
公益財団法人
名古屋市中小企業共済会

☎〈052〉735-2131
FAX〈052〉735-2134 令和４年

福利厚生ニュースの表紙写真を募集しています！詳しくはP6をご覧ください。

9月号
 No.308

1セット　3,000円
　　　　（市場参考価格5,460円）

購入申込書（共済会ウェブサイトから
ダウンロード可）に必要事項を記入の
うえ、FAXまたは郵送にて共済会へお
申込みください。お申込みから約3週
間でご指定の住所（事業所・自宅等）に
お届けします。代金はP3を参照のうえ
共済会へお振込みください。

10月21日（金）

災害に見舞われると、飲み水以外の水を確保することが困難な状況になります。
水のない生活を余儀なくされ不衛生となり、お風呂に入れないことは大変苦痛を
伴います。そこでこのたび、水がなくても使えるシャンプー、はみがき、ボディタオ
ルを1セットにした商品をご案内します。

申込方法

申込締切日

共済会料金水のいらない泡なしシャンプーウェット手袋 ・・・・・・・・・・・・・・・ 2枚入×3袋
・水やタオルを使用せず頭髪の汚れをふき取る不織布手袋
・電子レンジやタオルウォーマーで温められます。
指サック型はみがきシート ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10枚入×2袋
・水のない環境でも口の中を清潔にする歯磨きウェットシート
・固定できる『指サック』型で使いやすく誤嚥性肺炎対策にも
長期保存用ボディタオル ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10本
・ノンアルコールで保湿剤の効果と湿潤さをキープする特殊なバリ
アフィルムに入っているので、製造日より5年間湿った状態を保ち
ます。

セット内容

2枚入×3袋10枚入×2袋

10本

<１セットの内容>

災害対策用品あっせん

水のいらない快適防災セット水のいらない快適防災セット水のいらない快適防災セット

〈最新情報更新中〉共済会ウェブサイト　https://www.nagoya-kyosai.jp/　　　　　　　　　　　　検索名古屋市共済会

共済会
申込
共済会
申込

後日
発送

『秋桜に誘われて』（愛知牧場)
撮影者：ささ



Ｑ２　チケットや割引券などの利用は「会員本人と登録の同居
親族」に限られていることはご存じでしたか？

（ 知っていた ・ 知らなかった ）

Ｑ３　福利厚生ニュースについて
見やすさ（ 見やすい ・ 普通 ・ 見づらい ）
ページ数（ 　多い 　・ 普通 ・  少ない  ）
情報量　（ 　多い 　・ 普通 ・  少ない  ）
　感想や改善点があればご記入ください

Ｑ４　共済会ウェブサイトの閲覧頻度について
（ 2ヵ月に1回以上・2ヵ月に1回未満・見たことがない ）
　共済会のウェブサイトに対しての感想やご意見があればご記入ください

Ｑ５　共済会ウェブサイトからチケットを注文したことがあり
ますか？

（ ある　・　ない　・　知らなかった ）

Ｑ６　共済会職員の電話応対の印象について
（ 大変良い ・ 良い ・ 普通 ・ やや悪い ・ 悪い ・わからない )
　具体的な感想やご意見があればご記入ください

Ｑ７　共済会へ加入していることに、あなたは満足していますか？
（ とても満足　・満足　・　やや満足　・　やや不満　・　不満　・とても不満 )
　具体的な感想やご意見があればご記入ください

Ｑ８　その他共済会への要望やご意見等がございましたらご記
入下さい。

Ｑ１　共済会の事業について
　(1)～(3)の設問については、下の枠内から回答を最大3つま
で選び、番号を記入してください。利用したことがない、また
は該当するものがない場合は「ない」に○をつけてください。

(1）直近1年間で利用して良かったものはなんですか？
　　（　　　　　,　　　　　,　　　　　,　ない　）
(2）今後、種類や補助額を今以上に充実させてほしいもの

