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豊田市勤労者サービスセンター 
TEL／0565-35-4470  FAX／0565-35-4475 

 

【受付時間】月曜日～金曜日 午前８時３０分～午後５時１５分 

（ただし、正午～午後１時を除く） 

  【休   日】土・日・祝祭日・１２月２９日～１月３日         
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豊田市 
 

ワ
ー
ク
フ
レ
ン
ド
と
よ
た 

給付･情報ｻ

ｰﾋﾞｽの提供 

会
員
（事
業
主
・勤
労
者
） 

 

会費の納入 

（月５００円/１人） 

ｻｰﾋﾞｽ申込 
事業主にとって 
福利厚生面で、大企業との格差が改善

され、企業内の福利厚生が充実しま

す。福利厚生の事務処理を、ワークフレ

ンドとよたで一括処理しますので、企業

の事務負担が軽減し、事務経費の削

減が可能になります。 

勤労者にとって 
各種企画に低料金で参加でき、生活に

ゆとりと活力が生まれます。 レジャー

施設の利用やコンサート等の利用など

により、健康増進やリフレッシュ、余暇生

活を家族とともに楽しむことができます。 

 

 

  

ワークフレンドとよた（豊田市勤労者サービスセンター）は、市内の中小企業等に働く皆様の「生活の安定と福祉

の充実」を図るため、市からの補助を受け、個々の事業所では実施困難な福利厚生事業を行う団体です。事業

所の皆様が加入し、その共同化によって大企業並みの福利厚生の実現をめざしています。 

 

 

●ワークフレンドとよたのしくみとメリット 
       

                      
     

 

      

 
補助金によって 

管理・運営の費 

用をまかなっ 

ています。 

 

 

 
    

 

 

 

                                        
  

 

 

■名 称  豊田市勤労者サービスセンター(平成２３年４月１日設立) 

■所在地   〒471-8501  

豊田市西町３丁目６０番地(豊田市役所西庁舎７階)  

TEL 0565-35-4470  FAX 0565-35-4475 

ホームページ http://workfriend.zenpuku.or.jp 

E メール toyota＠workfriend.zenpuku.or.jp 

 

■愛 称 ワワワーーークククフフフレレレンンンドドドとととよよよたたた      
(平成１５年４月１日より) ※公募により決定。 

■シンボルマーク            

 
 

(平成１６年１月１日より) ※公募により決定 

 

■沿革 昭和 59年 4月 「豊田市勤労者福祉共済会」として発足 発足時 91事業所、855会員 

        平成 6年 2月 「豊田市勤労者福祉共済会設立 10周年記念事業」開催  

        平成 9年 4月 財団法人化、名称を「財団法人豊田市勤労者福祉サービスセンター」とする 

                       4月 1日現在 584事業所、4,731人 

        平成 15年 4月 愛称を「ワークフレンドとよた」とする 

        平成 15年 12月 シンボルマークを決定する 

        平成 17年 1月 共済会設立 20周年を記念し、お年玉抽選会を開催 

        平成 17年 4月 市町村合併により地域が広がる  

        平成 18年     「財団法人化 10周年記念事業」開催 

        平成 23年 3月  財団法人解散  

        平成 23年 4月 任意団体 「豊田市勤労者サービスセンター」とする 

平成 26年 4月 共済会設立 30周年を記念し、ビンゴ大会等を開催 
 

 

「ワークフレンドとよた」のあらまし 

「ワークフレンドとよた」とは 

福利厚生事業 
・レジャー施設 

・チケットの斡旋 

・各共済給付 

・保養・宿泊施設 

・ｽﾎﾟｰﾂ施設や健康

施設 

・旅行会社  など 

http://workfriend.zenpuku.or.jp/
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■加入できる人 

豊田市内に事業所を有する中小企業等（従業員が概ね３００人以下の会社･工場･商店等）の 

従業員および事業主（役員、家族専従者を含む）が原則一括加入で加入できます。 

（お１人での加入はできません） 

  次のいずれかに該当する方は、非加入とすることができます。 

・期間を決めて雇用されている人、試用期間中の人、加入時において休業または休職している人 

・臨時的雇用、パートタイマー、その他これに準ずる人 

(1年以上継続して雇用されている人で今後も引き続き雇用される見込みのある人を除く) 

その他、同一事業所での再加入は、入会の事由(退会時の関係)が必要です。 

事由によっては入会を認めない場合があります。 

 

■新規加入の手続き 
 次の書類に必要事項を記入し、押印のうえ事務局へ提出してください。 

 加入手続きをされた月(１２月は２５日まで)の翌月 1日から会員となります。 

提出書類 備   考 

入会申込書 

(様式第１号) 

会員(従業員、事業主は問わない)の中か

ら※評議員を 1名選出してください。 

会員名簿 

(様式第１号別紙) 
会員の氏名、性別、生年月日 

預金口座振替依頼書 

納付書送付依頼書 

(様式第５-1.5-2 号)  

会費の口座振替は、三菱東京ＵＦＪ銀行、

豊田信用金庫のうちいずれかをご指定く

ださい。 
 

※評議員は、事業所の会員に対しセンターの事業の周知・広報および事業の推進 

を行うとともに、センターの運営に協力していただく方になります。 

 

■入会金・会費 

【入会金】 会員１人につき 

  500 円 

(原則として事業主負担) 

【会 費】 会員１人につき   

月額500 円 

(原則として事業主が１／２以上を負担

します) 

 

※従業員の事業主負担分は、税法

上損金または必要経費として処理で

きます。 

 

■加入後の書類 次の書類を加入後に郵送します。 

１年間見やすいところへ保管願います。 

会員証  

（個人で保管して 

ください） 

 

ワークフレンドとよた・ 

全福ネット 

ガイドブック  

（１年度１冊） 

ワークフレンド 

ニュース 

（毎月送付） 

■会費の納入方法（口座振替と納付書の選択） 

年４回の会費納入月(４月、７月、１０月、１月) 

【口座振替】：会費納入月の１５日に口座振替になります。 

【納付書】：会費納入月に事務局から送付する納付書により、指定金融機関、コンビニエンスストアで納

付していただきます。※指定金融機関からの納付は金融機関窓口から振込みください。 

●会費・入会金の口座振替月 

入会月 
口座振替

月 

納入内訳 
入会月 口座振替月 

納入内訳 

会  費 入会金 会  費 入会金 

4月 4月 4.5.6月分 4月分 10月 10月 10.11.12月分 10月分 

5月 7月 5.6.7.8.9月分 5月分 11月 1月 11.12.1.2.3月分 11月分 

6月 7月 6.7.8.9月分 6月分 12月 1月 12.1.2.3月分 12月分 

7月 7月 7.8.9月分 7月分 1月 1月 1.2.3月分 1月分 

8月 10月 8.9.10.11.12月分 8月分 2月 4月 2.3.4.5.6月分 2月分 

9月 10月 9.10.11.12月分 9月分 3月 4月 3.4.5.6月分 3月分 

 

入会・退会・会費 

月ワンコインで

加入できるのね 
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※他にも親・配偶者等亡くなら

れたり、入院したり、住宅災害

等にも給付金が受けられます。 

会員異動の報告（追加加入、退会、氏名変更、事業所の退会）P２３・２４参照 

手続き：会員異動報告書(様式第３号/事業所退会は様式第４号)を提出  

事業所の登録事項の変更 P２２参照 

手続き：変更報告書(様式第２号)を提出  

事業所名(注) 事業所所在地 事業所電話番号 会費引落口座(注) 

代表者(注) 評議員（事業所担当者） 事業所 FAX番号 給付金振込先(注) 
（注）事業所名や代表者に変更が生じた場合は、口座名義変更を伴うことがあります。このような会費引落口座に変更がある 

場合は、新名義の「預金口座振替依頼書、納付書送付依頼書(様式第５-１、.５-２号)」を提出してください。  

給付金はご希望の口座に振込みできますが、事業所単位になります。 
 

 
 

 

■会員は、いろいろな給付が受けられます。 

 

 

 

 
 
 

■会員は、いろいろな補助金が受けられます 

 

 

 

 

■会員は、いろいろな事業に参加できます。 

ワークフレンドニュースの発行 職場の皆さんで回覧ください。 

●毎月1日に事業の案内を掲載した「ワークフレンドニュース」を事業所へお届けします。 

●ホームページからも閲覧・申込できます。 ぜひ家庭サービスにご活用ください。 

■事業に参加できる

人（利用できる人） 

 

 

 
会 員   会員と同居家族 

※別居の家族は利用でき

ません。 

自主事業の開催 

●趣味の講座／ソーセージ作り、寄せ植えなど 

●ボウリング大会／●グルメ企画／市内の飲食店がお

得に●その他／夏・秋斡旋品、おせち料理や、クリス

マスケーキの斡旋、他センター合同企画など様々な自

主事業を行っています。 

各種チケットの斡旋  
●コンサート  ●ミュージカル ●観劇  ●能・狂言   

●プロ野球 ●サッカーＪ１リーグ●大相撲 ●展覧会  

●ランチバイキング ●映画鑑賞券  ●プール券●入浴券 

●ほっとかん「じゅわじゅわ」 ●名古屋港水族館 ●旅行会社

主催の名勝旧跡ツアーやグルメツアーなどの日帰り旅行 

レジャー施設の割引 
（詳細は９～１１ページを参照） 
利用券とは？ 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。 

会員証提示割引等も充実 
市内や全国の施設が割引券や会員証提示で、 

会員特別料金で利用できます。 

全福センターに加入しているため、 

会員限定のお得な特典が満載です。 

申込は、ニュース掲載時

に申込みます。 

申込者多数の場合は、抽

選になります。 

※「ワークフレンドとよた」の各事業は、会員皆様の会費によって実施しています。事業のあっせん、販売、配布している各種チケット等は、会員と同居家族

の皆様の福利厚生を目的としていますので、他人への譲渡・販売・利用等は固くお断りします。悪質なケースが判明した場合は、以後の利用をお断りさせ

ていただくことがあります。ルールを守ってご利用ください。 

会員追加 

加入の場合 

入会手続きの翌月 1日から会員になります。 

新入会者の入会金および会費は、入会後の最初の納付月に

一括して請求します。 

 

※給付対象の
申請手続きも忘

れず提出してく

ださい。 会員・ 

事業所の退会 

退会手続きの月末で会員資格がなくなります。 

書類と一緒にお手元の会員証を添付ください。 

会員期間が１０年以上の退会者の場合は、退会餞別の対象

になります。 

会員の氏名変

更等 

書類と一緒にお手元の会員証を添付。氏名変更して返却し

ます。結婚などの場合は、祝金の対象になります。 

ワークフレンドとよたの事業 

就
職 

還
暦 

８
０
歳 

退
職 

結
婚 

出
生 

子の中

学卒業 

銀
婚 

子の小

学入学 

夏の宿泊旅行、豊田市内の旅行社で予約

した宿泊旅行、脳ドックや人間ドック、

インフルエンザ予防接種など 
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    共済金給付事業 
会員として資格を取得した日以後に次の給付事由が発生した場合は、給付金が受けられます。 
 

