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・参加希望者は予約希望日の3日前までに直接お店に連絡してください。
　（2名以上でお申込みください）
・当日お店にてジョイセブンカードを提示し、参加者名簿に記入をお願いします。
・会員及び登録家族
　※基本、会員及び登録家族ですが、その他の同伴者が一緒に参加したい場合は、１グループ3名までは
　　ジョイセブン割引料金になります。
　　但し、11名以上の団体（会員･家族で利用）の場合は、同伴者の利用はできません。（助成対象になりません）
・仕入状況等によりメニューと一部異なる場合があります。
・不正な参加があった場合は、事業所経由で会員へ請求します。

※写真はイメージです。

利用方法

対 象 者

そ の 他

ジョイセブンご当地ジョイセブンご当地

利用対象店舗は2ページ～5ページに掲載しています。

冬冬味味
のの

グルメグルメ
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味グルメ注意：申込の際は1ページの利用方法をご確認ください。　※料金は税込です。
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場　所／中津川市中津川2310-10　☎0573-66-5668
時　間／11：00～14：00　17：00～21：00（土・日）
　　　　定休日　不定休（完全予約制です）
料　金／1人3,000円を2,000円
特　徴／本場の味

・プルコギ
・チーズビビンパ
・チヂミ
・キムチ

P

スマイル

ケーズデンキ
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ア リ ラ ン韓国家庭料理

パスタ&イタリアン　カノン
場　所／中津川市手賀野149-10　石原ツインビル1Ｆ
　　　　☎0573-66-5828
　　　　E-mail canon-76@takenet.or.jp
時　間／11：00～21：00　定休日　月曜日
料　金／1人3,000円を2,200円

本格パエリアを召し上がれ！
・前菜

・パエリア

・スープ

・デザート
※従来のイタリアンコース（3,800円→3,000円）もチョイスできます

・サラダ
　（中島の御豆腐を使ったカルパッチョ）

・パスタ

・コーヒー

場　所／中津川市駒場1547-58　☎0573-65-6964
時　間／11：00～14：00　17：00～20：00（入店）
　　　　定休日　火曜日及び第2・第4月曜日の夜の部
料　金／1人4,500円を3,500円

・先付　季節のあえもの
・前菜　うどん寿し　そば寿し　だし巻　その他２品
・向付　２種盛り
・ 鍋 　１人すき鍋
・蒸物　松茸茶碗蒸し
・焼物　そば味噌・サワラ幽庵焼
・食事　天ぷらうどん
・デザート　２種

追 分 茶 屋

至
中
津
川
駅

至
美
乃

　
坂
本
駅

青木交差点

至城山大橋

コンビニ

服部内科
クリニック

追分茶屋

イメージ

場　所／中津川市かやの木町1-20　☎0573-65-2577
時　間／11：00～20：00（オーダーストップ19：30）
　　　　定休日　日曜日
料　金／1人4,700円を3,500円
特　徴／国産サーロインステーキコース

本店

・国産サーロインステーキ180g
・コーンポタージュスープ
・サラダ
・ライスor パン
・コーヒー
・マロンパフェ

場　所／中津川市中津川1157-12　☎0573-65-0805
時　間／11：30～14：00　定休日　木曜日
料　金／1人1,800円を1,400円
特　徴／寒さを感じる季節になりました。
　　　　今回は人気UP中のクロックムッシュとクロワッサンのメニューです

・ベシャメルソースとハムをサンドして
　とろーりチーズをのせた温かクロックムッシュパン
・クロワッサンにたっぷり生クリームとフルーツのサンド
　以上のメニューに
　・温カフェ・オーレ又はティ・オーレの一品
　　＋サラダ＋スープ＋デザート
　（牛乳が苦手な方は予約時にお伝えください）

幸 燈 璃 舎幸 燈 璃 舎
こ 　 　 と 　 　 り 　 　 や

幸燈璃舎

北野

大明神
トンネル

地蔵堂

至落合

バロー
中津川東店

GS

19

場　所／中津川市手賀野387（ルートインホテル横）　☎0573-66-1425
時　間／ランチ　　11：00～14：00
　　　　ディナー　18：00～21：30　定休日　日曜日
料　金／1人4,000円を3,000円
特　徴／コロナ禍のため１日２組（10名限定）
　　　　少人数での貸切もできます（月～木曜日の夜のみ）

喫茶・食事処サクラメント

・てっ皮
・てっ刺
・茶碗蒸し
・唐揚げ

・てっちり（鍋）
・雑炊
・アイスクリーム
　　　or コーヒー

場　所／中津川市千旦林2567-2　☎0573-68-2820
時　間／11：30～20：00（入店）　定休日　月曜日
料　金／1人7,700円を6,600円
特　徴／中津川駅前“わかたけ”の味を継承。
　　　　※4名様から承ります。
　　　　※お持ち帰り対応できます。

送迎あります。（要相談）

中原
赤羽コンクリート

コンビニ

至坂本駅
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サクラメント
喫茶・食事処

安心の１人鍋です！！

下関直送
トラフグのみを
使用しております

ふぐ会席
・海老とヘビーロブスターのタルタルセルクル仕立て
・サーモンのパイ包みクリビアック風
・オマール海老のビスクスープ
・手長海老のエチュベ
・三元豚の西京焼 アップルサラダ添え
・デザートの盛り合せ
・コーヒー or 紅茶付き　・パン or ライス付き

・　8,640円
・10,800円
・12,960円　12/22締切り

・5,400円
・8,640円　12/18締切り

ディナーコース クリスマスオードブル受付

年末オードブル受付

場　所／中津川市駒場大平1579-11　☎0573-66-1388
時　間／A 11：30～20：00　B 11：30～21：00
　　　　定休日　月曜日
料　金／1人 A 3,740円を2,740円
　　　　　　 B 4,400円を3,400円
特　徴／送迎バス送迎有。コロナ対策も対応して
　　　　おります。体温計、消毒液、換気など

大平の

A.うな重（きも吸、漬物付）
B. 会席コース（全11品）
　 飲み放題　90分→1,650円（税込）
　　　 　　 120分→2,200円（税込）

どちらかお選びください}

うなぎ1尾分が入ってお値打ち！！
1本通常3,780円を2,780円に
年末年始ご家族で、
　　お使い物にもどうぞ。
お電話にてご予約を承ります。

12月29日㈬、30日㈭、31日㈮
年末お得情報 特大う巻
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場　所／中津川市駒場1557-139　☎0573-67-9797
時　間／11：00～15：00　18：00～22：00
　　　　定休日 日曜日
料　金／1人3,500円を2,500円
特　徴／お酒にも食事としても楽しめるコースとなっています。
　　　　内容変更も相談に応じます。

・前菜５種
・白身魚のロール白菜
　クリームソース
・ローストポーク
・パスタ
・デザート

はすの実Kitchen

至下呂

山手

市民
病院

追分

第
一
中
学
校

はすの実大平の山彦大平
倶楽部

場　所／とんちゃんや栄：中津川市栄町4-27　プロムナード不二　☎0573-67-7071
　　　　とんちゃんや大井：恵那市大井町267-28　☎0573-22-9811
時　間／平　　日　17：00～24：00（LO23：00）
　　　　土・日・祝　11：00～24：00（LO23：00）
　　　　定 休 日　週一回不定休
料　金／1人4,400円を3,400円
　　　　120分飲み放題付き
特　徴／とんちゃんが美味しい！ 4名様以上にて受付

★豚肉　とんちゃん　はらみ　かしら　はつ　きも　たん　カルビ
★野菜　焼野菜（4種類）　野菜サラダ　キムチ　キュウリ浅漬け
★ライス・赤だし

焼肉大満足コース

とんちゃんや 栄
大井

焼肉

要予約

※新型コロナウイルス感染状況により営業時間等変更がある場合もございます。

場　所／中津川店　中津川市新町５-20　☎0573-65-4129
時　間／17：00～22：00　定休日　水曜日
料　金／１人①2,300円を2,000円　②1,800円を1,500円
特　徴／毎日、本社処理場より新鮮な恵那どりが納品されます。
　　　　そのお肉を様々に加工し、提供しております。

中津川店

岐阜県郷土料理ケイちゃんがメインのコース。
唐揚、たたき等　　　　　　　　　　全８品①ケイちゃんコース

もも、セセリ等の焼肉スタイルのコース。
こだわりの塩、味噌をつけて食べると最高
リーズナブルな一品　　　　　　　全5品

②鶏焼コース

場　所／中津川市千旦林1-15（ちこり村内）
　　　　☎0573-62-1545
時　間／11：00～14：00（LO 13：30）
　　　　定休日　年末年始
特　徴／全てサラダバー・フリードリンク付

中津川市
サンライフ

市民運動場

19
至
恵
那
市

至
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市

中央自動車道中央自動車道

中津川
I.C

バーバーズ
ダイニング
（ちこり村内）

　　　　　　ランチメニュー全品 200円引（お子様プレート除く）
①特製プレートランチ（ミニソフト付）　　　　　1,100円 → 　900円
②恵那鶏唐あげ定食　　　　　　　　　　1,100円 → 　900円
③ステーキサラダごはん　　　　　　　　1,540円 →1,340円
④栗おこわ御膳（ミニソフト付）なくなり次第終了　1,380円 →1,180円
　　　　　　　　　　　　　　　　時期によりメニューが異なります

1.前菜、サラダ、枝豆、チャンジャ、豆腐サラダ など日によって
2.揚物、焼物4種　3.おばんざい（大皿料理から3種）
4.鶏ちゃん　5.〆のうどんorバターライス　6.デザート

場　所／中津川市栄町4-27 プロムナードビル1F-1
　　　　（旧大衆酒場楽らく）
　　　　☎0573-64-8155
時　間／17：00～翌2：00　定休日　水曜日
料　金／120分飲み放題付き 1人4,400円を3,400円
特　徴／新しくできたお店です。きれいな店内で座敷、個室、
　　　　テーブルと幅広いシチュエーションでご利用いただけ
　　　　ます。美味しい食事をお召し上がりくださいませ。

鶏ちゃんコース（要予約 4名様以上から）

定食酒場　あさひ

場　所／中津川市手賀野78-16　西小学校上
　　　　☎0573-66-4422
時　間／11：30～12：30（入店）　17：00～19：00（入店）
　　　　定休日　月曜日
料　金／1人4,950円を3,950円
特　徴／旬の食材をお楽しみできる
　　　　懐石料理となっております。

