
新型コロナウイルスの感染予防対策を講じたうえで実施いたします。

新型コロナウイルス感染拡大の影響により、多くの会員様に
とって当会の福利厚生事業をご利用いただく機会が減ってし
まったため、これまでさまざまなプレゼント企画を実施してき
ましたが、なんと今回は申込不要！全ての会員様を対象に抽選
でQUOカード1000円分をプレゼントします！！
今年は、より多くのみなさまに自分に合ったコトや好きなモノ
を見つけていただき、当会の福利厚生事業をご利用いただけ
れば幸いです！！

公益財団法人
名古屋市中小企業共済会

☎〈052〉735-2131
FAX〈052〉735-2134

12／29（木）～1／3（火）は年末年始休業のため、チケットの発送は1／4（水）からとなります

令和5年

謹賀新年

　永年にわたり事業所に勤務された優良社員の功績を顕彰するため、本年度も表彰式を開催いたします。なお、表彰
式に引き続いて行われる記念講演会は、会員の方も無料でご参加いただけますので、ぜひご参加ください。

1月号
 No.310

公益財団法人名古屋市中小企業共済会

被表彰者の方は、事業所宛にご案内を送付しており
ますので、出欠のご回答をお願いします。その他の会
員の方で講演会への参加を希望される方は、共済会
へお電話またはFAXにてお申込みください。
※表彰式は被表彰者、被表彰者の所属する事業所の関係者の
方のみのご参加とさせていただきます。

令和5年2月2日（木）
表彰式：午後2時　開式
講演会：午後3時　開演

　 対象者
令和4年12月時点で会員登録のある方全員
　 抽選・発表
令和5年1月10日(火)
当選された方については共済会HPに掲載しますのでご確認くだ
さい。
　 発送
令和5年1月下旬～2月上旬
共済会HPのチケット発送案内に掲載しますので楽しみにお待ち
ください。

日　時
［演題］　「当たり前の有難さに気づく禅の教え」
　　　　　　　～今を生きることで心が満たされる幸せ～

［講師］　泰 丘　良 玄　氏
　　　　臨済宗妙心寺派泰岳寺副住職

記念講演会

名古屋ガーデンパレス　3階栄・泉の間会　場

1月12日（木）申込締切日

申込方法

令和4年度　優良従業員合同表彰式 及び 記念講演会

〈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

2023年はうさぎ年
1,133名様にお年玉として
QUOカード1000円分プレゼント

エントリー不要！
全員に当選のチャンス！！

い　  い   み   み



申込方法・振込先はＰ8をご覧ください。

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。

ガーデンキッチンフラリエ
牡蠣食べ放題プラン

共済会料金

会　場

申込締切日

利用案内

牡蠣食べ放題プラン（1名分）　4,800円（通常5,500円）
［有効期限］チケット到着～3月31日（金）まで
［営業時間］17:00～22:30
　　　　　11:30～15:00：土日祝日のみ

ガーデンキッチンフラリエ（久屋大通庭園フラリエ）
予約☎052－265－8227

事前予約制となります。共済会へチケット申込後に、ご
自身で店舗へ直接予約をしてください。なお、チケット
はお申込みから発送までに2～3週間かかりますの
で、余裕をもってお申込みください。

1月20日（金）

ダッチオーブンの蒸し牡蠣や、BBQ
グリルを使った焼き牡蠣食べ放題！
牡蠣にぴったりな厳選ワイン6種に
生ビールやカクテルも楽しめるフ
リードリンクのついた、とってもお得
なプランです。

“THE ROOF” Pagina

共済会料金

会　場

申込締切日

利用案内

Oyster70（1名分）　5,900円（通常7,000円）
［有効期限］チケット到着～3月26日（日）
［営業時間］17：00～23：00：月～金曜
　　　　　11：00～23：00：土日祝日
　　　　　※定休日なし（雨天時は中止の場合があります）

