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回
覧

※担当者様、このニュースを職場の皆さんに回覧していただきますようお願いいたします。

事業所数 1,042事業所　会 員 数 10,741人事業所数 1,042事業所　会 員 数 10,741人
2022.12・
       2023.1月号

250
No.

※ 1 8 ページの申込用紙に必要事項を記入の上、FAX・郵送・または　サポートとやま窓口で申し込んでください。≪ホームページ上のお問い合わせフォームか
らも申し込み可。詳しくは HP をご覧ください。≫申込期間終了後、申し込み多数の場合は抽選とさせていただきます。

2023年2月	【A】12日（日）
【B】19日（日）

12：00～13：45
ホテル	JAL	シティ富山
「カフェ	コントレイル」
募集人数	各70名
会員及び家族	2,000円
(一般料金4,000円※税サ込)
その他　　　3,500円
(一般料金4,000円※税サ込)
申込期間●2023年1月4日（水）～1月11日（水）
申込方法●※1参照  なお、当選の方にのみ1月18日（水）中にFAX
でお知らせします。

『おいしいランチと素敵なひとときを』参加者募集

2023年1月3日（火）
［Ａ］11：00開演
［Ｂ］15：00開演
てるてる亭
全席指定	3,900円※送料込。
（一般前売料金は4,500円
　　　※当日500円高※送料別）
各16枚	※会員1人につき2枚まで。
※未就学児童入場不可。
申込期間●12月15日（木）～12月18日（日）
申込方法●※1参照  なお、当選の方にのみ12月20日(火)
中にFAXでお知らせします。

てるてる亭　志の輔のこころみ
新春編　チケットあっせん

2023年2月24日（金）
18：30受付開始　19：00スタート
トヤマゴールデンボウル
会員及び会員と同居の家族80名
会員・家族【大人小人同一料金】1,000円

※2ゲーム代金を含みます。
※参加代金は大会当日、受付でお支払いください。
※参加賞の他、賞品盛りだくさん!
申込期間●2023年1月10日（火）～1月16日（月）
申込方法●※１参照  なお、当選の方にのみ1月20日（金）
中にFAXでお知らせします。

第28回ボウリング大会 参加者募集

ス　キ　ー

サポートとやま発行の『補助券』により、牛岳温泉スキー場・立山山麓スキー場のスキーリフトを特別料金でご利用いただけます。
〔牛岳温泉スキー場〕12月17日(土)ＯＰＥＮ！

2022 ～ 2023 シーズン スキーリフト券の割引利用

〔立山山麓スキー場〕12月10日(土)ＯＰＥＮ！

※子供は小学生以下

※子供は小・中学生

補助券発行枚数●会員1人につき各スキー場とも２枚まで。(大人・子供・シニア共通券)
※「あわすの」は「立山山麓」の券に含みます。
補助券発行期間●12月19日（月）～2023年1月31日（火）

１日券
大人 3,160円 ( 一般料金 3,660 円 )
子供 1,800円 ( 一般料金 2,300 円 )

１日券
大人 3,400円(一般料金4,200円)
子供 1,800円(一般料金2,600円)

４時間券
大人 2,400円(一般料金3,200円)
子供 1,300円(一般料金2,100円)

１日券
大人 3,500円(一般料金4,000円)
子供 2,000円(一般料金2,500円)

シニア 3,000円(一般料金3,500円)

半日券
大人 3,000円(一般料金3,500円)
子供 1,500円(一般料金2,000円)

シニア 2,500円(一般料金3,000円)

※子供は小・中学生〔あわすのスキー場〕12月17日(土)ＯＰＥＮ！

申込方法●8ページの申込用紙を記入の上、 サポートとやま窓口でお申し込みください。
【または、郵送をご希望の場合は、電話でお問い合わせください。その場合は郵送料を別途ご負担いただきます。】
※どちらの場合もFAXで申し込んでいただく必要はありません。※『補助券』は予定枚数に達した場合は締め切らせていただく場合があります。

