
暮らしに笑顔をお届けします♪

2018・6

Ｖｏｌ.１２

『すまいる通信』とは

暮らしと住まいをサポートする「ＪＡ鶴岡すまいるプラザ』の

事業内容や、取り扱いしている商品、お役立ち情報などを

紹介する情報誌です！

大盛り上がり！　お楽しみ抽選会大盛り上がり！　お楽しみ抽選会

サマージャンボフェア 2017 開催時の様子

サマージャンボ
　　　フェア 2018

開催日
土 日

開催日開催日
201820182018 6/166/166/16 171717

9：00～ 16：009：00～ 16：00 9：00～ 16：009：00～ 16：00

家電 ・ プロパン ・ 生活関連商品
多数展示♪

他にも企画満載の 2 日間！
皆様のお越しをスタッフ一同 心よりお待ちしております！

生活関連商品生活関連商品 プロパンガス商品プロパンガス商品 仏壇・仏具商品仏壇・仏具商品

家電関連商品家電関連商品



お問い合わせは、担当　志田まで

キャンペーン期間中にＪＡふれあい食材に新規ご加入頂いた方も対象となります！
（新規ご加入後に応募用紙をお送りいたします。）今なら！！



お問い合わせは、電化センター ☎23-1491( 直通）加藤 まで

室外設置対応

５月１５日発売省エネグリーンマーク取得

５面冷却直冷式

ＬＥＤ庫内灯つき

冷凍ストッカー

暑い夏を控え、あると便利！！暑い夏を控え、あると便利！！

仕分けが便利! アップライト型冷凍庫

64,800円
（税 込）

用途に応じお選びください。

167リットル

■外形寸法(mm):幅550×奥行575×高さ1,435

48,800円
（税 込）

余裕の300リットル
■外形寸法(mm):幅956×奥行715×高さ829

56,800円
（税 込）

扉を開いたときの高さ 1,520 扉を開いたときの高さ 1,520

冷凍庫大特価でのご奉仕！

冷凍室がいっぱいのご家庭に、 プラスもう１台！

300 リットルでは大きすぎるという方に

生活課からのお知らせ
住宅等の建設・リフォーム・修理、およびシロアリ駆除などを担当する
住建事業が、今年度より生活課から不動産課に業務移管されました。
　　　　　　　　　　　　　　（担当はこれまで同様、佐藤となります。）

ムラなく包み込むように冷やす直冷式
整理しやすい透明ケース
ムラなく包み込むように冷やす直冷式
整理しやすい透明ケース

　6 段
フリーザー

約ｰ23℃まで設定できる低温冷凍

食材をいたずらなどから守る鍵付き

小物類が整理しやすいバスケット付き



お問い合わせは、プロパン☎23-7714( 直通）　担当　加藤まで

おいしいごはんの秘密は、直火にありました。ガス炊飯器のご紹介

本焚白米モード 蓄　熱　厚　釜

簡 単 操 作 パ ネ ル

かまどの伝熱形態を再現した「本焚白米モード」。

強火力で、釜全体を熱して強い熱対流を発生。

お米一粒一粒までしっかり加熱し、粘りや甘み、

ごはんに炊き上げます。

軽量かつ優れた熱伝導率と蓄熱性を誇るアルミキャストを採用。

強火力のガスの直火と相性がよく、加熱や高温維持をしやすいため、

伝わり、炊き上げや蒸らしを効果的に行うこと

ができます。

釜下から直火による

おこげの風味が際立った 熱がムラなくしっかりと

充実した炊飯メニュー

「誰もが簡単にごはんをおいしく炊けますように。」そんな思いを込めて、

より見やすく、使いやすく一新。操作部を上面パネルに設置し、操作性

視認性をアップし、よりユーザーフレンドリーなデザインを実現。

簡 単 お 手 入 れ

炊飯開始前に炊き上がるごはんの「もちもち」と「おこげ」の具合を
各 5段階ずつ調節できる機能を追加。
また、6種類の炊飯メニューも搭載。様々なメニューに対応。

１．１合
ダークブラウン

パールシルバー
または

RRｰ100MST2
希望小売価格￥96,000( 税抜 ) のところ

70,000 円
（税 込）



ＪＡ鶴岡セレモニー互助会は、会員特典が充実 !　墓石関連にもご利用出来ます！
セレモニー互助会は、七五三、成人式、結婚式、ご葬儀など、人生の節目となる儀礼に備えて

