
http://www.oitasc-mate.jp

No.202
2020 6.7

一般財団法人　おおいた勤労者サービスセンター 事業所数：1,367事業所　　会員数：22,012名
（令和2年5月1日現在）

スイーツフェア2020 …………………………… 2～7
 純手創り菓子 ベルクール／パティスリー サンテテ
 レーブ・ド・ブランシュ／アカハナのトナカイSWEETS FOREST
 パティスリー パマル／和みSweets 笑音（わおん）／菓子工房 月ヶ瀬
 レンブラントホテル大分 リトルパレット／パティスリー マルシェ
 しあわせ菓子工房 SaCHI（さち）／（株）洋菓子 マンダリーヌ
 パティスリー レ・ビジュ／ル プランタン リシュle printemps Riche
 スイーツハウス 天使のおやつ
 ホテル日航大分 オアシスタワー ロビーラウンジ ファウンテン
 パティスリー K-Ashikari／今泉堂（イマイズミドウ）
 お菓子の工房 BONBON（ボンボン）／パティスリー カレン Pâtisserie Karen
 由布院 ときの色／Gâteaux Lab Linclock ガトーラボ リンクロック
 フロレスタ 大分店

新型コロナウイルス対策
身のまわりを清潔にしましょう。………………… 8～9

白石薬品家庭常備薬斡旋 ………………………10～13

ハーモニーランド無料ご招待 ……………………… 14

全国共通お食事券 ジェフグルメカードプレゼント… 15

事務局より　申請についてご案内 他……………………… 16

スイーツフェア2020 …………………………… 2～7
 純手創り菓子 ベルクール／パティスリー サンテテ
 レーブ・ド・ブランシュ／アカハナのトナカイSWEETS FOREST
 パティスリー パマル／和みSweets 笑音（わおん）／菓子工房 月ヶ瀬
 レンブラントホテル大分 リトルパレット／パティスリー マルシェ
 しあわせ菓子工房 SaCHI（さち）／（株）洋菓子 マンダリーヌ
 パティスリー レ・ビジュ／ル プランタン リシュle printemps Riche
 スイーツハウス 天使のおやつ
 ホテル日航大分 オアシスタワー ロビーラウンジ ファウンテン
 パティスリー K-Ashikari／今泉堂（イマイズミドウ）
 お菓子の工房 BONBON（ボンボン）／パティスリー カレン Pâtisserie Karen
 由布院 ときの色／Gâteaux Lab Linclock ガトーラボ リンクロック
 フロレスタ 大分店

新型コロナウイルス対策
身のまわりを清潔にしましょう。………………… 8～9

白石薬品家庭常備薬斡旋 ………………………10～13

ハーモニーランド無料ご招待 ……………………… 14

全国共通お食事券 ジェフグルメカードプレゼント… 15

事務局より　申請についてご案内 他……………………… 16

CONTENTSCONTENTS

OKSC



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・マナーを守ってスイーツフェア
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。
▶クーポン券は必ず切り離して、お持ちください。　　　　　　　　　▶テイクアウトのみ対象。
▶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。　　▶おつりの出る支払は出来ません。
▶コピーして利用することはできません。
▶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。
▶他の割引サービス・ポイントカードとの併用は不可。

フェア期間の月末は、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
します。他のお客様の妨げにならないよう、会員様のご理解・ご協力をお願いします。

フェア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、ご利用できません。

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会計２枚まで

開催期間

利用対象

利用方法

店舗でのご利用方法

会員様へ
お願い

会員及び登録家族

　　　   2020年

６月１日（月）～７月３１日（金）

●❶ 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 お会計の際、OKSC会員証と必要事項を記入したクーポン券を提示してください。
●❸ お会計合計金額から、クーポン券の枚数分の合計金額を差し引いた金額をお支払ください。