Saumon fumé avec salade fraîche
スモークサーモンとクリームチーズの

タルタル サラダ添え
Soup de potiron

パンプキンのスープ
Côte de porc confit en sauce fond de veau

黒部名水ポークの
コンフィフォンドヴォーソース

Dessert du jour
本日のデザート

Café
コーヒー

Pain et Beurre
パンとバター

menu

※当日のお料理とは若干異なる場合があります。
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2023年3月15日（水）	18：30開演
オーバード･ホール
S席指定
【A】大人　4,900円※送料込。
（一般料金は 5,500円※送料別）
S席指定
【B】小学生以下	2,800円
※送料込。（一般料金は3,300円※送料別）
各30枚※会員1人につき2枚まで。　
※3歳以上有料/2歳以下の着席鑑賞は有料。
申込期間●12月20日（火）～12月26日（月）
申込方法●※1参照  なお、当選の方にのみ12月28日（水）
中にFAXでお知らせします。

劇団四季ファミリーミュージカル
人間になりたがった猫　チケットあっせん

※ 1 8 ページの申込用紙に必要事項を記入の上、FAX・郵送・または　サポートとやま窓口で申し込んでください。≪ホームページ上のお問い合わせフォームか
らも申し込み可。詳しくは HP をご覧ください。≫申込期間終了後、申し込み多数の場合は抽選とさせていただきます。

≪１日券大人（土・日・祝・年末年始）4,000円≫→3,300円、同小人2,700円→2,000円
≪１日券大人（平日）3,200円≫→2,000円、同小人2,200円→1,500円
※シーズン中いつでも利用できます。※会員１人につき1枚まで。
申込方法●12月19日(月)～2月28日(火)まで、 サポートとやま窓口でお渡ししています。

【ひだ流葉スキー場】“おすすめ”割引券

コンサート・イベント

2023年3月4日（土）	17：00開演
オーバード･ホール
全席指定　7,200円※送料込。
（一般料金は 7,800円※送料別）
30枚	※会員1人につき3枚まで。　
※4歳以上有料、3歳以下無料（ただし席が必
要な場合は有料）※学生割引（中高生）3,000
円分、キッズ割引（小学生以下）5,000円分を
当日学生証等年齢の分かる証明書を提示でキャッシュバック。
申込期間●12月19日（月）～12月22日（木）
申込方法●※1参照  なお、当選の方にのみ12月27日（火）
中にFAXでお知らせします。

大黒摩季 MAKI OHGURO
30th Anniversary Best Live Tour
2022-23 -SPARKLE- SeasonⅢ 
Powered by CHAMPAGNE COLLET
チケットあっせん

2023年4月2日（日）	16：00開演
富山県教育文化会館
全席指定　3,900円※送料込。
（一般料金は 4,500円）
20枚	※会員1人につき2枚まで。　
※小学生以上はチケットが必要。
未就学児は、同行の保護者の座席の範囲内で、周りのお客様のご
迷惑にならないようにご覧下さい。
申込期間●12月20日（火）～12月26日（月）
申込方法●※1参照  なお、当選の方にのみ12月28日（水）
中にFAXでお知らせします。

竹原ピストル　「STILL GOING ON」、
「悄気る街、舌打ちのように歌がある。」
リリース記念 竹原ピストル全国ツアー2周目
チケットあっせん

2023年3月16日（木）	14：30開演
富山県教育文化会館
全席指定　3,300円※送料込。

（一般料金は 3,800円※
　　　　当日4,300円※送料別）
10枚※会員1人につき2枚まで。　※未就学児入場不可。
申込期間●12月20日（火）～12月26日（月）
申込方法●※1参照 なお、当選の方にのみ12月28日（水）
中にFAXでお知らせします。