費用を積み立てる制度です。

ＪＡセレモニー
互助会ご加入

5つの
メリット

ＪＡの総合事業を生かした
をご用意しております特 典

各コースにおいて、半年払い・年払いの会員様には掛金割引が
付きます！月払いでお支払いいただく場合よりも断然お得。

ご加入いただいてから半年（180日）経過した時点で先取り利用
が可能！（※半年分の掛金払い込み完了が必要です）
万が一の場合、満期日にならなくても各コースで全額先取り利用出来ます。

葬儀ご利用代金から割引いたします。

5年間の積立金が満期になりましたら満期後の積立金には、年2回（半年ごと）
6か月定期預金利息相当の割増金が付与されます。

会員様の諸事情により、万が一ご解約される場合でも、ＪＡ鶴岡セレモニー
互助会は掛金全額返還となりますので、別途解約手数料はかかりません。

１．掛金割引が付きます！

２．先取り利用が出来ます！

３．10,000 円割引！

４．割増金が付きます！

５．解約手数料はかかりません！

様々な節目にご利用出来るプランとして、積立 4コースをご用意
お問い合わせは、セレモニー☎25-5535まで



置き型手すり

福祉用具のレンタル・販売を行っております。福祉用具のレンタル・販売を行っております。福祉用具のレンタル・販売を行っております。

福祉課　福祉用具 ☎25 - 4345お問い合わせは、 まで

歩 行 器 杖 スロープ 突っ張り型手すり
全ての介護度の方がレンタルできる商品 （要支援１～要介護５）

介護保険利用 介護保険利用介護保険利用介護保険利用介護保険利用
月 /200円 月 /300円 月 /100円 月 /410円 月 /308円

介護ベッド 車 い す マットレス エアマット 徘徊感知器

介護保険利用 介護保険利用介護保険利用介護保険利用介護保険利用
月 /900円 月 /300円 月 /200円 月 /720円 月 /822円

要介護２～５の方がレンタルできる商品

ポータブルトイレ シャワーチェア 浴 槽 台

介護保険利用 介護保険利用
20,000円

介護保険利用

全ての介護度の方が１～２割負担で購入できる商品 (特定福祉用具販売) 

25,920円 18,900円

※レンタル価格は一例です。商品のサイズ・機種によってレンタル料が違います。

※レンタル価格は一例です。商品によってレンタル料が違います。

※価格は一例です。商品によって価格が違います。

特定福祉用具とは、介護に必要な用具で、
利用者の肌が直接触れるため、レンタル
が出来ない物、例えばポータブルトイレ
入浴用品などです。
まず利用者が全額 (10 割 ) を支払い購入、
後で市町村役場へ申請して払い戻し (8 ～
9 割 ) を受けます。
この方法を償還払いといいます。