給 付 事 由 給付金額 給付率等 添付書類等 

祝 
 
 
 

金 

結婚祝金(会員の法律上の婚姻) 10,000円 
事由発生日に

おいて会員期

間が１年未満

の場合は１/２

支給 

婚姻届受理証明書ま

たは、戸籍抄本 銀婚祝金(会員の法律上の婚姻後 25年) 10,000円 

出生祝金(会員の子が誕生) 10,000円 母子手帳（出生届済証明のページ）等 

就学祝金(会員の子が小学校入学) 10,000円 戸籍抄本または健康保

険証等※生計を一にしている子 卒業祝金(会員の子が中学校卒業) 10,000円 

還暦祝金(会員が満６０歳の誕生日を迎えたとき) 10,000円  

勤続祝金(会員期間が１０年以上で満８０歳の誕生日を迎えたとき） 10,000円   

餞

別 
退会餞別(会員期間が 10年以上) 記念品 

会員死亡の場合

は対象外 

本人希望の住所地（配

達先）を記載 

弔
慰
金 

死
亡 

会
員 

６５歳未満 100,000円 

 

死亡診断書と除籍謄

本等と受取人の身分

証明書 
６５歳以上８０歳未満 50,000円 

８０歳以上 10,000円 

会員の配偶者 30,000円 会葬礼状等 

（会員との関係が分か

るもの） 

会員の子 10,000円 

会員の親(実の親および配偶者の親) 10,000円 

見 

舞 

金 

入

院 

会員が５日以上入院したとき 10,000円 事由の発生は退院日

とし、入院日数は１年

度分を通算する。８０

歳以上は対象外 

入院期間のわかる医

療機関の領収書等 

会員が１０日以上入院したとき 15,000円 

会員が３０日以上入院したとき 20,000円 

会員が６０日以上入院したとき 30,000円 

障  

害 

会員が１～２級の身体障害を負ったとき 30,000円 新規の交付または

級が上がった場合。

８０歳以上は対象外 

身体障害者手帳と初

回交付日と履歴の分

かるもの 
会員が３～４級の身体障害を負ったとき 20,000円 

会員が５～６級の身体障害を負ったとき 10,000円 

住
宅
災
害 

見
舞
金 

火 災 

落 雷 

爆 発 

全焼・全壊(70%以上) 30,000円 

災害救助法の

適用があったと

き対象外 

官公署の発行する罹

災証明書(消防署等発

行)、損害程度の判る

写真等、罹災割合の

わかる書類 

半焼・半壊(20%以上) 20,000円 

一部損壊(5%以上) 10,000円 

ぼや 5,000円 

自 然 

災 害 

全壊・流出(70%以上) 10,000円以内 

半焼・半壊(20%以上) 8,000円以内 

一部損壊(5%以上) 5,000円以内 

床上浸水 3,000円以内 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

請求方法 

「共済金等給付請求書(様式第８号)」に必要事項を記入･押印し、事業所の評議

員を経由(押印)して事由より１年以内に請求してください。(郵送してください) 

添付書類は、公的に確認できる書類や内容を添付(コピー)してください。 
●会員期間が事由発生日において１年未満での祝金の支給は、給付金額の１／２です。 

●夫婦や家族などで会員になっている場合、それぞれに受給資格があります。（出生・入学・卒業祝金、実親・義理親弔慰金など） 

●障害の給付は、新規交付より差額支給になります。 

●入院の給付は、退院後の申請となります。入院日数は１年度分を通算でき、最大30,000円です。 

●出産にともなう入院は、対象外です。  ●会員本人の死亡の場合は退会餞別は支給されません。 

●８０歳以上の会員は、入院、障害の給付は対象外です。 

請求期間 

給付事由が発生した日から自己申告で１年以内に請求してください。 

申請がない場合は申請資格を失います。 
●会員の資格を取得した月（入会届けを提出した翌月１日）から在会中に新たに発生した給付事由について支給します。 

受領方法 

給付決定後、事業所指定の金融機関口座へ振り込みます。振込明細を別途通知します。 
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     健康管理事業 
   会員の皆さんの健康維持増進にお役立ていただくために次のような事業を行っています。 

人間ドック・脳ドックの補助 ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ予防接種補助 

■受診資格 受診当日満３０歳以上の会員に限る。 

■補助対象期間 ４月～２月末までの受診 

■受診医療機関 豊田市内の医療機関   

■補助額 お１人 8,000円／１年度１回         

■申請添付書類 個人名の領収書負担額が 

２０，０００円以上(人間ドックまたは脳ドック明記 

の原本)の添付が必要です。 

■その他 人間ドック・脳ドックの予約は、 

各自医療機関へ予約してください。 

■受診資格  受診当日会員に限る。 

■補助対象期間 １０月～２月末までの受診 

■受診医療機関 豊田市内の医療機関 

■補助額 お１人１,000円／１年度１回 

■申請添付書類 個人名の領収書負担額が

２，０００円以上(インフルエンザ予防接種明記の

原本)の添付が必要です。 

■その他 予約は、各自医療機関へ 

予約してください。 

【手続き】 申請に必要な書類と流れ 

書類は、ワークフレンドとよた事務局へ３月１５日までに必着。補助金は、登録のある事業所の口座へ振り込みます。 

【必要書類】 

１、ガイドブックに掲載の申請書（本人と評議員の押印が必須） 

２、個人名の領収書（原本） ※人間ドック・脳ドックの領収書が必要な方は返却しますので、申し出てください。 

アイレクススポーツクラブ 

豊田店   豊田市柿本町 3-2-1・℡25-1211 

プレミア店 豊田市喜多町 2-160 ｺﾓ・ｽｸｴｱｳｴｽﾄ・℡37-8858 

健康グッズの斡旋 

■募集方法 年４回（3・6・9・１２月号） 

ワークフレンドニュースで年４回募集します。 

■利用料金  H２９年３月末まで 

区   分 会員料金 区   分 会員料金 

豊田店 １枚 500円 ﾌﾟﾚﾐｱ店 １枚 700円 
 

■募集方法 年２回程度 

ワークフレンドニュースで年２回程度募集

します。 

この時期に、お申込みください。 

健康関連図書の配布や

健康 DVDの貸し出し 

健康の維持増進に役立つ健康関連の図書を事務局窓口で無料配布しています。 

事務局に「大笑い健康プログラム１～３巻」「ヨーガ」 

「太極拳」等のＤＶＤを用意しています。 

ご希望の事業所に貸し出していますので、事務局へご連絡ください。 
     
 

    自己啓発支援事業 
  

会員の皆さんが自己啓発として、趣味・教養などの講座を受けられる場合にワークフレンドとよたからその費用の

一部を補助します。現在、補助する講座は次のものに限定しています。詳しくは事務局へお問合せください。 

【豊田中日文化センター 

入会金】 
会員は入会金 3,500円を無料  

会員家族は１,５00円割引 
（内訳：ワークフレンドとよたの補助 2,000円会員のみ、 

中日文化センターからの団体割引 1,500円） 

受講申し込みの際に会員は入会金無料、ご家族の

みなさまは入会金割引で利用できます。 

資料請求は豊田中日文化センターへ直接ご連絡く

ださい。 

団体受講係 ＴＥＬ：0120-98-2841  

火曜日～土曜日 9：30～18：30  

日曜日 12：00 まで 月曜日休み 

【ＮＨＫ学園生涯学習通信講座】 
会員と会員家族は一般受講料から 2,000円割引 

【資料請求】ＮＨＫ学園へ 042-572-3151（代）  

「ワークフレンドとよたの会員」と伝えてください。 

【受講申込】ワークフレンドとよたを経由しての申込になります。 
 

会員はさらにワークフレンドとよたより 

2,000円の補助があります。 

手続きは、申請書に「修了証書」（コピー可）を 

添付して提出ください。事業所指定の口座へ振り込みます。 

※会員証書は、各自 NHK学園へ請求ください。 

なお、補助は１年に１講座とします。 

また、同一講座は補助の対象外です。 

2 
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宿泊旅行補助事業 その１ 
会員の皆様が国内・海外を問わず１泊以上の宿泊旅行をした場合は、 

１年に１回限り１人 2,000 円を補助します。 

補助は下記のいずれか該当に限り、会員のみの限定です。 
※申請が可能なのは、慰安旅行や個人で宿泊したものに限ります。 

 

宿泊旅行補助事業 その２ 
■サマーバケーション宿泊補助  ６月号ニュースで募集 

ワークフレンドニュースで募集します。当選の会員へ申請用紙を送ります。 

※申請が可能なのは、家族旅行や個人旅行で宿泊したものに限ります。 

豊田市内、名古屋市内の宿泊は対象外。 

 

【対象１】 

リゾート安曇野、シーサイド伊良湖 

を利用した宿泊旅行 
■お申込み・お問合せ  

各施設へ直接お願いします。 

 

【対象２】 

豊田市内に有する旅行社を利用した 

宿泊旅行（市内の店舗に限る） 

※宿泊の分かる行程表が必要です。 
※市内にある本支店の取り扱い旅行に限ります。 

（例/ＪＴＢ豊田支店は対象になりますが、名古屋支

店や岡崎支店等は対象になりません。他店について

も同じで市内の店舗に限ります。） 

豊田市民山の家 リゾート安曇野 

長野県安曇野市穂高有明 7682-4 

℡0120-50-4894 

■宿泊料金（１泊２食）  

祝日の前日、土曜日、繁忙期 大人 8,250円～小学生 4,350円～ 

閑散期 大人 6,750円～小学生 3,600円～ 

その他の日 大人 7,250円～小学生 3,850円～ 

※領収書が会員本人でない場合は、宿泊名簿をもらっ

てきてください。 
 

シーサイド伊良湖 
田原市中山町岬１－４3 

℡0531-35-1151 

■宿泊料金（１泊２食／税・サ込） 

１２月２９日～１月２日 大人 9,940円～ 小人 6,960円～ 

その他の日 大人 8,750円～ 小人 5,770円～ 

ﾊﾞｲｷﾝｸﾞ日 大人 10,290円  小人 6,180円 
 

●請求方法（宿泊後の申請です） 

必要書類： 

１、 宿泊施設利用補助金請求書(様式第７号)   

２、 領収書（コピー可）レシート不可。申請者の名前が載っているもの。 

※リゾート安曇野、シーサイド伊良湖、豊田市内の旅行社の発行した領収書のみ受付可） 

３、宿泊のわかる旅行明細（コピー可） 

添付書類：  

※領収書に名前がない場合：旅行名簿、部屋割りなど添付。 

※領収書が法人名の場合：請求書類に旅行社および施設で確認印をもらう。 

手続き：請求書類に記入押印後に事務局へ郵送、事業所が指定する振込先へ振込ます。 

【期間と補助額】７月１日～９月３０日の３ヶ月の間に宿泊した場合に、 

領収金額が１０，０００円以上で５，０００円を１回のみ補助をします。 

【請求方法】会員が宿泊先または宿泊を伴う旅行の会員個人名の領収書を申請用紙に添付する。 

詳しくは申請書類をご覧ください。 

【必要書類】申請書と領収書（コピー・レシート不可） 

※旅行社の領収書の場合は、申請書類に宿泊先の押印と行程表が必須です。 

※領収書は会員本人のものに限ります。法人名、連名のものは受け付けません。 

※２，０００円の補助との併用はできません。 
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ﾜｰｸﾌﾚﾝﾄﾞとよた事務局 
 