2023年【A】6月24日（土）	12：30開演
　　　　【B】6月25日（日） 12：30開演
オーバード･ホール
S席指定	13,000円※送料込。

（一般料金は 14,000円※送料別）
各30枚※会員1人につき2枚まで。　
※未就学児入場不可。

申込期間●12月20日（火）～12月26日（月）
申込方法●※1参照 なお、当選の方にのみ12月28日（水）
中にFAXでお知らせします。

2023年5月
【A】6日（土）	13：00開演
【B】7日（日）	13：00開演
富山県民会館
指定席　10,900円※送料込。

（一般料金は 11,800円※送料別）
20枚※会員1人につき2枚まで。　※未就学児入場不可。
申込期間●2023年1月4日（水）～1月11日（水）
申込方法●※1参照 なお、当選の方にのみ1月17日（火）
中にFAXでお知らせします。

東京大衆歌謡楽団　富山公演
チケットあっせん

ミュージカル ファインディング・ネバーランド
チケットあっせん

演劇 おかしな二人　チケットあっせん
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ANAクラウンプラザホテル富山1階
有効期間●1月～3月　※営業時間11：30～14：30（ラ
ストオーダー14：00）（予約の上、ご利用ください。）
申込期間●12月23日（金）～3月3日（金）
申込方法● サポートとやま窓口で販売します。
※予定枚数に達し次第締め切らせていただきます。

ANA クラウンプラザホテル富山
「カフェ・イン・ザ・パーク」ランチブッフェ  
チケットあっせん

中学生以上 2,000円
（一般料金2,700円 ※税サ込）

※会員1人につき
3枚まで。

シニア（65歳以上） 1,800円
（一般料金2,400円 ※税サ込） 
小学生	 1,100円
（一般料金1,500円 ※税サ込）

【
土
日
祝
】

グルメ

※会員1人につき年度内20枚まで。※小人の割引はありません。

3時間利用券 大人580円（一般1,000円）

申込方法● サポートとやま窓口で販売します。

スポーツ・レジャー

「富山市総合体育館・市民プール」
共通プリペイドカード（2,200円分）の
割引あっせん
1,300円（一般2,000円）
申込方法● サポートとやま窓口で販売します。
※会員1人につき年度内2枚。

とやま健康パーク健康スタジアム利用【特別】
チケットあっせん

2023年3月18日（土） 14：00開演
富山県民会館
指定席　3,000円※送料込。

（一般前売料金は 3,500円
　　　　※当日4,000円※送料別）
30枚※会員１人につき２枚まで。　
※未就学児入場不可。

申込期間●１２月２０日(火)～１２月２５日(日)
申込方法●※1参照 なお、当選の方にのみ12月28日(水)
中にFAXでお知らせします。

クレ４ ｉｎ 富山　チケットあっせん

［プレイガイド］富山テレビ放送事業部／アーツナビ（富山県民会館、富山県教育文化会館、富山県高岡文化ホール、新川文化ホール）／富山大和5Fチケット
売場／北日本新聞本社1階プレイガイド／ローソンチケット（Lコード：54104）／チケットぴあ（Pコード：516-510）／イープラス／FANYチケット
主催：富山テレビ放送　後援：富山県、北日本新聞社　企画・制作：吉本興業　［お問い合わせ］富山テレビ放送事業部　TEL：076-492-7106

2023年3月18日(土) 富山県民会館
出演者 野性爆弾くっきー！ ずん飯尾 ハリウッドザコシショウ レイザーラモンRG

開場13:00 開演14:00  前売3,500円（全席指定・税込）※当日500円高 ※未就学児入場不可

公演情報はこちら➡

ホテル日航金沢２階　ザ・ガーデンハウス		
中学生以上　土日祝 3,100円
　　　　　　（一般料金3,800円 ※税サ込)
　　　　　　平　日 2,700円
　　　　　　（一般料金3,400円 ※税サ込）
※会員1人につき3枚まで。
有効期間●1月～3月　※営業時間11：30～14：00
（予約の上、ご利用ください。）
申込期間●12月23日（金）～3月3日（金）
申込方法● サポートとやま窓口で販売します。
※予定枚数に達し次第締め切らせていただきます。