※ 上記の写真は全てイメージです。

けさらんツアー！！思い立ったら旅に出よう！ 思い立ったら旅に出よう！ けさらんツアー！！

出発日

9/28（金）
2泊 3日

鶴岡（6：30 発） － 長野市内（昼食） － 国宝・松本城 － 

　63,000
お一人様 旅行代金　（税込）

▶けさらんハッピーポイント 630P 付

大人お一人様

9/28
（金）

円（4 名以上 1 室）/ 申込は 2 名以上

▶募集人員 25 名様（最少催行 15 名）▶生活購買会利用 1,260 円割引

（土）

（日）

3 名１室利用の場合　63,500円

* 五重六階の現存天守としては日本最古

国宝の名城めぐり　昼神温泉国宝の名城めぐりと昼神温泉

どなた様でもお申込みいただけます。どなた様でもお申込みいただけます。

2 名１室利用の場合　64,000円

9/29

9/30

太平洋フェリーいしかり乗船太平洋フェリーいしかり乗船太平洋フェリーいしかり乗船

▼裏面に続く

▶添乗員同行、　庄内交通貸切バス：ガイド付

水引の郷・山都飯田 － 昼神温泉 阿智川【泊】（17：30 頃着）

昼神温泉（8：30 発） － 恵那市岩村町商店街とロケ地名所 － 博物館明治村 －

国宝・犬山城 － 名古屋港～～太平洋フェリーいしかり・B 船室～【船中泊】

* 水引博物館見学

*NHK 朝ドラ、半分青いロケ地見学、ふくろう商店街の撮影地

* 室町時代に建立、天守は現存する日本最古の様式

* 半分青いロケ地

～（太平洋フェリー） － 仙台港（16：40 着） － 鶴岡（19：30 頃着）

* 夕食、船内レストランでディナーバイキング

* 朝食・昼食、船内レストランでバイキング

太平洋フェリーB寝台

松本城松本城 水引博物館水引博物館

太平洋フェリーB寝台

恵那市岩村町商店街恵那市岩村町商店街 博物館明治村帝国ホテル博物館明治村帝国ホテル

犬山城犬山城

『朝ドラ 半分青い』ロケ地見学　

出発日

8/26（日）
1泊 2日

鶴岡（7：00 発） － 源ますのすしミュージアム（見学・昼食）   

　34,500
お一人様 旅行代金　（税込）

▶けさらんハッピーポイント 350P 付

大人お一人様

8/26

円（5 名 1 室利用）

▶募集人員 25 名様（最少催行 20 名）▶生活購買会利用 700 円割引

（月）

（日）

4 名１室利用の場合　35,500円

* 富山名産の鱒寿司を作り 100 余年

3 名１室利用の場合　36,500円

8/27

▶添乗員同行、　庄内交通貸切バス：ガイド付

－白川郷合掌村 － ひだホテルプラザ【泊】（17：00 頃着）

ホテル（8：30 発） － 高山市内（朝市・高山陣屋・屋台会館

・上三之町等 / 自由食・自由見学）（12：30 出発） － 鶴岡（19：30 頃着）

*1995 年ユネスコ世界文化遺産

* 歴史が息づく古い街並みを、ゆっくり自由散策

東北楽天イーグルスを応援しよう！

東北楽天イーグルス観戦ツアー
出発日

旅行代金 内野指定席 1塁側 Bシート１２，０００円  /　　　　　　 １０，３００円大人お一人様 ４歳～中学生

▶募集人員 40 名様（最少催行 30 名）▶けさらんハッピーポイント 120P 付▶生活購買会利用 240 円割引
▶添乗員同行▶庄内交通又は大和交通又はアールエス観光バス：ガイドなし

鶴岡（8：40 頃発）－武田の笹かまぼこ（昼食）－「野球観戦」－鶴岡（21：00 頃着）
* 生まぐろの刺身に揚げかまぼこの陶板焼き * 内野指定席 1 塁側 B シートご用意！