※必ず、クーポン券、OKSC会員証の２つを同時に提示。
　いずれかがない場合、本企画はご利用できません。

※クーポン券のご利用は１人につき、１会計２枚まで。
　１人で同一店舗にて３枚以上利用する事は出来ません。

Ｑ．クーポン券を利用しない人から
もらいました。
利用できますか？

Ｑ．クーポン券を利用しない人から
もらいました。
利用できますか？

Ｑ．会員本人がお店に
行かないと利用で
きませんか？

Ｑ．会員本人がお店に
行かないと利用で
きませんか？

Ｑ．スイーツクーポンは２枚
同時に利用しないといけ
ないですか？

Ｑ．スイーツクーポンは２枚
同時に利用しないといけ
ないですか？

■A ご利用できません。
会員１名につき、利用できるクーポン券は
２か月間に２枚までです。
２か月間に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。

■A 登録家族もご利用でき
ます。
必ず会員証をご提示くださ
い。

■A お会計合計金額500円（税込）
ごとに１枚利用できますので、
１枚ずつ違うお店でも利用で
きます。

利用不可利用不可クーポン券のみ提出

利用不可利用不可１人で会員証複数提示／クーポン券を３枚以上提出

利用不可利用不可会員証のみ提示

スイーツ
フェア

OKSC

2020

●ご注意●
感染拡大防止の為、営業時間や休業日等変更に
なる場合がございます。
公式ＨＰ等をご確認いただくか、お問い合わせ
の上、ご利用ください。

クーポン券は必ず切り離してお持ちください。

（一財）おおいた勤労者サービスセンター

会員番号会員番号

会員氏名会員氏名

ご利用店ご利用店

ご利用日▶■月■日ご利用日▶■月■日

有効期間：2020年６月１日（月）～７月３１日（金）

コピー不可

会員証がない場合は利用不可
※１会計２枚まで
※１人で会員証の複数提示利用不可

2020スイーツフェアOKSC会員様限定クーポン2020スイーツフェアOKSC会員様限定クーポン2020スイーツフェアOKSC会員様限定クーポン2020スイーツフェアOKSC会員様限定クーポン

５００円OFF５００円OFF５００円OFF５００円OFF

（一財）おおいた勤労者サービスセンター

会員番号会員番号

会員氏名会員氏名

ご利用店ご利用店

ご利用日▶■月■日ご利用日▶■月■日

有効期間：2020年６月１日（月）～７月３１日（金）

コピー不可

会員証がない場合は利用不可
※１会計２枚まで
※１人で会員証の複数提示利用不可

2020スイーツフェアOKSC会員様限定クーポン2020スイーツフェアOKSC会員様限定クーポン2020スイーツフェアOKSC会員様限定クーポン2020スイーツフェアOKSC会員様限定クーポン

５００円OFF５００円OFF５００円OFF５００円OFF
き
り
と
り

き
り
と
り

きりとり

２

サンプル サンプル



大分東郵便局●

まねきの湯●

イエローハット●

森
町
バ
イ
パ
ス

●かっぱ寿司

●丸亀製麺

●ローソン

  ●
レーブ・ド・ブランシュ

下郡小学校●

至宗麟大橋
●クラブトリニータ米

良
バ
イ
パ
ス

純手創り菓子

ベルクール
 ●

　●
アカハナの
トナカイ

●ハロー
ワーク

国道197号

国道10号

オアシス●
タワー

大分県立
美術館
●

HIヒロセ
明野店
●

ゲオ
明野店
●

パティスリー

サンテテ●

至昭和電工
ドーム

至金の手
交差点

６月から涼しげなスイーツが続々と登場します。完熟マンゴーの
ショート、金魚ちゃん、お手土産にもなるゼリーや、ふわふわ自家
製シロップのかき氷。どれも期間限定でおすすめです。カフェス
ペースもありますので、お気軽にお立ち寄りください。

純手創り菓子 ベルクール純手創り菓子 ベルクール

電話番号 ０９７－５６７－７５５０
住　　所 大分市下郡南５－３－５

定 休 日 毎週火曜日
Parking 有（８台）

営業時間 10：00～20：00

「素材」「技」「心」のテーマが１つになってこそ心を打つケーキが
出来ると思います。お菓子という形で、感動と喜び、そして幸せを
表現したいです。
人気の転写ケーキは、要予約（お渡し５日前まで）です。

