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令和２年1月1日発行

※申込時に、利用会員番
号・事業所名・氏名・
連絡先（できれば携帯電話）・集合場所をお知らせください。

※抽選結果は１月28日までにご連絡

日帰り
バスツアー

行
程

日野駅（7:00）� 高幡不動駅（7:20）�《中央・首都高・アクアライン》� 館山いちご狩りセンター�
アロハガーデンたてやま（フラタヒチショー見学・昼食・植物園などの散策）� 道の駅おおつの里花倶楽部

（花摘み）�《アクアライン・海ほたる 休憩》《首都高・中央》� 日野市内（18:30頃着予定）

と き 3月8日（日）雨天決行 日野駅・高幡不動駅

40名（最少催行人員30名）
利用会員 7,000円 同居家族 8,000円 関係者 10,000円

２月12日（水）まで

集合場所

募集人数

参 加 費

参加費の支払い ※２月26日（水）17:00以降はキャンセル料がかかります。

※通常料金は10,200円です。
※３歳以下は座席代として1,000円をいただきます。

申
込
方
法

電話 FAX HP抽選
申込締切

11//1177（（金金））1177::0000

写真は全てイメージです

取扱旅行会社：㈱セラン セラントラベル東京支店
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本年もよろしくお願いいたします 役員・職員一同
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季節の花摘み
金魚草またはストック

のお土産付
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申
込
方
法

販売開始

11//66（（月月））88::3300～～

窓口

西西西西西西西西西西武武武武武武武武武武園園園園園園園園園園ゆゆゆゆゆゆゆゆゆゆううううううううううええええええええええんんんんんんんんんんちちちちちちちちちち
フフフフフフフフフフリリリリリリリリリリーーーーーーーーーーパパパパパパパパパパスススススススススス
【販売料金】 500円（大人・こども共通券）

【販売枚数】 先着100枚

（利用会員１人 5枚まで）

【有効期限】 2020年３月31日

2019年度のチケットを特別価格で販売します。

幻想的な世界へ誘うナイトイベント「イル

ミージュ」が復活！ ４月５日（日）まで開催

期間限定販売

ＨＰ電話

※申込後のキャンセルはできません。
※後期分として既に６枚購入された方にも販
売します。

先着
順

☆2020年度は、西武園がリニュー
アル工事に入るため、フリーパス
は販売できません。この機会に
訪れてみませんか。

チケット引換：下表の通り
※申込後のキャンセルはできません。

電話

HP

申込期間

11//77（（火火））88::3300～～11//1177（（金金））1177::0000
ププロロババススケケッットトボボーールル ＢＢリリーーググ

アアアアルルルルババババルルルルクククク東東東東京京京京
ホホホホーーーームムムムゲゲゲゲーーーームムムム

【試合日程】 右表の通り

【会 場】 アリーナ立川立飛

【席 種】 アルバルク東京

２Ｆスタンド自由席

【料 金】 大 人 1,800円（当日価格3,000円）
小中高 700円（当日価格1,500円）

【あっせん枚数】 各試合 10枚
【枚 数】 利用会員１人あわせて 4枚

月 日 対戦相手 開始時間 チケット引換

3月4日（水）千 葉 ジ ェ ッ ツ 19:05
2月9日～

3月11日（水）宇都宮ブレックス 19:05

3月28日（土）
秋田ノーザンハピネッツ 15:05

2月29日～

3月29日（日）

4月4日（土）
宇都宮ブレックス 15:05

4月5日（日）

4月8日（水）レバンガ北海道 19:05

�ALVARKTOKYO

先着順

申
込
方
法

LINE登録をしてご応募ください！ 会員様限定！

新新新新新新新新新新新新新新春春春春春春春春春春春春春春 おおおおおおおおおおおおおお年年年年年年年年年年年年年年玉玉玉玉玉玉玉玉玉玉玉玉玉玉ププププププププププププププレレレレレレレレレレレレレレゼゼゼゼゼゼゼゼゼゼゼゼゼゼンンンンンンンンンンンンンントトトトトトトトトトトトトト
合合計計