9/8
（土）

2 名１室利用の場合　37,500円

★フォトジェ二ック企画： 旅行中にお客様が撮影された写真を応募下さい。JA 鶴岡発行すまいる通信に掲載された場合、記念品をプレゼント★

ひだホテルプラザひだホテルプラザ

世界遺産白川郷世界遺産白川郷

ますのすし御膳ますのすし御膳

高山上三之町高山上三之町 飛騨牛御膳飛騨牛御膳

世界文化遺産白川郷合掌村と世界文化遺産白川郷合掌村と 小京都高山 ・飛騨牛御膳小京都高山 ・飛騨牛御膳小京都高山 ・飛騨牛御膳

鶴岡（8：30 発）－新潟港～～【フェリー２等：昼食】～～両津港－

天領盃酒造－トキの森公園－佐渡歴史伝説館－相川【泊】（18：00 頃着）

　38,500
お一人様 旅行代金　（税込）

▶けさらんハッピーポイント 370P 付▶生活購買会利用 740 円割引

大人お一人様

7/20
（金）

ホテル（8：00 発）－尖閣湾海中透視船－ゴールデン佐渡 ( 佐渡金山）－白雲台（展望）

－加茂湖－両津港～～【フェリー２等】～～新潟港－鶴岡（18：30 頃着）

円 （2 名 1 室利用）

▶募集人員 30 名様（最少催行 25 名）

7/21
（土）

3 名 1 室利用の場合　３７，５００円
4 名 1 室利用の場合　３６，５００円

バスと一緒に佐渡ヶ島／みどころ満載２日間バスと一緒に佐渡ヶ島／みどころ満載２日間

* 佐渡汽船食堂（弁当積込）

▶添乗員同行▶庄内交通又は大和交通又はアールエス観光バス：ガイド付

出発日

7/20（金）
1泊 2日

* 美酒「天領盃」酒造見学 * 天然記念物トキ保護センター * ハイテクロボでご案内

* 岸壁の湾内を海中散歩 * 日本最大級金の山・坑道散歩

* 昼食とショッピング

美酒：天領盃美酒：天領盃 佐渡ヶ島のトキ佐渡ヶ島のトキ 尖閣湾の海中散歩尖閣湾の海中散歩

9/8（土） ★8/3 までの早期申込割引▲300 円　

　（8/3 まで　４歳～中学生申込締切）楽天     　　  日本ハムファイターズVS

武田かまぼこ昼食イメージ武田かまぼこ昼食イメージ



食材宅配 旅行センター

ＬＰガス セレモニー

福祉サービス
次号予告

次号 Vol.13 は、11 月中旬発行予定！
電化センター

〈JA鶴岡すまいるプラザ〉
月～金曜日・午前 8時 45 分～午後 5時 15 分

〒997-0841　山形県鶴岡市白山字西野191
☎0235-23-5045( 生活課代表）　　FAX0235-23-6150

土・日・祝休業日営業時間

山形県知事登録旅行業　第２－２５６号　　　 ＪＡ鶴岡旅行センター　
　山形県鶴岡市白山字西野 191　　　　　　　   ☎0235-25-7728　FAX0235-25-7055

旅行企画・
実施※詳しい旅行条件を説明した書面をお渡ししております。

事前にご確認のうえお申込み下さい。

※ 上記の写真は全てイメージです。

出発日
7/10（火）
２泊３日

酒田港（10：00 出航）

　125,000
お一人様 旅行代金　（税込）

▶食事：朝食 2 回、昼食 3 回、夕食 3 回　▶申込金：30,000 円
▶添乗員同行　▶募集締切：6/8（金）

大人お一人様

7/10
（火）

円～ （2 名以上 1 室）

▶募集人員 350 名様（最少催行 250 名）

（水）
お部屋によって旅行代金が異なりますので、ご相談下さい。

7/11

船内にてイベントや様々な施設でお楽しみ下さい。
●夕食は「フレンチコース」

　【受託販売】 ＪＡ鶴岡旅行センター　（詳しくは、旅行センターまでお問い合わせ下さい。）

（木）
7/12

【船中泊】 

富山港（8：00 入港）
自由行動、又はオプショナルツアー（別途有料）をご用意

●夕食は「和食コース」 【船中泊】 

酒田港（13：00 入港）

富山港（18：00 出港）
船内にてイベントや様々な施設でお楽しみ下さい。

船内にてイベントや様々な施設でお楽しみ下さい。

船内イベント 多種多彩‼

夕食後のイベントは「ドルフィンホール」にて開催！

（例）・ダンス教室 ・星座教室 ・カジノ教室 ・輪投げ大会

 ・カラオケ教室 ・フィットネス ・シアター など

～楽しみ方は、まさにお客様次第♪♪～

Ａコース：絶景に感動！立山黒部アルペンルートコース
Ｂコース：黒部峡谷トロッコ列車と、おわら風の盆実演鑑賞コース
Ｃコース：古都金沢名所巡りと加賀屋系列店「金沢茶屋」コース
Ｄコース：世界遺産五箇山と白川郷の合掌造り集落コース