Pagina “THE ROOF”（パージナ ザ・ルーフ）
予約☎052－265－9171

事前予約制となります。共済会へチケット申込後に、ご
自身で店舗へ直接予約をしてください。なお、チケット
はお申込みから発送までに2～3週間かかりますの
で、余裕をもってお申込みください。

1月20日（金）

オイスターシューターや
生牡蠣3種盛り合わせ、焼
き牡蠣にカキフライ、牡蠣
リゾットなど、牡蠣尽くし
の贅沢なプラン。
※フリードリンクはついておりません。

豪華な牡蠣尽くしプラン（Oyster70）

大　人

大学生

1,900円

1,500円
1,000円大　人 令和5年

9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
4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5年
4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5年

2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

6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5年

4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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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

後日
発送チケットチケット Web

申込
Web
申込

後日
発送チケットチケット Web

申込
Web
申込



グルメチケット3種特別あっせんNEW！

交換できる
商品一覧

交換できる
商品一覧

交換できる
商品一覧

インターネット注文専用のグルメカードです。
カード裏面に記載されている番号を専用交換サイトで入力
し、お好きな商品をお選びください。

銘品のこだわり商品や地域特産品など全国の選り
すぐりのおいしいグルメの中から1つと交換いた
だけます。

全国各地、選りすぐりのおいしいお肉から、お好き
なもの1つと交換いただけます。

プリン、ロールケーキ、アイスクリームなど全国の
有名なスイーツや数量限定のスイーツなどの中
から1つ交換いただけます。

利用案内

1月12日（木）～1月20日（金）
※申込み数が上限に達し次第、締め切ります。

申込期間 WEB申込では本人分のみ注文ができます。なお、FAX、電話
でのお申込みも可能です。事業所内で複数名を取りまとめて
ご注文をされる場合は、WEB申込みは利用できませんので、
従来通りFAXでご注文いただきますようお願いします。

その他

2月中旬（予定）
※発送日は前後する可能性があります。

発送日

1月20日（金）申込締切日

2月下旬（予定）
※発送日は前後する可能性があります。

発送日

1セット　4,600円（通常5,250円）
※有効期限　令和5年8月19日（土）　
先着200枚（お一人2枚まで）

共済会料金

あっせん数

1セット　3,000円（通常3,500円）
※有効期限　令和5年8月19日（土）　
先着200枚（お一人2枚まで）

共済会料金

あっせん数

お取り寄せグルメ5250

全国お取り寄せスイーツカード3500

1セット　4,400円（通常5,000円）
※有効期限　令和5年8月19日（土）　
先着200枚（お一人2枚まで）

共済会料金

あっせん数

選べるおいしい肉カード5000
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チケットチケット 後日
発送

Web
申込
Web
申込

1セット　2,800円（通常3,000円）
※1,000円分のカード3枚で1セット、
　有効期限：約10年（カード裏面に記載）
※図書カード取扱い書店で利用できます。詳しくは図
書カードのウェブサイトをご確認ください。　
先着300セット（お一人2セットまで）

共済会料金

あっせん数

1セット　2,800円（通常3,000円）
※1,000円のチャージ券3枚で1セット、
　有効期限はありません。
※名古屋市営地下鉄駅（上小田井、上飯田を除く）の
改札窓口、交通局サービスセンター（定期券売り場）
でチャージできます。自動券売機、チャージ機では
チャージできません。　
先着1,000セット（お一人2セットまで）