5500名名様様

【賞 品】Ａ賞～Ｆ賞の中からお好きな商品をおひとつお選びください。

【応募資格】利用会員かつLINEでサービスセンターを登録している方

【応募方法】①LINEお友だち登録：LINEからQRコード読み取り ＊登録済の方は②へ

②トーク画面でキーワード「あけおめ」とメッセージ入力し送信！

③応募用パスワードと応募フォームURLが自動返信されます。

④応募フォームに必要事項・パスワードを入力し送信！応募完了

※重複しての応募は無効

【応募締切】2020年１月21日（火）17:00

【当選発表】賞品の発送をもって代えさせていただきます（２月末までに発送）。

国立温泉

湯楽の里ペア入浴券

※有効期限 2020年９月末

ＥＥ
５名様

河辺温泉

梅の湯平日ペア入浴券

※有効期限 2020年12月末
※追加料金110円で土日祝も利用可

ＦＦ
５名様

多摩動物公園ペア入園券
※有効期限 なし

ＣＣ
７名様

熱海日帰り温泉

オーシャンスパ Fuua
入館ペアご招待券

※有効期間 約６か月
※現地にて入湯税150円
別途必要

ＡＡ

（5,500円相当） ２名様

（フーア）

自動

村内

帝

ジェフグルメカードＤＤ
1,000円分 10名様

抽選で外れた方の中
から20名様に500円
分ジェフグルメカードをプレゼ
ント！（自動エントリー）

ダダダダブブブブルルルル
チチチチャャャャンンンンスススス

アアリリーーナナ立立川川立立飛飛にに

応応援援にに来来ててねね！！

京王プラザホテル八王子

〈ル クレール〉平日
ペアお食事券

※有効期間 3/2～5/29

ＢＢ
１名様

バイキング飲み放題付き
（10,000円相当）
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【利用方法】各店舗ご利用の際に、サービスセンターの利用会員証を提示し、日野市勤労者福祉サービスセン

ターの会員である旨をお伝えください。

※10名様まで利用可 ※他のご優待との併用不可

合計

50名様

自自動動車車教教習習所所
割引や特典が受けられます！

利用会員証を提示し、サービス

センターの会員・家族であることを

お伝えください。

詳細は各教習所へ！ パンフレットはサービスセンターにあります。

飛鳥ドライビングカレッジ日野
JR豊田駅から徒歩３分

日野市旭が丘112

�0425812721

マジオドライバーズスクール多摩校
京王線百草園駅から徒歩２分

日野市百草188

�0120961071

マジオワークライセンススクール多摩校
（フォークリフト講習）

京王線百草園駅から徒歩10分
日野市百草3301 �0120118561

利用会員だけでなく
ご家族も使えます！

会員証提示で５％割引が受けられます。

村村内内フファァニニチチャャーーアアククセセスス・・ＯＯＫＫＡＡＹＹ

お支払いの際に、利用会員証を提示してください。５％割引に加え、CLUBMURAUCHIメンバーズ

の方はさらに１％ポイント還元！春の新生活の準備などに、ぜひご利用ください。

◆村内ファニチャーアクセス（八王子本店・相模原店）

◆ＯＫＡＹ（八王子店・みなとみらい店）

◆店外催事

＊特別限定品、現品処分品はサービス対象外
＊他のサービスとの併用不可 ＊配送料、引取料、加工料などのサービス料金への利用不可
※八王子本店内「カフェレストラン ルーブル」でも割引適用されます。