パティスリー サンテテパティスリー サンテテ

電話番号 ０９７－５５２－１１１７

住　　所 大分市明野北５丁目１番１９号
天然館Ⅲ１０２号

定 休 日 毎週木曜日
Parking 有（15台）共同駐車場

営業時間 10：00～18：00（コロナのため当面の間）

メロンや桃、マンゴーやシャインマスカットなど、旬の果物をたく
さん使ったケーキ♡大切な方やお友だちの似顔絵を飾ったケーキな
ど、お客様の笑顔あふれるケーキ屋です。

似顔絵やキャラクターのデコレーションケーキ♡あなたの
思い描いた世界にひとつだけのケーキをおつくりします。

大人気！！写真・イラスト転写ケーキ！！

レーブ・ド・ブランシュレーブ・ド・ブランシュ

電話番号 ０９７－５２３－２３３３
住　　所 大分市大字森５８４－２

定 休 日 毎週火曜日
Parking 有（４台）

営業時間 9：00～19：00

おいしいという笑顔のために、素材の持つおいしさと心のこもった
ケーキ作りを大切にしています。

アカハナのトナカイ
SWEETS FOREST

アカハナのトナカイ
SWEETS FOREST

電話番号 ０９７－５３３－２２３９

住　　所

注：クーポン券は、カフェではご利用できません。

大分市東春日町５－１６
シードビル１Ｆ ※お店までの道は一方通行です。

定 休 日 毎週水曜日
Parking 有（３台）

営業時間 10：00～19：00

アカハナのトナカイが笑顔をお届けいたします。
わくわく幸せスイーツタイム

甘く・優しいストーリー

一日数量限定！一日数量限定！
クリーム詰めたてふわふわクッション

下  郡下  郡 明  野明  野

森森 春日町春日町

３



大分駅

至大分I.C

至大道トンネル

国道197号

永冨　　　
脳神経外科

●
パティスリー

パマル
●

菓子工房

月ヶ瀬●

コンパル
ホール
●

●金池
小学校

大分中央消防署●

●
長
浜
神
社

国道10号

国道197号

至大分駅

●大分
　銀行

　セブン
●イレブン

至大分IC

●トキハ

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

大分駅南口側

セ
ン
ト
ポ
ル
タ
中
央
町

●　 　
レンブラント　
ホテル大分1階　

リトルパレット

●ホルト
　ホール

至明
磧橋

国道
442
号

至松が丘団地

豊和銀行●

ワイド
マート●

●
セブン
イレブン●  

ジョイフル
●  　　
和みSweets

笑音

東大道東大道 宗  方宗  方

金池町金池町 田室町田室町

フランス・カオカ社のオーガニックショコラを使用した、店のスペ
シャリテ「カオカ」をはじめ、シェフパティシエ山本が大分や九州
の特産、フルーツなどの上質素材にこだわったスイーツやパンをお
楽しみください。

パティスリー パマルパティスリー パマル

電話番号 ０９７－５７３－６６９７
住　　所 大分市東大道３丁目８番２８号

定 休 日 水曜日
Parking 有（共同駐車場３台）

営業時間 9：30～19：00

東大道にある、マカロンで有名なお店
です。ケーキは１５種類以上、焼き菓
子も豊富に揃えています。マカロンは
贈り物にも自宅用にも喜ばれていて種
類は約３０種類。
季節ごとに変わる「丸ごとフルーツ」
も人気です。

こだわった材料を使い、お客様のお声を大切
にしながら、皆様が笑顔になれるスイーツ作
りをめざしています。

和みSweets 笑音（わおん）和みSweets 笑音（わおん）

常時２０種類前後のかわいいケー
キや焼きドーナツなどの焼き菓子
も充実しております。
イートインスペースもあり、お散
歩中やお買物中にホッと一息つけ
るのも魅力的です。
ぜひお気軽にお立ち寄りください。