会員の皆様 

  余暇活動事業 
 

 

（募集月に申し込みください）（申込いただくチケットはすべて買取です）キャンセルはできません。 

一般価格の１０％～５０％割引で斡旋しています。申込多数の場合は抽選になります。 

ワークフレンドニュースの事業申込 毎月申込期限２０日（１２月号を除く） 
●申込書に必要事項をご記入のうえ、事務局へ FAX・メールしてください。 

当否連絡は期限から１週間以内 ●事業所ごとに申込者すべての方に当否連絡します。 
●登録してあるＦＡＸ・メールへ送信しますの

で、内容等確認ください。●結果連絡（ＦＡＸ・メ

ール）のない場合は、受付していない場合もありま

すので、すみやかにお問合せください。 

当選者 
●チケットは公演日の１ヶ月～１０日前までに郵送

します。●チケットを郵送後に確認のＦＡＸを

送信しますので、２．３日中にチケットが届か

ない場合は、お問合せください。  

チケット代はチケットと同封の

納付書でお願いします。 
●振込用紙は、事業所ごとにまとめますので、会員から集金してまとめてコンビニエンスストアまたは、指定の金融機関の窓口で納付し

てください。 ●手数料は受取人払いになっていますので、機械での振り込み、手数料を差し引いての振込みはしないでください。 

下記内容はニュースの一部になります。（H２７年度実施内容掲載の為変更になる場合があります。） 

手作りウインナー作り 山遊里４月号ニュース 雪そりゲレンデ入場券旭高原元気村１１月号ニュース 

■利用料金  お肉 240g とジェラートアイス付き 

区   分 一般料金 会員料金 

会員と同居家族 1,000円 500円 
 

■利用料金  （会員１人５枚以内） 

区   分 一般料金 会員料金 

３歳以上 500円 250円 
 

ボウリング大会美鳥里ボウル５月・１月号ニュース  プロ野球プライムツイン内野 ナゴヤドーム 

■利用料金  ２ゲーム、貸し靴、軽食、賞品等含む 

区   分 会員料金 

会員・同居家族 1,300円 

一般 1,800円 
 

■利用料金   

区   分 一般料金 会員料金 

巨人戦以外（２席分） 16,500円 11,000円 

巨人戦（２席分） 16,500円 13,000円 
 

プール券 ６月号ニュース 入浴回数券 （入浴施設によって扱う月がちがいます） 
■利用料金  （会員１人５枚以内） 

施設名 区分 一般料金 会員料金 

長島ｼﾞｬﾝﾎﾞ海水ﾌﾟｰﾙ 大人 3,500円 1,600円 

フォレスタヒルズ 

「ウォーターパーク」 

中学生以上 1,500円 500円 

４歳以上 930円 300円 

鈴鹿ｻｰｷｯﾄﾌﾟｰﾙ 中学以上 2,800円 900円 

モリコロパーク 

温水プール 

大人 1,030円 400円 

３歳～中学生 410円 150円 

豊田スタジアムプール 

１１回分回数券 

大人 5,000円 4,300円 

小人 2,000円 1,500円 
 

■利用料金  （会員１人５枚以内） 

施設名 枚数 一般料金 会員料金 

竜泉寺の湯 大人１０枚 5,000円 4,200円 

猿投温泉 

金泉の湯 

全日券１１枚 13,650円 9,800円 

夜間券１１枚 12,075円 8,700円 

おいでんの湯 １０枚 5,500円 4,200円 

かきつばた（刈谷） １１枚 8,200円 6,200円 

豊田ほっとかん 年４回（４・７・１０・１２月号） 
■利用料金  利用期限はありません。 

区   分 一般料金 会員料金 

大 人（１０枚１セット） 7,000円 4,000円 
 

映画券 （映画館によって扱う月がちがいます） 名古屋港水族館 年４回（４・７・１０・１２月号） 

■利用料金  （会員１人５枚以内） 

映画館名 一般料金 会員料金 

MOVIX 1,800円 900円 

トヨタグランド 

大人 1,800円 900円 

高大生 1,500円 800円 

３歳～中学生 1,100円 600円 

６０歳以上 1,000円 600円 

１日限定映券４・７月

号 
1,800円 500円 

コロナワール

ド 

大学生以上 1,800円 900円 

３歳～高校生 1,000円 600円 

シネプレック

ス岡崎 

一般 1,800円 900円 

３歳～中学生 1,000円 600円 
 

■利用料金  利用期限はありません。 
区   分 一般料金 会員料金 

大   人 2,000円 1,300円 

高 校 生 2,000円 1,000円 

小中学生 1,000円 400円 

幼児(4歳以上) 500円 150円 
 

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン® 年３回（2・５・9月号） 

■利用料金  日にち限定で申し込む （会員１人５枚以内） 
区   分 一般料金 会員料金 

大   人 7,600円 6,200円 

４歳～小学生 5,100円 4,100円 

シルバー（６５歳以上） 6,830円 5,500円 
 

 

講座や企画、チケットの斡旋（ワークフレンドニュースで募集します） 

 

■利用の流れ 
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（利用券を発券します）申込は、１回の利用で会員と同居家族最大５枚まで申込可能です。 

次のレジャー施設は、ワークフレンドとよたの割引協定施設です。特別割引券または利用券等を発行しますので、会員およ

び同居家族は、特別価格で利用できます。利用期間は券に指定しているとおりで、会員期間のみです。 

■申込方法  申込書に必要事項をご記入のうえ、事務局へ FAX・メールしてください。（年中受付します） 

■利用方法  事務局より発送する利用券を施設窓口で提示し、当日会員料金をお支払いください。 

利用券は１人１枚必要です。また、券種等は当日選択いただけます。 

■ご注意   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合船は、会員１人１年度１回に限らせてい

ただいております。休館日は、施設の都合等により異なりますので、確認の上おでかけください。 

料金改定等により一般料金が変更した場合、会員料金も変更します。 

東京ディズニーリゾート 
千葉県浦安市舞浜 1-1                年１回 

東京ﾃﾞｨｽﾞﾆｰﾘｿﾞｰﾄ・ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ ℡0570-00-8632    
 

●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 

１枚 1,000円の補助券です。１名に対し１枚のみ利用可 

特典①窓口で販売されている個人用パスポートのすべてに利用できます。 

２デーパスポート等のマルチデ-パスポートにも利用できます。 

 （ただし、年間パスポート、抽選販売のパスポートを除く）  

   ②旅行社などで購入したパスポート予約券は、チケットブースでコーポレ

ートプログラム利用券と一緒に提出すると 1,000円返金されます。 

   ③ディズニーホテルの宿泊代金に利用できます。 

  ④ファンダフル・ディズニーの年会費（個人会員組織）に利用できます。 

 

 

 

 

■利用料金/※３歳以下の幼児は無料。   ○C Disney 
区分 パスポート 一般料金 利用券使用 会員料金 

１ 

ｄay 

大人 18歳以上 7,400円 
1,000円 

割引 

6,400円 

中人 12～17歳 6,400円 5,400円 

小人 4～11歳 4,800円 3,800円 

チケット料金の詳細はこちら 

http://www.tokyodisneyrezort.jp 

ナガシマスパーランド 三重県桑名市長島町浦安 333・℡0594-45-1111 年１回 

 

夏は、ジャンボ海水プールも楽しめます。この割引券でスパーランド、湯あみの島のいずれかが選べます。  

■利用料金/パスポートは遊園地入場と乗り物乗り放題、ワイドパスポートはジャンボ海水プールと遊園地入場と乗り物乗り放題 

区  分 
大  人（中学生以上） 小学生 幼児（２歳以上） 

一般料金 会員料金 一般料金 会員料金 一般料金 会員料金 

スパーランド入場券 1,600円 300円 1,000円 無 料 500円 無 料 

パスポート 5,000円 3,300円 3,900円 2,500円 2,300円 1,500円 

ジャンボ海水プール入場券 3,500円 2,000円 2,700円 1,500円 1,500円 900円 

ワイドパスポート 6,400円 4,800円 4,800円 3,500円 2,800円 2,100円 

湯あみの島入館券 2,100円 800円 1,300円 400円 700円 200円 
 

安城産業文化公園デンパーク 名古屋アンパンマンこどもﾐｭｰｼﾞｱﾑ＆ﾊﾟｰｸ 

安城市赤松町梶 1・℡ 0566-92-7111 三重県桑名市長島町浦安 108-4・℡0594-45-8877 

花と緑あふれる癒しの空間。ソーセージ 

やパンの体験教室も充実しています。 

■利用料金/  

休火曜日（祝日の場合はその翌日）、年末年始、１月中旬 

区  分 大人(高校生以上) 小・中学生 

一般料金 600円 300円 

会員料金 300円 100円 

■利用料金/１歳～小学生のお子様には 

記念品付+さらにグッズ１つ 

 

 

 

休 6/27～7/1、1/30～2/3      ©やなせ・F・T・N 

区   分 一般料金 会員料金 

１歳以上 1,500円 1,200円 

博物館 明治村 リトルワールド 

犬山市内山 1・℡0568-67-0314 犬山市今井成沢 90-48・℡ 0568-62-5611 

明治時代の建物を移築保存する 

野外博物館。 

■利用料金 

休 12/31、1月の平日４日間及び１２月～２月の毎週月曜日（年始、祝

日は除く）夏季期間の平日に不定期で休村日あり。その他臨時休村あり 

区  分 大 人 
大学生・ｼﾙﾊﾞ

ｰ/65歳以上 
高校生 

小・中

学生 

一般料金 1,700円 1,300円 1,000円 600円 

会員料金 1,000円 600円 300円 無 料 

異国情緒漂う園内で世界のグルメ、 

民族衣装、エンターテイメントなど様々な 

世界文化を体験できます。 

■利用料金 

休 不定休（問い合わせ下さい）  

区  分 大 人 
シルバー

/65歳以上 
高校生 

小・中

学生 

幼児/３

歳以上 

一般料金 1,700円 1,300円 1,100円 700円 300円 

会員料金 1,000円 600円 400円 無 料 無 料 

ワークフレンドとよたの割引協定レジャー施設（利用券） 
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南知多ビーチランド どんぐりの湯 
 

知多郡美浜町奥田 428-1・℡ 0569-87-2000 豊田市武節町針原 22-1・℡ 0565-82-3135 

海のいきものとふれあえる体験型 

水族館とおもちゃの遊園地が一度 

に楽しめる。 

 

