
事務所 お客様紹介運動　 7月の実績速報

　7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、菅原　裕二さん国内１件、青島　繁夫さん国内1件でした。

ご紹介有難うございました。　

◆　「ＪＴＢネット予約システム」でネット予約が可能となりました。

　・JTBWeb予約サイトでの予約が、「BOB会お客様紹介運動」実績として集計が可能となりました。

　　るるぶトラベル・JTB国内宿泊・国内ダイナミックツア－・海外航空券＆ホテルなど予約

　・BOB会HP内　⇒　北海道支部ページ　⇒　予約システム　よりBOB会員番号入力から予約。

　＊利用・予約方は支部だよりの最終ページに掲載しています。

　ナイスギフト　7月の実績速報

　7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、岡本　勝彦さん１件、南口　忠光さん1件、淺川　敏雄さん1件、斉藤　勲さん1件、

中川　和也さん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。

会員動向（転居）

◎伊藤　幹也さんが、8月23日で転居されました。

新住所は、森町より函館市への転居です。 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。
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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！！　≫

　＝　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。

件　数 販　売　人　員 販　売　額 （千円）

前年比 前年良否 前年比

2 件

％ 2

240 人 - ％ 0 人

人 66.7 ％ △ 1件 2

24

累計 3 件 300.0

円336.5 ％ 123,0007月 5 件 250.0 ％

千円

件　数 販　売　額 （円）

前年比 前年良否 前年比 前年良否

人

千円

千円

件 175,000 円3

累計 20 件 200.0 ％

108 15.3 ％ △ 599

202.9 ％ 430,000 円

1

10 件 848,000 円



 B・OBゴルフ会　10月例会開催のご案内

・開　催　日 ：　６月１0日（木）10月14日（木）

・開催場所 ： 札幌リージェントゴルフ倶楽部　新コース(セルフ＆カート）

〒061-1265 北広島市島松641番地　TEL：011－377－3111

・集合時間 ： ７時50分　（時間厳守)

・スタート時間 ：

・参加費 ： 1,000円（当日集金）

・プレー料金 ： 6,820円（６５歳～７０歳未満）

6,340円（70歳以上）

・参加申込 ： 10月4日（月）迄に、メール又はFAXでお申込み下さい

　また、登録会員の方には幹事より参加の問い合せメールをします。

・会員登録制 ： 初めての参加申込者はこちらで会員登録(年会費無料）をさせて頂き、

別途「運営要領」を送らせて頂きます。

・申込先 ： 村川義次（幹事）

 『JTB旅の絵ごよみ』 のBOB会員へ配布のお知らせ

今年もＢＯＢ会員へ、２０２２年版 「 JTB旅の絵ごよみ 」 １本を無料配布の予定です。

１２月発刊の支部だより第１９２号（１２/３発送予定）に同封発送の予定。

 『JTB旅の絵ごよみ』 　２０２２年版　　発売のご案内

１．『旅の絵ごよみ　２０２２年版』
ＢＯＢ価格　1,056円（消費税を含む）※通常価格1,320円（税込）

送料（国内）1箇所への送付につき50０円　(本数に関係なく)

※10本以上一括納品の場合は送料サービス(0円)とさせていただきます。

仕様　Ａ２変形版・縦615mm×横390mm　13枚綴（表紙含）

２．お申込み方法
予約は、「本数・お客様のお名前・ご住所・電話番号」をご記入のうえ、

下記アドレス宛メールにて、またはFAX（下記）にてお申込みください。

また１０／２９までに当社指定の金融機関にお支払いください。

お支払確認後、ご指定の住所にお届けいたします。

商品の発送開始は、11月中旬を予定しております。

※お求めはお近くの書店でもご注文いただけます(定価1,320円　送料無料)

ご注文の締め切は、２０２１年１０月２９日（金）とさせていただきます。

締切を過ぎても在庫が有る場合もございますので、お問い合わせください。

３．お問合せ先 ㈱ＪＴＢパブリッシング　書店営業部　直販チーム　担当:佐々木、福島

お申込み先 〒162-8446　東京都新宿区払方町２５－５

電話：０３－６８８８－７８９４　　FAX：０３－６８８８－７８２３

メール： 　tosho3@rurubu.ne.jp 

件名：「旅の絵ごよみ」宛て
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8時35分

表紙のイメージになり
ます。変更があった場
合はご容赦ください。 

mailto:tosho3@rurubu.ne.jp


 B・OBゴルフ会　8月例会開催の報告

　8月19日(木）に8月例会が開催されました。高齢者の2回のワクチン接種はほぼ終えましたが、ま

だコロナ感染者が増加する中での例会となりました。

　前日に強い雨が降ったこともあってか、カップの位置が普段とは全く違い芝目の読みに苦労する

メンバーもいたようです。インに入る頃から次第に風が強くなりなってきましたが概ね順調なプレ

ー進行となりました。10番ホールのグリーン横ではユリノキの大木を見つけました。6～7月頃に淡

黄緑色でチューリップの様な花を咲かせ、葉の形も半纏に似ている珍しい木です。

　今回の結果は以下の通りです。優勝は川口美智子さん、準優勝は石川義勝さんでした。

　次回の例会は9月9日(木）です。皆様の参加・登録をお待ちしております。

優勝　　川口さん 準優勝　石川さん
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11 村川　義次 50 51 101 19.2 81.8

