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８月１日（日）～９月３０日（木）
2021年

８月１日（日）～９月３０日（木）
開催期間

ご利用の前に、必ず「利用方法」「会員様へのお願い」をよく読み、ルール・マナーを守って、本企画を
お楽しみください。

▶会員１名につき、利用できるクーポン券は期間中４枚のみです。５枚以上のご利用があった場合は、助成金を返金
していただきます。
▶クーポン券は、必ず切り離して、お持ちください。
▶クーポン券を提出する際は、必ず必要事項を記入してください。
▶クーポン券は他人に譲渡したり、換金したりすることはできません。
▶他の割引サービス•ポイントカードとの併用はできません。
▶宅配代行サービスへ注文した場合は、クーポン券はご利用できません。
▶会員証をお１人で複数枚提示することはできません。

開催期間中に記載の参加店をご利用の際、お会計合計金額５００円（税込）以上ごとにクーポン券を１枚ご利用
いただけます。クーポン券１枚につき、５００円割引いたします。
※５００円（税込）を下回る場合は、利用不可。　※１会計４枚まで

開催期間中に記載の参加店をご利用の際、お会計合計金額５００円（税込）以上ごとにクーポン券を１枚ご利用
いただけます。クーポン券１枚につき、５００円割引いたします。
※５００円（税込）を下回る場合は、利用不可。　※１会計４枚まで

利用対象

利用方法

イートイン•テイクアウト•
配達全てにご利用いただけ
ます。

※ただし、各店舗クーポン
利用可能な項目が異なり
ます。必ずご確認の上、
ご利用ください。

イートイン•テイクアウト•
配達全てにご利用いただけ
ます。

※ただし、各店舗クーポン
利用可能な項目が異なり
ます。必ずご確認の上、
ご利用ください。

利用範囲

会員および登録家族と同伴者会員および登録家族と同伴者

店舗でのご利用方法

●❶ 来店前 事前に、クーポン券を切り取り、会員番号•会員氏名•ご利用店•ご利用日をご記入ください。
　　⬇
●❷ 注　文 注文時にOKSC会員証を提示し、クーポン券を利用する旨をお伝えください。
　　⬇ ※ご予約の場合は、おおいた勤労者サービスセンターの会員である旨を先にお伝えください。

●❸ 会　計 会計時、OKSC会員証を提示、必要事項を記入したクーポン券をお店のスタッフにお渡しください。
 会計合計金額よりクーポン券枚数分の合計金額を差し引いた金額をお支払いください。

●❶ 来店前 事前に、クーポン券を切り取り、会員番号•会員氏名•ご利用店•ご利用日をご記入ください。
　　⬇
●❷ 注　文 注文時にOKSC会員証を提示し、クーポン券を利用する旨をお伝えください。
　　⬇ ※ご予約の場合は、おおいた勤労者サービスセンターの会員である旨を先にお伝えください。

●❸ 会　計 会計時、OKSC会員証を提示、必要事項を記入したクーポン券をお店のスタッフにお渡しください。
 会計合計金額よりクーポン券枚数分の合計金額を差し引いた金額をお支払いください。

イートイン
利用ＯＫ

イートイン
利用ＯＫ

テイクアウト
利用ＯＫ

テイクアウト
利用ＯＫ

配 達
利用ＯＫ
配 達

利用ＯＫ

夏の食事クーポン
特別企画！

クーポン券は17ページについています♪

会計合計金額
 ５００円（税込）以上 ➡ クーポン券１枚利用可
 １,０００円（税込）以上 ➡ クーポン券２枚利用可

 １,５００円（税込）以上 ➡ クーポン券３枚利用可
 ２,０００円（税込）以上 ➡ クーポン券４枚利用可

●㊟ 宅配代行サービスを除く
（店舗に直接ご注文される場合のみご利用いただけます）

▶要予約マークのある店舗には必ず事前
にご予約の上、ご利用ください。
▶おつりの出る支払はできません。
▶コピーして利用することはできません。
▶テイクアウトの際は、なるべく少人数
でご購入をお願いいたします。

ご注意 コロナウィルスの影響で、販売方法、営業時間•休業日等変更になる場合がございます。
店舗ＨＰ等をご確認いただくか、お問い合わせの上、ご利用をお願いいたします。

会員様へ
お願い

２



●おすすめメニュー●

イートイン テイクアウト

予約可

※繁忙時には、お料理の
提供にお時間を頂く事
がございます。

丘の上にある中国料理レ
ストラン。お得なランチ、
平日の夜限定ディナー定食、人気の五目あんかけ焼きそば等、当店自慢の味を
お楽しみください。

レディース
ランチ

１,２００円
（税込）

（男性もご注文
いただけます）

●五目あんかけ焼きそば …………………………………… 850円（税込）
●スペシャルランチ ……………………………………… 1,400円（税込）

五目あんかけ焼きそば スペシャルランチ

その他
メニュー

大分市東原2丁目2番4号
■☎ ０９７－５５６－５０９０
■営 11：00～14：30（OS14：00）しばらくの間21：00迄
  17：30～22：00（OS21：00）　　営業（OS20：30）
■休  月曜日・第３火曜日 ※臨時休業あり
■Ｐ  あり（13台）
■SNS  Facebook▶丘の上の中国料理店  長春
   （https://www.facebook.com/ichigoichie.naoking）
   Instagram▶tong.shancun

中国料理  長 春中国料理  長 春
●おすすめメニュー●

予約可

創業50周年
中華から洋食まで幅広く

マーボー豆腐
小 ６００円（税込）
中 ８５０円（税込）
大 １,１００円

（税込）

紅蘭ライス テイクアウトメニュー

大分市中鶴崎1丁目1－36
■☎ ０９７－５２１－３８４７
■営 11：00～21：00 （LO20：45）
  配達11：00～15：00／17：00～20：30
■配達エリア  鶴崎中学校区（一部を除く）
■休 日曜日、お盆
■Ｐ  あり（15台）
kouran-tsurusaki.com

 大衆中華レストラン 紅蘭 大衆中華レストラン 紅蘭
イートイン テイクアウト 配 達

そ の 他
メニュー

●紅蘭ライス ………………………………………………… 600円（税込）
●冷やし中華 ………………………………………………… 640円（税込）
●餃子（８ヶ） ………………………………………………… 420円（税込）

掲載はイートイン
メニューです。
配達、テイクアウ
トは別メニューで
す。金額が異なり
ますので、お問い
合わせの上、ご利
用ください。

東  原

●おすすめメニュー●

イートイン

コク旨のとんこつスープ
は、後味が良く臭みもな
く、老若男女に人気の「白ラーメン」焦がしニンニクの特製油黒マー油で、
まろやかさと香ばしさを加えた「黒ラーメン」５段階の辛さが選べる唐辛子
ペーストを加えた、辛いもの好きにはたまらない「赤ラーメン」飽きのこない
味わいを、相性抜群の特製細麺とともにお楽しみください。

白・赤・黒の
とんこつ
ラーメン

ラーメン  菊の屋ラーメン  菊の屋
津守•新春日町

●おすすめメニュー●

イートイン テイクアウト

予約可

まる月らぁ麺

８００円
（税込）

大分市金池南1－8－27 １F
■☎ ０９７－５４５－１２８０
■営  昼▶11：00～14：30（LO）
  夜▶17：00～20：30（LO）
■休 火曜日
■Ｐ  あり（２台）
■SNS  Instagram／Facebook／Twitter

大分市津守42－2
■☎ ０９７－５０３－９９８１
■営  月～金▶11：00～15：00
  　　　　18：00～23：30（LO）
  土日祝▶11：00～23：30（LO）
■休 不定休
■Ｐ  あり（15台）

らぁ麺 まる月らぁ麺 まる月
金池南

鶴 崎

その他メニュー

●中華そば ………… 730円（税込）

予約不可

本 店
大分市新春日町2－3－9
■☎ ０９７－５９４－３６７７
■営  月～金▶11：00～15：00
  　　　　17：00～23：00
  土日祝▶11：00～23：00
■休 不定休
■Ｐ  あり（共有23台）

新春日店

高城駅

●中国料理
長春

城東中 ●

●
イオン
高城店

●大分県
　護国神社

国道197号

大分高専●

●大衆中華
レストラン

紅蘭

至森町バイパス

鶴崎駅

国道197号

JＲ大分駅大分駅南口側

ホルトホール●
大分

●  　　
ファミリー
マート

●
らぁ麺
まる月

附属学校●

大分西高校●
●

駄の原
球技場

●
新春日店

広瀬橋

大分自動車　
学校●

本店●

３



●おすすめメニュー●

イートイン テイクアウト

 冷 麺

７３０円
（税込）

豊後辛麺  岩 本豊後辛麺  岩 本
●おすすめメニュー●

予約可

のどごしの良い自家製麺
の生麺を使い、ヘルシー
で甘酸っぱい特製のタレでこの夏最高！！
※700円（税込）以上のご注文からクーポン券をご利用いただけます。

特製
冷やし中華
（夏季限定）

７８０円
（税込）

熊本ラーメン わさもん亭熊本ラーメン わさもん亭
イートイン テイクアウト

片 島

●おすすめメニュー●

イートイン

和食屋が作る
煮干し
中華そば

７００円
（税込）

和食屋が作る煮干しラーメン 彩和食屋が作る煮干しラーメン 彩
●おすすめメニュー●

イートイン

予約可

えび天ざる

１,３２０円
（税込）

大分市片島上川原148－1
■☎ ０９７－５６７－５７７０
■営 11：00～22：00
■休  不定休
■Ｐ  あり（60台）
https://bungokaramen.com/

