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ビアガーデン＆ビアホール割引優待
キリトリ線

■リーガビアガーデン2020
リーガホテルゼスト高松
屋上スカイガーデン（屋外ドームテント有） 高松市古新町9-1

キリトリ線

■ホテルリゾートビアガーデン

4,500円

高松国際ホテル ぐりる屋島

（通常5,000円のところ）

女性
円
（通常5,000円のところ）

木・金・土曜限定開催

7月10日（金）〜8月30日（日）

キリトリ線

18：00〜20：30

金・土・日曜限定開催
18：00〜21：00

前日までに要予約

（20：30 ラストオーダー）

５０席限定

２日前までに要予約

TEL

087-822-3555

TEL

事業所名
ホテルならではの洋食・中華グルメをオーダー
ビュッフェで
種類豊富なドリンクはビールだけでなく、今年
は「カクテル祭り！」

会員氏名

■ビアガーデン・ビアホール2020

3,900

さぬき市津田町松原地内

会員氏名

キリトリ線

男性
円
（通常4,400円のところ）

クアパーク津田

087-831-1575

事業所名
●上質な雰囲気が味わえるプールサイドで、落
ち着いた大人の時間を満喫！
●ビールのほかカクテルは３０種類以上
日替わりの「本日のカクテル」がおすすめ

キリトリ線

■渚のテラス

4,500

プールサイドテラス 高松市木太町2191-1

7月9日（木）〜8月29日（土）
（20：00 ラストオーダー）

5,500

男性
円
（通常6,000円のところ）

坂出グランドホテル

3,700

6Ｆブラッセリー＆屋上 坂出市西大浜北1-2-33

女性
円
（通常4,200円のところ）

●飲み放題＆食べ放題

事業所名

（通常4,200円のところ）
7月3日（金）〜9月6日（日）
金・土・日・祝日・祝前日
17：30〜21：00
（20：30 ラストオーダー）
開催日はホームページ
をご確認ください。
2日前までに要予約
TEL 0877-44-1000

キリトリ線

7月1日（水）〜9月27日（日）
18：00 〜 21：00
（20：30 フードラストオ―ダー）
金・土・日曜・祝日予約優先開催
月〜木曜15名様以上予約開催
TEL 0879-42-2521

3,700円

事業所名

●人気の牛肩ロースステーキを始めとし、豚
瀬戸内を望む白砂のビアガーデンでＢＢＱセット
（肉・野菜・海鮮盛り合わせ）
＆20種類以上の
飲み放題

ロース味噌漬けと夏野菜・旨辛チキンの竜田

会員氏名

りだくさん！

キリトリ線

■Open Air Beer MATSURI
THE CHELSEA（ザ・チェルシー）
高松市香川町川東下1878

キリトリ線

5,000円

利用方法

（通常5,500円のところ）
7月10日（金）〜8月31日（月）
18：00〜21：00
（20：30 ラストオーダー）
開催日はホームページ
をご確認ください
完全予約制
（前日13時まで）
TEL 087-879-3411
事業所名
会員氏名

キリトリ線

●「新しい生活様式」に対応した対策を講じた
「新しい形のビアホール」
●和 洋オードブ ル２段ＢＯＸ+メインはライブ
キッチンで仕上げる骨付き鶏＆カツオのたた
き、デザートはパティシエ渾身の一皿！
●屋台コーナーやプチ花火大会でお祭り気分を
楽しんで！

会員氏名

揚げ・屋台餃子など、スタミナメニューも盛

・各店舗に事前にご予約ください。その際に「ウェル
ぱる高松」の割引券ご利用の旨、お伝えください。
・クーポンを切り取り、事業所名と会員氏名を明記の
うえ、お支払い時にご提出ください。
（コピー不可）
・会員とその家族も利用できます。
（1グループ4名様まで有効）
※感染症対策のための注意事項がございます。
ご利用の際は、各店舗のホームページでご確認ください。
※営業時間や休業日は変更する場合がありますので、
ご利用の際は各店舗にご確認ください。
※割引適用は大人料金のみです。
（価格はすべて消費税・サービス料込）

シーカヤック
ドルフィンファミリーコース・海の冒険コース

利用料金
・ウェルぱる高松割引利用券使用の場合
一般料金

割引利用券使用済みの方に朗報！
！
・ウェルぱる高松会員証提示で一般料金より20％OFF
一般料金

共済料金

共済料金

の
大人気
です。
クツアー
ッ
ヤ
カ
！
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人 1,650円