〔お問い合わせ〕村内ファニチャーアクセス八王子本店 法人外商部 �0426911211（代）

対
象
店
舗

※優待内容は半期ごとに変わります。４月以降の優待は適時サービスセンターＨＰ（トップ－事業案内－生活・グルメ）でお知らせします。

「インペリアルバイキング サール」 本館17階 要予約 TEL0335398187

・ランチブフェ ①11:30～13:00または②13:30～15:00
平日 5,700円（通常6,490円） 土日祝 6,800円（通常7,260円）

・ディナーブフェ 120分制 ①17:30～（土日祝は17:00～） ②18:00～ ③19:00～ ④20:00～
平日 7,900円（通常9,240円） 土日祝 9,300円（通常9,900円）

会員証提示 半期ごとに変わる優待内容！会員証提示でお得に！

帝帝国国ホホテテルル 東東京京 特別料金のお知らせ
利用期間 2020年１月４日（土）～2020年３月31日（火） 除外日：催事期間中

〈2020年３月末までの対象メニュー〉 ※料金は消費税・サービス料込

オールデイダイニング「パークサイドダイナー」
本館１階 予約不要

11:00～23:00 TEL0335398046

・ダイナーステーキコース＋ワンドリンク付
5,900円（通常9,909円）

・選べるランチ＆ディナー
4,000円（通常5,765円～6,662円）

・選べるメイン＆デザート
3,300円（通常4,534円～4,926円）

・カレーセット 2,900円（通常3,960円）

・ケーキセット 1,500円（通常1,815円）

「ランデブーラウンジ」
本館１階ロビー 予約不要 ※17:30以降は予約可

11:00～19:00 TEL0335398045

・アフタヌーンティー「和（なごみ）」
3,900円（通常4,400円）

日本ならではの食材を用いながら、

ひとつひとつ丁寧に仕上げた和と

洋が融合するアフタヌーンティー

です。ドリンクとともにお楽しみ

ください。

アリーナ立川立飛に

応援に来てね！

アクセス
・地下鉄日比谷駅より徒歩３分
・JR有楽町駅より徒歩５分
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あっせん枚数 1100枚

料 金 全席自由 1,400円
（通常 一般前売2,000円）

ひの煉瓦ホール 小ホール

2月16日（日）

明治座 三月花形歌舞伎

3月7日（土）

明治座

料 金 一等席 11,000円（通常 15,000円）

あっせん枚数 1100枚

14:00開演
夜の部16:00開演

申
込
方
法

電話

HP

先着
順

申込期間

11//88（（水水））88::3300～～11//1155（（水水））1177::0000
※「陽だまりの樹」は1/11（土）8:30～（土日はＨＰのみ）

■申 込 枚 数 利用会員１人 各催し物につき４枚まで

■引 換 期 間 2/5（水）～2/20（木）
※「陽だまりの樹」の引換えは、サービスセンターより連絡
※「徳永」以外の座席は指定席で、お選びいただけません。
※「徳永」「でんじろう」「和太鼓」「TSUKEMEN」以外は未就学児入場不可