マカロンと洋菓子のお店

菓子工房 月ヶ瀬菓子工房 月ヶ瀬 レンブラントホテル大分
リトルパレット

レンブラントホテル大分
リトルパレット

季節ごとの新作から定番まで。
ホテルシェフパティシエが生み出す贅沢スイーツ

のんびりとくつろげる
アットホームなスイーツショップ

夏の暑さに負けない美味しいスイーツ

電話番号 ０９７－５３４－０４９１
住　　所 大分市金池町４丁目８－２１

定 休 日 火曜日
Parking 有（３台）

営業時間 9：00～20：00 営業時間 11：30～19：00
電話番号 ０９７－５４４－８０８０ （直通）

住　　所 大分市田室町９－２０
レンブラントホテル大分１Ｆ

定 休 日 なし
Parking 有（※ホテルご利用時のみ無料）

営業時間 10：00～19：00
電話番号 ０９７－５４１－５０７７

住　　所 大分市上宗方３９０－１
あいあるＰＬＡＣＥ Ｂ１０３

定 休 日 火曜日（祝日の場合は変更有）
Parking 有（共同駐車場）

４



しあわせ菓子工房

SaCHI●

●ジョイフル松ヶ丘
団地

わさだ
タウン

至明磧橋

国道210号

　  ●
スイミング
スクール

ローソン
●

アルメイダ
病院●

国道10号

パティスリー

マルシェ
● 敷

戸
駅

豊府
小学校
●

レ・ビジュ
●

レフコ
●

古国府バイパス

サンライフ●
アップル

光  吉光  吉 宗  方宗  方

森・要町森・要町 古国府古国府

ひとつひとつの生地・クリームにこだわり、季節の素材の新鮮さを
活かしつつ、伝統菓子の形を極力
崩さずに作るお菓子は、幅広い層
のお客様に愛されています。
また、バースデーケーキ等の記念
日のケーキにも力を入れ、キャラ
クターのイラストや立体の人形、
アイシングクッキーなども高い人
気を誇っています。

パティスリー マルシェパティスリー マルシェ

期間限定スイーツ
〝そのまんまメロン〝が毎年
大人気のケーキ店。
季節によって変わるケーキ
やナチュラルテイストのギ
フトや焼き菓子なども充実
しています。

しあわせ菓子工房 SaCHI（さち）しあわせ菓子工房 SaCHI（さち）

「SaCHI」とは、ケーキは人を
幸せにする力がある・ケーキは
人を笑顔にするそんな思いから
「さち」を店名にしました。
皆様のご来店をスタッフ一同お
待ちしております。