500円

大

人 1,650円

1,320円

中学生 1,100円

300円

中学生 1,100円

880円

小学生

880円

200円

小学生

880円

704円

大
人 5,600円（一般7,000円）税別
小学生以下 4,800円（一般6,000円）税別
※2名以下のお申込の場合1名1,000円（税別）アップとなります。

幼

550円

100円

幼

550円

440円

申込締切：9月30日
（水）

大

児

児

最新情報は、ホームページまたはＳＮＳをご覧ください。
ホームページ http://q-t.anabuki-enter.jp/ Facebook
cebook @QuaTaraso
Twitter @quataraso Instagram taraso front
ont

シーカヤックの予約・お問い合わせ クアタラソさぬき津田
ＴＥＬ：0879-42-5888 taraso@anabuki-enter.co.jp
※予約時に「ウェルぱる高松をみた」とお伝えください。事業所名をお伺いします。

瀬戸内海に浮かぶ粟島。そこには、ゆったりとした島時間が流れています。
瀬戸内海に浮かぶ粟島
島。そこには、ゆったりとした島時間が流れています。
この自然豊かな島で 日々の疲れをいやす「癒し旅」はいかがですか
この自然豊かな島で、
この自然豊かな島で、日々の疲れをいやす「癒し旅」はいかがですか

ル・ポール粟島日帰りお食事プラン
ラン
瀬戸内の魚介を使ったアクアパッツァとBBQ
料
時
会

金 1名 3
3,000
,000
000
0円
円（一般価格
（ 般価格 55,000円
（一般価格
5,000円）
000円）
）税込
間 11：30
30〜14
〜14：00（時間制限 120分）
場 ル・ポール粟島
ポ
粟島 三豊市詫間町粟島1418
三豊市詫間町粟島1418−2
2

MENU

4名様
より
ご利用可

・アクアパッツァ ・肉三種 ・シーフード ・野菜盛り合わせ
・〆にパスタ（ドリンク別途） 食材仕入れ状況により、
メニュー変更あり

5日前までにル・ポール粟島（TEL.0875-84-7878）へお電話でご予約ください。
その際に「ウェルぱる高松会員」の旨お伝えください。

9月末まで有効

割引指定店が増えました！
Welpal Takamatsu Presents

Ethical Garden（エシカルガーデン）様より
【最高級デュラム小麦セモリナを100％使用したオーガニック
パスタランチ（パン ・ サラダ・スープから1品とドリンク付き）】
1,280円（税別）を3名様にプレゼント！

◆ ◆プレゼント応募方法◆◆
官製ハガキに①プレゼント名②郵便番号、住所、氏名、電話番号、
事業所名③ウェルぱる高松に対するご意見・要望などをご記入の
うえ、下記の住所までお送りください。
（左下の応募券を必ず貼付けてください。
）
締切：8月7日（金）必着

★
券
募 別号
応 特
★ 夏の

当選者の発表は商品の発送をもってかえさせていただきます。

〒７６１ｰ０１１３ 高松市屋島西町２３６６ｰ１
ウェルぱる高松事務局

高松市今里町1-32-1
087-835-3519
10：00〜19：00
不定休
会員及び同居家族 会員証提示

旅する

サンフラワー通りに面した駐車
場のある店舗です。店内は広々
としており、きっとお探しのツ
アーが見つかると思います。

特典

地産地消に取り組み、オーガニック食材を
使用したメニューを提供しています。海が
見えるテラス席はペット同伴可。
売上の一部で寄付活動を行っています。
フェアトレード商品やエコ・リサイクル商品
など、エシカルな商品を扱うショップも併
設しています。

株式会社トラベルビジョン

「エース」「ルック」
「感動ものがたり」３％割引
（現金・JTB旅行券での支払いが対象）

※他の特典との併用不可

お申し込み、お問い合わせは下記へお願いします。
高松市中小企業勤労者福祉共済事業
ウェルぱる高松事務局 〒761-0113 高松市屋島西町 2366 番地 1
運営時間：平日9：00〜18：30（土・日・祝及び12月29日から1月3日はお休み）
ＴＥＬ（087）844-3516 ＦＡＸ
（087）844-3524
令和２年６月１日現在
事業所
673 社（うち０人事業所６事業所）
被共済者 8,407 人（会報誌上では会員と表示）