大分市中央町3丁目3－8  丸八ビル１F
■☎ ０９７－５３６－７１１９
■営 11：30～14：30
  18：00～21：30
■休  月曜日・火曜日
■Ｐ  あり（あべパーキング立駐）
https://wasamontei.com/

大分市牧1丁目3－3（平和市民公園能楽堂前）
■☎ ０９７－５５２－７８４４
■営 11：30～15：00（そばが無くなり次第終了）
■休  月曜日
■Ｐ  あり（４台）
■SNS  Instagram
https://sobacafe-kyouya.jimdofree.com/

大分市白木949  関あじ関さば館１F
■☎ ０９７－５７５－２３３８（関あじ関さば館）
■営 10：30～16：00
■休  木曜日
■Ｐ  あり（40台）
■SNS  Facebook
http://ramen-irodori.com/

蕎麦cafe 蕎屋～kyouya～蕎麦cafe 蕎屋～kyouya～

牧 白 木

中央町

予約不可

予約不可

魚介を使った
煮干しラーメン

そ の 他
メニュー

●関あじじゃこ天ラーメン ………………………………… 900円（税込）
●関あじコロッケ …………………………………………… 300円（税込）
●関さばコロッケ …………………………………………… 300円（税込）

その他
メニュー

●かも南蛮ざる …………………………………………… 1,320円（税込）

●梅おろしぶっかけ ……………………………………… 1,100円（税込）

かも南蛮ざる 梅おろしぶっかけ

暑い夏にさっぱりとした
冷麺をどうぞ

その他
メニュー

●梅しそ冷麺 ………………………………………………… 780円（税込）
●豊後辛麺 …………………………………………………… 680円（税込）
●トマト辛麺 ………………………………………………… 730円（税込）

梅しそ冷麺 豊後辛麺 トマト辛麺

テイクアウト
専用容器＋100円

そ の 他
メニュー

●熊本黒ラーメン ………………………………………… 700円（税込）
●チャーシュウ弁当（焼き豚丼） …………………………… 850円（税込）
●手作りギョーザ（8ヶ入） ………………………………… 480円（税込）
●ホルモンみそ煮込み ……………………………………… 500円（税込）

熊本黒ラーメン チャーシュウ弁当

国道197号 至鶴崎

至下郡

GS●

有田胃腸病院●

●
 蕎麦cafe
蕎屋

～kyouya～

能
楽
堂

平
和
市
民
公
園

佐賀関
半島

和食屋が作る
煮干しラーメン

　   彩●

至坂ノ市

関崎海星館●

至臼杵

広瀬橋

大分自動車　
学校●

ビッグ
モーター●

豊後辛麺 岩本● 国道197号

竹町商店街

国道10号

●ソレイユ

大分県総合生協
●

●セブン
イレブン

●
オアシス

熊本ラーメン

わさもん亭
● 　

４



●おすすめメニュー●

イートイン テイクアウト

予約可

枕崎の本枯節、大分の
椎茸、北海道の昆布、
佐伯のいりこで取った出汁をかけて食べる海老天おろしそばは、当店の夏の
定番です。

海老天
おろしそば

１,５４０円
（税込）

●和風だし冷麺（にしんor鴨） …………………………… 1,430円（税込）
●とり天ざるそば ………………………………………… 1,705円（税込）

とり天ざるそば和風だし冷麺

その他
メニュー

  天  地  庵  天  地  庵
●おすすめメニュー●

予約可

セットで12：00～13：00
まで50円引き

せいろ、
ミニ天丼

１,３７０円
（税込）

  そ  ば  会  そ  ば  会
イートイン テイクアウト

そ の 他
メニュー

●つけ鴨 …………………………………………………… 1,650円（税込）
●天せいろ ………………………………………………… 1,270円（税込）
●とり天せいろ …………………………………………… 1,300円（税込）

そ の 他
メニュー

●山椒カレーうどん〈白〉 ………………………………… 1,331円（税込）
●季節の野菜 ……………………………………………… 1,738円（税込）
●つけ麺 …………………………………………………… 1,386円（税込）

東 院

イートイン

 菊 す け 菊 す け

由布市庄内町大龍1747
■☎ ０９０－６４２９－２０７８
■営 11：00～15：00（スープがなくなり次第終了）
  日のみ▶11：00～13：30
■休 木曜日・その他不定休あり
■Ｐ  あり（10台以上）

由布市湯布院町川上1269－36
■☎ ０９７７－８５－５２６２
■営 11：00～15：00
■休 火曜日・水曜日 ※当面の間
■Ｐ  あり（５～６台）
■SNS  Instagram／Facebook

大分市中島西1丁目2番24号
■☎ ０９７－５３４－２８１０
■営  午前の部▶11：00～14：00
  午後の部▶17：30～
■休 木曜日
■Ｐ  あり（２台）
■SNS  Instagram／Facebook
https://soba-kai.com/

めし屋  賛 辞めし屋  賛 辞
由布市 由布市

中 島

予約不可

イートイン

予約不可

大分市東院400－1
■☎ ０９７－５４９－６０５５
■営 11：30～15：00（LO14：30）
■休  月曜日（但、祝日の場合は営業）
■Ｐ  あり（50台）

※一部メニューは
テイクアウト可

つけ鴨 天せいろ とり天せいろ

※夜の営業は、コロナによ
り変更する場合がありま
すので、お電話にて確認
ください。

　　　　のどごしの良いつけ麺です。
　　　　アクセントのごぼう天が出汁に合い食べごたえがあります。

その他
メニュー

自家製麺にこだわり、つるつるとのどごしの良い麺です。

●おすすめメニュー●

淡麗出汁昆布水つけ麺
（ごぼう天付き） ９００円（税込）

●おすすめメニュー●

山椒カレーうどん〈赤〉
１,３３１円（税込）

●昆布水 つけ麺  肉増し …………………………………… 950円（税込）

●しびれ鶏  1辛～3辛 ……………………………………… 780円（税込）

由
布
院
駅

菊すけ
●

陸上自衛隊
湯布院駐屯地

●

●天地庵

病院
● 大分大学

医学部
●

新賀来橋
バス停先

医大
バイ
パス

国道197号

そば会
●

大分市役所
●

大分税務署
●

●
み
ず
ほ
銀
行

セブン
イレブン●

大分中央
●警察署

国道210号至
湯
布
院

至
挾
間

マ
ル
ミ
ヤ
　

ス
ト
ア
●

コ
メ
リ
●

めし屋

賛辞
●

５



イタリア料理 ピアチェーレ イタリア料理 ピアチェーレ 

カルボロッコカルボロッコ

●おすすめメニュー●

イートイン テイクアウト

イートイン テイクアウト イートイン テイクアウト

プレート
ランチ

プレート12～13品
メインディッシュ
季節のサラダ
スープ•ごはん
デザート

１,９８０円
（税込）

婆皿よしたけ 　婆皿よしたけ 　
●おすすめメニュー●

イートイン

中央町

●おすすめメニュー●

桃の
冷製パスタ
ランチセット

１,２００円
（税込）

レストラン  シュミネレストラン  シュミネ予約可 予約可

大分市中央町3丁目5－16  wazawazaビル1F
■☎ ０９７－５８５－５９４９
■営 ラ ン チ▶11：30～14：00（OS13：20）
  ディナー▶18：00～22：00（OS21：00）
■休  不定休
■Ｐ  なし

大分市荏隈910－76
■☎ ０９７－５７９－６９７５
■営 ラ ン チ▶11：30～14：00
  ディナー▶18：00～21：00
■休  水曜日
■Ｐ  あり（10台）
carborocco.com

大分市大字玉沢683－2  ポポラート2Ｆ
■☎ ０９７－５４１－３０３１
■営 ラ ン チ▶11：30～14：00（OS）
  ディナー▶17：30～20：00（OS）
■休  水曜日（祝日の場合は翌日）
■Ｐ  あり（８台）
■SNS  Facebook

大分市中島西3－7－12
■☎ ０９７－５３７－１８６０
■営 ラ ン チ▶11：30～14：30（OS14：00）
  ディナー▶17：30～21：30（OS21：00）
■休  月曜日・火曜日夜（ランチは営業）
■Ｐ  あり（４～５台）

玉 沢 中 島

荏 隈

ランチセットメニュー
全てパン・サラダ・デザート・コーヒー付

ソース・ドレッシング等、全て自家
製です。テイクアウトメニューは、
お尋ねください。

そ の 他
メニュー

●ミニコース・桃の冷製パスタ ……………………… 2,200円（税込）　
●おまかせコース ……………………………………… 3,200円（税込）～
●ステーキコース ……………………………………… 3,200円（税込）～