共済会料金

あっせん数

1／12（木）8：45から受付開始

図書カードNEXTマナカチャージ券

WEB申込みできます！ チケットチケット 後日
発送

Web
申込
Web
申込

※マナカチャージ券・
　図書カードNEXTのみ



©Ariga_Terasawa

グラミー賞17回の受賞歴を誇るレジェンド、スティングによる待望
の来日公演「マイ・ソングス」ジャパンツアー2023 の開催が決定！

世界各国で感動の渦を巻
き起こしたホログラムコ
ンサートが待望の日本初
上陸！最先端のホログラム
技術であの伝説の歌姫が
蘇る！

申込方法・振込先はＰ8をご覧ください。

清水ミチコ

共済会料金

申込締切日

会　場

公演日時 3月17日（金）18：00開演

名古屋市芸術創造センター

全席指定　5,400円
　　　　　（通常6,500円）
※未就学児童入場不可。

10枚

1月20日（金）

あっせん数

高嶋ちさ子
12人のヴァイオリニスト

共済会料金

申込締切日

会　場

公演日時 2月18日（土）
　16：30開演

愛知県芸術劇場
　コンサートホール

全席指定　6,000円
　　　　　（通常6,800円）
※未就学児童入場不可。

10枚

1月18日（水）

あっせん数

牛田智大
ピアノ・リサイタル

共済会料金

申込締切日

会　場

公演日時 3月18日（土）
　13：30開演

愛知県芸術劇場
　コンサートホール

全席指定　4,100円
　　　　　（通常5,000円）
※未就学児童入場不可。

10枚

1月27日（金）

あっせん数

コンサート2023

共済会料金

申込締切日

会　場

公演日時 3月16日（木）　12：30開演／15：00開演

刈谷市総合文化センター アイリス大ホール

全席指定　4,000円（通常6,000円）
※未就学児童入場不可。

各回10枚

1月27日（金）

あっせん数

ホイットニー・ヒューストン
ホログラムコンサート

共済会料金

申込締切日

会　場

公演日時 2月11日（土・祝）　17：00開演
2月12日（日）　　 14：00開演

愛知県芸術劇場大ホール

S席　6,300円（通常9,000円）
※3歳以上チケット必要／入場に関する年齢制限なし

各日10枚

1月20日（金）

あっせん数

あっせん数

スティング
「マイ・ソングス ジャパンツアー2023」

共済会料金

申込締切日

会　場

公演日時 3月14日（火）
　19：00開演

日本ガイシホール

S席　18,000円
　　　（通常20,000円）
※未就学児童入場不可。

10枚

1月20日（金）

［出演］清水ミチコ、清水イチロウ
［出演］高嶋ちさ子、12人のヴァイオリニスト、
　　　近藤亜紀（ピアノ）
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後日
発送チケットチケット Web

申込
Web
申込

後日
発送チケットチケット Web

申込
Web
申込

後日
発送チケットチケット Web

申込
Web
申込

後日
発送チケットチケット Web

申込
Web
申込

後日
発送チケットチケット Web

申込
Web
申込

チケットチケット Web
申込
Web
申込

後日
発送



入会金・事務手数料　  1,100円（一般5,500円）
月会費　　　　　　　5,500円（一般7,678円）

全店舗（入会時の登録店舗以外も利用可。）

R4年1
1月～

新規

契約施
設

通 年 利 用 施 設通 年 利 用 施 設

共済会料金

利用可能店舗

オススメ
ポイント

11月号（No.309）の掲載内容
が異なっておりました。
正しい料金に修正しております。

どうする家康
岡崎　大河ドラマ館

共済会料金

申込締切日会　場

開催期間

開館時間

大人（高校生以上） 　500円（当日800円）
小人（小中学生）　 　300円（当日400円）
※未就学児童入館無料。
※障害のある方など及び介助者の方（1名まで）は入館無料。
※岡崎市民割の期間中（～令和5年3月17日）、岡崎市民の方は、当日料金の
半額で入館できますので、当日現地でチケットを購入してください。
（購入の際に、運転免許証など岡崎市民であることを提示する必要があります。）

令和5年12月22日（金）

令和5年1月21日（土）～
　令和6年1月8日（月・祝）〈期間中無休〉　
9：00～17：00（最終入館16：30）
※開催日や時間は、天候やイベント等の実施により変
更になる場合もありますので公式ホームページ等
で確認してください。