■利用料金（ビーチランドとおもちゃ王国の入園料は共通） 

休 １２月～２月の水曜日（祝日、冬休みは営業） 

※休園日は予告なく変更する場合があります。詳しくはお問合せください。 

区   分 一般料金 会員料金 

大人（高校生以上） 1,700円   1,000円 

小人（３歳以上） 800円   200円 

１階の「花の温泉」、２階の「森の温泉」という

趣のある２つの温泉は、週替わり男女入れ替

え制です。地元食材のレストランもあり、一日

ゆっくり過ごせます。 

■入泉料    

区  分 
大人（中学生以上） 小人（３歳以上） 

一般料金 会員料金 一般料金 会員料金 

通常利用 600円 250円 300円 100円 

午後５時以降 500円 250円 250円 100円 

※会員証提示で通常料金より浴室大人が１００円、 

小人５０円割引になります。 

日本モンキーパーク 犬山市犬山官林 26・℡ 0568-61-0870 

■利用料金/休 不定休（詳細はホームページにてご確認ください） 

区 分 
大人(中学生以上) 小学生 幼児(２歳以上) 

一般料金 会員料金 一般料金 会員料金 一般料金 会員料金 

入園券 1,100円 400円 600円 無料 600円 無料 

ﾜﾝﾃﾞｰﾊﾟｽﾎﾟｰﾄ（入園券+のりほうだい券） 3,500円 2,300円 3,000円 1,900円 2,300円 1,300円 

プール付入園券 1,900円 900円 1,400円 500円 1,400円 500円 

プール付ワンデーパスポート 4,300円 2,800円 3,800円 2,400円 3,100円 1,800円 

※世界サル類動物園は別途料金が必要です。 

志摩スペイン村 パルケエスパーニャ 三重県志摩市磯部町坂埼・℡ 0599-57-3333 

  

 

■利用料金 
 

 

 

 

 

 

 

■その他 福利厚生宿泊プランを用意。 くわしくは、利用補助券の案内を参照。 

区  分 
パスポート ムーンライトパスポート ﾎﾃﾙ２DAYパスポート 

一般料金 会員料金 一般料金 会員料金 一般料金 会員料金 

シニア(60歳以上) 3,500円 2,000円 2,100円 800円 

3,300円 2,300円 
大人(18 歳～59 歳) 5,300円 3,550円 3,200円 1,750円 

中人(12～17歳) 4,300円 2,700円 2,600円 1,250円 

小人(3～11歳) 3,500円 2,000円 2,100円 800円 

鈴鹿サーキット 三重県鈴鹿市稲生町 7992・℡ 059-378-1111 

■利用料金  ※サマーパスポートは、プール付き ※冬季は１２月１日～２月末※３歳未満無料 

区       分 
中学生以上 小学生 幼児(３歳以上) シニア(６０歳以上) 

一般料金 会員料金 一般料金 一般料金 一般料金 会員料金 一般料金 会員料金 

モートピアパスポート 4,300円 2,700円 3,300円 1,800円 2,100円 800円 2,500円 1,200円 

冬季モートピアパスポート 4,300円 1,700円 3,300円 1,100円 2,100円 300円 2,500円 600円 

サマーパスポート 5,400円 3,500円 4,100円 2,400円 2,700円 1,300円 3,600円 1,900円 

入園＋プール 2,900円 1,800円 2,000円 1,100円 1,400円 600円  

天然温泉クアガーデン 中学生以上 ３歳～小学生  
温泉＋プール 1,600円 780円 1,300円 580円 

温泉のみ 1,100円 380円 900円 280円 
 

ラグーナテンボス「ラグナシア」 蒲郡市海陽町 2-3・℡0533-58-2700 

■利用料金 夏にはプールが楽しめる海のテーマパーク  

区 分 
大人 中学生 小学生 ３歳以上 

一般料金 会員料金 一般料金 会員料金 一般料金 会員料金 一般料金 会員料金 

入園券 2,150円 1,640円 2,150円 1,640円 1,200円 780円 700円 330円 

パスポート 4,100円 3,190円 4,100円 3,190円 3,000円 2,200円 2,250円 1,530円 

プール付入園券 3,200円 2,580円 2,900円 2,310円 1,550円 1,100円 1,050円 650円 

プール付パスポート 5,150円 4,140円 4,850円 3,870円 3,350円 2,520円 2,600円 1,840円 
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世界淡水魚園水族館アクア・トト ぎふ 東幡豆潮干狩り 

岐阜県各務原市川島笠田町 1453・℡0586-89-8200 東幡豆海岸、うさぎ島等 
木曽三川・長良川の源流から河口までと世界の淡水魚をテーマに自然環境

が再現された、世界最大級の淡水魚水族館 

■利用料金/ 休 無休（臨時休館あり） 
区   分 一般料金 会員料金 

大  人 1,500円 950円 

中高生 1,100円 590円 

小学生 750円 370円 

幼児(3歳以上) 370円 130円 

※会員証提示で一般料金より１０％割引になります。 

■利用料金（Ｈ２８年度） 
 一般料金 会員料金 

中学生以上 1,600円 1,000円 

小学生 ８00円 500円 

※会員証提示で一般料金より 

大人 200円、小学生 100円引き 

メロン狩り 岡崎駒立ぶどう狩り 

ニュー渥美観光（田原市） 岡崎駒立ぶどう狩り案内所 ℡0564-45-5151 

■利用料金（Ｈ２８年度） 

 一般料金 会員料金 

小学生以上 3,500円 2,600円 

幼児 (3 歳以

上) 2,300円 1,600円 

１玉持ち帰りと３０分食べ放題 

■利用料金（Ｈ２８年度） 

 
 

区分 
デラウェア・スチューベン 種なし巨峰 巨峰 

一般料金 会員料金 一般料金 会員料金 一般料金 会員料金 

大人 1,400円 900円 1,800円 1,300円 1,700円 1,200円 

小学生 1,000円 700円 1,300円 1,000円 1,200円 900円 

幼児(3歳以上) 700円 400円 1,000円 700円 900円 600円 

豊田市内会員参加事業所 

おすすめのﾗﾝﾁセットや定食、ケーキ、おまんじゅう、お米等がとてもお値打ちに 

ちょっとひといきカフェタイム５月号ニュース■実施期間６月１日～６月３０日  

おすすめ新米・お茶   １０月号ニュース■実施期間１１月１日～１１月末日 

おすすめ料理を食べよう  １月号ニュース■実施期間 ２月１日～２月末日 

 

割引券を発行します。利用券と同様に申し込みください。 

美鳥里ボウル カラオケシダックス法人・団体仮カード 

豊田市元町 17-2・℡28-1581 ！！全国のカラオケシダックスで利用可！！ 

■割引料金 
 

  

割引券 1枚で 1シート(１レーン・４人まで)につき、１ゲー

ム毎に５０円割引します。特別料金の時間帯は利用で

きません。（お盆、正月等） 

※年２回（６月と２月）ワークフレンドとよた企画のボウリン

グ大会を行っています。ぜひ参加してください。 

割引券 1枚(１ゲーム 4人まで) 50円割引 

仮カードから本カードへ無料で交換（当日から下記特典を利用できます。） 

本カード特典  

１：Ａコース：ドリンクサービス、Ｂコース：ルーム料金３０％OFF 

２：パーティーコース・各種パック料金から５％OFF 

３：バースデーサービス（事前予約）  

仮カードをホームページからプリントアウトもできます。 

【法人専用ログイン】ＩＤ 213512  パスワード 4470 

【割引券】 プリントアウトにて窓口にて提示  

ワークフレンドとよた事務局窓口にて配布 

サンリオピューロランド 養老天命反転地 

東京都多摩市落合 1-31・℡ 042-339-1111 岐阜県養老郡養老町養老公園内・℡ 0584-32-0501 

雨でも遊べる全天候型屋内パーク。ハローキティやマイメロディたちサンリオキ

ャラクタ―に会いに行こう。 

©'76,'79,'84,'85,'88,'89,'93,'99,'01,'05,'12,'13,'16 

SANRIO APPROVAL No.P0812032 

■割引券 １枚で５名まで利用     

■割引額 パスポート          

 平日料金 休日料金 休日割引料金 

大人（18歳以上） 3,300円 3,800円 3,600円 

小人（3～17歳） 2,500円 2,700円 2,500円 
 

園内は、水平垂直を極力排除し構成されているので、平衡感覚

を失ってしまう人もいるハズ。滑りにくい靴、軽装での来園をお勧

めします。 

■開園時間 午前９時から午後５時 

（入場は午後４時３０分まで） 

■利用料金（Ｈ２９年度） 

区  分 大人 高校生 小中生 

一般料金 750円 500円 300円 

会員料金 520円 370円 210円 

休 月曜日（祝日の場合は翌日）、12/29～1/3 
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（会員証提示） 

次の施設は、ワークフレンドとよたの割引契約施設です。 

ご利用時に会員証を提示すると、会員割引料金で利用することができます。 

お申込み・お問合せ 各施設へ直接お願いします。利用のお申込みの際には、 

「ワークフレンドとよた会員」である旨を告げてください。 

人数、時期、曜日等で対象にならない場合がありますので、各施設に直接ご確認ください。 

 

シティホテルアンティーズ 
豊田市神明町 1-30  TEL0565-33-7337 

名鉄トヨタホテル 
豊田市喜多町 1-140 TEL0565-35-6611 

■宿泊料金 （一般料金） 

部屋タイプ 料金 

シングルルーム １名様利用 6,772円→６，２００円 

シングルルーム ２名様利用 8,554円→７，２００円 

ダブルルーム  ２名様利用 9,504円→８，３００円 

ツインルーム ２名様利用 13,068円→１０，３００円 

■割引範囲  会員及び同伴者 

■宿泊料金 

シングル 11,400円～ 
10％割引 

ツイン(2人) 20,500円～ 

■食事 ｼｰｽﾞﾅﾙｷｯﾁﾝ「ﾙ･ﾎﾞﾅｰﾙ」、日本料理「御河」、

中国料理「桂林」、鉄板「欅」のいずれも１０％割引 

■婚礼  披露宴料理・飲料１０％割引 

新郎新婦の当日宿泊(朝食付き)無料 

参列者の宿泊５０％割引 

新郎新婦へ 1周年記念ディナーご招待 

■割引範囲  会員及び同居家族 

ホテルトヨタキャッスル 
豊田市喜多町 2-160 ｺﾓ･ｽｸｴｱｳｴｽﾄ TEL0565-31-2211 

プラザホテル豊田 
豊田市豊栄町 1-88  TEL0565-29-1811 

■宿泊料金 

全日（一般料金） １0％割引 

   

■食事 レストラン料理･飲料５％割引 

■割引範囲  会員及び同居家族 

■宿泊料金 

全日 正規料金から 10％割引 

■宴会 会席・コース料理５％割引 

■入泉料 正規料金から８００円引き 

■特 典    メンバー・入会金無料 

■割引範囲  会員及び同伴者 

三河高原キャンプ村 

豊田市東大林町半ノ木 2  ℡90－3530 

猿投温泉/日帰温泉岩風呂「金泉の湯」 
豊田市加納町馬道通 21  ℡45-6111 

■割引料金  キャンプ料平日３０％割引 

（以外１０％割引） 

 バンガロー  １０％割引  

 ルアー釣り２００円割引 

（10月～6月） ※盆、GW等除 

 