は何ですか？ 
　　（　　　　　,　　　　　,　　　　　,　ない　）
(3）今後、事業内容の見直しをする際、縮小や廃止の対象

としてもよいと思うものは何ですか？
　　（　　　　　,　　　　　,　　　　　,　ない　）
(4）新規事業として大ナゴヤツアーズの企画を7月から実施

していますが、記事をご覧になりましたか？
　　（　見た　・　見ていない　）

①慶弔給付金　②プラネタリウム観賞会　③文化教養講座受講料補助　
④ゴルフ練習場利用補助　⑤宿泊補助　⑥映画鑑賞券　⑦コンサート・観劇　
⑧プロ野球　⑨その他スポーツ観戦　⑩博物館・美術館等　⑪温浴施設　
⑫スポーツ施設　⑬動物園・水族館　⑭遊園地・テーマパーク　⑮プール　
⑯果物狩り　⑰その他レジャー施設　
⑱プレゼント企画（プレモカード、感染予防グッズ）　⑲マナカチャージ券　
⑳図書カード　㉑ジェフグルメカード　㉒ホテル食事券　
㉓その他商品券（サーティワン、ＫＦＣ、コメカ等）　㉔家庭用常備薬あっせん　
㉕インフルエンザ予防接種補助　㉖人間ドック補助　
㉗商品あっせん（カレー、ラーメン、ハム等）　㉘ローチケbiz＋　㉙その他

FAX：共済会（052-735-2134）へ送信
WEB：共済会ウェブサイトまたは
　　　 QRコードからアンケート
　　　 フォームへアクセスして回答
　　　 ※郵送でも受付できます

アンケートにご協力ください！

抽選で100名様に
クオカード（1,000円分）を

プレゼント！！

回答期限：11月30日（水）

（会員番号）

－　　　－

（事業所名） （会員氏名）

【回答される方について、該当するものに○をつけてください】

　年齢（10代　20代　30代　40代　50代　60代　70代以上）

　性別（　男　・　女　）

　同居親族（　有　・　無　）

その他、実施して欲しい事業や割引などがあればご記入ください

ご協力ありがとうございました！

FAXまたはWEBにてご回答ください

プレゼントの抽選に参加を希望する方は下枠もご記入ください。記入がない場合は抽選の対象外となります。当選者の発表は、
クオカードの発送をもってかえさせていただきます。なお、ご回答いただきました個人情報は、アンケートの分析及びクオカード
の発送にのみ利用し、適切に管理いたします。

アンケートフォーム
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チケット・補助券等のお申し込みは
申込方法 振込先

三菱UFJ銀行 栄町支店
　普通　0745297　
　ｻﾞｲ）ﾅｺﾞﾔｼﾁｭｳｼｮｳｷｷﾞｮｳｷｮｳｻｲｶｲ
郵便局（ゆうちょ銀行）
　00870－0－64613　
　（公財）名古屋市中小企業共済会

専用の振込用紙はありませんので、共済会料
金を下記振込先へ直接お支払いください。
なお、振込手数料はご負担ください。●電話 052－735－2131

　　　　  （平日8：45～17：15受付）
●ＦＡＸ 052－735－2134
　　　　      　 （24時間受付）

●WEB https://ticket.nagoya-kyosai.jp
                          （24時間受付　一部チケット限定）

○入場券の座席指定及び予約後のキャンセルはできません。
○チケット・補助券は会社へのお届けとなります。

事業参加申込書（共済会ウェブサイトからダウン
ロード可）に必要事項を記入のうえ、FAXまたは郵
送にて共済会へお申込みください。お申込み後に
予約の可否をご連絡いたします。
※大ナゴヤツアーズに直接申し込んだ場合、共済
会料金は適用されません。

名古屋や東海エリアのまちの魅力を「体験」や「学び」などを通して、楽しめる体験プログラムツアーです。個性的で愛情あふれるその道の
プロのガイドさんがご案内してくれますので、ここでしか出来ない体験ができ、さらにツアー終了後は、大名古屋ツアーズからツアー写真の
メールが届きます。 

申込方法

ツアー終了後にモニターレポート（所定の様式）を提出いただいた方に
は、2,000円分のQUOカードを進呈します。（1会員につき1枚）

自然豊かな郡上八幡の裏山で、本物のくくり罠を仕掛けてみたり、
エアソフトガンによる射撃体験をしたりと、動物を捕るのに必要なス
キルを体験した後は、この日のために捕獲し
た鹿を参加者ご自身で解体。最後は鹿の肉を
始めとしたジビエBBQをお楽しみください。