萩原から光吉に移転した‶そのまんまメロン"と
‶イラスト付バースデーケーキ"が人気のケーキ店

（株）洋菓子 マンダリーヌ（株）洋菓子 マンダリーヌ

大分の自然の恵みである素材を組み合わせることによりシェフ独自
の大分の味を作り出しております。
お客様が食べると思わず笑顔になれるお菓子作りに励んでおります。

パティスリー レ・ビジュパティスリー レ・ビジュ
『もっと美味しく・・・』をモットーに

おいしさを追求し続ける店

大きなふくろうとクローバーがお出迎え

大分の素材と新鮮なフルーツを使った
創作菓子の店

電話番号 ０９７－５６８－３３７７
住　　所 大分市大字光吉２０４１－６

定 休 日 毎週火曜日
Parking 有（６台）

営業時間 10：00～19：00

電話番号 ０９７－５７９－６７６８
住　　所 大分市上宗方５２８－１

定 休 日 火曜日
Parking 有（４台）

営業時間 10：00～18：00
※お菓子がなくなり次第、早く閉店する事があります。

アミュプラザ 豊後にわさき市場店 本 店

電話番号０９７－５４５－１２１７
住　　所大分市要町１－４０ アミュプラザ

定 休 日な し
Parkingな し

営業時間9：30～21：00
０９７－５６０－４３６４
大分市大字森１２１４番地の６

毎週木曜日
有

10：00～20：00
電話番号 ０９７－５４４－０６４５
住　　所 大分市古国府４１６－５

定 休 日 毎週木曜日
Parking 有（４台）

営業時間 10：00～19：00

５



ホテル日航大分
オアシスタワー１階

ファウンテン
● ●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

中島十条
交差点

大分銀行
●

至弁天
大橋

碩田学園
  ●　 　　　　●
ル プランタン リシュ

至5号地

40m道路

大分銀行●
賀来支店　

マックスバリュー

●スイーツハウス

天使の
おやつ

●明治
　小学校

至鶴崎至明野 猪 野
交差点

●パティスリー

K-Ashikari

碩  田碩  田 賀  来賀  来

高砂町高砂町 猪  野猪  野

エメラルドグリーンの外観が
特徴のフランス菓子店。
５月～１０月までの期間限定
ソフトクリーム
今年も始めました。

ル  プランタン  リシュ
le printemps Riche

ル  プランタン  リシュ
le printemps Riche

見て笑顔に、食べて幸せに
をモットーに、素材はもち
ろん製造方法、口に入れた
時の食感、見た目、すべて
においてこだわりぬいて、
一つ一つ心を込めてお作り
しております。
バースデーケーキに特化し
たお店で、キャラクター
ケーキや立体ケーキが大人
気です。

ホテル一階ロビーにある落ち
着いたラウンジ。
今年の夏にご紹介するのは、
白ゴマのブラマンジェに黒ゴ
マのソース２色のゴマを使用
した〝ベリーヌ セザム〝。
ピンクグレープフルーツの果
肉にソースとジュレでさっぱ
りとしたスイーツ〝ベリーヌ
パンプルムース〝。
定番のケーキの他に季節限定
のスイーツもこの機会に是非
ご賞味ください。

スイーツハウス 天使のおやつスイーツハウス 天使のおやつ

お客様とのふれあいを大切に今年で２３年目をむかえた「スイーツ
ハウス天使のおやつ」
ケーキを通して、皆様に幸せをお届けできますようスタッフ一同
お待ちしております。

映えるケーキのあるお店

ホテル日航大分 オアシスタワー
ロビーラウンジ ファウンテン

ホテル日航大分 オアシスタワー
ロビーラウンジ ファウンテン

“お目にかかれて　うれしいです”

パティスリー K-Ashikariパティスリー K-Ashikari
季節限定！！

ケーキ屋が作るソフトクリーム
ホテル専属パティシエが作る

夏季限定デザート

営業時間 10：00～20：00
電話番号 ０９７－５６０－４３６２
住　　所 大分市猪野２１－３８

定 休 日 不定休（ＨPで要確認）
Parking 有（３台）

電話番号 ０９７－５３４－０８０８
住　　所 大分市碩田町３丁目３－２４

定 休 日 毎週火曜日
Parking 有（５台）

営業時間 10：00～19：00

電話番号 ０９７－５８６－０００８
住　　所 大分市賀来西１丁目１４－１６

定 休 日 毎週水曜日（祝日の場合振替）
Parking 有（８台）

営業時間 9：30～19：00

電話番号 ０９７－５３３－５２７４

住　　所 大分市高砂町２－４８
ホテル日航大分 オアシスタワー１階

定 休 日 な し
Parking 有（オアシスひろば地下２階有料駐車場300台）

営業時間 平日 （月～土／祝日を除く） 10：00～23：00
日曜日 （翌日が祝日の場合を除く）／祝日
 10：00～22：00
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金鱗湖

湯坪通り
今泉堂
●

国道216号

由布院駅

●県信
　湯布院
　支店

由布院
ときの色●

至鶴崎駅

鶴崎橋 国道197号

●お菓子の工房

BONBON

パティスリー●
カレン

ファミリー
マート
　  ●
光吉インター入口

至
わ
さ
だ
タ
ウ
ン

国道197号

●
イオン
高城店 ●

ベスト電器
高城店

高城駅

フロレスタ
大分店
●

ガトーラボ
リンクロック
●

パーク●
プレイス
大分

●
ケーズ
デンキ

由布市由布市 大  在大  在

光  吉光  吉 由布市由布市

公園通り公園通り 高  城高  城

今泉堂（イマイズミドウ）今泉堂（イマイズミドウ）

パティスリー カレン
Pa

^

tisserie Karen

パティスリー カレン
Pa

^

tisserie Karen

Ga
^

teaux Lab Linclock

ガトーラボ リンクロック
Ga

^

teaux Lab Linclock

ガトーラボ リンクロック

カリッとサクサクで人気の黒糖揚げまんじゅう。甘さ控えめで、子
供から大人の方に大人気！この他に新商品のショコラどら焼きも登
場。カカオ味の生地に果実や抹茶を使用した動物性フリーのクリー
ム使用。お味は５種類あります。