大分県産のこだわりの食材を使い、季節にあった創作料理を心を込めてお作り
しております。

●ミニコース …………………………………………… 2,750円（税込）～

要予約
テイクアウトイートイン

予約可

※写真はイメージです。

要予約
前日までcarboroccocarborocco

そ の 他
メニュー

その他
メニュー

●婆皿弁当 ……………………………………………… 1,944円（税込）　
 ※ご注文は3個から（予約は3日前まで）

●オードブル １人前 …………………………………… 1,620円（税込）　
 ※ご注文は3人前から（予約は3日前まで）

テイク
アウト ●carborocco ディナーコース ………………………… 4,950円（税込）

●carborocco ランチ …………………………………… 2,500円（税込）

※写真はイメージです。

roccoディナーコース
３,８５０円（税込）

●おすすめメニュー●

その他
メニュー

●ピアチェーレコース ………………………………… 3,300円（税込）　
●単品メニュー …………………………………………… 198円（税込）～

パスタランチ
１,１００円（税込）～

ミニコース

国道197号

ガレリア竹町

国道10号

●ソレイユ

●大分
信金●セブン

イレブン

OASIS●
ひろば21

婆皿よしたけ
● 　

城南●
中学校

国道442号

●
carborocco
カルボロッコ

明
磧
橋

大分自動車道

国道210号

●
大分南
郵便局

わ
さ
だ
タ
ウ
ン

●
消防署

イタリア料理
ピアチェーレ

●

●
レストラン
シュミネ

ローソン
●  40m道路

ドンキ
ホーテ
●

●大分税務署

●ホンダ

６



KITCHENひろKITCHENひろ
●おすすめメニュー●

イートイン テイクアウト

じゃこ丼と
鳥唐揚定食

７５０円
（税込）

●若鶏トマトチーズ焼き …………………………………… 850円（税込）
●牛ステーキ丼定食 ……………………………………… 1,050円（税込）

牛ステーキ丼定食

関あじ会席

店内コロナ感染予防対策行っています。

※テイクアウト当日午前中まで要予約

その他
メニュー

●おすすめメニュー●

おまかせ
コース

２,７５０円
（税込）

イートイン テイクアウト

●オードブルＡ（2名様分） ………… 4,320円（税込）

●オードブルＢ（4名様分） ………… 8,640円（税込）

●オードブルＣ（6名様分） …………11,880円（税込）

オードブルは、ご自宅でおまかせコース料理を食べていただくようなメニュー
構成にしております。（鯛味噌おにぎり付！）

新栄町

イートイン

塩で食べる海鮮てんぷら 汐彩 塩で食べる海鮮てんぷら 汐彩 
イートイン テイクアウト

予約可

大分市城崎町1－1－4
■☎ ０８０－８３６０－９６１０
■営 18：00～24：00
■休 なし
■Ｐ  なし
■SNS  Facebook

茶碗蒸し＆だし巻が旨い店 彩懐 茶碗蒸し＆だし巻が旨い店 彩懐 
城崎町 本神崎

府内町

予約不可

テイクアウト
予約可

イートイン
予約不可キッチンキッチン

大分市新栄町12番24号  秋月ビル101
■☎ ０９７－５７４－８８１２
■営 ラ ン チ▶11：30～14：30（OS14：00）
  ディナー▶17：30～21：30（OS21：00）
■休  不定休
■Ｐ  あり（２台）
kitchenhiro2012.com

大分市府内町2丁目4－13  若竹ビル2F、3F
■☎ ０９７－５３６－３２３０
■営 ラ ン チ▶11：30～14：00（LO13：30）
  ディナー▶18：00～22：30（LO22：00）
■休  不定休
■Ｐ  なし

要予約
テイクアウトイートイン

予約不要旬味彩々 じょうくら　　旬味彩々 じょうくら　　

※写真はイメージです。

大分市本神崎54－4
■☎ ０９０－９６０５－０２２３
■営 11：00～15：00
  17：00～20：00
■休 木曜日
■Ｐ  あり（５台）
■SNS  Facebook

そ の 他
メニュー

●天ぷら＆ざるそば ……………………………………… 1,320円（税込）
●天ぷら＆ミニりゅうきゅう丼セット ………………… 1,980円（税込）
●関あじフライ＆ミニりゅうきゅう丼セット ………… 1,980円（税込）

佐賀関産の魚介を使った海鮮てんぷら

●おすすめメニュー●

海鮮天丼
１,１００円（税込）

その他
メニュー

●彩懐だし巻 ………………………………………………… 400円（税込）

●三色だし巻 ………………………………………………… 700円（税込）

　約20種類の茶碗蒸しからお好みで３つ選べます。

●おすすめメニュー●

茶碗蒸し ３点セット
９００円（税込）

テイクアウトメニュー ご自宅でコース料理感覚で！

国道197号

高城駅

KITCHEN
ひろ●

●東部
　公民館

●ホームワイドプロ　高城店

クレイン
ホテル●

国道197号

●
旬味彩々

じょうくら●
トキハ

●
大
分
県
庁

大分市役所●
●

大分中央
郵便局

●
アクアパーク

府内五番街

●
大分
県庁

●
今村
病院

大分
城址公園

国道197号

茶碗蒸し
＆だし巻
が旨い店

彩懐
●豊和

銀行●

愛媛街道

国道197号

幸
崎
駅

●コメリ

●
神崎
中学校

●
塩で食べる
海鮮てんぷら

汐彩

７



●おすすめメニュー●

イートイン

とり天定食
Ｂセット
（サラダなし）

６９０円
（税込）

 よ  つ  ば よ  つ  ば
●おすすめメニュー●

予約可

Ａ５ランク
焼肉食べ放題

４,３７８円
（税込）

  焼肉大将軍  焼肉大将軍

イートイン テイクアウト

東野台

イートイン

白木海岸のレストラン白木海岸のレストラン
●おすすめメニュー●

予約可

お茶屋御膳
平日１,４３０円

（税込）
（デザート＆ドリンク付き）

休日１,２１０円
（税込）

大分市東野台1－2－5
■☎ ０９７－５４９－０８１５
■営 11：30～14：30（LO14：00）
  17：30～22：00（LO21：30）
■休  水曜日
■Ｐ  あり（４台）

小池原店▶大分市小池原1525－1
 ■☎ ０９７－５７６－９８２９
都町店▶大分市都町2－4－6 都プラザ
 ■☎ ０９７－５７４－９８２９

府内店▶大分市府内町1－1－15
 府内センタービル2Ｆ
 ■☎ ０９７－５７８－９８２９

大分市大字野津原2263－2
■☎ ０９７－５８８－２１１１
■営 11：00～14：30／17：30～
■休  火曜日・月曜日の夜（祝祭日は営業）
■Ｐ  あり（21台）
■SNS  Instagram／Facebook

大分市白木949  関あじ関さば館２F
■☎ ０９７－５７５－２３３８（関あじ関さば館）
■営 11：00～16：00
■休  なし
■Ｐ  あり（40台）
■SNS  Facebook
http://sekiajisekisabakan.com/

 食楽ななせ街道 食楽ななせ街道
野津原 白 木

小池原・府内・都町

予約不可

予約不可

七瀬川のほとりに佇む
古民家造りのレストラン

さくさくジューシーなと
り天をはじめ、自家製の
お豆腐もおすすめです。リーズナブルな品揃えになっておりますので、どうぞ
お気軽にお立ち寄り下さいませ。

その他
メニュー

●特製ローストビーフ丼 和風シャリアピンソース …… 1,400円（税込）
●お子様ランチ ……………………………………………… 970円（税込）
●季節のオードブル ……………………………………… 5,400円（税込）

特製ローストビーフ丼 お子様ランチ 季節のオードブル

府内店は食べ放題
はございません。

府内店は食べ放題
はございません。

イートイン テイクアウト

その他
メニュー

●豚のしょうが焼定食Ｂセット …………………………… 700円（税込）
●チキン南蛮定食Ｂセット ………………………………… 750円（税込）
●自家製豆腐サラダ ………………………………………… 630円（税込）

●職人厳選牛
　焼肉食べ放題
……… 3,278円（税込）

自家製豆腐サラダ 豚のしょうが焼

■休 なし（都町のみ日曜日店休）
http://daishogun.jp.net

■営 HＰをご確認ください。
■Ｐ  あり

利用可能店

その他メニュー

そ の 他
メニュー

●りゅうきゅう丼 ………………………………………… 1,100円（税込）

●関あじ・フライ御膳 …………………………………… 1,760円（税込）

関あじ等、佐賀関産の天然魚介を使った海鮮料理

●おすすめメニュー●

関の海鮮丼
１,３２０円（税込）

佐賀関
半島

白木海岸の
レストラン
　　　●

至坂ノ市

関崎海星館●

至臼杵

食楽
ななせ街道
●

●
セブン
イレブン●

新鮮市場

●
野津原小学校

消防署
●

医大バイパス

●よつば

医学部附属病院

ローソン●●ドラッグ
イレブン

●郵便局

至国分駅

８



●おすすめメニュー●
イートイン テイクアウト

予約可

季節に合わせて厳選した
見た目も鮮やかなフルー
ツとたっぷり入ったこだわりのクリームとのハーモニーが楽しめる逸品です！！

フルーツ
サンド

（テイクアウト）
通常価格700円を
OKSC会員限定特別価格

５００円
（税込）

予約可カフェレストラン  アルマクカフェレストラン  アルマク
イートイン テイクアウト

イートイン テイクアウト

予約可

寿 町

●おすすめメニュー●

フルーツ
サンド

３７８円～
（税込）

夜カフェ⑤夜カフェ⑤
●おすすめメニュー●

パニーニ
ランチ

１,３２０円
（税込）

大分市下郡358－8（ゆめが丘バス停前）
■☎ ０９７－５０７－５５２１
■営 店舗にお問い合わせ下さい
■休 不定休
■Ｐ  あり（約20台）
■SNS  Instagram▶yorucafe5
   Facebook▶夜カフェ⑤

大分市角子原1丁目2－18
■☎ ０９７－５２１－００７３
■営 11：00～21：00（LO20：15）
  月曜のみ▶11：00～16：00 （LO14：30）
  ランチタイム▶11：00～14：30／ティータイム▶14：30～18：00
  ディナータイム▶18：00～21：00

