
 お客様紹介運動　 １2月の実績速報

　12月のお客様紹介運動の実績速報をお知らせします。

紹介者は、高橋　勲さん国内1件でした。

　ご紹介有難うございました。　

 ナイスギフト　１2月の実績速報

　12月のナイスギフトの販売速報をお知らせします。

販売頂いた会員は、宮本　武二さん１件、古田　和吉さん１件、岡本　勝彦さん1件、青島　繁夫さん件、

池田　清光さん１件、石川　義勝さん１件でした。

販売ご協力有難うございました。

＊『お客様紹介運動』、『ナイスギフト』 速報は、ＪＴＢｰＷebシステムに実績報告された集計です。

　　旅行の実績は、出発月ベース、 ナイスギフトは販売月ベースとなります。
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△ 790,000 円
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円

累計 32 件 65.3 ％ △ 17 件 1,544,000 円

件 603,000 円 242.2 ％ 354,00012月 6 件 85.7 ％ △ 1

66.2 ％

千円

件　数 販　売　額 （円）

前年比 前年良否 前年比 前年良否

人 1,082 千円 10.3 ％ △ 9,377件 12 人 20.0 ％ △ 48累計 6 件 33.3

件　数 販　売　人　員 販　売　額 （千円）

前年比 前年良否 前年比

△ 2,844 千円2 人 25.0 ％ △ 6 人

前年良否 前年比 前年良否
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≪　お客様紹介運動・ナイスギフト販売で、JTBを応援しよう！！　≫

１2月 1 件 33.3 ％ △ 2 件

　＝　ナイスギフト販売のご協力お願い　＝
お祝い・イベントの景品等々に、ナイスギフトのご利用をお願いします。

ナイスギフト券の購入で、デパート・ショッピングセンターでのお支払いにご協力をお願いします。

％ △ 12

12 千円 0.4 ％



 訃報　・・・・　お悔やみ申し上げます

■ 吉田　寛さんが令和３年1月14日享年78歳にてご逝去されました。

1月15日お通夜、16日に告別式が執り行われ、村川副支部長をはじめ職場を共にしたBOB会員にも

見送られ浄土へと旅立たれました。

故人の在りし日を偲び会員一同哀悼の意をささげたいと思います。 合掌

■ 山田　章さんが令和３年1月26日82歳にてご逝去されました。

1月30日（土）　北海道新聞のお悔やみ欄に「葬儀終了」と掲載されており、直ぐに青島支部長より

奥様にご逝去の確認とお悔やみを申し上げました。
訃報を受け、ＢＯＢ会より香典・供花を霊前へお届けしました。
故人の在りし日を偲び会員一同哀悼の意をささげたいと思います。 合掌

会員動向（転居）

◎田中　昭さんが、2月１日で転居されました。

新住所は、札幌市豊平区への転居です。 地区懇親会の変更ありません。

また、電話番号も変更になっております。

◎鈴木　敏明さんが昨年末転居されました。

新住所は、佐賀県唐津市への転居です。 地区懇親会は他地区への変更となります。
また、電話番号も変更になっております。

 JTBの人事異動

(株)JTB　2/1付、人事異動をお知らせします。

2021年1月15日

㈱JTB　人事部

JTB　Oceania　Pty.Ltd.出向　取締役社長 JTB(Hong Kong)Limited

兼JTB Australia Pty.Ltd.出向　取締役社長 取締役社長

（シドニー支店長） 兼JTB（Macau)Trevel Limited

取締役社長

兼MY BUS(HongKong)Limited

取締役社長

★支店廃止のお知らせ

※下記支店は、202１年２月１０日付で廃止となります。

　 ・イオンモール旭川駅前店

- -

阿部　晃士

人事異動速報（抜粋）

発令内容 氏　名 現所属・職名
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今年度も『お客様紹介運動』、『ナイスギフト販売協力』を行っておりますが、新型コロナウィルス感染
による旅行手控えと行動自粛により、旅行紹介実績が停滞しております。
観光・旅行業界もコロナ禍で大きく影響を受けており、とりわけJTBも厳しい経営と報道されております。

現況では会員の旅行とお客様旅行紹介は難しい中、微力ながらJTBを応援するため、春先のお祝い
買物の際に使用できる  『  JTBナイスギフト  』  の購入ご協力をお願いいたします。

詳しくは、公式ＨＰ　jtb.co.jp/gift/   をご覧ください。

・札幌三越 ・WING BAY OTARU ・イトーヨーカ堂 ・ジョイフルエーケー
・大丸 ・札幌ステラプレイス ・西友 ・スイートデコレーション
・東急ハンズ ・サッポロファクトリー ・ダイエー ・ニトリ
・東急百貨店 ・新さっぽろサンピアザ ・東急ストア ・ビバホーム
・丸井今井 ・千歳アウトレットモールレラ ・マックスバリュ ・ホーマック
・丸ヨ池内 ・PASEO（パセオ） ・コープさっぽろ ・ホクレンホームセンター
・藤丸 ・パルコ ・ビッグハウス ・ケーズデンキ
・アピア ・ピヴォ ・ホクレンショップ ・ビックカメラ
・イオン ・４丁目プラザ ・ラルズ ・ヤマダ電機
・イオンモール ・三井アウトレットパーク ・ヨドバシカメラ