・口取セット
・お造り
・さわらの西京焼き
・和牛鍋
・天ぷら

・白身のカブラ蒸し
・寿司
　　（伊勢マグロの中トロ、イカ、穴子）
・赤だし
・デザート　全９品

ルビット
タウン

P

257

中部電力

はる本

中津川駅

・先付３品
・お造り
・煮物

・焼物
・蒸物
・揚物

場　所／中津川市太田町2-4-18　☎0573-65-2361
時　間／11：30～13：30　17：00～21：00
料　金／1人4,950円を3,950円
特　徴／個室でのお食事です。
　　　　冬の魚が美味です。
　　　　各部屋空気循環ファン付き。

寿司会席料理

〈おせち料理の受付〉12月28日まで　12,960円を10,800円

・吸物
・にぎり寿司
・水物　全11品

※新型コロナウイルス感染状況により営業
　時間等変更がある場合もございます。

・前菜9品　　・特製サラダ
・蒸籠（小龍包、焼売、餃子）　・野菜盛り
・お肉　豚しゃぶ・牛しゃぶ　・デザート
・主食　手作りワンタン・ラーメン オードブル4～5人前 5,400円

香港酒場特製火鍋コース

（お一人様＋2,500円でお肉を飛騨牛に変更できます）

場　所／中津川市太田町2-2-3　☎0573-64-2627
時　間／平　日　　11：30～14：00　17：30～23：30
　　　　金・土・祝前日　11：30～14：00　17：30～25：00
　　　　定休日　水曜日（予約可）
料　金／120分飲み放題付き 1人5,500円を4,500円
特　徴／陳麻婆豆腐と手作り小籠包が美味いお店！！
　　　　4名様より受付けます。

要予約

おせちご注文承ります。 
3人前 23,000円を20,000円
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場　所 ／中津川市落合1032-12
　　　　 ☎0573-69-4484
時　間／昼 12：00～14：00
　　　   夜 17：30～21：00
　　　　定休日　毎週月曜日、第4火曜日
　　　　除外日　第1日曜日、第4土曜日の夜
料　金／１人5,000円を4,400円
特　徴／旬の美味しい魚と料理を用意
　　　　しております。御家族、お友達
　　　　とどうぞいらしてください。
　　　　お待ちしております。

・前　菜　生湯葉春巻ヨーグルトソース
・刺　身　三種盛
・鍋　物　海鮮セイロ蒸し又は
　　　　　オリジナルチーズフォンデュ
・焼　物　焼鰤大根
・揚げ物　カキの天ぷら 三種盛
・寿　し　握り四カン（鮪・穴子・白身・いくら）
・吸い物　・デザート

かわらや

旧19号

ゲンキー

鮨幸

至
中
津
川
市
街

至
坂
下
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場　所 ／中津川市茄子川1480-24　☎0573-68-2188
時　間／17：00～21：00
　　　　定休日　木曜日　除外日　金・土曜日
料　金／１人4,000円を3,000円
特　徴／キリンビールから認定をもらった“極上生”が飲めます！！
　　　　ぜひ！！

和子食堂 本店

バロー

バロー
セブンイレブン
ゲンキー

オークワ

中央本線

坂本中学校

坂本郵便局

至恵那市

深沢

三坂

19

美乃坂本駅

和子食堂

コンビニ

青木交差点
至中津川IC

至下呂

至中津川駅

マジョリカ

場　所／中津川市駒場801-1　☎0573-66-7211
時　間／12：00～20：00（入店）
　　　　定休日　火曜日
料　金／1人3,500円を2,500円

・前菜盛り合わせ
・ピザ・サラダ（お1人ずつ盛り合わせ）
・海老のビスクのスープ
　　自家製フォカッチャを添えて
・合鴨もも肉のコンフィきのこソース
・パスタ
・デザート

マ ジ ョ リ カ

料理７品 ＋飲み放題2時間
　　　　　　  （２名～４名まで）
※前日までにご予約お願いします

・先付
・前菜
・椀物
・お造り
・焼物
・強肴（飛騨牛味しゃぶ）

・温物
・揚物
・食事
・香の物
・デザート

おせち（4～5人前）限定25個　30,000円（税込）
（2～3人前）限定20個　20,000円（税込）

オードブル１台　8,000円（税込）
※おせちは12月25日㈯までに注文をお願い致します。

場　所 ／中津川市千旦林2520-1　　☎0573-68-7868
時　間／昼の部　11：00～14：30
　　　　夜の部　17：30～22：00　　定休日　木曜日
料　金／１人5,500円を4,500円
特　徴／四季折々の地元野菜を使用した懐石料理をお客様に
　　　　ご提供いたしております。

おせち料理の予約受付のお知らせ

場　所／中津川市神坂280番地　☎0573-69-5000
時　間／11：00～14：00　17：00～18：30（入店まで）
　　　　定休日　12/9㈭ 完全予約制
料　金／1人5,500円を4,500円（3名様より）
特　徴／当日入浴無料

牛しゃぶしゃぶ
飲み放題90分付

冬の鍋プラン

場　所／中津川市福岡1083-12　☎0573-72-4087　
時　間／17：00～21：00
　　　　定休日　月曜日･第３日曜日　除外日　日曜日
料　金／1人1,940円を1,540円
特　徴／好きな料理を選べるボリュームたっぷりのコースです。

お得な2人用のコースです。仲良く分けて
お召し上がりください。（3名様でもOKです）

［スパゲティ300g、ピザ8インチ、大きなドリア］
上記3つの中から2品（3名様は3品）お選びください
★ガーリックトースト・コーンスープ・野菜サラダ・デザート
　コーヒーor紅茶が別につきます。

☆ 仲良しディナー☆

GS

深谷医院

至付知

至中津川市街

AESOPS
,
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場　所／中津川市坂下747-13　☎0573-75-2218
時　間／11：00～19：00　定休日　水曜日
料　金／1人780円を580円
特　徴／エゴマ入りゴマたれで五平餅を焼き上げ、にぼしらーめん
　　　　との相性抜群です。

桔梗屋
き　　きょう　　や

きりら坂下

坂下

乙坂

桔梗屋

木
曽
川

中
央
本
線

19256

至中津川市街

至南木曽

坂
下
駅

場　所／恵那市大井町恵那峡　☎0573-26-3195
時　間／11：00～13：30
　　　　17：00～18：30（20名様以上受付）
料　金／1人4,400円を3,300円
特　徴／20名様以上のご予約のお客様から恵那・中津川市内送迎
　　　　サービス有り（1回に付き28名様まで可能）

飛騨牛会席
・季節の三点盛り
・小鉢　・刺身 三種盛り
・焼き肴
・飛騨牛しゃぶしゃぶ、
　野菜他きのこ、当店の味しゃぶしゃぶ
・茶碗蒸し　・季節の天麩羅
・白ごはん　・香物　・吸い物　・デザート

至
中
津
川
IC

至
瑞
浪
IC

恵那峡

恵那峡口
長島西

旭ケ丘

恵那IC

中央自動車道中央自動車道

恵那峡山菜園
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味グルメ注意：申込の際は1ページの利用方法をご確認ください。　※料金は税込です。

５

全国有名店ラーメンのあっせん

場　所／恵那市大井町1120-1　☎0573-25-7707
時　間／11：00～21：00　定休日　月曜日
料　金／1人4,200円を3,000円
特　徴／コロナ対策をしております。

場　所／恵那市長島町中野350-3（恵那文化センター向かい）
　　　　☎0573-26-2941
　　　　E-mail mjardin01@valor.co.jp
時　間／11：30～15：00（LO14：00）
　　　　17：30～21：00（LO20：00）　定休日　火曜日・水曜日
料　金／ 　　　　　　　１人　6,600円を　5,600円
　　　　 　　　　　　　１人　8,800円を　7,800円
　　　　　　 　　　　　１人12,100円を11,100円

ディナーコース

12/23・12/24はクリスマスディナーです
１人　9,900円を8,900円　※２日間はクリスマスディナーのみです。

恵那農業
高校

大井小学校
明知鉄道

金よし

401

410
至
恵
那
峡

至
19
号

至
恵
那
市
街
地

ト
ヨ
タ

場　所／恵那市大井町北関戸2627-18（恵那農高裏）
　　　　☎0573-26-3007
時　間／11：00～14：00　17：00～21：00　定休日 木曜日
料　金／1人4,400円を3,300円
特　徴／地元の三浦豚、えなどりの料理です。
　　　　今回の味グルメは密を避けるため、14名様までと
　　　　させていただきます。

かね

・三浦豚陶板焼
・恵那鶏天ぷら
・茶わん蒸し
・焼き物
・お刺身

・口取り
・蓋物
・食事
・デザート

場　所／恵那市武並町竹折1696-27　☎0573-28-3329
時　間／11：00～14：00　17：00～23：00（金・土は17：00～24：00）
　　　　定休日　木曜日
料　金／１人5,500円を4,500円（税込）
特　徴／深夜まで営業の為、ごゆっくりお食事をして頂けます。少人数
　　　　から37名様送迎いたします。ご予約の際、ご相談ください。

※詳細は今月会報誌の折込チラシをご覧ください。
　チラシ掲載の価格より割引料金で購入出来ます。料金はご案内チラシ裏面の申込書でご確認ください。

全国の行列店、話題のお店、有名グルメ雑誌掲載店など…
「これ食べてみたい！」を４５品集めました！
ラーメンで旅する日本旅行はいかがですか？

★お肉のメニューは予約時に店長と御相談ください。

ビールはピッチャーで御提供
（規定量を超えた場合発泡酒での対応とさせて頂きます）

・ハイボール　・赤ワイン　・チューハイ各種
・梅酒　・麦焼酎　・芋焼酎　・カクテル
・日本酒　・ノンアルコールカクテル
・フリードリンク　・ノンアルコールビール（人数分）

お肉コース＋のみ放題（150分）

昭和包装
工業

GS ファミリーマート

至
恵
那
市
街

至
瑞
浪
Ｉ
Ｃ

至
瑞
浪

19

焼肉　ひーさん家焼肉　ひーさん家

至恵那IC

中央自動車道中央自動車道

場　所／恵那市大井町1777-1　☎0573-25-2110
時　間／11：30～21：30
　　　　定休日　月曜日（祝日の場合翌日休み）
料　金／忘年会プラン（飲み放題120分付き）　5,500円を4,500円
　　　　女子会プラン（飲み放題120分付き）　4,000円を3,000円
特　徴／特別プランをご用意しました。ぜひ、ご来店ください。
　　　　おせちの予約も承ります。