■入泉料 一般料金から大人・小人３００円割引 

※会員および同伴者を含む 

■ホテル金泉閣の宿泊・お食事： 

基本料金の１０％割引 

■その他  １枚で１０人まで利用できる優待券（割引額は

同額）あり。 

伊良湖ビューホテル  
渥美半島伊良湖岬 TEL0531-35-6111 

蒲郡クラシックホテル 
蒲郡市竹島町 15-1  TEL0533-68-1111 

窓一面にオーシャンビュー。果てしない海と潮騒のリズム。

優しく心をつつんでくれる風景が窓に広がります。 

■宿泊料金 時期により異なりますので、お尋ねください。  

■割引額 宿泊料の２０％割引（12/28～1/4 を除く） 

■割引対象 会員及び同伴者を含む(会員同行が必要)  

■予約・問合せ 

 名古屋予約センター(TELO52-582-4890) 

■宿泊料金 

平日・休日 20％割引 

休前日 10％割引 

※お得な食事付プランもございます。 

詳しくはお問合せください。（除外日有） 

■食事 レストラン５％割引 入店時に会員証をご提示ください。 

■婚礼 ご婚礼会員ご本人婚礼料理５％割引（プラン利

用を除く）、ご婚礼ご紹介を頂いた会員の方に宿

泊券２万円相当を贈呈  

■割引範囲  会員及び同居家族 

 

ワークフレンドの割引協定ホテル・施設および旅行社（豊田市内および近郊） 
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ケンタッキーフライドチキン 吉野屋 

利用可能店舗 
豊田元町店  ℡25-1577 

豊田美里店  ℡87-1055 
利用可能店舗 

２４８号線豊田店  ℡36-1816 

豊田インター通り店 ℡25-5109 

■特典  商品を購入時に 

ドリンク（S）又はポテト（S）をプレゼント 

※１回の利用で３名分まで 

■特典  お食事をされた時に 

味噌汁をプレゼント 

※１回の利用で３名分まで 

特製担担麺のお店 よか晩屋 

豊田市大林町 11-1-12  ℡71-0111 

丸源ラーメン 若林店 

豊田市若林東町宮間 9-1  ℡51-0260 

営業時間：午前１１時３０分～午後１時３０分 

午後６時～ 定休日：木曜日 

■割引料金  １人あたり 1,000円以上の食事で 

１人あたり１００円割引 

営業時間：午前１１時～午前０時 

■割引料金  一般価格１０％割引 

映画館  トヨタグランド 
豊田市寿町 3-21  ℡29-1777 

古橋懐古館 
豊田市稲武町タヒラ８  ℡82-2100 

■割引料金 一般料金から大人 300円、  

学生・小人 200円割引 

会員含め５名まで  

※特別料金日を除く 

営業時間 午前９時～午後４時３０分 

休館日  毎週月・木曜日 

■割引料金 入館料大人 200円割引 

小人 100円割引します。 

ﾘﾌｫｰﾑｽﾀｼﾞｵ ニシヤマ 
豊田市市木町 5-6-11 ℡0120-939-544 

トヨタ博物館 
長久手市横道 41-100  ℡0561-63-5151 

受付時間 午前９時～午後６時 

定休日  水曜日 

■割引料金 外装リフォーム（屋根リフォーム含む） 

契約時バイオ洗浄無料実施  
※会員のみ 

開館時間：午前９時３０分～午後５時（入館は３０分前まで） 

定休日：月曜日（祝日の場合は翌日）及び年末年始 

■割引料金   

入館料大人・中高生 200円割引 

小学生・ｼﾙﾊﾞｰ 100円割引 
※会員含む同伴者６名以内 

女性だけの３０分フィットネス カーブス 

豊田美里、豊田緑ヶ丘、豊田挙母 他 

インフォメーションダイヤル（℡0120-441-029） 

 (有)真栄ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ  

アイクリーナー 

豊田市丸山町 8-39 ℡71-5175／0120-85-1907 

受付時間 平日午前１０時～午後６時 

【優待内容】 入会金無料（通常 15,000円）   

【対   象】 会員と同居家族（女性に限る） 

【利用方法】 無料体験・入会金優遇を希望の方は、 

「東海 2111」の旨を告げて 

インフォメーションダイヤルへ電話してください。 

※全国の店舗で利用可能です。 

営業時間：午前９時～午後５時 

定休日：年末・年始、夏期(お盆) 

■割引料金   

ﾊｳｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞ業務全般１０％割引 

家事代行コース・整理・収納コース 

交通費 1,000円を無料 
※利用の際は必ず予約をしてください。 

松澤ドライ工場 
豊田市桜町 1-55  ℡32-0621／0120-545463 

フェリシア 
豊田市上原町殿上 1-114  ℡63-5064 

■利用方法  店頭に洗濯物を持参 

■割引料金  １０％割引 

（ワイシャツ、白物、外注品、特殊品は除く） 

営業時間：午前１１時～午後８時（不定休） 

■割引料金  オーダー・ブーケレッスン（ブライダル

ブーケ・小物）５％割引 

お陽様農園いちご狩り 

田原市中山町 ℡0531-37-1312 

リラクゼーションサロン 

りらくる豊田東新店 

豊田市東新町 2-75-1  ℡34-2230 

■料 金（Ｈ２８年度） 
 大人 ３～５歳 

期間 一般料金 会員料金 一般料金 会員料金 

１部１２月１日～１月４日 2,000円 1,500円 1,500円 1,000円 

２部１月５日～３月中旬 1,700円 1,200円 1,200円 700円 

３部３月中旬～５月末 1,500円 1,000円 1,000円 500円 

直接予約をして、専用用紙に記入したものと会員証を提示の上、 

当日会員価格をお支払ください。 

■割引料金/６０分以上のオールメニュー

（税込） 

会員本人のみ２５０円割引 

会員本人と家族同伴の場合 ３００円割引 

※ポイントカードまたは他の割引との併用不

可 
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近畿日本ツーリスト 

個人旅行（株） 

ギャザ豊田営業所 

アピタ豊田元町営業所        

豊田市喜多町 1-140 ギャザビル 3階℡33-0489 

営業時間：午前１０時～午後８時 定休日：ｷﾞｬｻﾞｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ

の休業日と同じ 

豊田市土橋町 2-65アピタ豊田元町店 1階℡29-1631 

営業時間：午前１０時～午後９時 定休日：アピタ豊田元町店の

休業日と同じ 

■利用対象 会員及び同居家族(会員同行に限る) 

■割引額  海外旅行「ホリディ」、国内旅行「メイト」 の旅行代金３％割引 

■その他   割引額が１，０００円未満は切り捨て。メイト商品は宿泊を伴うことが条件です。  

※割引商品の場合クレジットカード精算不可 

名鉄観光サービス 

豊田市駅旅行センター 

豊田市若宮町 1-35・℡32-3180 

営業時間：午前１０時～午後７時（土日祝は午後６時まで） 

定休日：無休 

■利用対象 会員及び同居家族(会員同行に限る)  

■割引額  主催国内旅行「ジャンボマーチ」、海外旅行「パノラマツアー」  

の旅行代金３％割引※お支払は、現金のみ 

ＪＴＢ中部  豊田支店 

      豊田 T-FACE店 

豊田支店：豊田市若宮町 2-66・℡34-3511 

営業時間：午前１０時～午後６時 定休日：木曜日・祝日 

豊田 T-FACE店：豊田市若宮町 1-57-1 A館７階 

℡３７－０００９ 営業時間：午前１０時～午後７時  

定休日：無休（ビル休業日を除く） 

■利用対象 会員及び同居家族 

■割 引 額 海外旅行「ルックＪＴＢ」 国内旅行「エースＪＴＢ」の基本旅行代金の３％割引、 

１００円未満は切り捨て 

※国内旅行は、往復の交通がセットになった商品および添乗員同行のコースのみ。  

 

次の施設は、ワークフレンドとよたをはじめ東海ブロック(愛知・岐阜･三重・静岡)のサービスセンタ 

ーが共同で割引契約をしている施設です。会員証を提示すると割引料金で利用することができます。 

・宿泊施設は、予約時にワークフレンドとよたの会員であることを告げて予約してください。 

・季節や曜日、特別期間等は対象にならない場合がありますので、施設に直接ご確認ください。 

・割引内容が変更される場合もありますので、事前に施設に確認ください。 

※今後、さらに充実していく予定です。新規分は、ワークフレンドニュースでお知らせします。 

 
              

平成２９年１月末現在 
所在地 施設名・割引内容 所在地 施設名・割引内容 所在地 施設名・割引内容 

愛知県 

南知多町

 

篠島の宿ギフヤ旅館 

℡：0569-67-2029 

宿泊料金  5％割引   

ふぐコースにふぐ寿司付 

愛知県 

豊根村

 

とよねランド オートキャンプ村 

℡：0536-87-2314 

テントサイト  400円引 

愛知県 

岡崎市

 

ＭｙＨｏｔｅｌ Ｏｋａｚａｋｉ 

℡：0564-54-5544 

宿泊料     5%割引 

岐阜県 

恵那市

10名以内 

茅の宿とみだ 

℡：0573-43-4021 

平日宿泊料金 10％割引 

土日限定ランチ 5％割引 

岐阜県 

中津川市

 

舞台峠ログハウス 

℡：0573-79-3333 

ログハウス１棟１０％割引（但し、

お盆除く） 

岐阜県 

中津川市

 

ホテル花更紗 

℡：0573-69-5111 

宿泊料     10%割引 

岐阜県 

中津川市

 

乙女渓谷キャンプ場 

℡：0573-79-3333 

バンガロー１棟 

20%割引（お盆除く） 

岐阜県 

高鷲町

 

鷲ヶ岳高原ホテル 

レインボー 

℡：0575-72-5511 

通常宿泊料 １0%割引 

岐阜県 

本巣市

 

ＮＥＯキャンピングパーク 

℡：0581-38-9022 

ｺﾃｰｼﾞ基本料金 ｵｰﾄｷｬﾝﾌﾟ基本

料金会員価格   

別途施設利用料金 

東海４県サービスセンター割引協定施設 

（会員証提示） 
 

※割引対象 

会員のみ  

同居家族含む 

同伴者含む 
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所在地 施設名・割引内容 所在地 施設名・割引内容 所在地 施設名・割引内容 

岐阜県 

岐阜市

 

岐阜キャッスルイン 

℡：058-262-3339 

ｼﾝｸﾞﾙ1,700円ツイン 3,500円

引、和室・ﾒｿﾞﾈｯﾄ5,000円引き  

駐車料金 1,000円を無料 

岐阜県 

高山市

 

AIMＩX自然村南乗鞍 

ｵｰﾄｷｬﾝﾌﾟ場 

℡：0577-59-2727 

施設利用料 10%割引 

岐阜県 

高山市

 

カントリーホテル高山 

℡：0577-35-3900 

ｼﾝｸﾞﾙ 1,500円引、 

ﾗｲﾄツイン 1,000円引 

岐阜県 

白川町

 