寒い冬には食べたくなる名古屋のソウルフー
ド“味噌煮込みうどん”。職人直伝のうどん粉と
水のみで仕上げる麺づくり。自分の手で打っ
た親子味噌煮込みうどんを食べる体験をしま
しょう。

三種の神器の一つ草薙神剱はなぜ熱田神宮にあるのか。悲運の皇
子日本武尊と尾張氏の娘宮簀媛命とのロマンスと、遺品の神剱が
熱田神宮創建につながった！？古事記や日本書紀の世界を学びつ
つ、知らなかった熱田神宮を参詣しましょう。

2020年の東山動植物園人気動物ベスト10
に選ばれたコアラ、キリン、ゾウ、ライオン、ゴ
リラなどをじっくり巡ります。元園長だからわ
かる動物たちの飼育や自然界での生態など
を学ぶ大人の東山動植物園ツアーです！

モニター参加について

対象ツアー

・お申込み後のキャンセルおよび人数の変更、返金はいたしかねます。
・付き添いによる無料の参加はできません。（未就学児は参加費不要）
・共済会の貸切ツアーではないため、一般の方も参加されます。

開催日の2週間前　
※定員に達した場合は早期に締切ります。

申込締切日

その他

共済会
申込
共済会
申込

ツアー詳細

ツアー詳細

ツアー詳細

ツアー詳細
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10月1日（土）12:30～19:00　
10名程度　
郡上八幡リバー・ウッドオートキャンプ場
（郡上市八幡町市島2426）【駐車場有】　
会員・同居家族　　　10,000円
同伴者（一般料金）　12,000円　
鹿解体体験、疑似狩猟体験、ジビエBBQ付（鹿のロース
ト、ジビエのスープ、地元の野菜　など）、保険料
※捕獲の状況により解体する獲物が鹿でない可能性があります。ご了承ください。

開催日

募集人数

集合場所

共済会料金

内　容

A捕って！さばいて！食べる！
　猟師によるジビエ体感ツアー【鹿編】
＜ガイド＞安田大介さん　猪鹿庁合同会社 代表　

10月8日（土）10:00～12:00　
6名程度　
山本屋大久手店（千種区大久手町5丁目9－2）
地下鉄「吹上」駅より徒歩5分　
会員・同居家族　　　2,000円
同伴者（一般料金）　4,000円　
手打ち体験、親子味噌煮込みうどん、保険料

開催日

募集人数

集合場所

共済会料金

内　容

B自分の手打ちであつあつウマウマ！
　山本屋の味噌煮込みうどんツアー
＜ガイド＞ 青木裕典さん　味噌煮込みうどんの山本屋大久手

10月23日（日）10:00～12:30　
8名程度　
地下鉄「伝馬町」駅改札前　
会員・同居家族　　　1,500円
同伴者（一般料金）　2,500円　
まち歩き資料、保険料

開催日

募集人数

集合場所

共済会料金

内　容

Cなぜ“三種の神器”は熱田の地に？
　古事記・日本書紀から学ぶ、熱田神宮ご参拝ツアー
＜ガイド＞ 松村冬樹さん　元名古屋市蓬左文庫　調査研究員

11月6日（日）10:00～12:00　
8名程度　
東山動植物園　正門すぐ横　
会員・同居家族　　　1,500円　別途入場料
同伴者（一般料金）　2,500円　別途入場料　
資料付、保険料

開催日

募集人数

集合場所

共済会料金

内　容

D動物への「理解と愛」でここを見る！
　元動物園長と巡る大人の東山動植物園ツアー　
＜ガイド＞ 小林弘志さん　元東山動植物園長



申込方法・振込先はＰ3をご覧ください。

新型コロナウイルス感染症の感染状況により、各施設の営業が通常と異なる場合がありますので、ご利用の際は必ず各施
設の営業状況をご確認ください。コンサートやイベントの中止や延期、開演時間等の変更については、お申込みいただい
た方へ個別に連絡いたします。
なお、ご自身の都合によるキャンセルや枚数の変更はできませんので、あらかじめご了承のうえお申込みください。
※施設や主催者側の都合による中止や延期の場合のみ、返金や有効期限延長等の対象となります。

