公益財団法人金沢芸術創造財団］

ご希望の方は、氏名・会員番号をお申し出のうえ、サービスセンターまでお電話にてお申し込みください。
※会員１名につき３枚までとさせていただきます。

センターへ電話

10月６日㈭ １０：００～受付開始

《Porträt（P.Stadtbäumer）》1988年 C-print, 210cm×165cm
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「利用補助券」ご使用の際はご注意ください！

「様式集」を紛失されていませんか？

再発行

　会員証をご持参のうえ、センター窓口へお越しください。
無料でお渡しします。（代理の方でも可）

紛失された場合は…

センターのホームページで入手

　ページ上部のメニューから「申請書類・利用補助券申込」
ページにお入りください。「様式集」内にある全ての書類の
ダウンロード・印刷ができます。

　各種サービスのお申し込みやお届けなどに必要な様式集は、不定期発
行・配布です。改訂があるまではお手元のものを引き続きお使いいただく
必要がありますので、紛失されないようご注意をお願いします。

●ご利用ができるサービス・条件・利用方法など、事前に「ガイドブック」にてご確認のうえご使用ください。
●映画館の料金（子供料金・各種サービスデーなど）につきましては、補助券の裏面をご参照ください。
●グルメ指定店をご利用の際は、特に以下の２点にご注意ください。
　①指定店舗へのご予約はお済みですか？また、補助券使用の旨をお伝えいただいていますか？
　②お食事はみなさん4,000円以上のコース料理ですか？
●補助券を他の会員を含む第三者へ譲渡することはできません。
●紛失された場合、再発行は致しませんのでご了承ください。
●その他、補助券裏面の記載にご注意ください。
●不適切な使用が確認された場合、助成金額を後日ご負担いただくこととなりますので、くれぐれもご注意ください。

09999-000209999-0002
○○  ××○○  ××
○○  ××○○  ×× △△

利用期間に注意！

施設（店舗）の指定がある補助券の場合、利用する施設（店舗）と異なっていないか注意！
※異なっている場合は使用不可

記載の利用者ご本人がご利用1回につき１枚使用可能
※映画のみ、同一家族内の会員・登録家族に限り、記載の利用者以外の使用可
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申 込 日 時 発 送 日 到着日（目安）
金曜日（午後）・月曜日（午前） → 月曜日 発送から

１～３日後
月曜日（午後）から水曜日（午前）まで → 水曜日
水曜日（午後）から金曜日（午前）まで → 金曜日

※発送日が祝日の場合、翌営業日に発送させていただきます。

お知り合いの事業所をご紹介ください。

新規会員募集中！！手数料
300円で

申 込 日 時 発 送 日 到着日（目安）
金曜日（午後）・月曜日（午前） → 月曜日 発送から

１～３日後
月曜日（午後）から水曜日（午前）まで → 水曜日
水曜日（午後）から金曜日（午前）まで → 金曜日

※発送日が祝日の場合、翌営業日に発送させていただきます。

代引

　サービスセンター窓口で取り扱っている下記商品の代引郵送
を行っております。多忙で窓口への来訪が困難な方、遠方にお住
まいの方もぜひご利用ください。

センター窓口取扱商品の
代引郵送サービスが
ご利用いただけます

※郵便物でお送りいたします。受取日時の指定はできません。また、当センタ
ーでは代金引換の場合、領収書を発行しておりません。代金支払い時に受け
取る「引換金受領証」を領収書としてご利用ください。

申込方法 当センターにお電話いただき、氏名・会員番号・商品名等
をお申し出ください。（複数の会員の商品をまとめて郵送
ご希望の場合は、専用の申込書をご提出いただきますの
で、お電話の際、お申し出ください。）

申込から配達まで

対象商品

支払方法

手 数 料

送 付 先

センターに直接お電話いただくか、様式集P10の「事業所
紹介カード」をご利用ください。

ご紹介いただいた事業所が後日入会された場合、ご紹介
くださった会員さんに謝礼として、新規入会者１名につき
500円（入会１事業所につき１万円まで）をお支払いいた
します。
※事前のご紹介がない場合、謝礼のお支払いはできませんのでご了承く
ださい。

謝　　礼

ご 紹 介

◆ガイドブックの利用方法欄に 窓口 と明記されている商品
 （ゴルフ練習場プリペイドカード、パーキングチケット等）
◆この「ゆとりんぐ」の「チケットインフォメーション」等　
でご案内しているチケット
ご自宅・お勤め先のいずれか
代金引換（受取時に商品代金＋手数料を支払）
300円

あなたのお店・会社の広告を募集します
お店や会社の広告をこの会報「ゆとりんぐ」に掲載し、
PRに役立ててみませんか？

◆サイズ　　１区画：縦8.5㎝×横9.5㎝
◆掲載料　　１回：20,000円
◆発行時期　４月・7月・10月・1月の各月1日発行（年４回）
◆発行部数　約11,000部（全会員に配布）

※詳しくはサービスセンターまでお問い合せください。（担当：北川）

事業所数
平成28年9月1日現在

会員数

10,535 （前回比＋17）
名940 事業所

（前回比＋3）
平成28年10月1日発行

〒920-0022 金沢市北安江3丁目2番20号  金沢勤労者プラザ1階
営業時間／9：00～17：45（木曜日は19：00まで）　休業日／土・日・祝日

TEL 076-234-7871
URL / http://www.k-ksc.jp　E-mail / info@k-ksc.jp

公益財団法人 金沢勤労者福祉サービスセンター
会報「ゆとりんぐ」

１名につき500円の謝礼をお支払いします！
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