美濃白川ｸｵｰﾚふれあいの里 

℡：05747-2-2462 

宿泊施設基本料  10％割引

（他割引との併用不可、特別料

金時除く） 

三重県 

伊勢市 

 

旅荘 海の蝶 

℡：0596-44-1050 

宿泊料   10％割引 

三重県 

志摩市

 

サンペルラ志摩 

℡：0599-57-2130 

宿泊料金（１泊２食）５００円引除

外日あり 

三重県 

志摩市

 

プライムリゾート賢島 

℡：0599-43-7211 

会員優待料金 

三重県 

志摩市

 

いかだ荘 山上 

℡：0599-57-2035 

飲食・宿泊料金  10％割引 

三重県 

志摩市

4名以内 

合歓の郷 

℡：0120-207-808 

宿泊一般料金  10％割引  

ｺﾞﾌﾙｸﾗﾌﾞﾋﾞｼﾞﾀｰ料金より 1,500

円引 

三重県 

志摩市

３名以内 

志摩地中海村 

℡：0599-52-1226 

宿泊料金 10％割引、食事料

金５％割引（他割引併用不可） 

三重県 

鳥羽市 

4名以内 

花の小宿重兵衛 

℡：0599-33-6220 

宿泊料金（１泊２食 15,000 円以上）

平日１０％、休前日５％割引 

電話予約の場合に適用 

三重県 

鳥羽市

５名以内 

鳥羽シーサイドホテル 

℡：0599-25-5151 

宿泊料金（１泊２食）10％割引   

夜バイキング料 10％割引 

三重県 

鳥羽市

 

リゾートヒルズ豊浜 

℡：0599-33-6000 

宿泊料金 10％割引  

食事料金 10％割引 

三重県 

鳥羽市

 

戸田家 

℡：0599-25-2500 

宿泊料 10%割引  

オリジナル入浴剤付 

三重県 

鳥羽市 

５名以内 

ホテルみち潮 

℡：0599-33-6518 

宿泊・食事代 10%割引 

三重県 

鳥羽市

 

タラサ志摩スパ＆リゾート 

℡：0599-32-6060 

会員優待料金 

三重県 

鳥羽市

 

胡蝶蘭 

℡：0599-25-2170 

宿泊料金 2,000円引  

食事のみ 10％引 

三重県 

鳥羽市

 

旨さ納得の宿 香潮 

℡：0599-33-7112 

会員優待料金 特別期間は対象

外 電話予約の場合に適用 

三重県 

鳥羽市

 

鳥羽国際ホテル 

℡：0599-25-3121 

会員優待料金 

三重県 

津市 

 

磨洞温泉涼風荘 

℡：059-222-1500 

宿泊をともなうもの １０％割引       

日 帰 り 食 事 等  ５ ％ 割 引           

日帰り入浴料 ２００円引き 

三重県 

津市 

 

くもづﾎﾃﾙ＆コンファレンス 

℡：059-234-3030 

金宿泊料金（ﾂｲﾝ 1,000 円、ｼﾝ

ｸﾞﾙ 630円引）会議室 15%割引 

和歌山県 

勝浦町 

 

かつうら御苑 

℡：0735-52-0333 

宿泊料   10％割引 

和歌山県 

東牟婁郡

 

花いろどりの宿 花游 

℡：0735-59-3060 

宿泊料   10％割引 

三重県 

三重郡

10名以内 

国民宿舎湯の山ロッジ 

℡：059-392-3155 

会員優待料金 

和歌山県 

和歌山市

 

和歌山加太温泉 加太海月 

℡：073-459-0015 

会員優待料金 

大阪府 

大阪市

 

ホテルニューオータニ大阪 

℡：06-6941-1111 

会員優待料金 

京都府 

京都市

 

らんざん 

℡：052-582-4890 

宿泊の 1,050円引 

福井県 

小浜市

4名以内 

サンホテル やまね 

℡：0770-52-1450 

宿泊料金 15％割引  

新潟県 

新潟市

 

カントリーホテル新潟 

℡：025-229-3300 

ｼﾝｸﾞﾙ 1,800円引 

静岡県 

伊東市

 

伊東ホテル聚楽 

℡：0557-37-3161 

宿泊料金  10％割引  

特別期間除く 

静岡県 

牧之原市

５名以内 

静波ﾘｿﾞｰﾄﾎﾃﾙｽｳｨﾝｸﾞﾋﾞｰﾁ 

℡：0548-22-1717 

特別割引料金（除外日あり） 

静岡県 

森町 

 

三鞍の山荘 

℡：0538-86-0225 

５％割引 

静岡県 

伊豆の国市

 

公共の宿 おおとり荘 

℡：055-948-1095 

指定割引料金  特別期間除く 

静岡県 

掛川市

 

掛川グランドホテル 

℡：0537-23-3333 

宿泊・宴会・レストラン利用５～   

10％割引（除外日等あり） 

静岡県 

川根本町

 

奥大井観光ホテル翆紅苑 

℡：0547-59-3100 

宿泊料金（１泊２食）10％割引 

静岡県 

川根本町

 

湯宿 飛龍の宿 

℡：0547-59-3110 

宿泊料金（１泊２食）10％割引 

除外日あり 

静岡県 

川根本町

 

光山荘 

℡：0547-59-2302 

宿泊料金（１泊２食）10％割引 

静岡県 

川根本町

 

寸又峡温泉朝日山荘 

℡：0547-59-2306 

宿泊料金（１泊２食）10％割引 

静岡県 

浜松市

 

ｵｰｸﾗｱｸﾄｼﾃｨﾎﾃﾙ浜松 

℡：053-459-0110 

宿泊 10％割引  

静岡県 

浜松市

 

ホテルコンコルド浜松 

℡：053-457-1111 

宿泊 10％割引 婚礼特典あり 

レストラン５％割引   

静岡県 

浜松市

５名以内 

グランドホテル浜松 

℡：053-452-2112 

宿泊２0％割引 婚礼特典あり 

レストラン１０％割引   

静岡県 

浜松市

 

国民宿舎奥浜名湖 

℡：053-522-1115 

宿泊料金 500円引 除外日あり 

静岡県 

浜松市

 

ホテルクランウンパレス浜松 

℡：053-452-5111 

宿泊２０～３0％割引 婚礼料

理＆飲料・レストラン１０％割引  

除外日あり 

長野県 

木曽郡

 

ペンション京こじま 

℡：0264-44-2780 

宿泊料 10%割引（夕朝食付）+

夕食時１ドリンクサービス（１名づ

つ） 企画商品を除く  

長野県 

茅野市

 

白樺ﾘｿﾞｰﾄ池の平ﾎﾃﾙｸﾞﾙｰﾌﾟ 

℡：0120-68-5755 

会員料金 

長野県 

王滝村

 

名古屋市民おんたけ休暇村 

℡：0264-488-2111 

セントラルロッジ（１泊２食相当

額）、キャンプ場（備品貸出料

金・野外施設利用料金等の総

額）から利用料金 5％割引 

長野県 

阿智村

 

おとぎ亭 光風 

℡：0265-43-3211 

宿泊料１4,000円（税別）の 20%

割引(子供対象外)   

休前日・特別日除く 

長野県 

阿智村

 

ﾘﾌﾚｯｼｭ inひるがみの森 

℡：0265-43-4321 

宿泊料 10%割引 宴会料金 5%

割引（企画商品除く） 

日帰り入浴料１００円割引 
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長野県 

阿智村

 

昼神ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾎﾃﾙ天心 

℡：0265-43-3434 

宿泊料金 10%割引（特別料金

除く）ネット・旅行会社経由除く 

長野県 

阿智村

 

富士見台山小屋 萬岳荘 

℡：0265-43-2311 

宿泊料金   500円引 

長野県 

阿智村

５名以内 

日長庵 桂月 

℡：0265-43-3500 

宿泊料（１泊２食）5%割引   

休前日・特別日除く 

長野県 

阿智村

 

野熊の庄 月川 

℡：0265-44-2321 

宿泊料 10%割引 宴会料金 5%

割引（企画プラン除く） 

カード払い不可 

長野県 

立科町

 

ペンション ラクウーン 

℡：0267-55-6606 

宿泊料 10%割引  

長野県 

原村 

 

ペンション コスモス 

℡：0266-74-2508 

宿泊料 5%割引  

長野県 

東筑摩郡

 

高原の宿ｽｶｲﾗﾝﾄﾞきよみず 

℡：0263-98-2300 

宿泊料１泊２食 10％割引 

長野県 

大町市

 

ﾎﾃﾙﾌﾞﾙｰﾚｲｸ&ﾘｿﾞｰﾄ 

℡：0261-23-1111 

通常宿泊料 １０％割引 

長野県 

駒ヶ根市

 

駒ヶ根ふるさとの家 

℡：0265-82-8391 

宿泊基本料金（１泊２食） 

大人 800 円引、小中生 500 円

引、未就学児 300円引 

長野県 

飯田市

５名以内 

よし乃亭 

℡：0265-29-8130 

宿泊料金 10％割引、   

 

長野県 

飯山市

 

斑尾エルムペンション 

℡：0269-64-3505 

会員料金 

長野県 

立科町

 

ﾍﾟﾝｼｮﾝﾗ･ﾌｫﾝﾃｰﾇ･ｱﾙｼﾞｬﾝﾃ 

℡：0267-55-6136 

宿泊料 10%割引  

山梨県 

笛吹市

10名まで 

ホテル平安 

℡：055-263-5811 

平日プラン１泊２食 1,000円引 

日帰入浴 500 円引 昼食+入

浴プラン 1,000円引 

    

 

 

 

所在地 施設名・割引内容 所在地 施設名・割引内容 所在地 施設名・割引内容 

岐阜県 

中津川市

 

クアリゾート湯舟沢 

℡：0573-69-5000 

お風呂のみ大人 200円引  

小人 100円引 

岐阜県 

下呂市

 

美輝の郷スパー美輝 

℡：0576-47-2641 

大人 200円、小人 100円引 

入浴券付食事ﾒﾆｭｰ２００円引 

岐阜県 

下呂市  

巖立峡 ひめしゃがの湯 

℡：0576-62-3434 

入浴料 大人 100円引 

岐阜県 

岐阜市

7名まで 

東洋健康ランド 

℡：058-275-0026 

入館料 大人 300円引 

岐阜県 

揖斐川町

4名まで 

かすがモリモリ村ﾘﾌﾚｯｼｭ館 

℡：0585-58-0001 

入浴料 10%割引 

岐阜県 

揖斐川町

５名まで 

天然温泉湯本 湯華の郷 

℡：0585-45-3804 

入浴料 大人 100円引 

岐阜県 

本巣市

４名以内 

うすずみ温泉四季彩館 

℡：0581-38-3678 

日帰り入浴料 大人 100円引 

岐阜県 

恵那市

５名まで 

くしはら温泉ささゆりの湯 

℡：0573-52-3131 

入館料 100円引 

岐阜県 

養老町 

5名まで 

養老温泉ゆせんの里ホテルなでしこ 

℡：0584-34-1313 

本館入浴料・温熱療法館入館料（大人）

１０％割引宿泊料（１泊２食） １０％割引 

三重県 

伊賀市 

５名まで 

ﾋﾙﾎﾃﾙｻﾝﾋﾟｱ伊賀天然温泉 

「芭蕉の湯」 

℡：0595-24-7035 

温泉大人 1５0円引 

小人７0円引 ｼﾙﾊﾞｰ 130円引 

三重県 

伊賀市 

５名まで 

伊賀の国 大山田温泉さるびの 

℡：0595-48-0268 

温泉大人 160円引 

小人80円引 ｼﾙﾊﾞｰ130円引 

三重県 

伊賀市 

 