岡崎市康生町561－1岡崎公園内

利用方法 共済会にご連絡ください。
登録に必要な発行パス
ワードをお送りします。

共済会料金 一般料金区　分
700円
300円
900円
300円

1,200円
600円

1,400円
600円

大人（中学生以上）
小人（小学生以下）
大人（中学生以上）
小人（小学生以下）

土日祝・
冬休み期間

平日

共済会料金

申込締切日

会　場

公演日時 開催中～3月12日（日）
平日　13：00～20：00
土日祝・冬休み期間（12/24～1/9）　10：00～20：00
※入場は終了の30分前まで。

オアシス21　銀河の広場

3月8日（水）

2月10日（金）

岡崎公園内の「三河武士のやかた　家康館」が令和5年NHK大河ドラマ「どうす
る家康」の放送に合わせてリニューアルされ、「どうする家康 岡崎 大河ドラマ
館」として開館します。「大河ドラマ」の世界と家康を取り巻く家臣団を中心とし
た「家康ワールド」をお楽しみください。

※貸靴料金を含みます（16～30cm）。スケート靴の持ち込みは
　できません。
※リンク内は手袋の着用が必要です（会場内販売あり）。

※障害のある方など及び付添者の方（1名まで）は、一般価格の半額で
　入館できますので、当日現地でチケットを購入してください。

豊田合成リンク
氷じゃないスケートリンク

申込締切日

各務原市川島笠田町1453　河川環境楽園内
☎0586－89－8200

利用期間 令和5年5月31日（水）まで
※［休館日］3月13日（月）
　　　　　4月以降の休館未定。ご来館前にＨＰでご確認ください。

発送日 3月上旬（予定）
※発送日は前後する可能性があります。

場　所

世界淡水魚園水族館

アクア・トト
ぎふ

共済会料金 共済会料金 一般料金区分
大人
中高生
小学生

幼児（3才以上）

1,540円
1,130円
　770円
　380円

1,100円
　800円
　500円
　200円

FIT-RIDE　F.E STUDIO
大画面映像と音楽によるバーチャルバイクフィットネス！
暗闇の中で体感ゲームのように楽しみながらワークアウト。
導入のない店舗もございます。

FIT-AERO　F.E STUDIO
大画面映像と音楽でダンス・ヨガ等のバーチャルレッスン！
インストラクターによる対面レッスンも！
導入のない店舗もございます。

FIT-GOLF　F.E STUDIO
弾道を正確に測定することができる高性能弾道測定器を用いた
バーチャルゴルフ。初心者から上級者まで幅広く対応！
導入のない店舗もございます。
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チケットチケット Web
申込
Web
申込

随時
発送

チケットチケット Web
申込
Web
申込

随時
発送

後日
発送

チケットチケット

Web
申込
Web
申込



申込方法・振込先はＰ8をご覧ください。

湯快リゾート全施設対象
　1名あたり宿泊料金1,000円割引
（斉木別館、矢田屋松濤園のみ3,000円割引）
※有効期限：令和5年3月31日
※割引除外日：土曜日、12/28～1/3、1/8
※1枚でグループ内中学生以上全員が割引対象となります。（1泊有効）

補助券補助券

割引内容

湯快リゾート予約センターまたは湯快リゾート公式ウェ
ブサイトからご予約の場合に限り、割引が適用となりま
す。ご宿泊前にVIPチケットをお取り寄せいただき、ご
宿泊の際にご提示ください。なお、グループ内に会員が
含まれている必要があり、会員証の提示が必要となり
ますので、必ず持参してください。
※全福センターの会員証提示の割引等、他の割引との併用は不
可です。（全国支援との割引併用は可能）