チケットのキャンセルはできませんので、ご注意ください。

チケットあっせんチケットあっせん

お申込み後、共済会へ代金をお振
込みください。

ご注文時点ではお取りできていないため、後日お電話にて可否を回答します。お取
りできた場合は共済会へ代金をお振込みください。

共済会に在庫のあるチケットのた
め、準備ができ次第発送します。

利用日や開催期間が近づいたら発
送します。（約1週間前を目途）

共済会ウェブサイトからお申込み
ができます。

映画鑑賞券

●3D作品等を鑑賞される場合は別途追加料金が必要です。　　●特別興業作品などは利用できない場合があります。
●コロナシネマワールド、TOHOシネマズ、109シネマズ、イオンシネマの映画鑑賞券は、ご注文いただくタイミングによって入
荷待ちによる後日発送となる場合がありますので、ご利用予定日から余裕をもってお申込みください。

共済会料金

申込締切日

会　期

会　場

9月10日（土）～11月17日（木）
10：00～18：00（入場は閉館30分前まで）

金山南ビル美術館棟（旧名古屋ボストン美術館）

一般　1,600円（当日2,000円）
学生　1,000円（当日1,300円）
※小学生以下無料（保護者同伴必須）
※学生（中高生・大学生・専門学生）は生徒手帳、学生証等を
ご持参ください。
※「障がい者手帳」提示のご本人様のみ無料。

11月10日（木）

QUEEN伝説の真実、貴重な映
像を上映！QUEENの音楽世界
に没入しながら、彼らの記憶を辿
る50周年特別エキシビション

大　人

大学生

1,900円

1,500円
1,000円大　人 令和5年

3月末

令和5年
3月末

1,900円
1,500円
1,000円
1,000円

大　人
大学生
小中高生
幼　児

令和5年
1月末

大　人

小　人
幼／小中高生

1,900円
1,500円
1,000円
1,000円

大　人
大学生
小中高生
幼　児

令和4年
12月末

1,000円

700円

1,000円

700円

大　人

小　人
幼／小中高生

1,900円

1,500円

大　人

大学・専門生
1,000円大　人

※名古屋空港：1,800円
中日本興業
・ミッドランドスクエアシネマ
・ミッドランドスクエアシネマ2
・ミッドランドシネマ名古屋空港

大　人

大学生

1,900円

1,500円
1,000円大　人 令和4年

12月末

TOHOシネマズ
・TOHOシネマズ赤池
・TOHOシネマズ津島
　ほか全国のTOHOシネマズ

大　人

大学生

1,900円

1,500円
1,000円大　人 令和5年

2月末

109シネマズ
・109シネマズ名古屋
・109シネマズ四日市
　ほか全国の109シネマズ

大　人

大学生

1,800円

1,500円
1,000円大　人 令和4年

12月末

イオンシネマ
・イオンシネマ名古屋茶屋
・イオンシネマ長久手
　ほか全国のイオンシネマ

・中川コロナシネマワールド
・小牧コロナシネマワールド
　ほか全国のコロナシネマワールド

コロナシネマワールド

・ユナイテッド・シネマ稲沢
・ユナイテッド・シネマ豊橋18
　ほか全国のユナイテッド・シネマ＆シネプレックス

・伏見ミリオン座
・センチュリーシネマ

ユナイテッド・シネマ&シネプレックス

スターキャット

劇　場 区　分 共済会料金 有効期限 通常料金

WEB座席指定可

WEB座席指定可

WEB座席指定可

WEB座席指定可
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随時
発送

チケットチケット Web
申込
Web
申込

チケットチケット

随時
発送

随時
発送

後日
発送

予約
チケット
予約

チケット

Web
申込
Web
申込

チケットチケット Web
申込
Web
申込QUEEＮ50周年展

－DOＮ’T STOP ME NOW－



公演日時

会　場

枚　数

共済会料金

申込締切日

10月29日（土）　18：30開演
10月30日（日）　11：30開演／15：00開演／18：30開演

ウインクあいち大ホール

全席指定一般　　　　　 3,600円（通常5,000円）
全席指定こども（中学生まで）　2,700円（通常3,000円）
※2歳以下のお子様は保護者（大人）1名につき、1名まで膝上鑑
賞無料。ただし、お席が必要な場合は有料。