■休 木曜日
■Ｐ  あり（26台）
■SNS  Instagram▶Cafe-limoges

大分市大在浜2丁目19－8
■☎ ０９７－５９３－１８００
■営  日～木▶10：00～18：00（LO17：00）
  金・土▶10：00～20：30（LO20：00）
■休 不定休
■Ｐ  あり（16台）
■SNS  Instagram／Facebook
https://almach-cafe.com/

大分市寿町2－1  大分県立美術館OPAM2階
■☎ ０９７－５７８－７７８８
■営  11：00～17：00（LO16：00）
  ※ランチメニューは14：00まで
  ※平日（月～木）のみ時短営業 11：00～15：00（LO14：00）
■休 なし（臨時店休あり）
■Ｐ  あり（250台 ※有料）
■SNS  Facebook▶https://m.facebook.com/cafecharite/
   Instagram▶https://www.instagram.com/cafe_charite/
https://www.opam.jp/topics/detail/263

角子原 下 郡

大在浜
カフェ　シャリテカフェ　シャリテ

café  Charitécafé  Charité

カフェ　リモージュカフェ　リモージュ

CAFE LIMOGESCAFE LIMOGES

要予約
おすすめメニュー
※予約は前日まで

そ の 他
メニュー

●デザートセット（マルジョ＆コーヒーセット） ………… 990円（税込）
●自家製ソーセージとカリフラワーの
　トマトソースパスタ（久住高原サラダセット） ……… 1,100円（税込）
●豊後牛100%シャリテ•ハンバーグステーキ ……… 1,518円（税込）

ハンバーグステーキデザートセット

要予約 前日まで

●おすすめメニュー●

そ の 他
メニュー

●えびフライと南蛮のミックスフライ ……… ラ ン チ 1,100円（税込）
　（ライス・サラダ・デザート・ドリンク付） ディナー 1,320円（税込）
●ジャンボえびフライとハンバーグ ………… ラ ン チ 1,430円（税込）
　（ライス・サラダ・デザート・ドリンク付） ディナー 1,650円（税込）

通常価格より500円ＯFＦのお得なセットメニューです。

雪崩ぶっかけタルタルのチキン南蛮
（ライス・サラダ・デザート・ドリンク付）

ラ ン チ １,１００円（税込）
ディナー １,３２０円（税込）

要予約
前日まで

11：30までの時間指定のみご予約をお受けします。 イートイン テイクアウト

テイクアウトフード、パフェやドリンクなども提供しています。

その他
メニュー

テイクアウトメニュー

●パスタランチ ………………………………………… 1,210円（税込）　
●ピッツァランチ ……………………………………… 1,320円（税込）　

●季節のフルーツパフェ ………………… 1,080円（税込）～

パスタランチ ピッツァランチ 季節のフルーツパフェ

至福のひとときを
お楽しみください。

そ の 他
メニュー

●まるごと桃パフェ ……………………………………… 1,045円（税込）
●スモークサーモンの冷製トマトクリームパスタ …… 1,485円（税込）

まるごと桃パフェ スモークサーモンの冷製トマトクリームパスタ

クーポン券を使用しない場合は、
通常価格です。

大分県立美術館２階

Charité
　　●

●大分銀行

　セブン
●イレブン

至大分IC

●大分県庁

●トキハ

大分市役所
●国道197号

ガレリア竹町

JＲ大分駅

至別府

日豊本線

国道10号

セ
ン
ト
ポ
ル
タ
中
央
町

大分中央
●　警察署

竹
下
み
な
と
通
り

大在楓通り

カフェレストラン
アルマク●

至大在駅

グッディ●
大在店

竹下橋南
国道197号

鶴崎橋

大野大橋

国道197号

40m道路

●大在西
小学校

●東部病院

カフェ リモージュ  　
CAFE LIMOGES●

●
夜カフェ⑤

藤の台

かたしま台
ゆめが丘

米
良
バ
イ
パ
ス

●ファミリマート

９



お気軽健康食堂 すりーむお気軽健康食堂 すりーむ
●おすすめメニュー●

５段階の濃さが選べる
抹茶ジェラート

抹茶
ジェラート

３倍

５００円
（税込）

抹茶ジェラート tèlato抹茶ジェラート tèlato
テイクアウト

荏 隈

●おすすめメニュー●

 巻き寿司

５４０円
（税込）

  かわ・にし  かわ・にし
●おすすめメニュー●

予約可 予約可

ねぎ塩
牛タン弁当

通常価格1,200円を
OKSC会員限定特別価格

１,０００円
（税込）

大分市金池南1丁目9番5号
■☎ イートイン▶０９７－５７４－８６６６
  テイクアウト▶０９７－５７４－８９２９
■営 イートイン▶11：00～14：30（LO14：00）
  テイクアウト▶昼11：00～14：30
  　　　　　　夕16：00～19：00（LO18：30）
■休  なし（臨時店休あり）
■Ｐ  あり（15台）第２駐車場含む
■SNS  Facebook▶https://www.facebook.com/kujuya/
   Instagram▶https://www.instagram.com/kuju_ya/
https://hakuai-oita.com/shop/kujuya-restaurants/

大分市荏隈町1丁目19番13号
■☎ ０９７－５３５－８３３８
■営 10：00～17：00
■休  不定休
■Ｐ  あり（５台）
■配達エリア  要相談
■SNS  Instagram・Facebook
https://familleoita.wixsite.com/surimu-oita

由布市湯布院町中川1357番地2
■☎ ０９７７－８４－２９０７
■営 8：30～16：00
■休  なし
■Ｐ  あり（20台）
■配達エリア  要相談
■SNS  Facebook▶kawanisicyokubaisyo

湯布院町川上2939－4
■☎ ０１２０－３７－２５３９
■営 10：30～16：30
■休  不定休
■Ｐ  なし
■SNS  Instagram▶#telato 検索

 久  住  屋 久  住  屋
金池南 由布市

由布市

予約不可

昔から変わらない味で皆様に愛され
続けられています。

自慢のミックスサラダの
上に、牛タンと相性抜群
のレモンの効いた特製ねぎ塩タレで、夏でもさっぱりとした味わいをお楽しみ
いただける逸品です！！

その他
メニュー

●とり天南蛮弁当（テイクアウト） ………………………… 550円（税込）
●チーズデミカツ定食（イートイン） ……………………… 930円（税込）
●久住屋スタミナ焼き定食（イートイン） ………………… 990円（税込）

要予約
前日まで

テイクアウト 配 達

テラートテラート

プレミアムジェラート

そ の 他
メニュー

●ほうじ茶ジェラート ……………………………………… 500円（税込）
●プレミアムジェラート ………………………………… 3,000円（税込）

イートイン テイクアウト テイクアウト 配 達

とり天南蛮弁当

おはぎ（こしあん） おはぎ（紫黒米）

スタミナ焼き定食

※前日までにご予約ください。

●おはぎ
（粒•こし）1個 151円（税込）

　　　　（紫 黒 米）1個 140円（税込）

●石垣餅
（あんいり）1個 140円（税込）

　　　　（あんなし）1個 108円（税込）

その他メニュー

その他
メニュー

●日替り弁当＋美肌サラダセット ………………………… 830円（税込）
●すりーむオードブル ……………………………… （大）5,700円（税込）
 （小）3,500円（税込）

それぞれ２個からのご注文になります。
すりーむインスタグラムをフォローしている方50円引き。

※おすすめメニューのみ

●おすすめメニュー●

やさいのレインボーチーズケーキ　350円（税込）
紫いもとかぼちゃの豆乳プリン　　400円（税込）

クーポン券を使用しない場合は、
通常価格です。

JＲ大分駅大分駅南口側

●
ホルトホール
大分

久住屋●

●
CP 

●
ミスター
マックス

公園

お気軽健康食堂
●すりーむ

セブン
イレブン
  ●

由布院駅

●県信
　湯布院
　支店

抹茶ジェラート
tèlato●

国道210号

国道210号

●川西地区
公民館

南由
布駅

●
かわ・にし
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●おすすめメニュー●

テイクアウト

テイクアウト

予約可

老舗お茶店プロデユー
スの本格茶葉ドリンク
専門店

抹茶ラテ
（ICE）

５００円
（税込）

１日 5食限定の日替わり弁当
は完売必至！要予約！
新メニューのとり天南蛮も手作り
タルタルたっぷりで大人気！

日本茶５toku日本茶５toku
●おすすめメニュー●

かき氷
宇治金時
（アイス付き）
７００円

（税込）

かき氷
黒豆きなこ
ほうじ茶
（アイス付き）
７００円

（税込）

 和カフェ  ひめのえん 和カフェ  ひめのえん
イートイン テイクアウト

由布市

●おすすめメニュー●

 ワッフル
チキン

５５０円
（税込）

そらメシそらメシ
●おすすめメニュー●

湯布院町川上1080－1　　　
■☎ ０９７７－８５－２５３９
■営 10：30～17：00
■休 不定休
■Ｐ  なし
■SNS  Instagram▶#5toku検索

大分市末広町2－5－12
■☎ ０９７－５３２－３４７０
■営 12：00～18：00（LO17：00）
■休 日曜・祝祭日
■Ｐ  あり（５台）
■SNS  Facebook
himenoen.com