ホテル日航金沢 ランチバイキング
チケットあっせん

美術館・博物館

富山県美術館観覧 チケットあっせん
申込方法● サポートとやま窓口で販売。先着順
※会員1人につき3枚まで。※コレクション展も観覧できます。

申込期間●1月23日（月）～3月17日（金）

展覧会名 開催期間 観覧料 ( 大人のみ )
生誕120年 棟方志功展
メイキング・オブ・ムナカタ

　3/18(土)
　　　～5/21(日)

大人 900円
（一般1,500円）

版画家・棟方志功の生誕120年を記念し、居住あるいは、創作
の拠点としていた富山、青森、東京の各美術館が連携。各地域
との関わりを軸に、板画、倭画、油彩画のほか、本の装丁や挿
絵、包装紙のデザインなど多岐に渡る活動を紹介する。

1セット4,500円
（一般料金5,000円
【5,000円ぶん】のところ）
※会員1名につき年度内1セットまで。※有効期限ナシ。
申込方法● サポートとやま窓口で販売します。
※一時的に品切れが発生し、次の入荷までお時間をいた
だく場合がありますので、ご利用の際には、あらかじめ
お電話で在庫確認のうえ、お申し込みください。

1セット4,500円
（一般料金5,000円
【5,000円ぶん】のところ）
※会員1名につき年度内1セットまで。※お釣りは出ません。
申込方法● サポートとやま窓口で販売します。
※一時的に品切れが発生し、次の入荷までお時間をいた
だく場合がありますので、ご利用の際には、あらかじめ
お電話で在庫確認のうえ、お申し込みください。

全国のファミリーレストラン、ファーストフード店など
で利用できる便利なお食事券です。

全国のデパートやおもちゃ・玩具専門店などで利用
できる便利な商品券です。

クリスマスプレゼントに！お正月のお年玉に！

全国約 3万 5千店で利用できる共通お食事券
「ジェフグルメカード」割引あっせん

おもちゃやベビー・子供服などの
購入に利用できる「こども商品券」
（全国約 5,500 店で利用可能）

の割引あっせん

ジェフグルメカード

トイカード（こども商品券）

←利用できるお
店はこちらから

←利用できるお
店はこちらから

棟方志功　撮影：原田忠茂

※✖
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湯快リゾートご宿泊利用割引
■【その①】 ご予約の上、湯快リゾート（ホテル・旅館）を宿泊利用する際に、施設フロントで サポートとやまの会員証を
　　　　　　　提示すると、会員を含む中学生以上の同伴者全員、1泊2食基本料金に対して500円の割引を受けられます。

※湯快リゾート公式ホームページからweb予約をした場合に限ります。　※お電話による予約や旅行サイト
などからの予約、割引プランの利用、素泊まり・１泊朝食付・日帰り利用の場合は対象外。。

■【その②】 サポートとやまの指定保養宿泊施設の利用助成。
■【その③】 土曜・その他指定日の宿泊利用を除き、湯快リゾート（ホテル・旅館）の宿泊代金の支払いに利用できる優待割引券（会員を含む

中学生以上の同伴者全員、1泊2食基本料金に対して1,000円の割引）を発行します。会員1名につき、年度内2回まで発行。

申込方法●【その③】は【その②】の利用助成券の発行時に、併せて発行します。※【その②】と【その③】の併用可。
※【その①】と【その③】の併用不可。

※【その①】と【その②】の併用可。

各種会合、旅行などに指定保養宿泊施設の利用助成
申込方法●①各施設へ直接、電話予約してください。その際、 サポートとやま会員であることを申し添えてください。
　　　　　②予約後、 サポートとやまにお電話いただければ申請に必要な書類をお送りします。
　　　　　③ サポートとやまへ申請書を提出していただいた後、利用助成券を発行します。
利用方法●宿泊または日帰り当日、施設フロントへ利用助成券等を提出していただきます。