地域のお客様に育てられ１３年目を迎えました。ご自宅用はもちろ
ん、手土産にご利用頂くお客様が半数を占めるお菓子屋さんです。

２０１８年５月にリニューアルしました。季節のフルーツを使った
ケーキと種類豊富な焼菓子をたくさんご用意しています。イラスト
つきバースデーケーキも人気のお店です。（３日前までに要予約）

湯布院の風景が感じられるお菓子作りを目指し、小麦粉を一切使わ
ずに湯布院産の米粉で作る、グルテンフリーのガトーショコラ、抹
茶ショコラ、チーズケーキは、口どけの良い優しい風味に仕上がっ
ております。また、とろーりとろけたフォンダンショコラの上にホ
ワイトチョコレートのソフトクリーム乗せも大好評です。

ショコラを中心としたお菓子が色鮮やかに並ぶ総合パティスリー、
ショコラトリーです。ケーキ、ショコラ、パン、コンフィチョール
とパティシエの技術が詰まった店舗で、お客様をお迎えします。

安心して召し上がっていただけるよう、できるだけ自然で添加物を
含まない材料を選び、お店で一つひとつ丁寧に手作りしています。

お菓子の工房 BONBON（ボンボン）お菓子の工房 BONBON（ボンボン）

揚げまんじゅうの次は．．．！！ 白で統一された店内

電話番号 ０９７７－８４－４７１９
住　　所 由布市湯布院町川上１６０８－１

定 休 日 な し
Parking な し（近くにコインⓅ有）

営業時間 9：30～17：00

電話番号 ０９７－５７４－５５３５
住　　所 大分市花江川２番１７号

定 休 日 毎週火曜日／月１回月曜日休み
Parking 有（８台）

営業時間 10：00～19：00　ケーキ無くなり次第（閉める場合あり　　）

由布院 ときの色由布院 ときの色
旬のフルーツを使ったケーキとおいしい焼菓子のお店 由布院の自然の恵みを贈るグルテンフリーのガトーショコラ

電話番号 ０９７－５６７－１７１７
住　　所 大分市光吉１１３２－１ ハリオビル１F

定 休 日 毎週水曜日と第２または第３木曜日
（祝日の場合は変更有）

Parking 有（お店の前５台）insta:@karen2018info

営業時間 10：00～19：00
電話番号 ０９７７－８４－５８５８
住　　所 由布市湯布院町川上２９３９－４

定 休 日 水曜日（祝日の場合は営業）
Parking な し

営業時間 10：00～18：00

フロレスタ 大分店フロレスタ 大分店

人と時を繋ぐ　幸せを創造するパティスリー 体にやさしくおいしいドーナツのお店「フロレスタ」

電話番号 ０９７－５７９－６４４８
住　　所 大分市公園通り３丁目１－１２

定 休 日 木曜日
Parking 有（５台）

営業時間 10：00～19：00／10：00～18：00
（日曜のみ）

電話番号 ０９７－５５１－２３４５

住　　所 大分市高城西町３０－１２
高城マナーハウス１Ｆ

定 休 日 不定休
Parking 有（４台）

営業時間 10：30～19：00 クーポンはフロ
レスタ大分店で
のみご利用いた
だけます。

桃、パイナップルは、
６月下旬～７月上旬の予定

７



新型コロナウイルス対策

身のまわりを清潔にしましょう。
石けんやハンドソープを使った
丁寧な手洗いを行ってください。

食器・手すり・ドアノブなど身近な物の消毒には、
アルコールよりも、熱水や塩素系漂白剤が有効です。

手洗い

手洗いなし 約 100万個

約 0.001％
（数十個）

約 0.0001％
（数個）

石けんや
ハンドソープで
10秒もみ洗い後
流水で
15秒すすぐ手洗いを丁寧に行うことで、

十分にウイルスを除去できます。
さらにアルコール消毒液を
使用する必要はありません。

（新型コロナウイルスだけでなく、ノロウイルスなどにも有効です）

濃度 0.05% に薄めた上で、
拭くと消毒ができます。
ハイター、ブリーチなど。
裏面に作り方を表示しています。