大地の料理

恵那農業
高校

大井小学校明知鉄道

水半茶寮

401

410

至
恵
那
市
街
地

ト
ヨ
タ

至19号恵那峡口

個室、お座敷
利用可
和室椅子席
あります。

・前菜
・お刺身
・揚げ物
・蒸し物
・メインディッシュ

・せいろ蒸鍋
・ご飯
・汁物　・香物
・デザート
・コーヒー

季節のコース料理

飛騨牛すき焼御膳
・飛騨牛すき焼
・天ぷら
・茶碗蒸し　・小鉢
・麦とろご飯
・ミニそば　・漬物
・コーヒー　・デザート

イス席及び
座敷席

（2～20人）

参加希望のお店は
ジョイセブン事務局（☎0573-65-1177）へご連絡ください。

♥味グルメとは地元の割引協定店と
　タッグを組み、会員及び家族の皆様
　が、気軽にお得な食事が楽しめる大
　変人気の企画です♥
　ジョイセブンでは新たに参加を希望
　されるお店を募集しています。

ジョイセブンジョイセブン

参加店募集!!参加店募集!!
味グルメ味グルメ味グルメ

コロナ対策をしております。

日本全国ラーメン紀行日本全国ラーメン紀行
ジョイセブン
会員の皆さま

へ

旨麺セレクション
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日帰り

バスツアー

日帰り

バスツアー

※写真はイメージです。〔企画実施：ごとう観光バス ☎0573-46-3031 岐阜県知事登録旅行業 第2-284号〕※申込方法は９ページにあります。

■出 発 日　12月20日㈪
■募集人数　25名（最少催行人数25名）
■参加対象者　会員及び登録家族 限定
■参 加 費　会　　員　　　2,400円
　　　　　　登録家族　　　3,200円
■そ の 他
　①平日出発につき、18才以上の参加となります。
　②バス代、旅行傷害保険料を含みます。 食事は付いていません。
　③乗(降)車場所は、ごとう観光（蛭川）、中津川市役所前、
　　恵那市役所前バス停の3ヶ所となります。

ごとう観光車庫（7：45発）－中津川市役所前（8：15発）－
恵那市役所前バス停（8：35発）－恵那IC－守山スマートIC
－コストコ守山倉庫店（たっぷり2時間半）－守山スマートIC
－恵那IC－恵那市役所前バス停（13：40頃着）－
中津川市役所前（14：00頃着）－ごとう観光車庫（14：30頃着）

行
　
　
程

コストコ守山倉庫店でお買物！コストコ守山倉庫店でお買物！
“コストコ”は食品から日用品まで
約5,000点以上を取り揃える
会員制の大型倉庫店です！

“コストコ”は食品から日用品まで
約5,000点以上を取り揃える
会員制の大型倉庫店です！

コストコ会員ひとりとその家族1名まで入店出来ます。非会員の方
は、当日カウンターで会員登録をしていただくことによりご入店
が可能となりますが、バス車内で事前の仮登録だけ済ましていた
だきますので多少はスムーズに入店できるかと思います。
（仮登録にはスマートフォンが必要です。添乗員がお手伝いします）

日帰り

バスツアー

日帰り

バスツアー

※申込方法は９ページにあります。

蒲郡蒲郡

※写真はイメージです。〔企画実施：どり～むツアー ☎0572-66-1388 岐阜県知事登録旅行業 第2-258号〕

いちご＆みかんダブル狩りいちご＆みかんダブル狩り
食べ放題と八丁味噌蔵見学食べ放題と八丁味噌蔵見学

中津川市役所前（8：30発）－恵那市役所前バス停（8：50発）－
恵那IC－豊田東IC－まるや八丁味噌（OP：味噌すくい取り）－
いちご狩り＆みかん狩り＆アサリ釡飯御膳（昼食＆ダブルフルーツ狩り）
－ラグーナフェスティバルマーケット（お買物）－
岡崎東IC－岡崎SA（休憩　ショッピング）－恵那IC－
恵那市役所前バス停（16：40頃着）-中津川市役所前（17：00頃着）

■出 発 日　12月25日㈯
■募集人数　28名（最少催行人数28名）
■参 加 費　会　　員　　　7,500円
　　　　　　登録家族　　　8,300円
　　　　　　その他同伴者　9,300円
　　　　　　　　　　※小学生以上の参加となります。

■そ の 他
　①バス代、昼食代、入園料、旅行傷害保険料を含みます。
　②乗(降)車場所は、中津川市役所前、恵那市役所前バス
　　停の2ヶ所となります。

みかん1㎏＆八丁味噌 おみやげ付

行
　
　
程

アサリ釜飯御膳アサリ釜飯御膳

みかん狩りいちご狩り みかん狩りいちご狩り

コストコ守山倉庫店コストコ守山倉庫店

12/8㈬
 締切！

12/8㈬
 締切！



７

伏見稲荷大社伏見稲荷大社

※申込方法は９ページにあります。 ※写真はイメージです。〔企画実施：中部観光㈱ ☎0573-26-1855 岐阜県知事登録旅行業 第2-67号〕

中津川市役所前（7：00発）－中部観光車庫（7：20発）－
恵那市役所前バス停（7：35発）－恵那IC－京都南IC－
世界遺産 伏見稲荷大社（自由参拝）－世界遺産 清水寺（拝観）
－京都南IC－恵那IC－
恵那市役所前バス停（18：20頃着）-中部観光車庫（18：30頃着）
-中津川市役所前（18：50頃着）

■出 発 日　１月16日㈰
■募集人数　30名（最少催行人数30名）
■参 加 費　会　　員　　　4,700円
　　　　　　登録家族　　　5,500円
　　　　　　その他同伴者　6,500円
　　　　　　　　　　※お子様も同額となります。

■そ の 他
　①バス代、入場料、旅行傷害保険料を含みます。
　　お食事は各自でお取りください。
　②乗(降)車場所は、中津川市役所前、中部観光車庫、
　　恵那市役所前バス停の3ヶ所となります。

行
　
　
　
程

■出 発 日　１月２日㈰・３日㈪
■募集人数　各日35名（最少催行人数30名）
■参 加 費　会　　員　　　5,000円
　　　　　　登録家族　　　5,800円
　　　　　　その他同伴者　6,800円
　　　　　　　　　　※3才以上同額となります。

■そ の 他
　①バス代、旅行特別補償保険を含みます。
　②乗(降)車場所は、中津川市役所前、恵那市役所前バス
　　停の2ヶ所となります。

日帰り

バスツアー

日帰り

バスツアー

来年こそは！ やっぱり伊勢神宮へ初詣来年こそは！ やっぱり伊勢神宮へ初詣

※申込方法は９ページにあります。 ※写真はイメージです。〔企画実施：東濃鉄道㈱営業部 企画担当 ☎0572-22-8533 岐阜県知事登録旅行業 第2-65号〕

中津川市役所前（7：15発）－恵那市役所前バス停（7：35発）－
恵那IC－伊勢西IC－伊勢神宮外宮（参拝）……
伊勢神宮内宮（参拝）……おはらい町……おかげ横丁（散策と自由昼食）
－伊勢志摩みやげセンター王将伊勢店（お買物）－
伊勢西IC－恵那IC－
恵那市役所前バス停（18：20頃着）－中津川市役所前（18：40頃着）

行
　
　
　
程

日帰り

バスツアー

日帰り

バスツアー

初詣初詣

伊勢神宮参拝、おはらい町とおかげ横丁
約2時間30分滞在

伏見稲荷大社

清水寺

千本鳥居

二年坂

伏見稲荷大社

伊勢神宮 内宮正宮

清水寺

千本鳥居

二年坂

宇治橋鳥居

伊勢神宮 内宮正宮

宇治橋鳥居

おかげ横丁おかげ横丁

全国に３万社ある稲荷神社の総本宮です。
お稲荷さんと言えば「商売繁盛」の神様、
最近では無数に並ぶ朱色の鳥居のトンネル

「千本鳥居」と「パワースポット」としても有名です。

全国に３万社ある稲荷神社の総本宮です。
お稲荷さんと言えば「商売繁盛」の神様、
最近では無数に並ぶ朱色の鳥居のトンネル

「千本鳥居」と「パワースポット」としても有名です。



８

『カニカニパニック『カニカニパニック新年お正月企画！
関ヶ原の合戦　近江八幡』

新年お正月企画！
関ヶ原の合戦　近江八幡』

※申込方法は９ページにあります。 ※写真はイメージです。〔企画実施：東濃鉄道㈱営業部 企画担当 ☎0572-22-8533 岐阜県知事登録旅行業 第2-65号〕

中津川市役所前（9：00発）－恵那市役所前バス停（9：20発）－
恵那IC－関ヶ原IC－
Sekigahara花伊吹 『カニカニパニック関ヶ原』
　　　　（国産牛すき焼き＆ずわい蟹足食べ放題の昼食とずわい蟹詰め放題チャレンジ）－
関ヶ原IC－湖東三山スマートIC－
岡村本家・金亀酒造（正月限定！新春鏡割りした酒蔵で試飲見学）－
商人の町「近江八幡」（自由散策）－
めんたいパークびわ湖（12/10グランドオープンお買物）－竜王IC－恵那IC
－恵那市役所前バス停（19：15頃着）-中津川市役所前（19：35頃着）

■出 発 日　１月９日㈰・10日（月・祝）
■募集人数　各日35名（最少催行人数30名）
■参 加 費

■そ の 他
　①バス代、昼食代＋お持ち帰り代を含みます。
　②乗(降)車場所は、中津川市役所前、恵那市役所前バス
　　停の2ヶ所となります。

行
　
　
　
　
程

※小学生以上の参加となります。

区　分
会　　員
登録家族
同 伴 者

9,000円
9,800円
10,800円

̶
8,800円
9,800円

小学生大人（中学生以上）

日帰り

バスツアー

日帰り

バスツアー

蒸し牡蠣焼き牡蠣 蒸し牡蠣焼き牡蠣

美しい村「VISON」美しい村「VISON」

ずわい蟹詰め放題チャレンジずわい蟹詰め放題チャレンジ

と

日本海産
紅ずわい蟹
詰め放題体験！
（3匹保証）

日帰り

バスツアー

日帰り

バスツアー

※申込方法は９ページにあります。 ※写真はイメージです。〔企画実施：どり～むツアー ☎0572-66-1388 岐阜県知事登録旅行業 第2-258号〕

牡蠣の浦村！食べ放題＆詰め放題＆
美しい村「VISON』

牡蠣の浦村！食べ放題＆詰め放題＆
美しい村「VISON』

中津川市役所前（7：00発）－恵那市役所前バス停（7：15発）－
恵那IC－伊勢IC－
牡蠣の国・浦村/牡蠣食べ放題（牡蠣食べ放題＆詰め放題）－
鳥羽さかなセンター大漁水産（ショッピング）－
多気ヴィソンSIC－美しい村「VISON」（マルシェ＆セバスチャン通り等）
－多気ヴィソンSIC－恵那IC－
恵那市役所前バス停（17：35頃着）-中津川市役所前（17：50頃着）