オプショナルツアーのご案内（別途有料）　420,000円

【企 画】　農協観光【企 画】　農協観光

にまつわる歴史的名所にまつわる歴史的名所にまつわる歴史的名所

鶴岡（7：00 発）－伊豆沼蓮祭り－キッチンガーデンふるかわ（昼食）

【老舗豆腐屋経営の自然派ビュッフェ】－あら伊達な道の駅（お買物）

－鳴子ブルーベリー園（食べ放題・お土産付！）－鶴岡（１８：１０着）

お一人様 旅行代金　（税込）

鶴岡（7：30 発）－福島あづま果樹園（桃狩り食べ放題）

－福島市民家園－飯坂温泉ホテル聚楽【ランチバイキング・入浴】－

－産直「だて百采館 んめ～べ」－鶴岡（１8：00 頃着）

お一人様 旅行代金　（税込）

鶴岡（8：00 発）－峰村醸造店（味噌蔵見学）－バイキング網元（昼食）

【海鮮もの・デザート食べ放題】－ぴあ Bandai（お買物）－

坂上ぶどう園（園内食べ放題）－鶴岡（１8：20 頃着）

お一人様 旅行代金　（税込）

 大人  9,000円
小学生  8,700円

フルーツ狩り日帰り三大企画フルーツ狩り日帰り三大企画  ブルーベリー　　　桃　 　   ぶどう　  ブルーベリー　　　桃　 　   ぶどう　  

美しさ・スケールともに日本一！「伊豆沼蓮祭り」と
天然ブルーベリー摘み取り・ランチビュッフェ

お寿司・お刺身食べ放題！海鮮ランチバイキングと

出発日

7/29（日）
日帰り

出発日

8/5（日）
出発日

9/2（日）
ぶどうもぎ取り・食べ放題

 大人  9,800円
小学生  8,100円

 大人  9,700円
9,200円 日帰り

▶けさらんハッピーポイント 100P 付

▶募集人員 40 名様（最少催行 25 名）

▶添乗員同行、　庄内交通又は大和交通又はアールエス観光貸切バス：ガイドなし

▶生活購買会利用 200 円割引
▶けさらんハッピーポイント 100P 付

▶募集人員 40 名様（最少催行 25 名）

▶生活購買会利用 200 円割引

 小学生・幼児 幼児  7,500円 日帰り

▶けさらんハッピーポイント 100P 付

▶募集人員 30 名様（最少催行 25 名）

出発日

9/7 （金）
1泊 2日

鶴岡（7：00 発） － 宇都宮（昼食） － 大谷資料館 －  

　35,000
お一人様 旅行代金　（税込）

▶けさらんハッピーポイント 350P 付

大人お一人様

9/7

円（5 名 1 室利用）

▶募集人員 40 名様（最少催行 25 名）▶生活購買会利用 700 円割引

（土）

（金）
* 宇都宮ランチ

4 名１室利用の場合　36,000円

▶添乗員同行、　庄内交通貸切バス：ガイド付

袋田の滝 － 袋田温泉 思い出浪漫館【泊】（17：15 頃着）

ホテル（8：00 発） － 竜神大吊橋 　　　　　　 西山荘　　　　　　　　

益子焼 共販センター － すまいるプラザ（19：00 頃着）

* 日本三名瀑のひとつ、観瀑台から見学

* 日本で三番目に長い橋

* 益子焼の複合ショッピングタウン

3 名１室利用の場合　37,500円
2 名１室利用の場合　39,000円

* 関東三大地下空間

* 徳川御三家、水戸光圀の隠居所

大谷資料館大谷資料館

袋田の滝袋田の滝 思い出浪漫館思い出浪漫館

竜神大吊橋竜神大吊橋 西山荘西山荘

北関東の現美な世界３

取扱（手配）料金についてのお知らせ
いつも旅行センターをご利用いただき誠にありがとうございます。
旅行センターで取り扱っております、JR 券・航空券等のチケットの代理販売
について、今まで取扱（手配）料金の収受はしておりませんでしたが、取引
先との間で送料等が発生することになり、平成３０年４月１日以降の申込み
分から、下記の通り手配料金を受領させて頂きますので、ご理解賜ります様
よろしくお願いします。

－ － － － － － － － －

『１手配』について
※同一の手配を同時に行う場合は、複数名でも 1手配として扱います。
※乗り継ぎによる複数区間の片道や往復の場合でも 1手配とします。
　( 例）   ＪＲ～鶴岡→東京：1手配　　鶴岡→東京→大阪：1手配

航空～庄内→羽田：１手配　　庄内→羽田→伊丹：1手配
※運輸機関名が複合（往路ＪＲ＋復路航空）の場合は 2手配として扱います。

◎JR 券、航空券、高速バス等船車券
1. 手   配    料   金：１手配 540 円 ( 税込）
2. 変更手続料金  ：１手配 540 円 ( 税込）
3. 変更手続料金  ：１手配 540 円 ( 税込）

◎JR パック（JR 券＋宿泊）
1. 手   配    料   金：無料
2. 変更・取消手続き送料  ：

540 円～ 1,080 円 ( 税込）

　( 例）   ＪＲ往復＋航空往復：2手配

詳細につきましては、旅行センター白山店、駅前店に提示している料金表を
参照または、係員にお尋ねいただきますようお願い申し上げます。

▶添乗員同行、　庄内交通又は大和交通又はアールエス観光貸切バス：ガイドなし

▶生活購買会利用 200 円割引

▶添乗員同行、　庄内交通又は大和交通又はアールエス観光貸切バス：ガイドなし
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★フォトジェ二ック企画： 旅行中にお客様が撮影された写真を応募下さい。JA 鶴岡発行すまいる通信に掲載された場合、記念品をプレゼント★

今が旬な 「桃狩り」食べ放題と
福島市民家園散策と花ももバイキング！

　山形県鶴岡市日吉町 3番 1号 JA 鶴岡ビル 1階    ☎0235-33-8637　FAX0235-23-7768駅前店
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