徳永ゆうき 歌謡コンサート 2020

美美美美美美美美美美術術術術術術術術術術

「「「「「「「「ササササササササンンンンンンンン

お申込時には、必ず利用会員番号を
お知らせください！

※３歳以上有料。
２歳以下膝上１名無料

第253回府中の森笑劇場

春・噺家繚乱

和太鼓グループ彩 －sai－
コンサートin日野

来生たかお コンサート StandAlone2020
～AcousticTracks～

あっせん枚数 各1100枚

あっせん枚数 1100枚

あっせん枚数 各66枚

料 金 全席指定 1,900円
（通常 2,800円）

料 金 全席指定 3,400円（通常 4,500円）

料 金 Ｓ席 9,000円（通常 11,000円）

たましんRISURUホール（立川）

いちょうホール（八王子）

東京建物 BrilliaHALL（豊島区立芸術文化劇場）

3月15日（日）

3月19日（木）

① 4月15日（水）

米村でんじろう サイエンスショー
おもしろ科楽館

TSUKEMEN LIVE2020
～時を超える絆～

新 陽だまりの樹

3月14日（土）

3月15日（日）

4月11日（土）

府中の森芸術劇場 ふるさとホール

ひの煉瓦ホール 小ホール

いちょうホール（八王子）

料 金 全席指定 2,900円
（通常 3,800円）

料 金 全席指定 1,500円
（通常前売 2,000円）

料 金 全席指定 6,000円
（通常 6,800円）

あっせん枚数 各６６枚

あっせん枚数 1100枚

あっせん枚数 1100枚

予定曲目 津軽の風、人生一路
出 演 中村勘九郎 中村七之助

坂東彦三郎 坂東巳之助 中村壱太郎 ほか

演 目 通し狂言 桜姫東文章 四幕

①14:00開演

出 演 桂雀々 春風亭一之輔

隅田川馬石 ほか

②18:00開演 ①13:30開演 ②16:00開演

14:30開演

★東大で結成された和太鼓集団！ＣＭや映画など多方面で活躍中！
※４歳以上有料。３歳以下膝上１名無料

18:30開演

※３歳未満入場不可

予定曲目 時を超える絆、真田組曲、

月光、上を向いて歩こう ほか

15:30開演

予定曲目 夢の途中、

GoodbyeDayほか

13:00開演

② 4月16日（木）18:30開演

原 作 手塚治虫

出 演 上川隆也 中村梅雀 葛山信吾

緒月遠麻 山田菜々/風間杜夫 ほか

※1/11� 8:30
から受付開始
（土日はHPのみ）

販売中 ＠ひの煉瓦ホール2月23日（日）ビリー・バンバン 14:00開演

料 金 全席指定 2,200円（通常 3,000円） 先着10枚 販売期限 2/21（金）

ジェ 10％

お得！

府中

※申込後のキャンセルはできません。

※未就学児膝上１名無料

�キッチンミノル
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窓口 電話 販売開始

11//77（（火火））88::3300～～

HP
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先着
順

※申込後のキャンセルは
できません。あっせん枚数 各30枚（利用会員１人各４枚まで）

第19回東京国際
キルトフェスティバル
―布と針と糸の祭典―

1月23日（木）～29日（水）
【料 金】

大人 1,300円
（当日料金 2,200円）

※販売期限：
1/22（水）17:00まで

2月2日（日）～10日（月）
【料 金】

大人 1,300円
（当日料金 2,200円）

※販売期限：
1/31（金）17:00まで

2月14日（金）～21日（金）
【料 金】

大人 1,300円
（当日料金 2,300円）

※販売期限：
2/13（木）17:00まで

テーブルウェア・
フェスティバル2020
～暮らしを彩る器展～

世界らん展2020

―花と緑の祭典―

※東京ドーム開催イベントは保護者同伴の小学生以下は無料。らん展は中学生も無料（要学生証提示）

ロンドン・ナショナル・

ギャラリー展
3月3日（火）～6月14日（日）
休館日：月曜日

※ただし3/30、5/4は開館

国立西洋美術館（東京･上野公園）

【料 金】

一般 1,000円
（当日料金 1,700円）※中学生以下無料

※販売期限：3/27（金）17:00まで

1月15日（水）～3月8日（日）
休館日：月曜日・2/25

※ただし2/24開館

東京国立博物館 平成館

【料 金】

一般 900円
（当日料金 1,600円）※中学生以下無料

※販売期限：3/6（金）17:00まで

日本書紀成立1300年

特別展 出雲と大和

※詳細は専用サイトで → dcp.go2tdr.com
【プランパスワード】thanks219 【契約団体番号】1169

「「「「「「「「「サササササササササンンンンンンンンンクククククククククススススススススス・・・・・・・・・フフフフフフフフフェェェェェェェェェススススススススステテテテテテテテティィィィィィィィィバババババババババルルルルルルルルルパパパパパパパパパスススススススススポポポポポポポポポーーーーーーーーートトトトトトトトト」」」」」」」」」のののののののののごごごごごごごごご案案案案案案案案案内内内内内内内内内
【実施（入園）期間】１月６日（月）～３月19日（木）まで（土日含む全日）