大分市上野ヶ丘西12－9
フロンティアビル1階
■☎ ０９７－５１０－５４４１
■営 火～金▶11：00～15：00
  　土　▶11：00～14：00
■休 日曜日・月曜日
■Ｐ  なし
■配達エリア  大分市内
■SNS  Instagram
https://sorameshi.storeinfo.jp/

  大将軍弁当  大将軍弁当
大分市 上野ヶ丘

末広町

予約不可予約不可

その他
メニュー

●抹茶スムージー …………………………………………… 500円（税込）
●玉露スムージー（期間限定8/31まで） ………………… 500円（税込）

テイクアウト 配 達

要予約
配　達テイクアウト

予約可

●かき氷  大分和紅茶
 ……… 600円（税込）

●鹿児島県知覧産
　新茶ソフトクリーム
 ……… 330円（税込）

その他メニュー

●塩からあげ弁当 …… 550円（税込）
●とり天南蛮弁当 …… 550円（税込）
●日替わり弁当 ……… 550円（税込）
●オードブル（小） … 3,240円（税込）
●オードブル（大） … 5,400円（税込）

その他メニュー

 からあげ
弁当

６８０円
（税込）

南大分店▶大分市奥田田中町11－1
 ■☎ ０９７－５４４－８１８１
田 原 店▶大分市大字田原890－7
 ■☎ ０９７－５７４－８４９０
今津留店▶大分市今津留3－16
 ■☎ ０９７－５５８－２９１７

中戸次店▶大分市中戸次4774－1
 ■☎ ０９７－５７４－８９８９
明 野 店▶大分市明野北4－2－1
 ■☎ ０９７－５５１－８１８１

●黒毛和牛カレー
……… 626円（税込）

■休 年中無休　　　■営 HＰをご確認ください。　　■Ｐ あり
http://daishogun.jp

利用可能店

その他メニュー

※配達は2,200円以上 予約は前日まで

ごとくごとく

由
布
院
駅

●
日本茶5toku

陸上自衛隊
湯布院駐屯地

●

国道197号

竹町商店街

国道10号

至大分駅

●セブン
イレブン

●
オアシス

和カフェ

ひめのえん●

至大分
県庁

宗麟
大橋

国
道
10
号

コスモス
●

●上野ヶ丘
中学校

●
そらメシ
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開場16：00
開演17：00

Ｓ席

斡旋枚数 ２０枚　※会員お１人様２枚まで　※未就学児の入場不可

会　　場

公演日時

iichikoグランシアタ

2021年１１月２３日（火・祝）
チケット料金 会員

価格
通常価格（税込）
8,900円 ７,９００（税込）

円

開場15：15
開演16：00

斡旋枚数 ２０枚　※会員お１人様２枚まで　※未就学児童入場不可

会　　場

公演日時

iichikoグランシアタ

2021年１２月１１日（土）
チケット料金 会員

価格
通常価格（税込）
8,800円 ７,８００（税込）

円

Music Forever ～永遠に続く“愛”

ディズニー・オン・クラシック
まほうの夜の音楽会 2021

全席
指定

2021年８月１日（日）～８月３１日（火）利用期間 要予約

利用対象

利用方法

注意事項 ※会員１名につき、ご利用できるクーポン券は、期間中１枚のみです。
２枚以上のご利用があった場合は、助成金を返金していただきます。

※他の割引サービスの併用はできません。
※会員証•クーポン券いずれかがない場合は、ご利用できません。
※クーポン券は、ＯBＳボウル以外ではご利用いただけません。
※クーポン券はおつりが出ません。額面以上の会計時にご利用ください。

●❶事前に電話予約をしてください。お電話の際は「おおいた勤労者サービスセン
ターの会員」である旨をお伝えください。Ｐ１７のＯBＳボウルプレー料割引
クーポン券に会員番号•会員氏名•ご利用日をご記入ください。
●❷受付時、OＫSＣ会員証と必要事項を記入したクーポン券を提示•提出して
ください。
●❸お会計合計金額から、１,０００円（税込）を差し引いた金額をお支払いください。
（お会計合計金額が１,０００円（税込）を下回る場合は、ご利用できません）

会員および登録家族
※対象でない方が利用した場合は、助成金を返金していただきます。

割引クー
ポン券を

ご利用で
、プレー料

金を

\　1,000円割引!!　/
割引クー

ポン券を

ご利用で
、プレー料

金を

\　1,000円割引!!　/

ＯBＳボウル（大分市明野 あけのアクロスタウン隣）
obs-bowl.com　☎０９７－５５８－８５１０

と こ ろ

OBSボウル  ボウリングプレー料割引企画 Ｐ17に割引クーポン券がついています♪

大 人
学 生
幼児•小学生
大 人
学 生
幼児•小学生

貸 靴 料

１ ゲ ー ム

ご予約用（10人 
以上～）

２ゲームパック
（２ゲーム・貸靴込）

５５０円
４５０円
４００円

１,２００円
１,１００円
１,０５０円
３００円

料
金
一
例

申込方法▶下記申込用紙に必要事項を全てご記入の上、申込期間内に郵送またはFAXでA4サイズのままお送りください。お申し込みは「１会員１公演のみ」です。
当選通知▶申込多数の場合は、抽選となります。該当者には、８月２３日頃までに通知を発送いたします。
受取方法▶受取期間内（平日8：30～17：00）に「おおいた勤労者サービスセンター窓口」にて、お渡しします。

※代理人の受取可能　※支払は現金のみ　※期間内に受け取れる事をご確認いただき、お申込みください。
注意事項▶申込後のキャンセルはできません／お座席はお選びできません／重複した申込、２公演の申込、期間外の申込、必要事項記載漏れ等は全て無効と

いたします。
※「取扱数限定」で販売するチケットは、他の一般のお客様と同様に順不同で指定されるもので、優先的に良い席が配分されるわけではありません。

申し込み多数の場合 抽選チケット
の

ご案内

当選者チケット受渡期間▶１１月３０日（火）～１２月９日（木）当選者チケット受渡期間▶１１月８日（月）～１１月１９日（金）

※必要事項を記入してＡ４サイズのままお送りください。

チケット受渡期間をご確認の上、いずれか１公演のみご記入ください。両方に記入がある場合や、重複した申込は無効とさせていただきます。

チケット申込用紙　申込期間：2021年8月1日（日）～8月16日（月）17時まで　※郵送は8/16必着

郵送先▶〒870－0035  大分市中央町4－2－5  ソレイユ3F「おおいた勤労者サービスセンター」
申込先▶ＦＡＸ：０９７－５４８－５５０５

申込後のキャンセルはできません

11月23日（火） 17：00 ▶ 　　　　　　　　　　枚
ディズニー•オン•クラシック　※お一人様２枚まで

12月11日（土） 16：00 ▶ 　　　　　　　　　　枚
葉加瀬太郎　※お一人様２枚まで

●「チケット受取について」 郵送先

〒　　　－　　　　住所：

※郵送先住所が事業所の場合は、事業所名を必ずご記入ください。 例：大分市〇〇町〇番〇号 （株）〇〇内 ●連絡先 ※日中連絡が可能なところ

●事業所名 ●会員氏名●会員番号

Presentation licensed by Disney Conserts.ⒸDisney ※ステージ写真は過去の公演です。
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入園無料ご招待

入園料とケーブルカー往復料金
　　　　　　  （通常１,３００円）が 無料
※のりものフリーパス•とくとくのりもの券（回数券）発売中！
※駐車料金は別途必要（普通車：300円、大型車：600円）

会員および登録家族と同伴者
（合計５名まで）

９：３０～１７：００ （最終入場16：00）
※8/13、14、15は21：00まで （最終入場20：00）

2021年 ※8/13、14、15のお盆期間は除く

８月１日（日）～８月３１日（火）

休園日については、別府ラクテンチ
ＨＰをご確認ください。

Ｐ17にラクテンチ入園ご招待利用申請書がついています♪Ｐ17にラクテンチ入園ご招待利用申請書がついています♪

おいしい庄内梨を
園内で食べ放題！  

おいしい庄内梨を
園内で食べ放題！  

キツキテラスで
海鮮バーベキューを楽しもう♪
キツキテラスで
海鮮バーベキューを楽しもう♪

これからが旬！
これからが旬！

2021年９月５日（日）～１０月１０日（日）開催期間

実施期間

営業時間

定　　員

利用対象

利用対象

利用方法

利用料金

利用料金

注意事項 ※利用申請書のコピー利用はできません。
※他の割引サービスの併用はできません。
※会員証・利用申請書いずれかがない場合は、利用不可

※小学生未満の通常
価格は無料
※おつりのないよう
にご準備ください。

会員および登録家族と同伴者（合計６名まで）
※同伴者のみでのご利用は不可

「小野農園」由布市梨生産者直販協議会認定店と こ ろ
由布市庄内町平石
■☎ ０９７－５８２－３６５０　　■Ｐ 大駐車場完備

■営 9：00～17：00

先着５００名 ※定員に達し次第終了

事前にＰ17の利用申請書に必要事項をご記入の上、来園時に、
会員証と一緒に「小野農園」へご提出ください。

利用方法 P17のラクテンチ入園ご招待利用申請書に必要
事項をもれなくご記入の上、会員証と一緒に
ラクテンチ入園口にご提出ください。

ご利用上
の 注 意

※利用申請書は、会員または登録家族の方がご提出ください。
※同伴者のみのご利用はできません。
※期間中何度でもご利用可能（コピーしてお使いください）
★ただし同日は除く