・AOKI ・ツルハ ・紀伊國屋書店
・はるやま ・トイザらス ・コチャンフォー
・洋服の青山 ・ドンキホーテ ・三省堂書店
・イエローハット ・富士メガネ ・ジュンク堂
・オートバックス ・眼鏡市場 ・なにわ書房
・スポーツハウス ・六花亭 ・文教堂
・ゼビオ ・キリンビール園 ・丸善
・二木ゴルフ ・サッポロビール園 ・宮脇書店
・本間ゴルフ ・サッポロライオン ・セイコーマート
・テーオー小笠原 ・ロイヤルホスト ・かま栄
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《　北海道で利用できる、主な提携店・加盟店を紹介します（2020年11月末現在）　》

デパート・大型店 スーパー・家具・家電

専門店・飲食・書店など
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ＪＴＢを応援しようキャンペーン

・・・・『 JTBナイスギフト 』 は提携店のほか、全国100万店以上の「JCBギフトカード加盟店」でも利用できます・・・・

全国のデパート・ショッピングセンター・スーパーでのお買い物、お食事など
幅広く使える、大変便利な商品券です。



Jスクエア　マンスリｰ健康情報　2020年度臨時号
【作成：吉永　英史　監修：中央健康増進室】

新型コロナ感染症について
一ウィルスの変異について一

メディアで報じられている通り、昨年末にイギリス内において新型コロナウィルス感染者が急増し、変異したウィルスが確認されました。

また変異したウィルスはイギリスのみならず、国内でも感染例が確認されております。

現時点で判明していることを共有いたします。改めて、注意してまいりましょう。

1.　新型コロナウィルスの変異について

ウィルスの変異自体は、コロナに限らずウィルスが増殖する際に発生しています。今回、注目されている新型コロナウィル

スの変異はスパイク蛋白と呼ばれる部分の変異になります。スパイク蛋白とはウィルスが細胞に入る際の起点や免疫から逃

げるための機構になります。

２.　変異するとどのような問題が起こりうるのか

変異が起こると、どのような影響が起こるかについては以下２点が中心になります。現状、確たるデータがないため、これ

までよりも増して注意が必要との認識で読み進んでいただければ幸いです。

① 　感染拡大のしやすさや重症化率に影響

スパイク蛋白の変異からも免疫を逃れる＝「感染しやすくなるという構図」が想像されます。イギリスでの感染拡大はあります

が、ＷＨＯでは感染性に影響を与える可能性があるとの指摘をしており、いずれもデータの蓄積と検討をまっている状態で

す。また現時点ではどの程度、重症化に影響があるのかはっきりしないようです。

（症例の多くが若年者を多く含んでいるため、そもそもリスクが低い集団なのかどうかを調査中）

② 　治療やワクチンの効果に影響

一部では抗ウィルス薬（レムデシベル）が効きにくくなった事例の報告はありますが、ワクチンの効果低下の影響を与えるか

どうかは不明です。

３.　私たちは何をすればよい？

以上を読んでお分かりいただける通り、現時点で変異が及ぼす影響については不明な点が多いのです。その状況でも

、私たち個人が出来ることは変わりありません。感染は、感染させるもの（ヒト）、感染経路、感染させられるもの（ヒト）の３つ

が同時に存在して初めて成立します。いずれかでも欠いてしまえば防ぐことが可能です。つまり耳にタコが出来るほど報じら

れている「３密」を避けること、マスクの着用、手洗いの励行をすることが肝要です。

※ ＪＴＢグループで毎月発信している「Ｊスクエア マンスリー健康情報」です。

新型コロナウィルス対策の参考にしてください。
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■JTB新聞は、2020年12月発行を以って廃刊となりました。

　【JsMagazine】　はJTBグループ社員のみ、PCでの閲覧となります。

■今後、【JsMagazine】　はJTBOB・OG会本部ホームページにアップされます（1月末からの予定）。

　JTBOB・OG会ホームページでの閲覧方は以下となります。

　

1）JTBOB・OG会ホームページのトップメニュー　『支部のページ』　⇒　『北海道支部』　をクリック

2）『北海道支部』ページ内　の　『【JsMagazine】』　をクリック

　・ユーザー名・パスワード（PW)を入れて、閲覧できます。

■パソコン・スマホをお持ちで、JTBOB・OG会ホームページ『メールマガジン』を未登録の会員へ

　・次ページの　【 JTBOB・OG会メールマガジン登録のご願い 】 　によるメルマガ登録をお勧めします。

　・BOB本部事務局より、発信される情報がその都度配信されます。

- -

≪　JTB新聞の廃刊と新たな【JsMagazine】閲覧方の案内　≫
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北海道支部をクリック



　　◆ＢＯＢ会では、本部ホームページへの閲覧を推進しています。

　　◆パソコン・スマートフォンをお持ちの会員の皆さんへ『ニュースレター登録』のお願いです。

　　◆本部よりニュース発信の都度、登録のアドレスへニュース配信のメールが送信されます。

　　◆『支部のページ』の北海道支部サイトに発行済み”北海道支部だより”をアップしています。

①インターネットで　『JTBOBOG会』　で検索して下記の本部HPを開く。

②トップ画面の右側に『ニュースレターの配信希望』画面があります。

　③ニュースレターの配信希望へ入力して登録。

　 ⇒　『北海道支部』　をクリック　

　⇒『自身のメールアドレス』を入力

   ⇒　上記を入力後『クリック』で登録OK

④【会員向け掲示板】にはセキュリティが掛かっています。

　　下記による　”ユーザー名”・”パスワード”の設定が必要です。

　　＊会員特典・会員情報（全国の会員リスト）・JTBグループ状況（JTB新聞等）の情報がアップ。

　  ◆以上の操作で登録終了です、又操作方が不明の場合はBOB会支部事務局へ問合せください。
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ＪＴＢOB･OG会　メールマガジン登録のお願い

ニュースレター配信の登録方

　 ⇒　『姓・名』　を漢字で入力