３月19日（木）まで「東京ディズニーリゾート・オンライン予約・購入サイト」で販売

東京ディズニーリゾートコーポレートプログラム

※コーポレートプログラム利用券（2,000円補助券）を利用すると通常大人7,500円が4,900円で購入できます。

フィンセント・ファン・ゴッホ《ひまわり》
1888年 油彩・カンヴァス 92.1×73cm
�TheNationalGallery,London.
Bought,CourtauldFund,1924

ジジェェフフググルルメメカカーードド 全全国国共共通通おお食食事事券券

【枚 数】年度内 利用会員１人 20枚まで 450円 21枚目から480円

申
込
方
法

申込

随時

窓口通年販
売

1100％％

おお得得！！
450円（500円券） 有効期限なし

年度内すでに20枚購入した方には、480円で販売しております。

会員証提示
で割引（優待）

【料 金】

【有効期間】 ２月１日（土）～３月８日（日）※梅まつりも同期間実施。

【利用方法】 ☆チケット売り場で利用会員証を提示してチケットを購入してください。

利用会員証１枚につき５名様まで優待料金で利用できます。

◇所在地 府中市南町632
TEL0423687921

◇交 通 京王線・ＪＲ南武線
「分倍河原駅」からバス６分ほか
◇駐車場 無料

優待内容 入場のみ プラネタリウム観覧付

区 分 優待料金 一般料金 優待料金 一般料金

大 人 240円 300円 720円 900円

子 供（４歳～中学生） 120円 150円 360円 450円

※４歳未満は
無料

梅梅梅梅梅梅梅梅ままままままままつつつつつつつつりりりりりりりり特特特特特特特特別別別別別別別別優優優優優優優優待待待待待待待待
府府中中市市郷郷土土のの森森博博物物館館

ポスターキルト制作 上田葉子
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東東京京都都中中小小企企業業従従業業員員生生活活資資金金融融資資 東東京京都都のの安安心心低低利利ロローーンン

2020年３月末申込みまで 0.2％の金利引下げ実施中！ 保証料は全額東京都負担

●個人融資（さわやか） 生活費などに ◆年利1.8％→1.6％ 限度額 70万円

●子育て･介護支援融資（すくすく･ささえ）◆年利1.5％→1.3％ 限度額 100万円

＊融資にあたっては審査があります。 ＊パンフレットはサービスセンターにあります。

お問い合わせ 東京都産業労働局雇用就業部労働環境課 �03-5320-4653

中退共 建退共 特退共（日野市商工会）にに加加入入さされれてていいるる事事業業主主のの皆皆様様！！

補補助助金金がが受受けけらられれまますす！！ ※※受受けけるる対対象象ににはは条条件件ががあありりまますす。。

サービスセンターの会員（事業所）が、下記の退職金制度に従業員（利用会員に限る）を

加入または増額させた場合、事業主に対して掛金の一部を補助しています。

【対象となる退職金制度】

・中小企業退職金共済制度（中退共） ・建設業退職金共済制度（建退共）

・特定退職金共済制度（特退共・日野市商工会に限る）

【補 助 額】 利用会員１人 月額1,000円（新規・増額 各２年間）
※増額については、増額部分の２分の１、上限月額1,000円

【申請方法】 半期分ごとに４～６月・10～12月に受付。詳細は、ガイドブックP10

未未加加入入事事業業所所のの皆皆様様！！
従従業業員員のの退退職職金金にに国国ががササポポーートトすするる中中小小企企業業退退職職金金（（中中退退共共））制制度度にに加加入入ししてて備備ええままししょょうう。。