食器や箸などは、80℃の熱水に
10分間さらすと消毒ができます。

1 回

2 回
繰り返す

残存ウイルス

（森功次他：感染症学雑誌、80:496-500,2006　から作成）

塩素系漂白剤
（次亜塩素酸ナトリウム）熱水

80℃/10分 0.05％

【注意】
・家事用手袋を着用して行ってください。
・金属は腐食することがあります。
・換気をしてください。
・他の薬品と混ぜないでください。

火傷に注意してください。

８



参考

0.05%以上の次亜塩素酸ナトリウム液の作り方

以下は、次亜塩素酸ナトリウムを主成分とする製品の例です。
　商品によって濃度が異なりますので、以下を参考に薄めてください。

【注意】
●使用にあたっては、商品パッケージや HP の説明をご確認ください。
●上記のほかにも、次亜塩素酸ナトリウムを成分とする商品は多数あります。
　表に無い場合、商品パッケージや HP の説明にしたがってご使用ください。

メーカー
（五十音順） 商品名 作り方の例

花王

ハイター 水１Lに本商品 25mL（商品付属のキャップ 1杯）

キッチンハイター 水１Lに本商品 25mL（商品付属のキャップ 1杯）

カネヨ石鹸

カネヨブリーチ 水１Lに本商品 10mL（商品付属のキャップ 1/2 杯）

カネヨキッチンブリーチ 水１Lに本商品 10mL（商品付属のキャップ 1/2 杯）

ミツエイ
ブリーチ 水１Lに本商品 10mL（商品付属のキャップ 1/2 杯）

キッチンブリーチ 水１Lに本商品 10mL（商品付属のキャップ 1/2 杯）

0.05％

出典：厚生労働省HP
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全国共通
お食事券
全国共通
お食事券

当 選 人 数

申 込 方 法

申 込 締 切

当 選 通 知

当選の通知方法

５００円券２枚１セットを ２５０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。

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。

贈り物としても喜ばれるジェフグルメカードは、全国35,000店舗で使えます。
有効期限はございません。お好きな時にご利用いただけます。
贈り物としても喜ばれるジェフグルメカードは、全国35,000店舗で使えます。
有効期限はございません。お好きな時にご利用いただけます。

当選の発表は、ジェフグルメカード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。

ジョイフル•リンガーハット•ガスト•ケンタッキーフライドチキン
モスバーガー•𠮷野家•カレーハウスCoCo壱番屋
サーティワンアイスクリーム•ココス•ピザカリフォルニア
浜勝•大戸屋ごはん処•杵屋•焼肉きんぐ•韓国苑
ジョリーパスタ など

詳しくは、ホームページでご確認ください▶http://www.jfcard.co.jp

加盟店一例（2020年４月末時点の情報です）

ジェフグルメカード

６月１５日（月） 17時まで

６月２６日（金） までに発送予定
※郵送は６月１５日（月）センター必着

1,000円分を抽選で250名様に
プレゼント!

1,000円分を抽選で250名様に
プレゼント!

※ＦAＸの方は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ＦAＸしてください。

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場合は、無効とさせていただきますので、予めご了承ください。
ジェフグルメカード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」