各回10枚

9月30日（金）

Greatest
VEGAS Show

2022

クランク・イン！ 

公演日時

会　場

枚　数

共済会料金

申込締切日

10月  8日（土）　18：00開演
　〔Aプログラム〕塔の上のラプンツェル
10月10日（月・祝）14：00開演
　〔Bプログラム〕ノートルダムの鐘　 

愛知県芸術劇場大ホール

S席　7,600円
　　　（通常8,900円）
※未就学児童入場不可。

10枚

9月16日（金）

ディズニー・オン・クラシック
～まほうの夜の音楽会　2022

公演日時

会　場

枚　数

共済会料金

申込締切日

11月25日（金）　14：30開演／17：10開演
11月26日（土）　12：40開演／18：00開演
11月27日（日）　18：00開演
※来場者全員に応援アイテムのプレゼントがあります。平日公演
（11/25）ではさらに「オリジナルシール」を全員にプレゼント！
※共済会での申し込みでしまじろうのクリスマスシールプレゼント！

日本特殊陶業市民会館フォレストホール

全席指定　3,100円
　　　　　（通常3,580円）
※3歳以上有料。2歳以下は、保護
者膝上に限り無料。ただし、お席
が必要な場合は有料。

各10枚

9月22日（木）

しまじろうコンサート
「サンタのくにの　クリスマスレストラン」

公演日時

出　演

会　場

枚　数

共済会料金

申込締切日

10月28日（金）　16：00開演

愛の不時着スペシャルオーケストラ
※俳優及びオリジナルサウンドトラック歌手の出演はございません。

日本特殊陶業市民会館フォレストホール

指定席　　8,000円（通常9,800円）
指定席（特典キャンドル付き）
　　　　 10,800円（通常12,800円）
※未就学児童入場不可。

各10枚

9月22日（木）

韓国ドラマブームを巻き起こした
「愛の不時着」を巨大スクリーンと大規模なステージセット、そして
上質なオーケストレーションとともに、最高の感動をお届けします！

世界を虜にした日本人パフォーマーたちが集結！ダンス、マジックな
ど映像を駆使したパフォーマンスは世界を超える！！

公演日時

会　場

枚　数

共済会料金

申込締切日

11月19日（土）　18：00開演

ウインクあいち 大ホール

全席指定　7,200円
　　　　　（通常8,500円）
※未就学児童入場不可。

10枚

9月22日（木）

日本のチェーホフと呼ばれ、人間の内部で無意識に動く感情を説
明的なセリフを排し、物語の核を隠しながらもリアルに生々しく描
き出すことに定評のある劇作家であり演出家、岩松了の最新作。

愛の不時着
オリジナルコンサート
～ラブロマンス編～

24時間いつでもWEBから申込みできる！チケット申込みサイトをご利用ください

〔作・演出〕岩松了
〔出演〕眞島秀和　吉高由里子　伊勢志摩　富山えり子
　　　石橋穂乃香　秋山菜津子

〔出演〕蛯名健一（EBIKEN）、HARA、BLUE TOKYO　他
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【初めての利用】
こちらからウェブ会員の新規登録をしてご利用
ください。登録の際には、会員番号と認証コー
ドが必要です。
［会員番号］
福利厚生制度にご加入いただいた際にお渡し
した会員証をご覧ください。
［認証コード］
nagoya08

【２回目以降の利用】
ウェブ会員登録時に設定
したメールアドレスとパス
ワードでログインしてから
ご利用ください。

＜チケット申込サイト＞  
https://ticket.nagoya-kyosai.jp
　　　　（PC、スマートフォン、タブレット対応）

チケット申込サイト

©Benesse Corporation／しまじろう



申込方法・振込先はＰ3をご覧ください。

公演日時

会　場

枚　数

あっせん数

共済会料金

申込締切日

11月  9日（水）　19：00開演
11月10日（木）　14：00開演

日本特殊陶業市民会館 ビレッジホール

S席　6,300円（通常7,800円）
※未就学児童入場不可

各10枚

9月22日（木）

森山未來、脳科学者の中野信子、振付家・ダンサーのエラ・ホチルド
による新作パフォーマンス公演。“ダンス×脳科学のプレゼンテー
ション”をテーマに共同で構成・演出・振付を手がける。