やぶっちゃの湯 

℡：0595-59-3939 

入浴料大人 160円引 

小人 80円引  

長野県 

木曽町

 

二本木の湯 

℡：0264-27-6150 

入浴料 大人 70円引、小人 60

円引 

長野県 

売木村

 

うるぎ温泉 こまどりの湯 

℡：0260-28-2334 

入浴料 100円引 

長野県 

南木曽町

 

ホテル 富貴の森 

℡：0264-58-2288 

温泉入浴 大人２00円 

小人１00円引 

長野県 

大桑村

4名まで 

フォレスパ木曽 あてら荘 

℡：0264-55-4455 

入浴料 50円引 

    

 

所在地 施設名・割引内容 所在地 施設名・割引内容 所在地 施設名・割引内容 

愛知県 

幡豆町

５名まで 

東幡豆の潮干狩り 

℡：0563-62-2068 

料金 大人 200円引  

子ども 100円引 

岐阜県 

高山市

10人まで 

飛騨大鍾乳洞＆大橋コレクション 

℡：0577-79-2211 

入館料金大人・小人 ２００円引  

岐阜県 

恵那市

10人まで 

恵那峡遊覧船 

℡：0573-25-4800 

乗船料    10％割引 

岐阜県 

関ヶ原町

 

関ヶ原鍾乳洞 

℡：0584-43-0092 

入洞料  大人 100円引 

岐阜県 

養老町

4名まで 

養老ランド 

℡：0584-32-3456 

入園料 100円引 

岐阜県 

東白川村

 

こもれびの里 

℡：0574-78-3222 

レストラン味彩利用料金 5%割引   

各種体験 5%割引 

岐阜県 

郡上市

５名まで 

牧歌の里 

℡：0575-73-2888 

入園料 １００円引（冬季間除

外） 

岐阜県 

郡上市

 

ダイナランドゆり園 

℡：0575-72-6636 

入園券 大人２００円引、子ども５０円引 

三重県 

度会郡

５名まで 

海上釣堀、錦フィッシング 

℡：080-8261-3292 

釣り筏、釣り掘（ﾌｧﾐﾘｰ筏）５００円引  

要予約 

三重県 

伊勢市

５名まで 

伊勢シーパラダイス 

℡：0596-42-1760 

入場料金    １0％割引 

三重県 

志摩市

５人まで 

志摩マリンランド 

℡：0599-43-1225 

入場料金    20％割引 

三重県 

伊賀市

４人まで 

伊賀の里ﾓｸﾓｸ手づくりﾌｧｰﾑ 

℡：0595-43-1489 

入園料  100円引 
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三重県 

紀北町

５名まで 

釣り掘りｾﾝﾀｰ正徳丸 
℡：090-2772-3600 

料金 中学以上 1,000 円、女

性・子ども 500円引 要予約 

三重県 

菰野町 

5人まで 

御在所ロープウェイ 

℡：059-392-2261 

一般往復料金  大人 210 円、４

歳以上 100円引 

三重県 

名張市

 

青蓮寺湖観光村ぶどう狩り、い

ちご狩り 

℡：0595-63-7000 

入園料金   ５０円引 

三重県 

鳥羽市

５名まで 

ミキモト真珠島 

℡：0599-25-2028 

入場料 大 人,400円引 

   小中生 200円引 

三重県 

鳥羽市

５名まで 

志摩マリンレジャー 

℡：0599-25-3147 
鳥羽湾めぐり観光船 イルカ島観覧料 鳥羽湾+ｲ

ﾙｶ島ｾｯﾄ 賢島ｴｽﾊﾟｰﾆｬｸﾙｰｽﾞ 

会員優待料金 

滋賀県 

大津市

５名まで 

定期遊覧船 

℡：0120-077-572 

リ バークルーズ乗船料大人

1,150円、 小人 600円で提供 

三重県 

鳥羽市

５名まで 

千賀ﾌｨｯｼﾝｸﾞﾊﾟｰｸ 

℡：0599-33-6073 

釣堀、海上バーベキュー会員料

金 

静岡県 

森町 

４人まで 

アクティ森 

℡：0538-85-0115 

陶芸・草木染め・和紙等 10%割引 

パターゴルフ 10%割引 

静岡県

浜松市 

 

浜北森林アスレチック 

℡：053-582-2211 

大人 100円小人 50円引 

静岡県 

沼津市

 

伊豆・三津シーパラダイス 

℡：055-943-2331 

入園料大人 400円引 

小人 200円引 

静岡県 

河津町

 

伊豆アンディランド 

ゾウガメ牧場 

℡：0558-34-0003 

入園料大人 160円引  

小人 110円引 幼児 50円引 

静岡県 

長泉町

 

富士竹類植物園 

℡：055-987-5498 

入園料大人 50円引 

高校生以下無料 

静岡県 

牧之原市

 

相良サンビーチ「海の家」むぎ

わらぼうしビーチガーデン 

℡：0548-52-0151 

大人 300円引 小人 200円引 

静岡県 

牧之原市

 

静波海水浴場海の家「松風荘」

「かもめ」「静波館」「0014」 

℡：0548-22-5600 

大人 300円引 小人 200円引 

静岡県 

伊豆市

 

自転車の国ｻｲｸﾙｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ 

℡：0558-79-0001 

入場券 200円引  

とくとくパス 300円引 

静岡県 

伊豆市

 

修善寺虹の郷 

℡：0558-72-7111 

入園料大人 100円引  

小人 50円引 

静岡県 

東伊豆町

 

伊豆アニマルキングダム 

℡：0557-95-3535 

入園料 30％割引 

静岡県 

西伊豆

町  

らんの里堂ヶ島 

℡：0558-52-2345 

入園料大人 200円引  

中学生 100円引  

小学生以下無料 

静岡県 

下田市

 

(株)伊豆クルーズ 

℡：0558-22-1151 

通常乗船料金 10％割引 

静岡県 

下田市

 

下田ロープウェイ 

℡：0558-22-1211 

乗車料金 10％割引 

長野県 

塩尻市

５名まで 

信州塩尻農業公園ﾁﾛﾙの森 

℡：0263-51-8100 

入園料 大人４００円、小人３００円引 

長野県 

大桑村

４名まで 

フォレスパ木曽 あてら荘 

℡：0264-55-4455 

ﾊﾞｰﾍ ﾞｷｭｰ１人前 10％割引  

温泉、グラウンドｺﾞﾙﾌ、テニス、

等施設の割引 

長野県 

平谷村

 

平谷湖フィッシングスポット 

℡：0265-48-1127 

１日券２00円引 

 

長野県 

駒ケ根市

 

駒ケ岳ロープウェイ 

℡：0265-83-3107 

乗合料金 往復   10%割引 

長野県 

阿智村

５名まで 

冶部坂高原つり堀 

℡：0265-47-1111 

釣り堀入場料（竿代）無料 

長野県 

飯田市

 

今田平いちご狩園 

℡：0265-27-5020 

入園料 100円引 

長野県 

飯田市

 

南信州観光公社 

℡：0265-28-1747 

アウトドア体験教室等 10%割引

（ツアー商品除く） 

長野県 

飯田市

 

天竜ライン下り 

℡：0265-27-2247 

ライン下り大人 300円 

小人 150円引 

福井県 

美浜町

５名まで 

ひるが海上釣堀 

℡：0770-32-1146 

釣り掘入園料１０％割引 要予約 

  

 

 

 

所在地 施設名・割引内容 所在地 施設名・割引内容 所在地 施設名・割引内容 

岐阜県 

八百津町

 

岐阜ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞｺﾞﾙﾌｸﾗﾌﾞ 
℡：052-961-7735 

平日セルフ 200円引 食事付 

土日祝セルフ 1,000円引 

（特別営業期間除く） 

三重県 

津市 

 

ココパリゾートクラブ 

℡：059-262-4141 

会員優待料金 

三重県

 

近鉄ｺﾞﾙﾌ＆ﾘｿﾞｰﾄ、賢島ｶﾝツリ

ーｸﾗﾌﾞ、浜島ｶﾝツリーｸﾗﾌﾞ 

桔梗が丘ｺﾞﾙﾌｺｰｽ 、 

伊賀ｺﾞﾙﾌｺｰｽ   

℡：06-6212-8202 会員料金 

三重県 

津市 

 

一志ゴルフ倶楽部 

℡：059-293-6920 

会員優待料金で利用 

三重県 

津市 

 

一志温泉ゴルフ場 

℡：059-295-2111 

会員優待料金 

三重県 

津市 

 

名松・ゴルフクラブ 

℡：059-294-7241 

平日セルフ 500円引  

土日祝セルフ 1,000円引 

長野県 

川上村

 

ｼｬﾄﾚｰｾﾞｽﾘｰｷｿﾞｰﾄ八ヶ岳 

℡：0267-91-1001 

通常価格 1,000円引 

    

 

 

所在地 施設名・割引内容 所在地 施設名・割引内容 所在地 施設名・割引内容 

愛知県 

岡崎市

 

岡崎城 

℡：0564-22-2122 

三河武士のやかた家康館 

℡：0564-24-2204 

入館料  会員料金 

愛知県 

名古屋市

4人まで 

名古屋ボストン美術館 

℡：052-684-0101 

入館料 200 円引(他の割引との

併用不可) 

岐阜県 

中津川市

 

ストーンミュージアム博石館 

℡：0573-45-2110 

博石館入館料の 20%割引 博石館＋

宝石探し探検大人、小人 300円引、 

幼児 100円引 
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岐阜県 

各務原市

５人まで 

かがみがはら航空宇宙科学博

物館 

℡：0583-86-8500 

入館料   100円引 

岐阜県 

恵那市

 

中山道広重美術館 

℡：0573-20-0522 

観覧料   20%割引(団体料金) 

岐阜県 

恵那市

 

日本大正村 

℡：0573-54-3944 

入館料(３館共通)の 20%割引 

岐阜県 

郡上市 

 

日本土鈴館 

℡：0575-82-5090 

入館料  20%割引 

岐阜県 

高山市

４人まで 

飛騨高山美術館 

℡：0577-35-3535 

入館料  200円引 

岐阜県 

高山市 

５人まで 

飛騨高山テディベア 

エコビレッジ 

℡：0577-37-2525 

入館料 100円引 

三重県 

松阪市

 

本居宣長記念館 

℡：0598-21-0312 

入館料 100円引 

三重県 

松阪市

 