宿泊施設名
割引金額内訳

サポートとやま 富山県労働者
福祉事業協会

施設負担
【会員及び同居の家族】

呉羽ハイツ（富山市） 076-436-0191

【会員のみ】
1,000 円

※年度内 2 回まで

【会員のみ】
2023年

3月31日まで
800円から
2000円に

増額
※労福協の助成
は１事業所につき
30名ぶんまで、か
つ年度内１回まで

基本宿泊料金の10％
とやま自遊館（富山市） 076-444-2100 ━
ゆ～とりあ越中（富山市） 076-467-5000 ━
グリーンビュー立山（立山町） 076-482-1716 ━
グリーンパーク吉峰よしみねハイツ（立山町） 076-483-2828 ━
つるぎ恋月（上市町） 076-472-6333 ━
雨晴温泉　磯はなび（高岡市） 0766-44-6050 ━
九殿浜温泉ひみのはな（氷見市） 0766-79-1324 ━
金太郎温泉　光風閣（魚津市） 0765-24-1220 ━
高志会館（富山市） 076-441-2255 ━
富山市八尾ゆめの森　ゆうゆう館（富山市） 076-454-3330 ━
立山国際ホテル（富山市） 076-481-1111 基本宿泊料金の10％
ペンションおこん（富山市） 076-482-1114 ━
リバーリトリート雅樂倶（富山市） 076-467-5550 ━
立山山麓温泉　森の雫（富山市） 076-481-1510 会員のみ1,000円※特別プラン除く
立山山麓温泉　クレヨンハウス（富山市） 076-482-1515 ━
桃源（宇奈月町） 0765-62-1131 ━
やまのは（宇奈月町） 0765-62-1041 ━
宇奈月グランドホテル（湯快リゾート）（宇奈月町） 0765-62-1111 ※5頁参照
宇奈月国際ホテル（宇奈月町） 0765-62-1236 ━
フィール宇奈月（宇奈月町） 0765-62-9520 ━
サン柳亭（宇奈月町） 0765-62-1336 ━
喜泉（宇奈月町） 0765-62-1321 ━
ホテル黒部（宇奈月町） 0765-62-1331 ━
延楽（宇奈月町） 0765-62-1211 ━
延對寺荘（宇奈月町） 0765-62-1234 ━
黒部峡谷欅平 名剣温泉（宇奈月町） 0765-52-1355 ━
砺波ロイヤルホテル（砺波市） 0763-37-2000 ━
庄川温泉 風流味道座敷 ゆめつづり（砺波市） 0763-82-1253 ━
天竺温泉の郷（南砺市） 0763-68-8400 ━
桜ヶ池クアガーデン（南砺市） 0763-62-8181 1,000円※特別プランを除く
五箇山荘（南砺市） 0763-66-2316 ━
氷見市観光協会加盟施設（高岡市） ━
立山高原ホテル（立山町） 076-465-3001 ━
みくりが池温泉（室堂平） 076-463-1441 ━
大岩　湯神子温泉（上市町） 076-472-3111 ━
ホテルのときんぷら （石川県）0768-74-0051 中学生以上2,000円、小学生1,000円
ペンションカルナージュ （白馬村）0261-72-4524 10％割引
ホテルそよ風 （白馬村）0261-72-4524 10％割引
信州斑尾東急リゾート ホテルタングラム （長野県）026-258-3511 ━
アパリゾート上越妙高 （新潟県）0255-82-4111 ━
キューピットビレッジ （新潟県）02559-3-2041 ━
ペンション童夢 （新潟県）0255-87-3092 ━
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「のとじま水族館」「いしかわ動物園」「魚津水族館」「うみがたり」特別入館 チケットあっせん

申込方法● サポートとやま窓口で販売します。※一時的に在庫切れが生じる場合があるので、事前にお電話でお確かめください。

動物園・水族館

利用できる施設 斡　旋　金　額 利用限度枚数 有効期限

のとじま水族館
高校生以上 1,450円 (一般料金1,890円)

※会員 1 人に
　つき年度内

各 4 枚まで。

  有効期間
令和5年3月31日

　　　　　　　まで。

3歳～中学生 250円 (一般料金  510円)

いしかわ動物園
高校生以上 500円 (一般料金  840円)
3歳～中学生 100円 (一般料金  410円)