～～ササーービビススセセンンタターーでで新新規規・・追追加加加加入入のの手手続続ききががででききまますす～～

国が中小企業向で働く従業員のためにつくった退職金共済制度です。

●国の制度なので安全・確実・有利。

●掛金の一部を国が助成します。

●掛金は全額非課税、手数料も不要です。

新規加入の場合はサービスセンターにある「中退共契約申込書」をご利用ください。

制度の詳細は中退共相談コーナー �03-6907-1234またはＨＰへ

従業員融資

全全全全全全全全全福福福福福福福福福セセセセセセセセセンンンンンンンンンタタタタタタタタターーーーーーーーーととととととととと割割割割割割割割割引引引引引引引引引契契契契契契契契契約約約約約約約約約のののののののののサササササササササーーーーーーーーービビビビビビビビビスススススススススをををををををををごごごごごごごごご利利利利利利利利利用用用用用用用用用くくくくくくくくくだだだだだだだだださささささささささいいいいいいいいい！！！！！！！！！

利利用用方方法法 ◆「全福センター」で検索 https://www.zenpuku.or.jp/
ログインＩＤ ｋｔ（半角） パスワード ｚｅｎｐｕｋｕ（半角）

◆サービスセンター窓口に閲覧用、貸出用の全福センターガイドブックを用意しています。

〈サービス例〉 宿泊施設、レジャー施設、社販マーケット、グルメ、通信講座、引越し、医療保険、

おうちでドック・遺伝子検査など

※施設によってサービス・割引内容が異なります。また、シーズンにより料金が変動する場合がありますので、予

約時に必ず、各施設にお問い合わせ・ご確認のうえ、ご利用ください。

※予約の際は、施設へ「全福センター会員」である旨を申し出て、施設受付で

「かわせみセンター会員証」を提示してください。詳細はガイドブックP39

〈ご注意ください〉

・サービスセンター入会以前
に中退共等へ加入・増額し
た場合は、対象外。
・同居親族のみを雇用してい
る事業所は、対象外。

センター会員証に全福セン
ターのマークがついています

利
お申

＊医療・教育・冠婚葬祭・住宅の増改築は100万円

中央労働金庫（都内本支店）・都内信用組合（子育て・介護支援融資のみ）

中央労働金庫のローンセンターでは土日もお申込ができます。
申込窓口
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利利用用会会員員ののみみななささままへへ
おお申申込込みみ、、そそのの他他どどんんななととききででもも、、ままずず第第一一にに利利用用会会員員番番号号ををおお伝伝ええくくだだささいい。。

サービスセンターの福利厚生

サービスは、会員とご家族の

ためのものです。

適切なご利用を

お願いします。

★利用会員証について

窓口でのお申込・申請の際は、必ず利用会員証を

お持ちください。

代理の方がいらっしゃる場合も、

同様です。

各自で大切に保管してください。

№0000-0000
かわせみ太郎

令和２年１月１日

★給付金（祝金・見舞金・弔慰金）申請

●押印を忘れずに！

利用会員印（２か所）

事業所の証明印（裏面１か所）

●事由発生時と申請時に会員であること

●１つの給付事由につき、１枚の申請書が

必要

●申請内容により添付書類が異なります。

★入退会届・変更届の提出はお早めに！

●FAX申請可（新規事業所の入会手続き

は除く）

●サービスセンターに書類が届いた日が受

付日です。但し、前もって提出する場合

は、退会日、入会日をお知らせください。

●「事業所の廃業」や「退職」など、お仕

事をされていない場合は、資格喪失とな

ります。速やかに退会手続きをお願いし

ます。

かわせみセンター

LINEでもお得情報配信中！

センターＨＰ

★ホームページをご覧ください。

●会報や最新の情報を掲載！

●諸届用紙・申請書もダウンロード可！

●一部チケット・ツアーはホームページから申込み可！

メールアドレス・電話番号の入力は正確にお願いします。

★助成金申請（個人申請の場合）

●フルネームの領収書が必要

●押印を忘れずに！ 利用会員印（２か所）

●事由発生時と申請時に会員であること

●１つの助成事由につき、１枚の申請書が

必要

●申請内容により添付書類が異なります。

＊事業所申請のインフルエンザ予防接種助成
（事業所費用負担時）・定期健康診断受診助
成は、ガイドブック参照

★会費の納入について

●会費振替日までに口座の残高確認を！

●会費未納の場合は、すべてのサービスが

受けられません。

●口座変更の場合は必ず届け出てくだ

さい。
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★次回の会報は３月２日（月）
から配付予定です。