松坂市文化財ｾﾝﾀｰはにわ館 

℡：0598-26-7330 

常設展一般  20円引 

三重県 

松阪市 

 

松浦武四郎記念館 

℡：0598-56-6847 

入館料 100円引 

三重県 

松阪市

 

松坂市立歴史民俗資料館  

℡：0598-23-238 入館料２０円引 

松坂商人の館  

℡：0598-21-4331入館料 大

人 40円、小～高校生 20円引 

三重県 

伊勢市

５人まで 

神宮の博物館 

徴古館・農業館・美術館 

℡：0596-22-1700 

大人のみ  団体価格 

静岡県 

伊東市

 

池田２０世紀美術館 

℡：0557-45-2211 

入館料 一般料金１割引 

静岡県 

伊東市 

 

伊豆テディベアミュージアム 

℡：0557-54-5001 

入館料 200円引 

神奈川県 

箱根町

 

ポーラ美術館 

℡：0460-84-2111 

入館料 大人・高大生 200円引 

小中生 100円引 

神奈川県 

箱根町

５人まで 

箱根ラリック美術館 

℡：0460-84-2255 

入館料 200円引 

神奈川県 

箱根町

 

箱根ガラスの森 

℡：0460-86-3111 

入館料 100円引 

長野県 

諏訪郡

 

日本電産ｻﾝｷｮｰｵﾙｺﾞｰﾙ記念館

すわのね 

℡：0266-26-7300 

入館料大人１00円 

小中生 50円引 

  

 

所在地 施設名・割引内容 所在地 施設名・割引内容 所在地 施設名・割引内容 

愛知県 

岡崎市

 

紅茶厨房マリアージュ内 

スタジオリリカ 

℡：0564-58-3365 

紅茶シフォンケーキと恵の森のタ

ルト 5％割引 

岐阜県 

恵那市

 

おんさい工房 

℡：0573-54-3983 

全商品  5％割引 

岐阜県 

恵那市

4人まで 

山岡駅かんてんかん 

℡：0573-56-3140 

全商品５％割引 

岐阜県 

中津川市

 

栗くり工房・出前講座 

℡：0573-69-3003 

10%割引  要予約 

岐阜県 

中津川市

 

七ツ平高原市 

℡：0573-67-9488 

オーガニック野菜セット 10%割引   

三重県 

津市 

 

松阪ハム 

℡：059-236-1186 

カタログ商品表示価格より 33％

割引 送料込み ギフトカタログの発

送 

三重県 

鈴鹿市

 

海産物問屋まるかつ 

℡：0120-813-831 

３，０００円以上お買い上げでし

そひじきプレゼント 

三重県 

志摩市

 

ホテル志摩スペイン村 

℡：0599-57-3511 

婚礼「アモール」「フェリス」基本料

金 5％割引 特典付き 

三重県

 

三重平安閣グループ 

宴会・各種パーティー料理・飲料

の１０％割引 

三重県 

志摩市 

５人まで 

ホテル近鉄アクアヴィラ伊勢志摩 

℡：0599-73-0001 

アクアパレス 中学生以上 300

円  ３歳～小学 100 円割引                   

「ともやまの湯」は別途入湯税が

かかります（150円） 

三重県 

鳥羽市

５人まで 

伊勢湾フェリー 

現金払いのみ対象 

一般旅客運賃大人１５０円割引、

小人８０円割引 

三重県 

鳥羽市

 

伊勢志摩みやげｾﾝﾀｰ王将鳥羽

店・道の駅店・伊勢店 

℡：0599-26-3100  

0559-56-2500 

0596-63-5800  

海産物土産 10％割引 

東海４県のケンタッキーフライドチキンのお店（９９店舗）が会員証提示でお得にご利用いただけます！ 
「ケンタッキーフライドチキン商品を購入された会員様にソフトドリンク（Ｓ）またはポテト（Ｓ）プレゼント」（１回につき最大３名様分まで） 

※ 下記以外のお店で商品を購入されても、特典はありません。 

静岡 愛知 三重 

リコー通り店 富士店 刈谷店 東刈谷店 植田焼山店 金城店 ｲｵﾝﾓｰﾙ東員店 名張店 

佐鳴台店 焼津店 豊田元町店 豊田美里店 守山大森店 竹越店 イオン桑名店 四日市店 

御殿場店 榛原店 岡崎北店 竜美ヶ丘店 檀渓通店 和合店 ｱﾋﾟﾀ四日市店 ｲｵﾝﾓｰﾙ四日市北店 

清水ｲﾝﾀｰ店 ｲｵﾝﾓｰﾙ富士宮店 ｱﾋﾟﾀ岡崎北店 ｱｲﾓｰﾙ三好店 野並店 東海荒尾店 湯の山街道店 鈴鹿中央通り店 

富士吉田店（山梨） 富士宮ﾊﾞｲﾊﾟｽ店 安城店 西尾店 東海店 西春店 河芸店 伊勢上地店 

磐田店 藤枝店 蒲郡店 半田店 ｱﾋﾟﾀ長久手店 藤ヶ丘店 イオン津店 津南郊店 

函南店 浜松有玉店 豊橋東店 碧南店 江南店 小牧店 アドバンスモール松阪店 

三島北店 アピタ掛川店 豊川店 豊明店 春日井店 瀬戸店 岐阜 

アピタ大仁店 伊東ＳＣﾃﾞｭｵ店 豊川八幡店 南陽通り店 甚目寺店 一宮店 岐阜店 芥見店 

ｲｵﾝ浜松西ＳＣ店 静岡店 中村公園店  尾西店 蟹江店 マーサ 21店 岐南店 

草薙店 浜松幸店 ギャラリアアピタ知立店 ｱﾋﾟﾀ阿久比店 太平通り店 大垣北店 大垣店 

イオンタウン富士南店 イオンモール大高店 ＪＲＡ中京競馬店 美濃加茂店 各務原店 

イオンモール浜松市野店 ヒルズウォーク徳重店 イオンモール熱田店 中津川店 土岐店 

しずてつストア掛川店 
 

ｲｵﾝﾓｰﾙﾅｺﾞﾔﾄﾞｰﾑ前店 多治見店 

静岡ＳＢＳ通り店 
 

  ｲﾄｰﾖｰｶﾄﾞｰ柳津店 

イトーヨーカドー浜松宮竹店 
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    その他の事業 

折込広告・ニュース掲載広告 

毎月発行のワークフレンドニュースに折込広告や、広告記事を掲載できます。 
会員の皆さんもぜひイベントや、おすすめ商品の宣伝をしませんか？ 

過去に同封された事業所の皆さんからは大変好評をいただいております。  （平成２９年４月１日～基準） 

１．折込広告料 
区 分 １セットに対しての単価 納入サイズ 

会 員 ３，０００円 Ａ４換算１枚～４枚 

６，０００円 Ａ４換算５枚～８枚 

非
会

員 ６，０００円 Ａ４換算１枚～４枚 

９，０００円 Ａ４換算５枚～８枚 

１セットの枚数が８枚を超えるものは要相談 

１、複数枚の場合は、容易に散逸しないよう一束に綴じることとする。

綴じない場合は、１枚あたり１セットに対しての単価になる。 

２、広告物の納入規格はＡ４以下とする。ただし、Ａ４を超える広告物

は依頼者が二つ折等によりＡ４以下のサイズで事務局へ納入する

ことができる。 

３、依頼者は希望月の前々月末までに事務局で内容確認を受ける。 

４、部数は、必要枚数を用意し、配布希望月の前月２０日までに事

務局に届ける。（Ｈ２８年度は１，０００枚必要） 

２．掲載広告料（Ａ４） 
区 分 全面 １／２面 １／４面 １／８面 

会 員 8,000円 4,000円 2,000円 1,000円 

非会員 12,000 円 6,000円 3,000円 1,500円 

① 依頼者は希望する月の前々月２０日までに事

務局で掲載の承認を受け、前月５日までに原

稿を提出すること。 

３．その他 

① 広告料は、別途発行する請求書のとおり納期ま

でに納めること。 

② 豊田市等、公共性が高いと認められるものは、

減免することができる。 

③ 必要部数等は変更になる場合があります。 

④ この基準に定めのないものについては別途協議

する。 

  ワークフレンドとよたのホームページ 

メール登録（事業所単位）して下さい。担当者のメールでも OKです。 
「ワークフレンドとよた」ホームページから ⇒「お問合せ」⇒「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。 
◇当否連絡、チケットの発送連絡、再募集情報、緊急な情報等をメールにて連絡していきます。 

※ＦＡＸでの連絡は基本的に無くなりますので、ＦＡＸで当否連絡の必要な事業所はご遠慮ください。 

紙が減リ、緊急な情報も得られるからとっても便利！！ 

ホームページを見よう！  会員番号とは 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★ニュースの申込みや、利用券も直接申込みでき便利

です。 
 

 

 

 

スマートフォンＱＲコード 

会員証の００１２３－０００４ 
 

事業所№   会員個人№  

会員番号とは、事業所番号と個人番号 

両方の意味です。 

00１２３－000４ と記入ください。 
申込みする場合は会員証を確認の上入力お願します。 

 
 

アイコンを貼り付けよう！ 

スマートホンにアイコンを貼り付けると便利です。 
ワークフレンドとよたホームページのホーム画面 

⇒ホーム画面に追加⇒追加 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

個人でホームページから申込みできます。 

ホームページを見てくださいね。とっても便利です。 

ニュースの申込み

ができます。 
毎月のおすすめ情

報を掲載中！ 

利用券の申込

みができます。 

紙で欲しい方は、

申込用紙が出せ

ます。 

システムを利用して申込みされた場

合は、必ず返信があるので安心！ 

ない場合は、受信できるよう携帯や

パソコンの設定をしてください。 
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全福ネット会員サービス 
 

 ワークフレンドとよたは、全国組織である全福ネット（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・略称「全福センター」）に加入していますので、全国の各種施設の利用も可能です。 

◆全福センターホームページにアクセス 
   （宿泊情報、レジャー施設、生活サポート、全福市場があります。） 

   ログイン 会員専用 ID  

 ID：tk パスワード：zenpuku  
 

会員限定のお得な特典が満載！ 

◆例えば・・・・・ 

■全国にある「かんぽの宿」が１泊２食プランの場合５００円割引！ 

■有名メーカーのドリンクなどが、最大半額以下で購入できる 

「社販マーケット」 

■レンタカーが一般料金より２０％～最大５５％割引で利用できる 

「ニッポンレンタカー」！                     などなど 

ジック Zシステムの使用案内 
 

 会員は、イベント案内や、教室の空き情報、○○狩りの予約などをジック Z システムを利用することに

より、手軽にネットを通して、募集することができます。 

システムを利用したい、会員の方は、ワークフレンドとよた事務局まで、連絡ください。 

 

 
 

 

 

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。（ただし、利用券の申込みは無料で事業所へ郵送します） 
 

ハートフルセンター会員サービス 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ジック Z システムの使用料は、無料です。  

無料イベントや有料イベントでも決済をしない場合は無料です。 

決済が必要な場合のみ、１件３００円のチケット販売手数料がかかります。 
 