※対象でない方がご利用の場合は、助成金を返金していただ
きます。

※遠足プランやバーベキュープランでのご利用は出来ません。

　項　　目　

大人（中学生以上）

小 学 生

通常価格

５００円

３００円

会員価格

２００円
無　料

2021年８月１日（日）～９月３０日（木）開催期間

定　　員

利用対象

利用方法

利用料金

会員とその同伴者３名
（合計４名まで）※同伴者のみの
　　　　　　　　　　　　利用は不可

申込開始日 会報誌到着後～

キツキテラスと こ ろ 杵築市守江7485  国道213号線沿い
住吉浜リゾートパーク入口

■営 10：30～16：00（LO15：30）
■休 火曜日（火曜日が祝日の場合は、翌水曜日）

２００名 ※定員に達し次第終了

事前にＰ17の利用申請書に必要事項をご記入の上、来店時
に、会員証と一緒に「キツキテラス」へご提出ください。
※利用申請書・会員証のいずれかが無い場合は、通常料金です。

セット内容 サザエ ２個／緋扇貝 ２個／エビ ２匹／イカ一夜干し １匹／
ホンビノス貝（白はまぐり）２個　 　※天候等により変更の場合有

申込方法 キツキテラスに直接電話にてお申込みください。
利用日前日までの予約が必要です。
■☎ ０９７８－６３－８０８５（受付可能時間 10：30～16：00）

お一人様あたり 2,310円 ▶ １,５００円
通常価格（税込） 会員価格（税込）

２名様以上の
ご予約で

１グループにつき、
緋扇貝を１つ
プレゼント！！

２名様以上の
ご予約で

１グループにつき、
緋扇貝を１つ
プレゼント！！

梨狩り梨狩り

特典特典

特典付き♪ 要予約

●守江郵便局

キツキテラス●

住吉浜
リゾートパーク
●

天然湧き水プール
営業中！

天然湧き水プール
営業中！

大　人 ８００円
子ども ６００円
（3歳～小学生）

別途必要
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ご利用期間ご利用期間

利 用 対象利用対象

割引料金割引料金

利用方法利用方法

注意事項注意事項

映画割引クーポンプレゼント

１,４００円会員価格

2021年８/１●日▶2021年１１/３０●火
会員•登録家族および同伴でご鑑賞される方

会員番号と会員氏名をご利用になるクーポン全てにご記入ください。
クーポンを切り取り、直接Ｔ•ジョイパークプレイス大分のチケット窓口へお越しください。
その際「おおいた勤労者サービスセンター」の会員証を確認させていただきますので、お忘れにならないようにお願いいたします。
※クーポンの記入がない場合は、ご利用いただけません。　※ご鑑賞日の２日前から利用可能

※クーポンは１回の映画観賞につき、お１人様１枚のみ利用可。 ※特別興行作品は使用不可。　　　　※クーポンをコピーは不可
※３Ｄをご鑑賞の場合は、追加400円でご鑑賞いただけます。 ※インターネット予約不可。窓口ご購入時にご提示ください。
※他の割引券との併用不可 ※座席指定券購入後の提示による返金は不可。

一般料金 １,８００円➡

ワイルド•スピード  ジェットブレイク 孤狼の血  LEVEL２

Ⓒ2021 「孤狼の血  LEVEL2」 製作委員会メガヒットカーアクションシリーズ待望の新作。主人公のドミ
ニクの実の弟ジェイコブの存在が初めて明かされ、その因果は
ファミリーを窮地に追い込んでいく。

広島の架空都市を舞台に警察とやくざの攻防戦を過激に描いて
評判を呼んだ、白石和彌監督による「孤狼の血」の続編。

Ⓒ2021 Universal Studios. All Rights Reserved.

Ｔ•ジョイパークプレイス大分（大分市公園通り西2－1）にて、お好きな上映
時間にお好きな映画を会員価格1,400円でご鑑賞できるクーポン券をプレゼ
ントします。

8/6●金公開 8/20●金公開

この夏
イチオシ！
映画情報
PICK UP！

窓口でのみ
ご利用いただけます。
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スフーレ島のひみつ／深海のサバイバル！

ワールド ヒーローズ ミッション

無料映画鑑賞ペアプレゼント

無料期間無料期間

対象映画対象映画

人　　　数人　　　数

申込方法申込 方法

申込 期間申込 期間

鑑賞の流れ鑑賞の流れ

当選の通知方法当選の通知方法

2021年８/２０●金▶2021年９/３０●木

８/１●日▶ ８/１２●木 17時必着 当選通知当選通知 ８/１９●木 までに発送いたします。

上記期間中に上映中の作品（３Ｄ版や特別興行の作品は利用不可）

抽選でペア ２００組 （計４００名様）
下記の申込用紙にご記入の上、郵送またはＦAＸにて「おおいた勤労者サービスセンター」までお送りください。
※応募はＡ４サイズのままお送りください。　※お申し込みは会員１人につき「１回」とし、重複申し込みは無効といたします。
※必要事項の記入漏れ（会員番号の一部のみ記載、電話番号未記載など）がある場合は、無効とします。
※応募が殺到いたしますので、ＦＡＸの受信状況をセンターにお問い合わせいただくのはご遠慮ください。
※申込用紙のみを切り取ってのご応募•センターへ直接持ち込みでのご応募は、ご遠慮ください。

当選の発表はシネマチケットの発送をもって代えさせていただきます。
※郵送先住所に事業所名の記入がない等で、お届け先不明でサービスセンターへ戻ってきた場合は、再郵送いたしません。

事前座席指定利用の際
カード裏面に記載のＣＴコード・ＰIＮコード・鑑賞可能上映時間を事前にご確認いただき、
オンラインチケット予約「kinezo」およびスマートフォン専用アプリ「キネパス」よりご登録いただく事で、
ご鑑賞希望日の２日前（0：00）から予約可能です。　　※詳しい使用方法は、右記ＱＲコードからご確認いただけます。➡➡➡
予約せずに劇場の自動発券機で引き換える際
上映作品、上映時間、座席を選択後、券種選択画面にて下部にあるシネマチケットボタンを押し、シネマチケットを
ＱＲコードリーダにかざすか、ＣＴコード・ＰIＮコードを入力する事で利用できます。　　※劇場窓口でもご利用可能です。

8/6●金公開

全世界のプロヒーローのもとでインターン中だったデクが
事件に巻き込まれ指名手配犯に。

僕のヒーローアカデミア THE MOVIE

Ⓒ2021 「僕のヒーローアカデミア THE MOVIE」 製作委員会　Ⓒ堀越耕平／集英社

8/13●金公開

妖怪たちと世界を救え！
この夏、最強の超ド派手ファンタジー！

妖怪大戦争  ガーディアンズ

Ⓒ2021 「妖怪大戦争」 ガーディアンズ

8/27●金公開

スタジオジブリとして初の長編３DＣGアニメ。
宮崎駿が企画し、宮崎吾朗が監督を務めた。

アーヤと魔女

Ⓒ2020 NHK, NEP, Studio Ghibli

8/27●金公開

藤原竜也が天才小説家に扮する。
彼の小説はフィクションなのか真実なのか。

鳩 の 撃 退 法

Ⓒ2021 「鳩の撃退法」 製作委員会　Ⓒ佐藤正午／小学館

8/6●金公開

山田洋次監督が映画をテーマに、
時代を超えて繰り広げられる愛と友情の物語を描く。

キ ネ マ の 神 様

9/3●金公開 科捜研の女  劇場版

Ⓒ2021 「キネマの神様」 製作委員会

8/13●金公開

クレイジーすぎる悪党たちが世界を救うデス•ミッションへ！

ザ・スーサイド・スクワッド
 “極”悪党、集結

Ⓒ2021 WBEI TM & ⒸDC

8/13●金公開

今年の“おしりたんてい”は“科学漫画サバイバル”との
豪華２本立て！

映画おしりたんてい

ⒸTroll/POPLAR　Ⓒ2021東映まんがまつり製作委員会

7/30●金公開

今度のしんちゃんは学園ミステリー！？

映画クレヨンしんちゃん
 謎メキ！花の天カス学園

Ⓒ臼井儀人／双葉社・シンエイ・テレビ朝日・ADK 2021

人気ドラマ「科捜研の女」の初の劇場版。
相次ぐ転落事故に科捜研の面々が挑む。

Ⓒ2021 「科捜研の女  劇場版」 製作委員会

Ｔ•ジョイパークプレイス大分（大分市公園通り西2－1）にて、上映の
１作品をお好きな上映時間に、無料で鑑賞できるシネマチケットを
抽選で200組（計400名様）にプレゼントします。

※郵送は8/12必着

８月１日受付開始

上映予定映画の紹介 他にも、無料期間中に上映の作品（３Ｄ版や特別興行の作品での利用は不可）であれば、お好きな作品を鑑賞できます！！
※上映作品はＴ•ジョイパークプレイス大分のホームページ（http://kinezo.jp/t-joy_oita）でご確認ください。
※鑑賞券利用期間中であっても、上映が終了している場合がございます。　※公開作品は今後の情勢により上映日が変更となる場合がございます。

下記の申込用紙にご記入の上、郵送またはFAXにて「おおいた勤労者サービスセンター」までお送りください。必要事項が記入されていない申込や期間外の申込は、無効とさせていただきますので、予めご了承ください。