銀幕の妖精オードリーの愛らしい笑顔とともに、懐かしいひととき
を―――

名誉隊長エリザベス女王のもと、バッキンガム宮殿を守る誇り高き
英国近衛軍楽隊がやってくる！！

公演日時

会　場

共済会料金

申込締切日

11月19日（土）　13：30開演
＜共演＞愛知工業大学名電高等学校吹奏楽部

愛知県芸術劇場
　コンサートホール

S席　7,200円
        （通常8,500円）
※未就学児童入場不可

10枚

9月30日（金）

英国女王陛下の近衛軍楽隊
～エリザベス女王在位70周年記念～

FORMULA

公演日時

会　場

12月24日（土）　17：30開演

名古屋四季劇場

あっせん数

共済会料金

申込締切日

S席　10,000円（通常11,000円）
※2歳以下の入場不可、3歳以上有料（膝上観劇不可）。
※共済会の補助金による割引です。

20枚

9月22日（木）

公演日時

会　場

共済会料金

あっせん数

申込締切日

12月2日（金）　13：00開演／19：00開演

愛知県芸術劇場　大ホール

S席　6,800円
        （通常8,000円）
※未就学児童入場不可。

各回10枚

10月14日（金）

公演日時

会　場

枚　数

共済会料金

申込締切日

10月8日（土）　18：00開演

センチュリーホール

全席指定　7,200円
　　　　　（通常7,900円）
※4歳以上チケット必要

10枚

9月8日（木）

AI

ローマの休日
大スクリーンでの全編上映 × フルオーケストラによる生演奏

全編上映シネマコンサート

劇団四季ミュージカル

『CATS』

福利厚生ニュースの表紙写真を募集しています！福利厚生ニュースの表紙写真を募集しています！福利厚生ニュースの表紙写真を募集しています！

応募フォーム

写真について
応募できる方 ・会員本人が撮影した写真かつ未発表の作品に限り

ます。
・一眼レフ、コンパクトカメラ、ミラーレス一眼、スマー
トフォン、携帯端末で撮影した写真など、撮影機材は
限定しません。
・合成処理したものは不可とします。（トリミングや色
調整は可）
・人物が映っている写真は、映っている人の了承を事
前に得ているものとします。
・当会は、応募された作品について福
利厚生ニュースの表紙写真として優
先的に使用する権利を保有します。
また、掲載する写真は、誌面にあわせ
てトリミング等の処理を行う権利を
保有します。（応募作品の著作権は、
撮影者（会員）に帰属します。）

会員本人
※応募された会員が退会または脱会された場合は、選定対象外となります。

募集する写真
愛知県内で撮影した写真（観光名所、風景など）

掲載予定号
福利厚生ニュース令和4年11月号～令和5年3月号

応募期間
受付中～令和5年1月31日
※上記期間中は随時応募いただけます。
※違う写真であれば何度でも応募いただけます。

応募・選定方法
共済会ウェブサイトの専用応募フォームから、写真をアップロー
ドしてください。掲載する写真は、共済会にて決定し、選定され
た方には掲載の約1か月前にご連絡いたします。QUOカードは
写真が掲載された福利厚生ニュース発行後にお届けします。

掲載された方に
QUOカード
2,000円分進呈！

横向きの写真が採用されやすいです！

〔出演〕森山未來
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インフルエンザ予防接種補助制度のご案内

申請期間

募集人数

補助額

対象者 会員本人
※ただし、負担額が2,000円以上のインフルエンザ予防接種
を、本年度10/1～1/31の間に受けた方が対象となります。

1,000円（年度1回限り）

11月1日（火）～令和5年2月6日（月）
※11/1より前に到着した申請書は受付することができません
のでご注意ください。

先着1,600名

本年度もインフルエンザ予防接種の補助を行いますので、予防接種を受けられる方は申請のご準備をお願いします。

個人で接種された場合の申請には医療機関の領収書（会
員氏名、負担金額、接種日、インフルエンザ予防接種であ
ることが明記されたもの）が必要となりますので、必ずお
手元にご用意ください。事業所単位で接種された場合は
共済会指定の接種者名簿に医療機関の証明印が必要と
なります。申請方法、申請書の詳細は福利厚生ニュース
11月号及び共済会ウェブサイトにてお知らせします。