■出 発 日　１月15日㈯・２月５日㈯
■募集人数　各日28名（最少催行人数28名）
■参 加 費　会　　員　　　　9,700円
　　　　　　登録家族　　　10,500円
　　　　　　その他同伴者　11,500円
　　　　　　　　　　※小学生以上の参加となります。

■そ の 他
　①バス代、昼食代、旅行傷害保険料を含みます。
　②乗(降)車場所は、中津川市役所前、恵那市役所前バス
　　停の2ヶ所となります。

行
　
　
程

牡蠣の国　三重県浦村の牡蠣
蒸し牡蠣＆焼き牡蠣食べ放題＋
牡蠣フライ、牡蠣飯、味噌汁、漬物付

『カニカニパニック関ヶ原の合戦』のお楽しみ！『カニカニパニック関ヶ原の合戦』のお楽しみ！

全部
食べ放題

！全部
食べ放題

！

◯国産牛すき焼き　◯ずわい蟹足　◯日本海産紅ずわい蟹足
◯近江牛ハンバーグ　◯カニ近江牛雑炊　◯近江牛おこわのローストビーフ寿司
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（ハガキ裏）※奇数参加の場合は、相席になることがあります。予めご了承ください。

※不正な参加があった場合は、事業所経由で会員へ請求します。
※個人情報についてはツアー以外の目的で利用しません。

各旅行社宛 ジョイセブンツアー共通申込書

申込書をハガキの裏に貼って
出してください。（コピー可）

中
津
川
市
手
賀
野
一
七
二-

一

ジ
ョ
イ
セ
ブ
ン
事
務
局
　

宛

（
ハ
ガ
キ
表
）

（
各
地
乗
降
車
場
所
）

※各種ツアーの行程からお選びください。

■ジョイセブンツアー共通申込方法

番号

１

２

３

4

地域名

中 津 川

中 津 川

恵　　那

蛭　　川

Ｆ
Ａ
Ｘ
で
申
込
の
場
合
は
、切
り
取
ら
ず
こ
の
ペ
ー
ジ
の
ま
ま
送
信
し
て
く
だ
さ
い

（○印を付けてください）（必ず参加される方の氏名をご記入ください。）

会員番号

氏　　名

会員番号

氏　　名

会員番号

氏　　名

会員番号

氏　　名

会員番号

氏　　名

※携帯等連絡のとれる番号を記入してください。

会員・

会員・　　・同伴者登録
家族

会員・　　・同伴者登録
家族

会員・　　・同伴者登録
家族

会員・　　・同伴者登録
家族

登録
家族

参加者氏名

会 員 番 号

連絡先TEL ̶ ̶

会 員 氏 名

自 宅 住 所

年齢 区分

乗車場所の番号

参加申込人数　合計 名

発着場所

中 津 川 市 役 所 前

中 部 観 光 車 庫

恵那市役所前バス停

ご と う 観 光 車 庫

希
望
の
出
発
日
を

　
○
印
で
囲
っ
て
く
だ
さ
い

申込締切日は12月10日（金）です。（必着）
※但し、12月出発のツアーは12月8日（水）となります。
申込書（コピー可）に記入し、ファックス（0573－65－1180）
またはハガキに貼ってお申込みください。
申込み多数の場合は抽選となります。
当選もれの方には12月20日（月）までに直接通知します。
参加者には出発日近くに案内状を送りますが、それ以前に
当・落の返信が必要な方は往復ハガキでお申込みください。
※ご案内や参加費請求等は、旅行会社より申込者に直接させて頂きます。
　旅行案内をお受取り後のメンバー変更・キャンセル・旅行に関する
　お問合せ等は旅行会社へご連絡ください。
※いただいた個人情報についてはツアー以外の目的で利用しません。

12/20（月） 
12/25（土）
1/2（日）・3（月）
1/16（日）
1/9（日）・10（月・祝）
1/15（土）・2/5（土）

コストコ守山倉庫店

蒲郡 いちご＆みかんダブル狩り

伊勢神宮へ初詣

初詣 伏見稲荷大社

カニカニパニック関ヶ原と近江八幡

牡蠣の浦村！食べ放題＆詰め放題

ドライフラワーdeしめ飾りドライフラワーdeしめ飾り絵本と子どもゴコロは
いくつになっても

絵本と子どもゴコロは
いくつになっても

■日　　時：12月14日㈫ 13：30～15：00
■講　　師：絵本専門士　森岡由紀子
■場　　所：中津川市下野1171　緑香庵

■参 加 費：会員及び登録家族　1,200円
　　　　　　その他同伴者　　　2,200円
■募集人数：８名
■申込方法：12月10日㈮までに緑香庵　090-2687-9040へ
　　　　　　お申込みください。

■日　　時：12月15日㈬ 13：00～14：30
■講　　師：ドライフラワーてくてく　やすだみわ
■場　　所：中津川市下野1171　緑香庵

■参 加 費：会員及び登録家族　1,500円
　　　　　　その他同伴者　　　2,700円
■募集人数：８名
■申込方法：12月10日㈮までに緑香庵　090-2687-9040へ
　　　　　　お申込みください。※写真はイメージです ※写真はイメージです

子どもや孫に絵本をいっぱい
読んだという方も、
絵は意外に見ていなかった…
ことが多いようです。
それではモッタイない！
世代をこえ読み続けられる絵本も、
見方を変えれば世界は
もっと広がります。
子どもたちのためにも、
これからの自分のためにも、
ゆるやかな絵本体験を。

子どもや孫に絵本をいっぱい
読んだという方も、
絵は意外に見ていなかった…
ことが多いようです。
それではモッタイない！
世代をこえ読み続けられる絵本も、
見方を変えれば世界は
もっと広がります。
子どもたちのためにも、
これからの自分のためにも、
ゆるやかな絵本体験を。

絵本専門士 ＊ 森岡由紀子
　「のら司書」の小さい看板をあげ、絵本や児童書について講演やお話し会、
　ブックトーク、読書会などをしています。

今年収穫した稲穂や椿の実、
ローズヒップなどの自然の恵みで
しめ飾り作りを楽しみましょう。

世界に一つだけの
ご自分のしめ飾りに
願いを込めて

新年を迎える準備を
ご一緒に！

今年収穫した稲穂や椿の実、
ローズヒップなどの自然の恵みで
しめ飾り作りを楽しみましょう。

世界に一つだけの
ご自分のしめ飾りに
願いを込めて

新年を迎える準備を
ご一緒に！

12/8締切

12/8締切

※会員・登録家族限定
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ジョイセブンゴルフ教室（恵那教室）ジョイセブンゴルフ教室（恵那教室）

鈴木プロによる指導風景鈴木プロによる指導風景

鈴木香織プロ

鈴木香織プロ

LPGAツアー優勝１回、数年間シード選手として参戦した経験を経て、
わかりやすいと評判。ゴルフの基本を重視したカリキュラムで親切指導。

各コース5名（先着順）
会員及び登録家族
一般価格　5,000円を　ジョイセブン価格　4，000円（4回分のレッスン料・2ヵ月間有効）
但しボール代は自己負担【特典：通常打球9円を7円】

受講される月・曜日・時間をご指定のうえ12月10日㈮までにジョイセブン事務局（☎0573-65-1177）へ
お申込みください。※申込は1ヵ月単位。4回のレッスンが終了後、3月まで継続して受講される方は「まきがねゴルフガーデン」へお申し出ください。

募集人員

参加対象者

受 講 料

申込方法

場　　所

講　　師

受講曜日
及び

時　　間

令和4年1月・2月・3月　プロによるレッスン！
月
水
金

Aコース 10：30～11：45
Bコース 13：30～14：45
Cコース 15：00～16：15

Dコース 17：30～18：45
Eコース 19：00～20：15

まきがねゴルフガーデン（恵那市長島町中野1269番地の51）

受 講 月

健康ストレッチ講座健康ストレッチ講座

健康ストレッチ講座

【企画：三菱電機ライフサービス】

■場　　所　中津川市サンライフ
■参 加 費：会員及び登録家族（小学生以上）500円　その他同伴者　1,000円
■講　　師：㈱スポーツクラブルネサンス専属講師
■募集人数：各日25名　　■持 ち 物：ジャージまたは動きやすい服装、汗拭き用タオル
■申込方法：各講座実施日の2日前までに中津川市サンライフ（☎0573-66-1357）へお申込みください。（先着順）
　　　　　　但し、定数になり次第受付終了となります。ご案内は発送しませんので、申込済の方は参加当日受付にて
　　　　　　参加名簿に記入の上、ジョイセブンカードを提示し参加費をお支払いください。

講 座 名日　時 内　容　　※こんな方にオススメ 会場（予定）

・冷えない身体をつくるヨガです
・ダイエットしたい方

・家で続けられるストレッチです
・怪我をしにくい体を作りたい方

和　室
パワーヨガ

簡単ストレッチ

・動いても疲れない身体づくりです
・体の機能を高めたい方

ファンクショナル
トレーニング

1月12日㈬
18：30～19：30

3月2日㈬
18：30～19：30

2月2日㈬
18：30～19：30

※新型コロナウイルスの状況により、
　中止となる場合があります。

家庭常備薬のあっせん家庭常備薬のあっせん

一部商品ご案内

ジョイセブン

あ
ま
の
創
健

事
業
所
様

①斡旋
　ご案内

④商品送付

⑤お支払

③一括申込

②申込書
　　送付

爽AL点鼻薬a 16㎖
参考価格1,408円→会員価格370円

体幹ぴょんぴょんホップステッパー
参考価格3,980円→会員価格2,780円

クリニカフッ素メディカルコート
参考価格1,078円→会員価格800円

■申込方法　①ご希望の方は、申込書（会報に折込）に個数及び金額をご記入ください。
　　　　　　②事業所ごとに「申込書」を取りまとめ「斡旋申込取りまとめ書」にご記入ください。
　　　　　　③「申込書」・「斡旋申込取りまとめ書」を、ジョイセブンまでご送付又はご持参ください。
■申込締切　各事業所の担当者様への締切日・・・・・・・・12月17日㈮
　　　　　　上記担当者様からジョイセブンへの締切日・・・12月22日㈬
■納品予定日　令和4年1月下旬
■納品方法　商品は、申込者ごとに詰合せのうえ㈱あまの創健より
　　　　　　各事業所宛に送付いたします。（送料無料）
■代金支払方法　商品と一緒に、振込用紙（コンビニ・郵便局対応）を同封いたしますので、事業所ごとに
　　　　　　取りまとめの上、最寄りのコンビニ・郵便局にてお支払ください。（振込手数料は業者負担）
■そ の 他　詳細についてのお問合せ、又は商品の破損、過不足等がありましたら、㈱あまの創健へ直接連絡してください。
　　　　　　☎052-931-0101
■取扱業者　㈱あまの創健　　愛知県名古屋市北区五反田178-5　☎0120-170-228