※たびゲーター（宿泊施設あっせん利用補助）での予約は割引対
象外です。

利用方法

VIPチケット

Web
申込
Web
申込

随時
発送

補助券補助券 Web
申込
Web
申込

随時
発送

補助券補助券 Web
申込
Web
申込

随時
発送

お知らせ

名古屋のいちご狩り園　いちご畑　いちご狩り

1月2日（月）～5月5日（金）
平日　　10：00～14：00最終受付
土日祝　10：00～15：00最終受付

利用期間

共済会料金

名古屋市港区新茶屋4－704
☎052－302－9158（予約ダイヤル）  9：00～16：00
※予約の際は名古屋市中小企業共済会の会員であることを告げてください。
https://ichigobatake.net

場　所

共済会料金 一般料金

いちご狩り（30分食べ放題）

1/2～4/15

2,200円

1,800円

1,300円

大人（中学生以上）

小学生

幼児（2才以上）

1,900円

1,500円

1,000円

共済会料金 一般料金4/16～5/5

1,900円

1,500円

1,000円

大人（中学生以上）

小学生

幼児（2才以上）

1,600円

1,200円

　700円

蒲郡オレンジパーク　いちご狩り

1月1日（日）～5月5日（金）
平日　 10：00～15：00（最終受付14：00）
土日祝　9：00～16：00（最終受付15：00）

利用期間

共済会料金

蒲郡市清田町小栗見1－93
☎0533－68－2321（予約ダイヤル）
※予約の際は名古屋市中小企業共済会の会員であることを告げてください。
https://www.orepa.jp

場　所

平日
共済会料金 一般料金

いちご狩り（時間無制限食べ放題）＋練乳ミルク付

1/1～4/4
4/29～5/5

2,420円

2,090円

1,540円

1,980円

1,870円

1,320円

大人
（中学生以上）

小人
（小学生）
幼児

（3才以上）

1,560円

1,450円

　900円

土日祝 平日 土日祝

2,000円

1,670円

1,120円

平日
共済会料金 一般料金

4/5～4/28

1,650円

1,210円

　770円

1,100円

　990円

　550円

大人
（中学生以上）

小人
（小学生）
幼児

（3才以上）

　780円

　670円

　230円

土日祝 平日 土日祝

1,330円

　890円

　450円

《期間限定》補 助 券（旧 割引利用券） 共済会へ申込み

スキーリフト割引券の配布について
ご希望の方は共済会ウェブサイト、お電話、FAXにてお申込み
ください。対象のスキー場や割引金額は共済会ウェブサイト
をご確認ください。なお、数に限りがありますので、お一人に
つき1枚（割引券8枚、コピーしての利用不可）までのお渡しと
なり、なくなり次第配布終了とさせていただきます。

令和5年 大相撲
名古屋場所について

あっせんの詳細が決まり次第、共済会ウェブサイトにてご案内
します。ご案内の郵送を希望される方は共済会へご連絡くだ
さい。なお、チケット取扱い元の都合により、あっせんが実施
できない場合がありますので、悪しからずご了承ください。
※令和4年の大相撲をお申込みいただいた方には、例年どおりご案内を
郵送します。
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補助券補助券

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

コーポレートプログラム
利用券

Web
申込
Web
申込

随時
発送

契約団体番号【1246】　　プランパスワード【festhx22】

　今年7月号から11月号にかけて新
規事業として大ナゴヤツアーズの企画
を実施しました！大ナゴヤツアーズは、
名古屋や東海エリアのまちの魅力を、
個性的で愛情あふれるその道のプロの
ガイドさんが案内してくれ、ここでしか
出来ない体験をすることができるプロ
グラムツアーです。まだまだ企画をご覧

いただいていない方も多かったようですが、今回のアンケー
トでは、「日時があればぜひ参加したい」「興味がある」等の多
くの期待の声をいただきました。来年度も実施いたしますの
で、みなさまのご参加をお待ちしています！
（参加された方の声）
〇スタッフとの距離が近いため、すぐにアドバイスをもらうことが
できる。誰でも参加できるのでとても良い企画と思う。（参加ツ
アー名：気分は焙煎士!私だけのブレンドコーヒーづくりツアー）