●招待券郵送先

〒　　　　－　　　　　住所：

●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

※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

申込先▶ＦＡＸ：０９７－５４８－５５０５

きりとり

宅配サービス
テイクアウト
にも使える！

宅配サービス
テイクアウト
にも使える！
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事務局より

７月１日入会 令和２年６月１５日（月）センター必着 ８月１日入会 令和２年７月１３日（月）センター必着

６月末退会 令和２年６月３０日（火）センター必着 ７月末退会 令和２年７月３１日（金）センター必着

誤▶営業時間11：00～20：00
正▶営業時間11：30～19：00

誤▶電話番号097－544－3131
正▶電話番号097－544－8181

訂　正　箇　所店　　舗　　名ページ

64 レンブラントホテル大分　リトルパレット

誤▶マッハ　旅行代金の３％
正▶マッハ　旅行代金の５％54 （株）日本旅行大分支店

大将軍弁当　南大分店70

企　　　画　　　名 内　　　　　容掲　　載　　号項　　　目

利用期間の延長

OKSC10・11月号 P11

OKSC２・３月号 P13

OKSC４・５月号 P14

OKSC４・５月号 P16

無料映画観賞ペア招待券プレゼント（TOHO）

無料映画観賞ペア招待券プレゼント（Ｔジョイ）

城島高原春の割引企画

ホテルランチバイキングフェア

当選の方　有効期限延長▶2020年8月31日（月）まで

当選の方　有効期限延長▶2020年6月30日（火）まで

利用期間延長▶2020年8月31日（月）まで

利用期間延長▶2020年6月30日（火）まで

企　　　画　　　名 内　　　　　容掲　　載　　号項　　　目

中　　止

OKSC４・５月号 P10

OKSC４・５月号 P10

OKSC４・５月号 P11

OKSC４・５月号 P14

OKSC４・５月号 P17

福岡ソフトバンクホークスを応援しよう2020

とことん有田陶器市／よくばり波佐・有田２つの陶器市

春満開のハウステンボス　園内直営ホテル宿泊プラン

住吉浜リゾートパーク　いちご園へイチゴ狩りに行こう♪

おおいた駅前らーめん博2020　ラーメンチケット斡旋販売

全日程中止

有田陶器市の開催が延期となったため、本企画は中止

株式会社エイチ・アイ・エス休業後再開未定の為、本企画は中止

住吉浜リゾートパークいちご園が休園となったため、本企画は中止

らーめん博の開催が延期となったため、本企画は中止

今号（６・７月号／５月１日現在の情報により作成）においても、新型コロナウイルスの影響で、企画内容が変更（中止、
営業時間変更等）になる場合がございます。当センターのＨＰでもご案内いたしますが、各施設・店舗等に確認の上、
ご利用ください。未曾有のことでもあり、何卒ご理解いただきますようお願い申し上げます。

●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。

●適正なご利用について
スイーツフェア等のご利用につきましては、ご協力
大変ありがとうございます。今後とも内容の充実に
努めていくこととしておりますが、ここ最近、一部
の会員による不適切な利用や無理押し、威圧的な言
動等に関する苦情が店舗より寄せられるようになり
ました。利用方法を守り、良識ある行動をお願いい
たします。
＜問題事例＞
・会員証の不提示、クーポン券のみの提出
・決められた枚数を超えるクーポンの利用
・他人（家族含む）のクーポン券や会員証を提出・
　提示し、支払の全額に利用
・不正利用を断られた際の威圧的言動  等

●新型コロナウィルス感染拡大防止のための企画変更（利用期間延長・中止）のお知らせ
新型コロナウィルス感染拡大防止のため、企画内容の変更（利用期間の延長・中止）が行われております。

利用期間の延長は、下記の通りです。

※感染状況や行政当局からの情報等から判断し、変更となる場合がございます。最新の情報は公式ＨＰをご確認ください。

中止となった企画は下記の通りです。

また毎年取り扱いをしているNUMBER SHOTやディズニーオンアイス等チケットのご案内、センター窓口での美術鑑賞券
等販売のご案内は、当面休止させていただきます。ご利用、ご参加を予定されていた皆様には、大変申し訳ございませんが、
何卒ご理解の程よろしくお願いいたします。

●ガイドブック2020の訂正とお詫び
ガイドブック2020発行後に訂正が発生いたしましたので、
お知らせいたします。誠に申し訳ございませんが、下記を
ご参考ください。

●無料映画観賞ペア招待券プレゼント企画
応募総数１，４２９通　会報４・５月号で募集した「無料映画観
賞ペア招待券プレゼント」に1,429通の応募がありました。
抽選で300組の方に招待券をプレゼントしました。たくさん
のご応募ありがとうございました。

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
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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）
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