ロートOA
参考価格1,100円→会員価格210円
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その1その1チケットのあっせん

チケット好評発売中

全国約35,000店舗の加盟店
ご利用いただける「食事券」です。

テイクアウトやデリバリーのお支払いにも使えます。
※有効期限はありません。※お釣りも出ます。

ジェフグルメカードの販売ジェフグルメカードの販売

券　種／500円券×10枚　1セット
あっせん価格／１セット（5,000円分）を4,000円
あっせん数／200セット限定（1会員1セット限り）
購入方法／12月13日㈪９:００～
　　　　　ジョイセブン事務局でお買い求めください。（先着順）

ご利用可能加盟店（一部抜粋）
ガスト・COCO’S・モスバーガー・魚民
ケンタッキーフライドチキン・CoCo壱番屋
吉野家・サーティワンアイスクリーム
がんこ亭恵那店・カルビ大将恵那店　etc

全国共通お食事券

手形内容／信州の約180の協賛施設の中から
　　　  　 物見どころ(観光)・味めぐり・湯めぐり
　　　　　お土産・その他(宿泊等)の各種割引特典が満載！
　　　　　　  ※湯めぐりでは40の温泉施設の中から、本手形１冊で
　　　　　　  　１名様1施設1回のみ12施設まで利用出来ます。

有効期限／購入日から１年間
あっせん価格／通常1,500円を1,100円
購入方法／ジョイセブン事務局でお買い求めください。（先着順。1会員4冊まで）

「見物･味覚･お湯･産物」で　　　
　　　　割引･特典が受けられる!!

信州  物味湯産  手形信州  物味湯産  手形

ゆ さんゆ さんもの みもの み クーポン

日　時／2022年１月23日㈰  14:00開演
会　場／土岐市文化プラザ サンホール

席　種／全席指定

あっせん価格／一般1,000円(当日1,200円)を800円
　　　　　　　　　※3才以下無料（但し座席が必要な場合は有料）

購入方法／ジョイセブン事務局でお買い求めください。

券　種
大　　人
高 校 生
小 中 生
貸 靴 券

1　日　券
1,000円　　　800円
　800円　　　600円
　500円　　　400円
　500円　　　400円

ナイター券（17：00～）
　500円　　　400円
　400円　　　300円
　200円　　　100円
　300円　　　200円

開催期間／開催中～2022年2月20日㈰ 9：00～20：30（土日祝は8：30～）
会　　場／恵那スケート場（恵那市武並町竹折）

あっせん価格／

購入方法／ジョイセブン事務局でお買い求めください。
イメージキャラクター クリス

堀ちえみ 講演会堀ちえみ 講演会
ステージⅣ舌ガンを乗り越えて生きる
～キャンサーギフト・大切な家族～

ティラノサウルス展ティラノサウルス展

会　期／開催中～2022年２月13日㈰
　　　　　 9:30～17:00（入館は16:30まで）
　　　　　 休館日: 毎週月曜日（1/10は開館）、毎月第3金曜日、12月29日～1月3日、1月11日

会　場／名古屋市科学館 （地下鉄伏見駅５番出口から南へ徒歩５分）
あっせん価格／前売 一　般 1,500円（当日1,700円）を1,300円
　　　　　　　前売 高大生 　800円（当日1,000円）を　600円
　　　　　　　前売 小中生 　300円（当日　500円）を　100円
購入方法／2022年1月17日㈪までにジョイセブン事務局でお買い求めください。

～T.rex 驚異の肉食恐竜～

一　般
（小学生以上）

区　分 あっせん価格一般価格 特　徴

1,200円
1,900円

2,300円
（現地での価格）

なばなの里 イルミネーション入村券イルミネーション入村券
会　期／開催中～2022年５月31日㈫
券種及び枚数／

購入方法／ジョイセブン事務局でお買い求めください。（先着順）
　　　　　　  ※但し、会期中1会員8枚まで(会員及び登録家族)。　オークションへの出品、転売を禁止します。

1,000円のベゴニアガーデン入館券付き

里内で利用できる1,000円の金券付き

今シーズンのチケット販売です！

クリスタルパーク恵那
スケート場

アイススケート利用券

クリスタルパーク恵那
スケート場

アイススケート利用券
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その3その3チケットのあっせん

その2その2チケットのあっせん

チケットのあっせん　　　の申込方法は14ページにあります。※申込後のキャンセルは出来ません。（先着順）その3その3

【チケットのあっせん　　　申込方法】　※申込後のキャンセルは出来ません。　※重複申込みはご遠慮ください。　
12月8日㈬までに14ページ申込方法でお申込みください。抽選のうえ、当選者のみ12/28㈫までにご連絡します。

その2その2

日　時／2022年２月９日㈬ 11:00開演
２月18日㈮ 11:00開演

会　場／御園座（地下鉄東山線伏見駅下車6番出口より徒歩2分）
席種及び枚数／2F A席　各日20枚（1会員2枚まで）
あっせん価格／9,000円を8,000円　※未就学児入場不可

抽選！
12/8（水）

締切！

宝塚歌劇団 星組公演宝塚歌劇団 星組公演

『ライオンキング』『ライオンキング』

バンクシーって誰？展バンクシーって誰？展

劇団四季ミュージカル劇団四季ミュージカル

日　時／2022年４月23日㈯ 13:00開演
会　場／名古屋四季劇場（JR名古屋駅から徒歩約13分）
席種及び枚数／Ｓ席 10枚（１会員２枚まで）
あっせん価格／ 12,100円を11,600円

抽選！
12/8（水）

締切！ミュージカルの王者、千秋楽へ。
太陽煌めくアフリカの大地を舞台に、
『サークル・オブ・ライフ（生命の連環）』を

テーマとして繰り広げられる
壮大なミュージカル『ライオンキング』。

“奇跡の舞台”へ、いまならまだ間に合います。
千秋楽に向けてますます盛り上がる
名古屋公演を、ぜひお見逃しなく。

ミュージカルの王者、千秋楽へ。
太陽煌めくアフリカの大地を舞台に、
『サークル・オブ・ライフ（生命の連環）』を

テーマとして繰り広げられる
壮大なミュージカル『ライオンキング』。

“奇跡の舞台”へ、いまならまだ間に合います。
千秋楽に向けてますます盛り上がる
名古屋公演を、ぜひお見逃しなく。

出演者：大貫勇輔
　　　　平原綾香・May'n（Wキャスト）
　　　　加藤和樹
　　　　伊礼彼方・上原理生（交互で役替わり）
　　　　福井晶一・宮尾俊太郎（Wキャスト）
　　　　ほか

Ⓒ武論尊・原哲夫／コアミックス 1983
版権許諾証GS-111

Ⓒ宝塚歌劇団

日　時／12月19日㈰～2022年３月27日㈰ 
　　　　　　開館時間:10：00～18：00（金・土は20：00まで） ※最終入場は閉館の30分前まで（2022年1/22㈯は17：00閉館）
　　　　　　休館日:12/20㈪・31㈮・2022年1/1㈯・2㈰・17㈪

会　場／グローバルゲート ガレージ名古屋（名古屋駅より「あおなみ線・ささしまライブ駅」歩行者デッキ直結）
券　種／平日 期間限定チケット　※本券は2022年2/28㈪までの平日限定で開館中のお好きな時間に入場可能です。（3月以降使用不可）

あっせん価格／一　般 2,000円を1,700円
　　　　　　　高大生 1,800円を1,500円
　　　　　　　小中生 1,300円を1,000円

日　時／2022年１月15日㈯ ①12:30/②17:30開演
１月16日㈰ 12:00開演

会　場／愛知県芸術劇場大ホール（地下鉄栄駅下車徒歩３分）
席種及び枚数／Ｓ席 各10枚
あっせん価格／13,500円を12,000円　※未就学児入場不可

闘う、愛ゆえに。
伝説的コミック
「北斗の拳」が、

愛と宿命の物語として
ミュージカル化！

闘う、愛ゆえに。
伝説的コミック
「北斗の拳」が、

愛と宿命の物語として
ミュージカル化！

※差額はジョイセブンで補てんしています。
※2才以下入場不可。公演当日3才以上有料（膝上鑑賞不可）

御園座 2月公演御園座 2月公演

出演者：礼真琴、舞空瞳

ミュージカル

フィスト・オブ・ノーススター
～北斗の拳～

ミュージカル

フィスト・オブ・ノーススター
～北斗の拳～

※未就学児入場無料　※学生の場合は要学生証提示
※申込締切は毎週金曜日。最終締切1/28㈮。
　翌週始めに発注します。
※発注後1週間から10日以内にチケットはお渡し予定です。
※本券は申込受付です。窓口販売はありませんのでご注意ください。

2022年
2月28日までの

平日
期間限定
チケット

グランド・ロマンス 
『王家に捧ぐ歌』
－オペラ「アイーダ」より－ 
脚本・演出／木村 信司 
ヴェルディのオペラとして有名な
「アイーダ」を、宝塚バージョンと
して新たな脚本、音楽で上演した
『王家に捧ぐ歌』。

グランド・ロマンス 
『王家に捧ぐ歌』
－オペラ「アイーダ」より－ 
脚本・演出／木村 信司 
ヴェルディのオペラとして有名な
「アイーダ」を、宝塚バージョンと
して新たな脚本、音楽で上演した
『王家に捧ぐ歌』。
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音楽座ミュージカルの名作が名古屋にて待望の上演！
－大切なものは、目には見えないんだよ