〇職人の凄さを実感することができた。これから様々なことを体験
していきたいと思う良い機会になった。（参加ツアー名：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）

〇地元でも知らない事があり、とても勉強になる。観光としても
良いし、プライベートや仕事面でも今後活かしていけそう。
（参加ツアー名：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）

　今回も、多くの方に「やや満足」
以上のご回答をいただきました。
具体的な感想では、「福利厚生
ニュースを見て家族サービスの
ヒントにしている。」「家族でおで
かけする回数が増えました！」「2ヶ
月に1度、楽しみにしています。」
といった感想をいただきました。

アンケートへのご回答ありがとうございました！アンケートへのご回答ありがとうございました！アンケートへのご回答ありがとうございました！
9月から11月にかけて実施した福利厚生のアンケートは、414名の会員様よりご回答をいただきました。ご協力ありがとう
ございました！いただきましたご意見は、今後実施する事業の参考とさせていただきます。ご協力いただいた方の中から、抽
選により100名様にQUOカード（1,000円分）をお送りいたします。以下、アンケート結果を抜粋してご報告いたします。
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そうなんです。これまでのアンケートで通年利用化を望む声が多かったことを受け、今年度よりTOHOシネマズ、109シネ
マズ、イオンシネマも通年でご利用いただけるように改善いたしました！今後も皆様のご意見ご要望をお待ちしております。

Q1　共済会の事業について （1人3つまで回答可）
直近一年間で利用して良かった事業　ベスト5
①マナカチャージ券
②家庭用常備薬あっせん
③プレゼント企画（ＪＣＢプレモカード他）
④映画鑑賞券
⑤インフルエンザ予防接種補助

41．5％
38．2％
27．8％
24．9％
14．5％

32．9％
32．9％
27．5％
15．7％
15．2％

今後、種類や補助額など充実させてほしいもの　ベスト5
①プレゼント企画（ＪＣＢプレモカード他）
　家庭用常備薬あっせん
③マナカチャージ券
④コンサート・観劇
⑤遊園地・テーマパーク

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？

その他のご意見
TOHOシネマズがほぼ毎回対象になり、改善されてうれしい。

見た
51.7%

見ていない
47.8%

無回答
0.5%

Q1（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？

やや不満
2.7%

とても不満
0.2%

不満
0.2%

無回答
0.2%

とても満足
23.2%

満足
58.5%

やや満足
15.0%



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5年1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

〒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3月号（No.31１）は3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

共済会ウェブサイト
事業申込書ページ

申込締切日

その他

1月20日（金）
注文後、約2週間前後で事業所
へ一括でお届けします。配送日、
時間の指定はできません。
商品お届け時に同封される振込
用紙（コンビニ専用）にて、2週
間以内にお支払いください。

共済会料金

申込方法

カタログ掲載の価格から割引があります。
割引価格は申込書をご確認ください。
事業所ごとのお申込みになります。専用の申込書に
購入希望個数、合計金額を記入のうえ、㈱ユニオン
サービスにFAXでお申込みください。カタログ、申込
用紙は事業所に1部お届けしていますが、共済会ウェ
ブサイト（右のQRコード）からもご覧いただけます。

バレンタインギフト　2023バレンタインギフト　2023
今年も話題の人気スイーツを
厳選セレクトしました。
今年も話題の人気スイーツを
厳選セレクトしました。

カタログ掲載
スイーツを
一部ご紹介
します♪

　「ダノイ」チョコレートケーキ
1,000円（通常1,080円）

　リンドール・ミルクパック5P
490円（通常520円）

　ペカンナッツショコラ（ココア）BOX
950円（通常1,020円）

♥1 ♥16 ♥19

チケット・補助券等のお申し込みは
共済会への申込方法 共済会の振込先

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）
　　　　  （土・日・祝祭日、12/29～1/3は休業）

●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。
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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

名古屋市  共済会  で 検索