魚津水族館
高校生以上 500円 (一般料金1,000円)

有効期限なし
小中学生 200円 (一般料金 500円)

上越市立水族博物館
うみがたり

18歳以上 1,400円 (一般料金1,800円）   有効期間
令和5年3月31日

　　　　　　　まで。
小・中学生 500円 (一般料金  900円）
シニア65歳以上 1,100円 (一般料金1,500円）

映画鑑賞チケットの割引斡旋
利用できる施設 斡旋金額 利用限度枚数

TOHOシネマズファボーレ富山
TOHOシネマズ高岡　　　　他 大人 1,300円（一般1,900円） ※会員１人につき

年度内計 6 枚まで

J MAX THEATERとやま
（ユウタウン総曲輪 内） 大人 1,200円（一般1,900円） ※会員１人につき

年度内計 4 枚まで

映　　　　　画

申込方法● サポートとやま窓口で販売します。※J MAX THEATERとやまは5枚目からは1,400円で、TOHOシネマズは
7枚目からは1,500円で何枚でも購入できます。

入浴施設のチケット割引斡旋

申込方法● サポートとやま窓口で販売します。
※年度内各２０枚まで。　※一時的に在庫切れが生じる場合があるので、事前にお電話でお確かめください。

施設名 斡旋金額

満天の湯 【入館料】中学生以上 520円(一般750円)
　※2/1から560円に料金改定します。 ※有効期限ナシ

まちなか天然温泉ゆくりえ【ＮＥＷ】
※12/15 販売開始 【入館料】中学生以上 630円(一般850円) ※有効期限ナシ

楽今日館 【入館料】中学生以上 500円(一般650円) ※有効期限ナシ
ゆ～とりあ越中 【入館料】中学生以上 500円(一般650円) ※有効期限ナシ
太閤山天然温泉「太閤の湯」 【入館料】中学生以上 630円(一般850円) ※有効期間 1 年未満
源泉かけ流し 天然温泉　海王 【入館料】中学生以上 590円(一般750円) ※有効期限ナシ
陽だまりの湯 【入館料】中学生以上 460円(一般700円) ※有効期限ナシ
天然温泉　風の森（小矢部） 【入館料】中学生以上 480円(一般 平日850円,土日祝950円) ※有効期間 1 年
らくち～の（朝日） 【入浴料】中学生以上 500円(一般680円) ※有効期限ナシ
呉羽の湯・福岡の湯・有磯の湯・となみのゆ 【入館料】共通券大人 360円 ※有効期限ナシ
呉羽ハイツ 【入浴のみ】大人 520円(一般660円) ※有効期限ナシ
八尾ゆめの森ゆうゆう館 【入館料】大人 500円(一般650円) ※有効期限ナシ
Sauna Talo Toyama 【入浴料】中学生以上 700円(一般 平日780円,土日祝880円) ※有効期間 1 年
あいらぶ湯（滑川） 【入浴料】中学生以上 430円(一般630円) ※有効期限ナシ
アルプスの湯（上市） 【入浴料】中学生以上 490円(一般610円) ※有効期限ナシ

入 浴 施 設

「とやま天然温泉ファボーレの湯」は令和５年１月３１日をもって閉館することが発表されました。Ｕサポートとやまで販売した「入浴券」及び「岩
盤浴券」についても閉館日までにどうぞご利用下さい。また、閉館日までにどうしても利用できない場合は、閉館日までに、ファボーレの湯受
付フロントにて、未使用の「入浴券」及び「岩盤浴券」と引き換えに「Ｕサポートとやまでの購入価格」で払い戻しできます。※なお、有効期間
が過ぎてしまっているチケットは払い戻しできません。
※天然温泉　湯来楽（ゆらら）、ホテル森の風立山は取り扱いを終了しました。
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※契約団体番号とプランパスワードは、コーポレートプロ
グラム利用券発券時にUサポートとやまへお問い合わせ
ください。
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発行／富山市勤労者福祉サービスセンター　TEL（076）493-1354 ／ FAX（076）493-1359
　　　〒 930-0084 富山市大手町６番 14 号（富山市民プラザ３階）