白石加代子「百物語」シリーズは、明治から現代の
日本の作家の小説を中心に「恐怖」というキーワードで

選び、白石加代子が朗読する形で出発した。
【演目】 「ちょうちんが割れた話」夢枕獏　「如菩薩団」筒井康隆
　　　 「箪笥」半村良　「おさる日記」和田誠

日　時／2022年２月４日㈮ 18:00開演
会　場／日本特殊陶業市民会館
　　　　ビレッジホール
　　　　　（ＪＲ金山駅より北へ徒歩5分）

席種及び枚数／全席指定 10枚
あっせん価格／12,500円を11,500円 ※未就学児入場不可

ミュージカル「リトルプリンス」ミュージカル「リトルプリンス」

出演者：加藤梨里香、井上芳雄、大野幸人、花總まり 他

日　時／2022年１月８日㈯～14日㈮ 11:00開演
会　場／御園座（地下鉄東山線伏見駅下車6番出口より徒歩2分）
席種及び価格／A席 11,000円を9,700円

B席 　7,000円を6,100円　※未就学児入場不可

日　時／2022年２月１日㈫ 16:30開演
会　場／ウインクあいち 大ホール
　　　　　（名古屋駅桜通口からミッドランド方面徒歩5分）

席種及び枚数／全席指定 10枚
あっせん価格／6,800円を6,300円 ※未就学児入場不可

白石加代子「百物語」
アンコール公演 第三弾

白石加代子「百物語」
アンコール公演 第三弾

NHK「きょうの料理」に出演で話題の
Wヴァイオリン ピアノによる3人組

インスト・ユニットTSUKEMENが名古屋に！

日　時／2022年２月11日（金・祝） 15:00開演
会　場／日本特殊陶業市民会館ビレッジホール
　　　　　（ＪＲ金山駅より北へ徒歩5分）

席種及び枚数／全席指定 10枚
あっせん価格／5,500円を5,000円　※3才未満入場不可

TSUKEMEN CONCERT
HAPPY キッチン
TSUKEMEN CONCERT
HAPPY キッチン

思わずくちずさみたくなる
日本のポップス曲などを奏でます。

カウンターテナー ギターカウンターテナー ギター

伸びやかに艶のある極上の歌声にのせて、
情熱的なステージをお届けします。

会　場／バロー文化ホール 大ホール（多治見市文化会館）
席種及び価格／一般（指定席） 4,000円を3,400円
　　　　　　 一般（自由席） 3,000円を2,500円

高校生以下（指・自）  1,000円を　800円

日　時／
　2022年２月13日㈰ 14:00開演

藤木大地 with 荘村清志藤木大地 with 荘村清志
いま聴きたい日本の歌いま聴きたい日本の歌

日　時／2022年２月24日㈭ 13:30開演
会　場／日本特殊陶業市民会館
　　　　フォレストホール
　　　　　（ＪＲ金山駅より北へ徒歩5分）

席種及び枚数／全席指定 20枚
あっせん価格／6,500円を5,000円
　　　　　　　　　　 ※未就学児入場不可

三山ひろし コンサート2022
～歌の宝石箱～

三山ひろし コンサート2022
～歌の宝石箱～

チケットのあっせん　　　の申込方法は14ページにあります。※申込後のキャンセルは出来ません。（先着順）その4その4

日　時／2022年３月21日（月・祝） 17:15開演
会　場／愛知県芸術劇場 大ホール
　　　　 （地下鉄「栄駅」下車徒歩3分）

席種及び枚数／全席指定 10枚 ※未就学児入場不可
あっせん価格／7,000円を6,000円

布施 明布施 明
～祭りのあとの歌ものがたり～

AKIRA FUSE LIVE TOUR 2021-2022
～祭りのあとの歌ものがたり～

AKIRA FUSE LIVE TOUR 2021-2022

《重要》「新型コロナウイルス感染症対策の取り組みとお願い」について、下記URLを必ずご確認・ご了承の
　　　  うえでお申込みください。http://www.kyodotokai.co.jp/events/detail/2233

各10枚

※未就学児入場不可

}
藤木大地 Ⓒhiromasa 荘村清志 ⒸHiromichi NOZAWA

出演者：木村達成、桜井玲香、小西遼生、壮一帆
　　　　金田哲（はんにゃ）、元木聖也 他

日　時／2022年１月28日㈮ 13:00開演
会　場／日本特殊陶業市民会館
　　　　ビレッジホール
　　　　　（ＪＲ金山駅より北へ徒歩5分）

席種及び枚数／全席指定 10枚 ※未就学児入場不可
あっせん価格／10,500円を10,000円

KERA CROSS 第四弾
「SLAPSTICKS」
KERA CROSS 第四弾
「SLAPSTICKS」

《重要》「特定興行入場券」「新型コロナウイルス感染症対策の取り組みとお願い」について、下記URLを必ず
　　　  ご確認・ご了承のうえでお申込みください。http://www.kyodotokai.co.jp/informations/detail/1691

芸能生活35周年を迎える中村美律子と
ムード歌謡グループ純烈が
新春を祝い、歌い初め。

歌あり、トークあり、笑いありの夢のステージ

美律子と純烈の
新春！初うた！！初笑い！！！

中村美律子デビュー35周年記念

美律子と純烈の
新春！初うた！！初笑い！！！

中村美律子デビュー35周年記念
御園座 新春特別公演
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事 業 所 名

会 員 番 号

自 宅 住 所

公 演 名

事 業 所 ☎

会 員 氏 名

連 絡 先 ☎

公 演 日

〒 － 市から記入 ※携帯等連絡のとれる番号を記入してください。

0573－ －

－ －
時間

席種又は券種及び枚数

　チケットの申込用紙（　　　～　　　）／FAX 0573-65-1180 申込日 日月その2その2 その5その5

ＦＡＸの方は切り取らず、このページのまま送信してください。

その5その5チケットのあっせん

※但し、あっせんチケットにより締切日が異なりますのでご注意ください。

①下記の申込用紙にご記入の上、ジョイセブン事務局へファックス（0573-65-1180）してください。
②ファックスのない方は、Ｅメール（j@joy7.or.jp）でお申込みください。携帯でもできます。
　またはジョイセブンホームページ（http://joy7.or.jp）チケットの申込をご利用ください。
③上記①と②以外の方は、申込用紙にご記入の上、事務局へご提出ください。
　※お申込み後のキャンセルは出来ません。　お申込み受付後、ご予約結果を電話またはハガキで連絡します。

ご予約のチケットが届きましたら電話またはハガキで連絡します。
ご連絡後10日以内に代金引換にてお受取ください。　郵送希望の方はお申出ください。

■チケットの受取方法／

■チケットの申込方法（　　　　　　　）／申込締切日 12月15日㈬その2その2 その5その5～

チケットのあっせん　　　の申込方法は下記にあります。※申込後のキャンセルは出来ません。（先着順）その5その5

席種及びあっせん価格／

日　時／【第５期】
　　　　２月２日㈬　vs 信州ブレイブウォリアーズ 19:05（予定）
　　　　【第6期】
　　　　３月５日㈯・６日㈰　vs 千葉ジェッツ 15:05（予定） ランク3
　　　　３月９日㈬　vs 三遠ネオフェニックス 19:05（予定） ランク2
　　　　３月19日㈯・20日㈰ vs 信州ブレイブウォリアーズ 15:05（予定） ランク2
　　　　３月23日㈬ vs シーホース三河 19:05（予定） ランク3
会　場／ドルフィンズアリーナ（愛知県体育館）
　　　　　（名古屋市営地下鉄 名城線「市役所駅」下車徒歩5分）
　　　　　※ドルフィンズアリーナ専用の駐車場はございませんので、公共交通機関をご利用ください。

名古屋ダイヤモンドドルフィンズ
2021-2022シーズン

名古屋ダイヤモンドドルフィンズ
2021-2022シーズン

２階ベンチ側席
２階ベンチ向席
3階ベンチ側席
3階ベンチ向席

席　種 価　格
大　人　3,100円 → 2,400円
小中高　2,100円 → 1,600円
大　人　2,600円 → 2,000円
小中高　1,600円 → 1,200円

※日程試合により価格が異なる3段階の「フレックスプライス制」となります。
※小学生以上有料（未就学児は膝上に限り無料。但し、お席が必要な場合は有料）

【第５期】

２階ベンチ側席
２階ベンチ向席
3階ベンチ側席
3階ベンチ向席

席　種 価　格
大　人　4,100円 → 3,200円
小中高　3,100円 → 2,400円
大　人　3,600円 → 2,800円
小中高　2,600円 → 2,000円

【第6期】 ランク3：千葉ジェッツ戦/シーホース三河戦

２階ベンチ側席
２階ベンチ向席
3階ベンチ側席
3階ベンチ向席

席　種 価　格
大　人　3,100円 → 2,400円
小中高　2,100円 → 1,600円
大　人　2,600円 → 2,000円
小中高　1,600円 → 1,200円

【第6期】 ランク2：三遠ネオフェニックス/信州ブレイブウォリアーズ戦

B.LEAGUE B1リーグ所属 名古屋本拠地のプロバスケットボールチーム
名古屋ダイヤモンドドルフィンズ　ホームゲーム！！

期　間／開催中～2022年３月31日㈭

会　場／ガーデンキッチンフラリエ（久屋大通庭園フラリエ フラリエコート）
あっせん価格／スタンダードBBQプラン（1名分）4,000円を3,600円
　　　　 　　　　　　 ※席のご利用は150分制 フリードリンク120分付き

利用方法／事前予約制となります。電話番号：052－265－8227へチケット利用の
　　　　　旨を告げ予約し、会計時にご提示ください。

ガーデンキッチンフラリエ
スタンダードBBQ

ガーデンキッチンフラリエ
スタンダードBBQ

【グリルプレート】牛肉、豚肉、鶏肉、ジャンボソーセージ
【野菜プレート】　玉ねぎ、パプリカ、南瓜、茄子
【魚介プレート】　大あさり、殻付き帆立、海老、イカ

※仕入状況により内容が変更
　になる場合があります。

メニュー内容（1名分） 抜粋

※ランチタイム（１１：３０～１5：0０）は土日祝日のみ利用可能
※ディナータイム（１7：0０～22：3０）は平日・土日祝日で利用可能

殺人事件と「舞台」の運命は一人の刑事の手に！？
予測不能なミステリー・ミュージカルコメディ！！

ミュージカル「カーテンズ」ミュージカル「カーテンズ」

出演者：城田優、菅井友香（櫻坂46）、三浦翔平
　　　　原田薫、岸祐二、中嶋紗希、宮川浩 他

日　時／2022年３月27日㈰ 13:00開演
会　場／愛知県芸術劇場 大ホール
　　　　 （地下鉄「栄駅」下車徒歩3分）

席種及び枚数／S席 10枚 ※未就学児入場不可
あっせん価格／13,500円を12,500円

《重要》「特定興行入場券」「新型コロナウイルス感染症対策の取り組みとお願い」について、下記URLを必ず
　　　  ご確認・ご了承のうえでお申込みください。http://www.kyodotokai.co.jp/informations/detail/1694
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■ご購入いただいたチケットの返品・交換は承われませんのでお願いします。
■各劇場の上映予定は、直接劇場へお問合せいただくか、新聞・インターネット等でご確認ください。