無料映画鑑賞ペアプレゼント申込用紙
郵送先▶〒870－0035  大分市中央町４－２－５  ソレイユ３Ｆ「おおいた勤労者サービスセンター」

●シネマチケット郵送先

〒　　　－　　　　住所：

※郵送先住所が事業所の場合は、事業所名を必ずご記入ください。 例：大分市〇〇町〇番〇号 （株）〇〇内 ●連絡先 ※日中連絡が可能なところ

●事業所名 ●会員氏名●会員番号

申込期間：2021年8月1日（日）～8月12日（木） 17時まで　※郵送は8/12必着

※このページをコピーの上、必要事項を記入してＡ４サイズのままお送りください。 ＦＡＸ：０９７－５４８－５５０５
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利用対象

利用期間

会員および登録家族と同伴者
※同伴者のみでのご利用はできません。
※対象でない方が利用した場合は、助成金を返金していただきます。

対象人員 各試合とも先着１００名
※利用回数の制限はありません。

利用対象 会員および登録家族

対象ゲーム 別大興産スタジアム（大洲総合運動公園内）
で開催されるゲームのみ

利用方法

P17の
北村直登展無料
ご招待券ご利用で

➡無料

美術展のご案内 大分市美術館　北村直登展　無料ご招待

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、＜マスク着用・検温・手指消毒・連絡先記入・入場制限＞にご理解ご協力をお願いします。

2021年7月22日（木）～9月20日（月）会　　期

注意事項

9月13日（月）休 館 日

大分市美術館　企画展示室と こ ろ

10：00～18：00 （入館は17：30まで）開館時間

ホームページをご確認ください。  https://oitabrings.jp試合日程

大分Ｂ－リングス
　☎097－588－1662（月～木 9：00～12：00）
　☎080－5606－2803（担当者：森）

問合せ先

2021年８月１日（日）～９月２０日（月）

※会員１名につき、利用できるご招待券は期間中に２枚のみです。
３枚以上のご利用があった場合は、助成金を返金していただきます。

※他の割引サービスの併用はできません。
※会員証・無料ご招待券いずれかがない場合は、利用不可
※観覧当日のみ利用できます。事前購入には利用できません。
※無料ご招待券は、大分市美術館北村直登展以外には、利用できません。

※試合当日のみ受付。
※別大興産スタジアムチケット売場以外では、ご利用できません。
※各試合、対象人員に達し次第、受付を終了させていただきますので、
ご了承ください。

P17の北村直登展無料ご招待券に必要事項を記入して会員証と一緒に、
大分市美術館１Ｆ北村直登展受付へご提出ください。
ご招待券１枚ごとに１名無料でご鑑賞いただけます。
※１会計ご利用は２枚まで

❶試合当日、別大興産スタジアムチケット売場にて
会員証の提示

❷受付簿に会員番号・会員氏名・登録家族の氏名記入

チケット料金
一 般

高大生

一般料金

600円

400円

会員料金（団体料金）

５００円

３００円

最新の開館情報は、大分市美術館➡
ホームページをご確認ください

大分市美術館１Ｆ 北村直登展受付にて利用できます。
おおいた勤労者サービスセンター窓口では利用できません。

※中学生以下無料

大　人  1,000円 ▶ ５００円
高校生  500円 ▶ 無 料
※中学生以下無料

利用料金

利用方法

通常価格 会員価格

「23673　ブランコで童心に戻ろうと　象」2021年

大分Ｂ－リングスの試合観戦をされる会員及び登録家族の皆様に、観戦の助成を行います。
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ＯＫＳＣ８•９月号  お得なクーポン＆申請書ＯＫＳＣ８•９月号  お得なクーポン＆申請書

●クーポン券•利用申請書は、記載しております「注文時、会計時」等を
ご確認の上、ご利用ください。別のタイミングで提出しますと、割引が
受けられない場合がございます。
●参加店にハサミやボールペン等の貸し出しを申し出るのは、ご遠慮くだ
さい。
●利用期間の終了間近は、混み合う事が予想されます。お早めにご利用さ
れる事をおすすめいたします。
他のお客様の利用の妨げにならによう、会員様のご理解•ご協力を
お願いいたします。

会員様へお願い会員様へお願い

実施期間：2021年８月１日（日）～８月３１日（火）  ※8/13、14、15のお盆期間は除くラクテンチ入園ご招待利用申請書

（一財）おおいた勤労者サービスセンター

コピー可

●ご利用ゲート（※いずれかに○をつけてください。）

　　　メインゲート　　乙原ゲート

●ご利用日

　2021年８月 　　　　 日

●ご利用人数
　　　　　大人 　　　　　 人　＋　子ども（3歳以上） 　　　　　 人　＝　合計 　　　　　 人

●会員番号 ●会員氏名

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

必ずこの 申請書 と 会員証 の２つを一緒に提示してください。

●利用者氏名　ご利用者全員（３歳以上）の氏名をご記入ください。　※２歳以下は通常無料ですので、記入しないでください。　合計５名まで

会員本人が利用しない場合も、必ず会員番号•会員氏名をご記入ください。
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　　　　　  事前に必要事項をご記入の上、来園時に会員証と利用申請書を
一緒にご提示•ご提出ください。お会計の際、２００円×大人（中学生以上）
人数分をお支払いください。

新型コロナウイルスの影響で、企画内容が変更（中止•メニューの変更等）になる場合がございます。
各施設の公式ＨＰ等をご確認いただくか、直接店舗にお問い合わせの上、ご利用をお願いいたします。
新型コロナウイルスの影響で、企画内容が変更（中止•メニューの変更等）になる場合がございます。
各施設の公式ＨＰ等をご確認いただくか、直接店舗にお問い合わせの上、ご利用をお願いいたします。

●事前に電話予約の上、受付時にOKSC会員証とクーポン券をご提示•
ご提出ください。
●会計合計金額１,０００円（税込）以上の場合に１枚ご利用いただけます。
（会計合計金額が１,０００円（税込）を下回る場合は利用不可）
●期間中ご利用は１会員１枚までです。
●その他割引サービスとの併用はできません。
●クーポン券は他人に譲渡したり、換金したりすることはできません。

大分市美術館　企画展示室会 場

利用方法

利用方法

●会員または登録家族の方が無料ご招待券を大分市美術館１Ｆ受付にご提
出ください。無料ご招待券１枚につき、１名無料でご鑑賞いただけます。
●会員証•無料ご招待券いずれかが無い場合は、ご利用できません。
●期間中ご利用は２枚までです。３枚以上のご利用があった場合は、助成
金を返金していただきます。
●大分市美術館 北村直登展以外にはご利用出来ません。
●ご鑑賞当日にご利用ください。事前購入にはご利用出来ません。

利用方法

利用方法

大分市美術館　企画展示室会 場

●会員または登録家族の方が無料ご招待券を大分市美術館１Ｆ受付にご提
出ください。無料ご招待券１枚につき、１名無料でご鑑賞いただけます。
●会員証•無料ご招待券いずれかが無い場合は、ご利用できません。
●期間中ご利用は２枚までです。３枚以上のご利用があった場合は、助成
金を返金していただきます。
●大分市美術館 北村直登展以外にはご利用出来ません。
●ご鑑賞当日にご利用ください。事前購入にはご利用出来ません。

利用方法

●サービス指定店会員特典•他の割引サービス•ポイントカードとの併用不可。
●クーポン券は他人に譲渡したり、換金したりすることはできません。
●会計合計金額５００円（税込）以上ごとにクーポン券１枚利用可
（会計合計金額が５００円（税込）を下回る場合は利用不可）
●１会計に最大４枚まで利用可

●会員証•クーポン券（または利用申請書）いずれかが無い場合
は、ご利用できません。

●クーポン券は、おつりが出ません。額面以上のご利用をお願い
します。

●会員１名につき、利用できるのは本誌についている枚数内です
（ラクテンチを除く）。超過利用や対象でない方がご利用に
なった場合は、助成金を返金していただきます。

ご利用上の注意ご利用上の注意

ＯBＳボウル　☎０９７－５５８－８５１０

梨狩り「小野農園」　☎０９７－５８２－３６５０
（営業時間　9：00～17：00）

本券１枚で６名様までご利用できます。

　　　　　  利用日前日までに必ず電話予約をし、必要事項をご記入の上、
来店時に会員証と本券を一緒にご提示•ご提出ください。お会計の際、会
員価格×ご利用人数分をお支払いください。

●会員が本券を窓口にご提出ください。
●会員証•利用申請書のいずれかがない場合は、割引できません。
●お１人様１回限り　※コピー不可
●他人に譲渡したり、換金したりすることはできません。

●会員または登録家族の方がラクテンチ入園口にご提出ください。
●同伴者のみのご利用はできません。
●期間中何度でもご利用可能（コピーしてお使いください）
●遠足プランやバーベキュープランでのご利用はできません。

●会員または登録家族が本券を窓口にご提出ください。
●会員証•利用申請書のいずれかがない場合は、割引できません。
●お１人様１回限り　※コピー不可
●他人に譲渡したり、換金したりすることはできません。

利用方法

キツキテラス　☎０９７８－６３－８０８５
（受付時間　10：30～16：00）

本券１枚で４名様までご利用できます。

ラクテンチ　☎０９７７－２２－１３０１
本券１枚で５名様まで入園無料

５００円（税込）以上  ➡  クーポン券１枚利用可
会計合計金額

　　１,０００円（税込）以上  ➡  クーポン券２枚利用可
１,５００円（税込）以上  ➡  クーポン券３枚利用可
２,０００円（税込）以上  ➡  クーポン券４枚利用可