窓口 電話

FAX郵送

メール

HP

042 5816711

042 5816712

業者
電話

https://hino-kfsc.com

info@hino-kfsc.com
業者
FAX

業者
郵送

お支払い方法

お申し込み方法 ●初日8:30受付開始 ●最終日17:00受付終了

利用会員番号・事業所名・氏名・日中の連絡先・事業名などが必要です。

窓口･振込･代引･業者振込 詳細はガイドブックP７をご覧ください。

お友だち登録でお得情報配信！

★１月23日は会費納入日です。 １月～３月分の会費は１月23日（木）に指定の口座から引き落しさせていただきます。
会費未納の場合は、会費納入が確認されるまでサービスが受けられません。

★年末年始の休業のお知らせ 12月28日（土）から１月５日（日）まで、休業いたします。

INFORMATION

会員の広場会員の広場
No.82

パパソソココンン修修理理のの

ゼゼゼゼルルルルダダダダ日日日日野野野野店店店店

●所 在 地：日野市日野本町7-5-13
●Ｔ Ｅ Ｌ：050-3570-6648
●営業時間：10:00～18:00 月曜定休 出張可
●Ｈ Ｐ：https://zelda.space/

パソコンのお困りごと
解決します！

会員名（事業所名） 業 種 所在地 会員名（事業所名） 業 種 所在地

㈱ビーエム 不 動 産 業 万願寺 リフレックス サービス業 神 明

㈱栗山 不 動 産 業 神 明 （社福）貴静会 上田せせらぎ保育園 医療・福祉 上 田

鍼灸治療院飯塚 医療・福祉 多摩平 ㈱エステート日野 不 動 産 業 栄 町

㈱ひのっこファーム 炎上炭火焼鶏ひのっこ 飲 食 業 日野本町 レテラ合同会社 飲 食 業 豊 田

（社福）貴静会 子どもの森あさかわ保育園 医療・福祉 万願寺 遠藤写真事務所 サービス業 平 山

ヘアーサロン ＳｉＮＮ サービス業 大坂上 タカハシ電機 建 設 業 日野本町

㈱ピンポン倶楽部 サービス業 日 野 hair&makeGLaNZ サービス業 日野本町

㈲一瀬カッティング興業 建 設 業 日 野 テックデザイン広告会社 サービス業 多摩平

新規会員紹介 加入年月日：2019年３月～10月

お客様に愛され続けて20年、様々なトラブルを解決してきました。
安心できる店舗型のパソコン修理屋です。持込修理・出張修理・郵送修理をご用
意しておりますので、是非ご利用ください。

会報・ガイドブックに印刷されている

クーポン券をご利用の際、下記にご注意ください。

●必要事項の記入…利用会員番号、利用会員名、大人・子供の区分など

●利 用 限 度 数…会員お一人につき利用できるクーポン枚数・人数

●利用者の範囲…利用会員本人とご家族

●利 用 期 限

利用されたクーポン券は施設で回収後、サービスセンターで確認します。

当サービスセンターで発券・

販売しているすべてのチケット

の転売・転貸行為は一切禁止

です（ネットオークション、

友人等への譲渡等）。

ククククククククーーーーーーーーポポポポポポポポンンンンンンンン券券券券券券券券利利利利利利利利用用用用用用用用ににににににににつつつつつつつついいいいいいいいてててててててて