10 BB賞 佐々木　俊行 52 53 105 24.0 81.0 3H

9 小野田　昭雄 46 53 99 21.6 77.4

8 松野　高根 45 47 92 16.8 75.2

41 83 9.6 73.4

7 ラッキー賞 沼田　裕次 49 49 98 24.0 74.0 17H

12.0 72.0 13H

5 3位 竹下　美津夫 39 43 82 9.6 72.4 8H

24.0 71.0

3 １位 南口　忠光 49 51 100 28.8 71.2

1 優勝 川口　美智子 50 54 104 33.6 70.4
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No 入賞 氏　名 OUT IN GRS

2 準優勝 石川　義勝 47 48 95

4 ２位 茂木　政雄 41 43 84

6 青島　繁夫 42

HD NET ニアピン賞



JTBOB・OG会より、会員の皆様に　『エースJTB・おせちの鉄人』　をご案内します。

詳しくは支部だより9月号に同封の当パンフレットをご覧ください。

JTB国内仕入商品事業部より、コロナ禍で旅行需要が大きく落ち込む中で、前年度は「おせちの鉄人」が

9億円を売上（前々年度より倍増）。多くのBOB会員より購入を頂いた旨の御礼がありました。

今年度はBOB全会員へのパンフレット配布と、引き続き販売協力の要請がありました。コロナ禍が収束せず

旅行需要が低迷する中で、BOB会としてJTBへの応援策として販売協力を推し進めるものです。

尚、当販売は　「お客様紹介運動」　の紹介実績として集計されます。

◆申込方法

パンフレット最終ページの「ご注文書」に記入の上

①最寄りのJTB店舗へ申込

②「ジェイネット北海道」へFAX 又は E-メールで申込

　「ジェイネット北海道」案内文、支部だより9月号に同封

　何れかの方法で申込みください

◆BOB会ホームページからのネット予約

　9/30より、BOB会HP・北海道支部ページから

　⇒　「ＪＴＢネット予約システム」でネット予約が可能

◆9/30迄申込で、一部の商品にて

　「早期割引」・「早期特典」が適用されます。

◆パンフ記載、商品配達不可能地域を確認ください

　（注）北海道配達不可能の商品が有ります

◆ご予約承り期間

　8/19（木） ～　12/14（火）19：00迄

　但し設定数の販売により、販売終了あり

◆パンフレット掲載情報の訂正（下記によります）
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≪　エースＪＴＢ 「おせちの鉄人」 のご案内  （8月19日受付開始）　≫
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　【支部だより9月号にパンフレット同封】



　今まで、JTBWeb予約サイトでの予約は　『お客様紹介運動実績』　に反映が出来ませんでした。

　◆JTBOB・OG会ホームページ内に『JTBネット予約システム』のバナー入口を設定。

　　・JTBWeb予約サイトでの予約がBOB会員利用実績として集計が可能となりました。
　　（例）JTBWeb予約（国内宿泊予約・国内ﾀﾞｲﾅﾐｯｸﾂｱｰ･海外ﾎﾃﾙ予約・海外航空券・海外ｵﾌﾟｼｮﾅﾙﾂｱｰ等）

　　（例）今後、「JTBルック」予約も利用の実績集計が可能な予定（時期は未定）

①インターネットで 『JTBOB・OG会』 を検索　⇒　JTBOB･OG会の本部HPを開く。

トップページの

②支部のページ≪北海道支部≫をクリック　⇒　北海道支部ページを開く。

支部のページ内

③　北海道支部ページの 『JTBネット予約システム』 バナーをクリック

④BOB会員番号（9ケタ）を入力　⇒　JTBWeb予約サイトへ

BOB会員番号を入力

≪9桁の会員番号≫

　↓
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北海道支部内の

　　『JTBﾈｯﾄ予約ｼｽﾃﾑ』をクリック

　＊会員番号は支部だより封筒の
　　会員宛名の下部に記載

JTBHPにて予約する
をクリック

　◆以上の手順でJTBWeb予約サイトへ、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。
　◆当システム周知の為、今後支部だよりに複数回、当『JTBネット予約システムの利用方』を発信します。
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ＢOB会・HPの『JTBネット予約システム』からの予約で

BOB会員の利用実績集計が可能となりました

BOB会員の『JTBネット予約システム』の利用方

　　『支部のページ』をクリック

　　『北海道支部』をクリック