チケット完売の場合、入荷までに日数を要することがありますのでご了承ください。

有効期限券　種劇場別　映画券のあっせん あっせん価格

高 大 生

シ ニ ア

幼/小中生

大 学 生

シ ニ ア

幼/小中高生

大　人

大　人

2022年4月末

1,200円

1,200円

2022年3月末

1,200円 2022年4月末

2022年4月末1,200円

2022年4月末1,200円

2022年4月末700円

大 学 生

シ ニ ア

幼/小中高生

大　人

大 学 生

シ ニ ア

小　　人
（3才～高校生）

大　人

大 学 生

シ ニ ア

幼/小中高生

大　人

通常料金

1,500円

1,100円

1,000円

1,500円

1,200円

1,000円

1,800円

1,800円  

1,500円

1,200円

1,000円

1,900円

1,500円

1,200円

900円～
1,000円

1,800円

1,500円

1,200円

1,000円

1,900円

イオンシネマ全国共通券

● イオンシネマ各務原
● イオンシネマ長久手
● イオンシネマ・ワンダー（mozoワンダーシティ）

中日本興業共通券

● ミッドランドスクエアシネマ（名古屋駅前）
● 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

TOHOシネマズ全国共通券（六本木ヒルズを除く）

● TOHOシネマズ岐阜（カラフルタウン内）
● TOHOシネマズ赤池（プライムツリー内）
● TOHOシネマズモレラ岐阜　他

全国109シネマズ＆ムービル 共通券

● 109シネマズ名古屋

コロナシネマワールド全国共通券

● 小牧コロナシネマワールド　他

映画券通年販売中
■購入方法／ジョイセブン事務局で会員カードをご提示のうえお買い求めください。
　郵送をご希望の方は、9月号会報誌（No.300）12ページ、又はジョイセブンガイドブック2020の48ページ、又は
　ジョイセブンホームページの郵送サービス申込書をご利用ください。各社映画券は、有効期限内の上映作品にご利用いただけます。

※ネット予約、
　または当日
　券売機でも
　利用可能！

※ネット予約、
　または当日
　券売機でも
　利用可能！

※ネット予約、
　または当日
　券売機でも
　利用可能！

カードサイズ
　になりました！

～1,900円
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割引協定施設のお知らせ割引協定施設のお知らせ

ちょっとお得なお知らせちょっとお得なお知らせ

所 在 地／恵那市大井町2729-234
　　　　　　050-7123-4310
　　　　　https://omaebi.com
　　　　　不定休
優待内容／大道芸（イベント・お祭り等）
　　　　　出演料から5,000円引き
優待対象者／会員及び登録家族
優待方法／予約時にジョイセブン会員である旨を告げ、料金
　　　　　支払い時にジョイセブンカードを提示してください。

ジョイセブンの特約店（割引店）に
なっていただけませんか
ジョイセブンの特約店（割引店）に
なっていただけませんか

連絡先：ジョイセブン事務局
TEL（0573）65-1177　FAX（0573）65-1180

　お知り合いの事業所で、ジョイセブンに加入いただ
けるところがありましたら、電話かFAXでジョイセブン
事務局までご連絡ください。

（ご紹介いただき加入された場合には粗品を進呈いたします。）

新規会員
募集中！

新規加入事業所の
　　ご紹介をお願いします。

　ジョイセブンでは、会員の皆さんに、会員証を提示
するだけで割引の特典が受けられる提携特約店制度
があります。
　この制度をさらに拡大して、会員の皆さんにより利用しやすくする
ために、新たに特約店になっていただけるお店や事業所を求めていま
す。ご賛同いただける場合はジョイセブン事務局までご連絡ください。
ジョイセブン事務局の担当者が訪問させていただきます。
　会員の皆さんの情報提供のご協力もお願いします。

所 在 地／恵那市長島町久須見1291-1
　　　　　☎0573-26-3402／FAX0573-26-3476
優待期間／12月4日㈯～12月26日㈰ 9:00～16:00 ※時間外でも電話･FAXにてご予約承ります
優待内容／シンピジューム（5,000円以上で10%割引）を
　　　　　　購入された方（先着30名様）に
　　　　　　　　　素敵な花1鉢プレゼント♥
優待対象者／会員及び登録家族
優待方法／当日料金支払時にジョイセブンカードを
　　　　　提示してください。

冬の贈り物に大変人気のシンピジュームはいかがですか

水 野 園 芸水 野 園 芸

至恵那

コンビニ

千田公民館

水野園芸

中央自動車道 恵那
I.C

至
瑞
浪
I.C

至
中
津
川

至
恵
那
峡

至
恵
那
病
院

I.Cシンピジューム

新規割引協定施設のお知らせ新規割引協定施設のお知らせ

所 在 地／三重県多気郡多気町ヴィソン672-1 本草湯1
　　　　　☎0598-39-3900
営業時間／6:00～24:00（年中無休）
優待内容／
　
　
優待対象者／会員及び登録家族 合計5名まで
優待方法／料金支払い時にジョイセブンカードを提示してください。
　　　　　　　※本草湯ご利用の方はお車1台につき駐車料金が2時間無料となります。

VISON 温浴施設 本草湯VISON 温浴施設 本草湯
ほん ぞう ゆほん ぞう ゆ

三重大学とロート製薬が連携し薬草湯のレシピを開発！
一年を通じて5日ごとに変わる72種類の薬草湯。

毎週来ても初めてのお湯が楽しめます。

集客イベント、お祭り、子供会など
色んなイベントを大道芸で盛り上げます!

大道芸人 オマールえび大道芸人 オマールえび

オマールえび QRコード

距離の確
保、

発声の抑
制などの

密になら
ない対策

を

とって安
全に

実施しま
す。

※3才未満無料

区　分
大人（中学生以上）

小人（3才～小学生）
800円
400円

一般料金

700円
350円

ジョイセブン料金
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旅行業者名 旅行代金 出発日 宿泊・特色・その他

【お問合せ・申込は各旅行業者まで】

コース名

ジョイセブン会員及び登録
家族は3％割引となります。

中部観光
岐阜県知事登録旅行業　第2-67号
　☎0573-26-1855

どり～むツアー
岐阜県知事登録旅行業　第2-258号

　☎0572-66-1388

1月16日㈰
2月13日㈰
3月13日㈰

カキご飯、みそ汁付鳥羽浦村
焼きカキ食べ放題と
伊勢神宮ご参拝
旅得チケット割引対象
日帰り（昼食付）

特選おすすめツアー
※GoToトラベル割引の延長は決定しておりますが、割引率が変更になる場合もあります。

お一人様

お一人様 1月30日㈰
2月13日㈰
3月6日㈰

・あさり釜まぶし御膳
・いちご狩り
・ヤマスイ干物3枚
・落花生片手つかみ取り
・三河のえびせんべい3枚
・いちご大福作り体験1個
・みかんジュースの特典付

蒲郡あさり釜飯と
いちご狩り
旅得チケット割引対象
日帰り（昼食付）

1月16日㈰ 和・洋の料理が60種類のバイキングをお楽しみ
ください。

新春 豊川稲荷御参拝と
浜名湖レイクサイドホテル
プラザホテル
ランチバイキング
日帰り（昼食付）

ジョイセブン会員及び登録家族は、国内
旅行「赤い風船」と海外旅行商品が3％
割引となります。
＊事業が延長されることを想定に料金
　を算出していますが、国の政策によ
　り給付額等変更になる場合がござい
　ますのでご了承ください。

＊ジョイセブン会員及び登録家族は
　3％割引となります。（GoToトラ
　ベル事業適用時は割引対象外）
＊GoToトラベル支援は事業再開時
　点より適用させていただきます。

 ＦＫツアーズ
岐阜県知事登録旅行業　第3-318号

　☎0572-44-8833

冬の美ヶ原高原
王ヶ頭ホテル
1泊２日（4食付）

1月19日㈬
2月14日㈪
3月16日㈬

＊リピーター続出！ 毎回、人気のツアーです
＊天空に一番近いホテルからの360度の絶景を
　お楽しみください。
＊「星空の集い」「朝露自然教室」「スライドショー」
　など館内イベントも充実
＊真冬ならではの雪上車体験もお楽しみいただけ
　ます。
＊バスの座席は全コース密を避けて、乗車定員を
　約8割に削減

ジョイセブン会員は５％引き

＊GoToトラベル支援は事業再開時
　点より適用させていただきます。

東濃鉄道
岐阜県知事登録旅行業　第2-65号
営業部 企画担当
　☎0572-22-8533

大人・小人
内訳
旅行代金　6,800円
旅得チケット割引額　900円

5,900円

お一人様
大人・小人
内訳
旅行代金　6,800円
旅得チケット割引額　900円

5,900円

5,000円

大人・小人
内訳
旅行代金　9,000円
旅得チケット割引額　1,800円

7,200円

地場で食す！
越前海岸
蟹尽くしの極み
日帰り（昼食付）

12月15日㈬
1月15日㈯
2月13日㈰

＊かにシーズン到来！料理旅館で味わう蟹料理を
　お楽しみください。
＊お楽しみの福井名物おみやげ盛りだくさんの
　コースです。
＊冬の北陸の海の幸のお買物も楽しめます。
＊バスの座席は全コース密を避けて、乗車定員を
　約8割に削減

岐阜県観光連盟による「バスツアー支援助成金」
事業参画によりお値打ちに！
岐阜県最大級の道の駅「パレットピアおおの」見学
後、岐阜グランドホテルでランチタイム。
古い街並み「川原町」を散策後、お千代保稲荷自由
参拝へ。

乗車場所：東濃鉄道恵那車庫

とうてつグリーンツアー
岐阜グランドホテルで
中華ランチと
お千代保稲荷
日帰り
昼食代含む

12月18日㈯
12月24日㈮

※発着場所は
　瑞浪/土岐/多治見
　各駅裏になります。

12月1日～2日
12月5日～9日
12月12日～16日
12月19日～22日
2022年
1月5日～6日
1月10日～13日
1月16日～20日
1月23日～27日
1月30日～31日