《予告》

年間を通してご利用いただける施設のご紹介です。チケット、
補助券は共済会へお申込みください。補助券は共済会ウェブ
サイトからもお申込みいただけます。
詳しくは、福利厚生ニュース通年事業案内または共済会ウェブ
サイトをご覧ください。

通 年 利 用 施 設通 年 利 用 施 設
料金は共済会へお支
払ください。
（P.3に振込先あり）
料金は利用する施設
へお支払いください。

施設利用の際に会員証
を提示してください。

共済会へ申込みのう
え、ご利用ください。

補助券補助券

補助券補助券

補助券補助券

会員証会員証チケットチケット

共済会
申込
共済会
申込

東京ディズニーリゾート®・コーポレートプログラム

第1期：10月11日（火）～11月30日（水）
※対象日が決まっていますので、詳細は利用者専用サイトでご確
認ください。

第2期：令和5年1月中旬～3月中旬（予定）

大人（18才以上）   7,900円　
中人（中学・高校生12～17才） 6,600円　
小人（幼児・小学生 4～11才） 4,700円
※一般チケット価格は日にちにより変動しますが、「サンクス・フェ
スティバル」パスポートは固定価格です。
※コーポレートプログラム利用券（下記共済会料金）を使えばさ
らに500円お得！

コーポレートプログラム専用サイトにアクセスし、契約
団体番号：「1246」とプランパスワード：「festhx22」
を入力してパスポートを購入してください。　　　　
お支払はクレジットカードに限ります。

利用期間

料　金

購入方法

各種パークチケット　 　1枚につき500円割引
ディズニーホテル宿泊　1名につき500円割引
※会員お一人につき、年間8枚まで
※サンクス・フェスティバル期間以外でもコーポレートプログラム
利用券は年間を通してご利用いただけます。

共済会料金

共済会からのお知らせ

補助券補助券 会員証会員証

チケットチケット

共済会
申込
共済会
申込

ナガシマリゾート、名古屋アンパンマンミュージアム＆パーク、ラグー
ナテンボス、松竹温泉天風の湯、湯～とぴあ宝、楽の湯、春日井笑福の
湯、RAKU SPA GARDEN名古屋、リトルワールド、南知多ビーチラ
ンド・南知多おもちゃ王国、日本モンキーパーク、明治村、スポルト名古
屋、星が丘ボウル
（現在配布している補助券の有効期限は令和5年3月31日までとなります。）

おんたけ休暇村、名鉄自動車学校、ケンタッキー
フライドチキン、会員制卸万勝、はせがわ、葬儀
会館ティア、スポーツクラブルネサンス、サカイ
引越センター、ハウスクリーニングブレス　他

高森カントリークラブ、こぶしゴルフ倶楽部

名古屋港水族館、東山動植物園、市営トレーニ
ング室・温水プール回数券

東京ディズニーリゾート・コーポレートプログラム
利用者専用サイトにアクセス▶▶▶
（dcp.go2tdr.com）

コーポレートプログラム利用券

「サンクス・フェスティバル」パスポート

※日付指定Webチケットが割引の対象となります。
　（当日窓口販売は割引対象外です。）
※当年度の休業日は、
　令和5年1/10（火）～12（木）、16（月）～20（金）です。
※子供（1才以上～小学生以下）には記念品が付きます。

三重県桑名市長島町浦安108-4
☎0594-45-8877
https://www.nagoya-anpanman.jp/

お問い合わせ

入館料
おとな（中学生以上）
こども（1才以上）

1,700円 2,000円

区　分 共済会料金 通常料金共済会料金

名古屋アンパンマン
こどもミュ－ジアム＆パ－ク
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広 告

共済会ウェブサイト https：//www.nagoya-kyosai.jp/
ウェブサイトにも福利厚生ニュースを掲載しております

編集と発行 令和4年9月1日

（株）イノウエ 納 

（公財）名古屋市中小企業共済会
名古屋市千種区吹上二丁目6番3号
☎〈052〉735-2131　FAX〈052〉735-2134
営業時間：8時45分～17時15分
休 業 日：土・日曜日、祝祭日、12月29日～1月3日