新規加入事業所紹介〈敬称略〉〈順不同〉 事業所名 ㈱若林商店 ㈱CAMP

TEL（　　　　）　　　　−
FAX（　　　　）　　　　−

事業所名

● 申込用紙 ●※事業所名 ･電話 ･FAX番号が記入のない場合は、無効となります。【窓口・ＦＡＸで受付⇒ＦＡＸで連絡】

※ご希望の項目のタイトルを○で囲んでください。　ＦＡＸ→ 076 − 493 − 1359

サポートとやま事務局からのお知らせ

今回は12・1月とさせていただき、次号 サポートニュース№251は2月に発行する予定です。

サポートとやまホームページの各種様式集
からダウンロード・印刷し利用できるもの

「保険金請求書」「人間ドック診断補助金申請書」や「ケビン・コテージ・ログハウ
ス利用補助申請書」「東京ディズニーリゾート・コーポレートプログラム」などはホー
ムページの各種様式集からダウンロード・印刷して利用できます。

日中、 サポートとやま窓口へお越しいただくことが出来ない方のために、次のとおり、窓口業務
の時間を延長します。■延長時間 毎週木曜日 18：30時まで窓口業務の時間延長について

会員異動の
手続きはお早めに !!

会員の追加加入・脱会などは、会費との関係もありますので、発生した月の月末までに≪異動報告書≫をポストへ投
函してください。翌月からの加入・脱会となります。
※≪異動報告書≫は、2 枚複写（新様式）になりました。1 枚目は受付印を押印の上、返却しますので、2 枚とも提出してください。

チラシの同封に
ついて

サポートニュース発送 : の際のチラシの同封（有料）については随時受け付けておりますので、詳細は サポー
トとやまへお電話等でお問い合わせください。

給付金の申請書
について

給付金の申請書（保険金請求書兼証明書）につきましては、ホームページに掲載しております最新の様式をご利用く
ださい。※旧様式（３枚複写・４枚複写）による申請があった場合は、新様式により再提出をお願いしております。
ホームページからダウンロードして印刷することができない場合は、 サポートとやまへお電話ください。

　令和4年12月29日（木）から令和5年1月3日（火）までお休みさせていただきます。なお、令和5年1月4日（水）から、通常
どおり（8時30分から17時15分まで）業務を開始いたします。

◆◆◆ サポートとやまの年末年始の業務案内 ◆◆◆

①おいしいランチと素敵なひとときを　　②ボウリング大会　　申込書
参加者氏名 性別 年齢 番号①② 会員 or 家族　 ①の場合

会員  ・  家族  ・  その他 Ａ ・ Ｂ
会員  ・  家族  ・  その他 Ａ ・ Ｂ

①志の輔のこころみ　　②劇団四季　　③おかしな二人　　④ファインディング・ネバーランド　申込書

『  牛岳温泉 ・ 立山山麓  』スキー場リフト利用補助券 申込書【１ページを参照】
※タイトルの “立山” “牛岳” のいずれかを丸で囲んでください。両方の場合は、両方を丸で囲んでください。

会 員 氏 名 枚数 会 員 氏 名 枚数 会 員 氏 名 枚数
　　　枚 　　　枚 　　　枚
　　　枚 　　　枚 　　　枚
　　　枚 　　　枚 　　　枚

会 員 氏 名 番号①～④ 開演日時 枚数 会 員 氏 名 番号①～④ 開演日時 枚数
Ａ ・ Ｂ 枚 Ａ ・ Ｂ 　枚
Ａ ・ Ｂ 枚 Ａ ・ Ｂ 　枚

会 員 氏 名 番号①～④ 枚数 会 員 氏 名 番号①～④ 枚数
　　　　枚 　　　　枚
　　　　枚 　　　　枚

①大黒摩季　　②東京大衆歌謡楽団　　③クレ４　　④竹原ピストル　　申込書