Peach(ピーチ航空)で
行く
沖縄３日間

行程
①日目　中部空港　那覇空港（1日2～3便）
②日目　終日自由行動
③日目　那覇空港　中部空港（1日2～3便）
＊便は自由に選べます
◆ホテル　ホテルグレイスリー那覇
　　　　　（2名様1室利用）食事なし
◆レンタカープランもあります（別途料金）
◆その他、詳細はお問い合わせください。　

27,800円大人お一人様

大人お一人様
32,980円4～6名1室利用
34,980円3名1室利用
36,980円2名1室利用

大人お一人様

※岐阜県観光連盟
　「バスツアー支援助成金交付」
　事業参画ツアー
　フレンチオプション有り
　　　　　　　　　6,800円
　最少催行人数：20名様

16,980円

19,200円

蟹尽くし料理コース
大人お一人様

踊る蟹刺し 蟹しゃぶコース
大人お一人様

5,000円
岐阜県観光連盟による「バスツアー支援助成金」
事業参画によりお値打ちに！
高山名物の「飛騨高山宮川朝市」や古い町並みを
ゆったり見学。
高山まつりの森にて昼食と高山祭ミュージアム見
学後、飛騨物産館にてお買物。

乗車場所：東濃鉄道恵那車庫

とうてつグリーンツアー
飛騨高山・朝市
ぶらぶら散歩
日帰り
昼食代、入場料含む

12月19日㈰
12月25日㈯

大人お一人様

※岐阜県観光連盟
　「バスツアー支援助成金交付」
　事業参画ツアー
　最少催行人数：20名様
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※イメージ

×

　1.　4月号会報誌イベント
　2.　通年取扱いチケット
　3.　割引協力店
　4.　ジョイセブンの事業
　5.　登録・変更・退会手続き
　6.　会員利用規程・個人情報の取り扱い

ご意見・ご要望はこちら
新規加入事業所をご紹介ください

ジョイセブン
モバイル情報サイト

ようこそ◯◯◯◯さん

㈶中津川・恵那地域勤労者福祉サービスセンター㈶中津川・恵那地域勤労者福祉サービスセンター

QRコード

ご登録いただきますと、ジョイセブンの事業内容や、飲食店や買物店などの割
引協定施設情報を見ることができます。登録前にメール受信拒否をしていな
いかご確認ください。メール受信拒否をしている場合は、　
　「@posh.jp」のアドレスを受信許可にしてください。

ご登録いただきますと、ジョイセブンの事業内容や、飲食店や買物店などの割
引協定施設情報を見ることができます。登録前にメール受信拒否をしていな
いかご確認ください。メール受信拒否をしている場合は、　
　「@posh.jp」のアドレスを受信許可にしてください。

joy7@posh.jp会員登録方法
次のアドレス宛に空メールを送り、
返信メールよりご登録ください。
次のアドレス宛に空メールを送り、
返信メールよりご登録ください。

毎月発行している『会報誌』以外に知って得する情報
“豊富”にそして“タイムリー”にご提供します！
毎月発行している『会報誌』以外に知って得する情報
“豊富”にそして“タイムリー”にご提供します！登録料無

料

※会員の皆様の個人情報等、重要な情報保護を第一に考え、ジョイセブンモバイル（TSメール）は世界標準のセキュリティ技術TLSを
　導入しております。旧来の情報端末からではアクセス出来ない場合がございます。ご理解いただきますようお願いいたします。

事務局だより＆会報予告事務局だより＆会報予告

■ http://joy7.or.jp
■ E-mail j@joy7.or.jp

〒508-0015　中津川市手賀野172番地の1（中津川市サンライフ内）〒508-0015　中津川市手賀野172番地の1（中津川市サンライフ内）
平　日　8：30～18：00
土曜日　8：30～17：15
日・祝日・年末年始は休業

営業時間
平　日　8：30～18：00
土曜日　8：30～17：15
日・祝日・年末年始は休業

営業時間
■ http://joy7.or.jp
■ E-mail j@joy7.or.jp

一般財団法人　中津川・恵那地域勤労者福祉サービスセンター一般財団法人　中津川・恵那地域勤労者福祉サービスセンター

TEL（0573）65-1177 FAX（0573）65-1180

中津川市

■12月の会員異動報告書（加入･退会）の締切について
毎月25日締切の会員異動報告書は、12月22日㈬締切（ジョイセブン必着）となります。加入や
退会の手続き（会員異動報告書）を12/22までにご提出いただくと2022年1月1日より会員資格
が発生または喪失します。（12月中に退職者がいる場合は12/22までにご提出ください）
※締切日（必着）までに届出が間に合わない場合は事前にFAXいただき、後日原本を郵送又はご持参ください。
　なお、締切日までに届出が可能な場合、FAXは必要ありませんのでお願いします。

■インフルエンザ予防接種助成について
11月会報誌でご案内しましたインフルエンザ予防接種助
成の接種対象期間を変更しました。
【11/1～1/31⇒10/1～1/31】となります。
※10月接種済みの方も申請いただけます。
申請用紙は11月会報誌の2ページにあります。
ジョイセブンホームページの会報誌でもご覧いただけます。

■12月（年末年始を含む）休業日のお知らせ
毎週日曜日〔12/5･12･19･26〕及び年末年始〔12/29㈬～1/4㈫〕
となります。 ※土曜日は17：15までやってるよ♬（但し1/1を除く）

慶弔共済給付（４月～10月分）（　）は10月分
　　会　員　の　結　婚　…………　82件（　11）
　　会員又は配偶者の出産　………160件（　29）
　　会員の子の小学校への就学……392件（　　0）
　　会員の子の中学校への就学……539件（　　0）
　　会　員　の　成　人　………………　33件（　　9）
　　会　員　の　還　暦　………………167件（　24）
　　傷　病　休　業　………………201件（　26）
　　後　遺　障　害　………………　　2件（　　0）
　　本　人　死　亡　………………　22件（　　3）
　　家　族　死　亡　………………446件（　61）
　　住　宅　災　害　………………　　7件（　　1）
　　　合　　　計 　………………2,051件（164）

成人病健診等助成（４月～10月分）（　）は10月分
　　成人病健診助成　………………3,065件（1,247）
　　人間ドック助成　………………　250件（　59）
　　　合　　　計 　………………3,315件（1,306）
※慶弔共済給付・成人病健診等助成は会員のみであり、賛助会
　員は対象となりません。

敬称略

ジョイセブンの新しい仲間ですジョイセブンの新しい仲間です
新規加入事業所紹介

クリーンデバイステクノロジー中津川

事業所名地域

優　　　勝
準 　優 　勝
第 　3 　位
ベスグロ（男）

ベスグロ（女）

GROSS

93

96

78

76

79

成　績 HDCP

22.8

25.2

　7.2

NET

70.2

70.8

70.8

　　お 名 前

櫻井博之 さん

小林直登 さん

有田浩二 さん

片田昌宏 さん

今井美礼 さん

10/31明智ゴルフ倶楽部明智ゴルフ場
で開催しましたゴルフ大会には61組217名のご参加をいただきました。

◆　事業所数　1,755　◆　会員数　18,966人（令和3年11月1日現在）

今回で3回目となる美味しいクーポン祭りを
10月限定で会員26店舗のご協力をいただき
実施しました。4,200名を超える大変多くの会
員様にご利用いただきました。

秋の野菜狩りは衆議院選挙の関係で一部日程
変更がありましたが、10/23・24と11/6・7・
8の日程で開催し、680区画、約1,300名の参
加をいただきました。

2022年は1/5㈬8:30より業務開始となります。

【次号会報予告】
　・味噌作り教室（明智会場＆中野方会場）
　・いちご狩りツアー　
　・ゴルフ場優待情報（1月～3月）
　　 ※諸事情により変更する場合があります。

事業報告その2
事業報告その2

事業報告その3
事業報告その3

事業報告その1
事業報告その1

秋野菜狩り秋野菜狩りの秋野菜狩り秋野菜狩りのの

ゴルフ大会ゴルフ大会
ジョイセブンジョイセブン

◦クリスマスケーキ　◦鉢花
◦ドラゴンズ関連　　◦スキーリフト券
◦なばなの里イルミネーション入村券 等

１２月10日
(金)

情報配信
予定！

モバイル会員限定X
,
mas

プレゼント予告！
モバイル会員限定X

,
mas

プレゼント予告！
モバイル会員限定X

,
mas

プレゼント予告！
モバイル会員限定X

,
mas

プレゼント予告！

会 員 異 動 報 告 書
一般財団法人中津川・恵那地

域勤労者福祉サービスセンタ
ー理事長   様

提出日　　令和　　年　
　月　　日

事業所名

事業所番号

区　分

1　追加

2　退会

1　追加

2　退会

1　追加

2　退会

1　追加

2　退会

1　追加

2　退会

個　人　番　号
性　別

男
女

男
女

男
女

男
女

男
女

生　年　月　日
退　会　事　由

昭・平・令

　　　　年　　月　　
日

昭・平・令

　　　　年　　月　　
日

昭・平・令

　　　　年　　月　　
日

昭・平・令

　　　　年　　月　　
日

昭・平・令

　　　　年　　月　　
日

1　退職　3　任意　

2　死亡　4　その他

1　退職　3　任意　

2　死亡　4　その他

1　退職　3　任意　

2　死亡　4　その他

1　退職　3　任意　

2　死亡　4　その他

1　退職　3　任意　

2　死亡　4　その他

注意

①　追加加入の場合は、
会員登録票を添付してく

ださい。

　　（個人番号は記入し
ないでください。）

②　退会の場合は、会員
カードを必ず返却してく

ださい。

　　（カードを紛失した
時は、任意の文書にてカ

ード紛失届を提出してく
ださい。）

※会員カード

氏　　　　　　名
フ　リ　ガ　ナ

　　ご記入頂きました情
報は安全に保管し、当セ

ンターの

　　運営以外の目的で使
用する事はございません

。（
）

印

※印は記入しないでくだ
さい。

■ご当地 冬の味グルメ（詳細は1ページ）
12月の定番「冬の味グルメ」を
12/3㈮～12/24㈮の22日間開催
します。
各店舗自慢の料理をご堪能ください。

まだモバイル会員登録をされていない方は配信前日までに登録してね♡　登録方法は下記をご覧ください。まだモバイル会員登録をされていない方は配信前日までに登録してね♡　登録方法は下記をご覧ください。

優勝者コメント 櫻井さん
スコアの内容は悪かったですが、
一緒にラウンドしたメンバーのお
陰でもあり、優勝出来て嬉しいで
す。また次回も参加したいです。

ジョイセブン会員応援企画

祭クーポン
秋

祭クーポン
秋の美味しい

の美味しい
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