利用方法

●サービス指定店会員特典•他の割引サービス•ポイントカードとの併用不可。
●クーポン券は他人に譲渡したり、換金したりすることはできません。
●会計合計金額５００円（税込）以上ごとにクーポン券１枚利用可
（会計合計金額が５００円（税込）を下回る場合は利用不可）
●１会計に最大４枚まで利用可

５００円（税込）以上  ➡  クーポン券１枚利用可
会計合計金額

　　１,０００円（税込）以上  ➡  クーポン券２枚利用可
１,５００円（税込）以上  ➡  クーポン券３枚利用可
２,０００円（税込）以上  ➡  クーポン券４枚利用可

利用方法

●サービス指定店会員特典•他の割引サービス•ポイントカードとの併用不可。
●クーポン券は他人に譲渡したり、換金したりすることはできません。
●会計合計金額５００円（税込）以上ごとにクーポン券１枚利用可
（会計合計金額が５００円（税込）を下回る場合は利用不可）
●１会計に最大４枚まで利用可

５００円（税込）以上  ➡  クーポン券１枚利用可
会計合計金額

　　１,０００円（税込）以上  ➡  クーポン券２枚利用可
１,５００円（税込）以上  ➡  クーポン券３枚利用可
２,０００円（税込）以上  ➡  クーポン券４枚利用可

利用方法

●サービス指定店会員特典•他の割引サービス•ポイントカードとの併用不可。
●クーポン券は他人に譲渡したり、換金したりすることはできません。
●会計合計金額５００円（税込）以上ごとにクーポン券１枚利用可
（会計合計金額が５００円（税込）を下回る場合は利用不可）
●１会計に最大４枚まで利用可

５００円（税込）以上  ➡  クーポン券１枚利用可
会計合計金額

　　１,０００円（税込）以上  ➡  クーポン券２枚利用可
１,５００円（税込）以上  ➡  クーポン券３枚利用可
２,０００円（税込）以上  ➡  クーポン券４枚利用可

●のりものフリーパス•とくとくのりもの券（回数券）発売中！
●駐車料金は別途必要（普通車３００円•大型車６００円）
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当 選 人 数

申 込 方 法

申 込 期 間

当 選 通 知

当選の通知方法

５００円券２枚１セットを ２００名様
下記申込用紙に、必要事項をご記入の上、郵送またはＦAＸにて「おおいた勤労者サービスセンター」まで
お送りください。
センターへ直接持ち込みでのご応募は、ご遠慮ください。

期間外申し込みは無効です。
申込期間をご確認の上、お申し込みください。

申込注意事項 ▶申し込みは会員一人につき１回とし、重複申し込みは無効とします。
▶必要事項の記入漏れ（会員番号の一部のみ記載、電話番号未記載など）がある場合は、無効とします。
▶応募が殺到いたしますので、ＦAＸの受信状況をセンターにお問い合わせいただくのはご遠慮ください。

OＫSＣ４.５月号（No.207）で当選された方は、抽選の対象外とさせていただきます。

当選の発表は、サーティワンアイスクリームギフト券の発送を
もって代えさせていただきます。
※郵送先住所に事業所名の記入がない等で、お届け先不明でサービス
　センターへ戻ってきた場合は、再郵送いたしません。

大分D•plaza店•パークプレイス大分店•アクロスプラザ森町店•アミュプラザおおいた店•イオン光吉店•トキハわさだタウン店

近隣店舗の一覧（Ｒ３.６月下旬現在）

９月１日（水）～９月１３日（月） 17時まで

９月３０日（木） までに発送予定

サーティワンの「５００円ギフト券」は、
全国のサーティワンアイスクリームの
店舗で使用する事ができます。
また使用期限もございません。
※一部店舗除く。

サーティワンの「５００円ギフト券」は、
全国のサーティワンアイスクリームの
店舗で使用する事ができます。
また使用期限もございません。
※一部店舗除く。

※郵送は９月１３日（月） センター必着

1,000円分を抽選で200名様に
プレゼント!

1,000円分を抽選で200名様に
プレゼント!

ギフト券プレゼントギフト券プレゼント

９月１日受付開始

９月１日受付開始

※必要事項を記入してＡ４サイズのままお送りください。

サーティワンアイスクリームギフト券プレゼント申込用紙　申込期間：2021年9月1日（水）～9月13日（月） 17時まで　※郵送は9/13必着

郵送先▶〒870－0035  大分市中央町４－２－５  ソレイユ３Ｆ「おおいた勤労者サービスセンター」

※郵送先住所が事業所の場合は、事業所名を必ずご記入ください。 例：大分市〇〇町〇番〇号 （株）〇〇内 ●連絡先 ※日中連絡が可能なところ

●事業所名 ●会員氏名●会員番号

ＦＡＸ：０９７－５４８－５５０５

●サーティワンアイスクリーム
　ギフト券郵送先

〒　　　－　　　　住所：

切 り 取 ら な い で く だ さ い
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●入会・退会の申込締切日のご案内
入会は、入会締切日をご確認の上、お申し込みください。締切後のお申し込みは、翌々月からの入会となります。

退会は、退会届を受理した日の月末（当日必着）が締切日です。退会者の会員証は後日必ず郵送をお願いします。

●スポーツ施設利用助成金・温泉施設利用助成金、 教養講座受講助成金、 旅行宿泊助成金（個人旅行）の申請について
上記の申請については、会員本人が利用した場合に助成されます。
そのため、領収書に会員本人の氏名（フルネーム）が記載されていなければ、申請のお受付はできません。
【例：温泉施設利用助成の領収書】

また、スポーツ施設利用助成・温泉施設利用助成の添付書類は、
領収書の原本が必要となります。
領収書のコピーや回数券の表紙等では、申請をお受付できません。

ＡＢＣ大分イングリッシュスクールＡＢＣ大分イングリッシュスクール

通常の入会金代金半額会員特典

幼稚園年少～年長•小学生•中学生•
高校生～社会人一般クラス

対象クラス

会員および登録家族利用資格

まずは、HP•メールまたは電話でトライアル
レッスンをご予約ください。（利用時会員証提示）

利用方法

大分市花津留1－1－30 レモンエナジービル202
■☎ ０９７－５５２－５１０１
■営 10：00～20：30（曜日により異なる）
■休 土・日・祝日

piilopiiloアロマテラピートリートメントと
からだケアサロン

アロマテラピートリートメントと
からだケアサロン
100分以上のコースをご利用のお客様
ヘッドケア10分サービス（初回来店時のみ）

会員特典

会員および登録家族利用資格

会員証の提示利用方法

大分市日吉町2番10号2Ｆ
■☎ ０５０－３６２３－２３０５
■営 11：00～20：00
  （最終来店18：00）
■休 不定休、完全予約制
■SNS  Instagram
　　  ▶salon_piilo.oita

令和３年８月９月の
２か月間のみ
特別に

入会金無料！！

https://www.abcoita.com　abcoita1@gmail.com

新規サービス指定店のご案内 ご利用の際は、サービスセンターの会員証を提示してください。

９月１日入会 令和３年８月１３日（金）センター必着

８月末退会 令和３年８月３１日（火）センター必着

１０月１日入会 令和３年９月１３日（月）センター必着

９月末退会 令和３年９月３０日（木）センター必着

事務局より事務局より

領収書のあて名は必ず会員本人の氏名（フルネーム）
　　　　●苗字のみ
　　　　●事業所名 ）不可

理事会及び評議員会において、承認されました。

令和２年度収支決算書 （単位：円）

令和２年度　決算報告書
慶弔給付支給 4,603人
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
健康診断受診助成 14,639人
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
インフルエンザ予防接種助成 10,213人
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
スポーツ施設利用助成 117人
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
温泉施設利用助成 430人
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
教養講座等受講助成 48人
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
チケット等助成 1,306人
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
食事企画等主催事業 89,121人
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
旅行助成 461人
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
レクリエーション助成 3,729人
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
施設利用割引券 6,565人
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　利用者累計 131,232人

① 生 活 安 定 事 業 費 51,815,000
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
② 健康維持増進事業費 55,476,622
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
③ 自 己 啓 発 事 業 費 1,311,340
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
④ 余 暇 活 動 事 業 費 53,984,298
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
⑤ そ の 他 事 業 費 18,487,878
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
⑥ 一 般 管 理 運 営 費 24,632,861
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
⑦ 当 期 収 支 差 額 1,804,693
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　　　計 207,512,692

① 会 費 収 入 197,080,046
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
② 入会金収入 816,300
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
③ 補助金収入 8,500,000
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
④ 雑収入その他 1,116,346
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　　計 207,512,692

収入 支出

主な事業内容（利用者数）

一般財団法人　おおいた勤労者サービスセンター

ホームページもご利用ください おおいた勤労者 検索

一
般
財
団
法
人

〒870－0035　大分市中央町４－２－５  ソレイユ３階
営業時間／月～金曜日  8：30～17：00（土・日・祝はお休みです）
TE L 097－548－5500　FAX097－548－5505
http：//www.oitasc-mate.jp　E-mail：oita@oitasc-mate.jp
※お車でお越しの際は、１階に駐車場がございますのでご利用ください。（30分迄無料）

大 分 駅

Ｐ

国道210号・大分I.C

一般財団法人
おおいた勤労者
サービスセンター
（ソレイユ３階）

一般財団法人
おおいた勤労者
サービスセンター
（ソレイユ３階）

●大分
　銀行

●トキハ
●セブン
イレブン

ガレリア竹町

若草
公園

至別府 至鶴崎
国道197号

国道10号

至別府
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