〒464-0856
名古屋市千種区吹上二丁目6番3号　名古屋市中小企業振興会館5階
TEL（052）735-2123　FAX（052）735-0400

公益財団法人

○専門家による経営相談を始め、事業に関するお悩みやご相談にご利用ください。
直通電話：（052）735-2124（事業推進）

〇経営者保証のみでご利用したいかたに
　・成長応援資金（単独）　　　《限度額300万円》

　　　･･･民間金融機関からの借入のないかた
　・成長応援資金（連携推進枠）《限度額500万円》

　　　･･･日本政策金融公庫との連携融資　　
〇経営活性化資金はじめその他にもご利用いただける融資制度がございます。
　※融資には審査があり、ご希望に添えない場合もございます。

金融公社 検索

次回11月号（No.309）は11月1日発行予定です。

チケットの注文は共済会 052-735-2131 へお電話ください。

　名古屋市小規模事業金融公社

日にち 場　所

参加者数
主催事業報告

▶プラネタリウム観賞会

8月7日（日） 名古屋市科学館　プラネタリウム

ファミリーアワー：39名（大人：19名　小人：20名）
　　　 一般投影：19名（大人：13名　小人：6名）

共済会料金 一般料金区　分
4,500円
1,800円
800円
300円

5,000円
2,000円
1,000円
400円

大人
小人
大人
小人

トレーニング室
（5枚綴り）

温水プール
（11枚綴り）

対象施設

共済会料金

＜温水プール＞
日本ガイシスポーツプラザ温水プール、パロマ瑞穂ス
ポーツパーク、露橋、枇杷島、天白、緑、北、中村、名東、千
種、中、東、昭和、守山スポーツセンター、鳴海、香流橋、
南陽、山田西、富田北プール
＜トレーニング室＞
日本ガイシフォーラムトレーニング室、パロマ瑞穂スポーツ
パーク、レインボー黒川スポーツトレーニングセンター、志段
味スポーツランド、露橋、枇杷島、稲永、天白、緑、北、中村、名
東、千種、中、東、昭和、守山スポーツセンター、南陽プール

トレーニング室・温水プール 回数券

※回数券に有効期限はありません。
※大人は高校生以上、小人は中学生以下です。

ご希望の施設の補助券を共済会へお申込みください。（電話、FAX、WEB可）
お渡しした補助券を利用当日に窓口に提出し、共済会料金を支払ってご利用
ください。

《期間限定》補 助 券
（旧 割引利用券）

再掲 岡崎駒立ぶどう狩り組合　ぶどう狩り
10月10日（月・祝）頃

※品種ごとの期間は目安です。利用当日に案内所にて確認してください。

区　分

大人（中学生以上）
小人（小学生）
幼児（3才以上）
期　間

ハニーシードレス・
スチューベン他

共済会料金 一般料金
1,200円
９00円
６00円

1,600円
1,100円
800円

8月下旬～10/10頃

種なし巨峰
※なくなり次第終了

共済会料金 一般料金
1,600円
1,300円
1,000円

2,000円
1,500円
1,200円

8/20～9月上旬頃

巨峰
※なくなり次第終了

共済会料金 一般料金
1,400円
1,100円
800円

1,800円
1,300円
1,000円

9月上旬～9/30頃

共済会料金

有効期限

駒立ぶどう狩り組合　岡崎市駒立町
☎0564－45－5151
https://www.coma-grape.com/

場　所

補助券補助券

時間制限なし食べ放題（土産なし）
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経営相談、事業資金のことなら金融公社へ経営相談、事業資金のことなら金融公社へ

事業資金のご融資

金融・経営相談

事業資金のご融資

金融・経営相談

随時
発送チケットチケット Web

申込
Web
申込

随時
発送

Web
申込
Web
申込

名古屋市  共済会  で 検索


