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行
程

日野駅（7:00）� 高幡不動駅（7:15）�《中央道》�《東京湾アクアライン》� ほづみ枇杷ランド（びわ

食べ放題30分）� 房総お百姓市場（地元野菜のお買物）� 百年古民家季の音（昼食 海鮮創作料理）�

小泉酒造（酒蔵見学と試飲 お買物）� 道の駅房総四季の蔵（お買物）� 日野市内（18:00頃着予定）

と き 5月17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 8,000円
同居家族 9,000円
関 係 者 11,400円

４月３日（金）～20日（月）まで

集合場所

募集人数

参 加 費

参加費の支払い

※５月７日（木）17時以降はキャンセル料が発生します。

※通常料金は11,500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３月26日までにご連絡

申
込
方
法

電話

FAX

HP

抽選
申込締切

33//1188（（水水））1177::0000

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 バス会社：日の丸自動車

南南南南南南南南房房房房房房房房総総総総総総総総 びびびびびびびびわわわわわわわわ狩狩狩狩狩狩狩狩りりりりりりりりととととととと

百百百百百百百百年年年年年年年年古古古古古古古古民民民民民民民民家家家家家家家家「「「「「「「「季季季季季季季季のののののののの音音音音音音音音」」」」」」」」ででででででで海海海海海海海海鮮鮮鮮鮮鮮鮮鮮鮮創創創創創創創創作作作作作作作作料料料料料料料料理理理理理理理理ののののののののラララララララランンンンンンンンチチチチチチチチ

農産物・農産物加工品・地元農家の手
づくり味噌･房総の地ビール･房総の地
酒･落花生焼酎など多数揃っています。

房房総総おお百百姓姓市市場場

築百年の古民家を改装して創り上げら
れたレストランです。房総の地場食材
を贅沢に使った美味しい日本料理をお
楽しみください。

日帰りバスツアー

新鮮野菜が
いっぱい！
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販売開始

販売中

窓口
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【販売料金】 300円（大人・こども共通券）

【販売枚数】 利用会員１人 5枚まで
※2019年度チケットのため、３月途中
で売り切れる場合があります。

【有効期限】 2020年３月31日

有効期限2020年３月末日までのチケットです。新年度のフリーパス取扱いはありません。

ＨＰ

電話

※後期分・１月特別販売で購入された方にも
販売しています。
※申込後のキャンセルはできません。

３月イベント情報
キャラクターステージショー（プリキュア
ステージショーほか）3/20･21･22･28･29
ふれあい動物園 3/20～22、3/28～30

申
込
方
法電話

窓口

HP

募集販
売

申込締切

33//1177（（火火））1177::0000
※申込者全員に販売。
※申込締切後のキャンセルはできません。

世世界界一一にに認認定定さされれたたププララネネタタ
リリウウムムでで迫迫力力満満点点のの映映像像をを！！ 多多摩摩六六都都科科学学館館
【券 種】 観覧付入館券（展示室＋プラネタリウムまたは大型映像を１回）

【料 金】

【販売枚数】 利用会員１人あわせて5枚まで
【利用期限】 2021年３月31日

【引換期間】 ４月９日（木）～４月27日（月）

区 分 販売料金 一般料金

大 人 500円 1,040円

小 人（４歳～高校生） 200円 420円

５つの体験型展示室もあ

り、身近な科学を楽しみ

ながら学べます。

【所在地】西東京市芝久保町51064
TEL0424696100

温泉･風呂施設 入浴券（前期分）の販売
【対 象】利用会員 【販売枚数】各施設10枚まで

※極楽湯・ロテンは11枚以上も可能。ただし、11枚目から100円増しの料金になります。

施 設 名 利用期限 販売料金 一般料金・備考

極楽湯 多摩センター店 2020年10月31日 450円 平 日 830円 土日祝日 980円

おふろの王様 多摩百草店 2020年11月30日 600円
平 日 800円 土日祝日 950円
☆岩盤温熱「王蒸房」は別料金

国立温泉 湯楽の里 2021年１月31日 650円 平 日 870円 土日祝日 980円

天然温泉 ロテン･ガーデン 購入日から６か月先の月末 550円
平日 760円 土日祝日・特定日 930円
☆ポイントカードの押印対象外

※料金は大人（中学生以上）の料金を表示しています。
※「極楽湯」「湯楽の里」の券面に「ご招待」と記載されていますが、サービスセンターが施設から購入後、更に補助
を付けて販売するものです。

●「利用会員証」提示による割引き●

３月中は、2019年度後期分を販売しています。

入館の際に施設窓口にセンター利用会員証を提示すると割引料金で利用できます。

【対 象】利用会員とその家族

※詳細は３月末に配付の「2020ガイドブック」Ｐ28をご覧ください。

申
込
方
法

窓口 販売期間

44//11（（水水））～～99//3300（（水水））

施 設 名

八王子温泉 やすらぎの湯 道志川温泉 紅 椿 の 湯

東京

202

ＦＦＦＣＣＣ

大大大大大大大大大大大相相相相相相相相相相相撲撲撲撲撲撲撲撲撲撲撲

今年１月、開園70周年！ 2021年リニューアル前の貴重なチケットです。

１枚300円で

販売中

所在地：木更津市江川海岸 お問合せ：江川漁業協同組合 �0438412234

江江江江江江江川川川川川川川海海海海海海海岸岸岸岸岸岸岸「「「「「「「「「潮潮潮潮潮潮潮潮潮干干干干干干干干干狩狩狩狩狩狩狩狩狩」」」」」」」」」チチチチチチチチチケケケケケケケケケッッッッッッッッットトトトトトトトト販販販販販販販販販売売売売売売売売売
潮干狩実施期間
3月14日�～7月23日（祝）

申
込
方
法

販売期間

33//66（（金金））～～77//1177（（金金））
【販売料金】 大人 1,000円（通常料金1,800円）

小人 450円（通常料金 900円）

※小人は４歳以上小学生まで

【販売枚数】 利用会員１人 5枚まで
Ｐ□無料駐車場完備

窓口 電話

HP

※潮干狩とお持ち帰り貝（大人２㎏小人

１㎏まで）は料金に含まれています。

※貸熊手一丁50円（現地窓口にてセンター

会員である旨を伝えてください。）
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東東京京ドドーームム 巨巨人人戦戦観観戦戦
【座 席】 指定席Ｂ（１･３塁の指定はできません）

【料 金】 試合によって異なります。

○印 １枚 3,300円（一般価格 4,100円）
☆印 １枚 3,800円（一般価格 5,100円相当） TOCグルメチケット（1,000円分付）

◆印 １枚 4,300円（一般価格 5,600円相当） TOCグルメチケット（1,000円分）＋「橙魂2020」レプリカユニホーム付

※TOCグルメチケットは東

京ドーム内の飲食移動販

売をはじめ、東京ドーム

シティ内で利用できます。

有効期限があります。お

つりは出ません。

【あっせん枚数】 各試合 6枚
【申込枚数】

利用会員１人あわせて 4枚まで

試合日程 対戦相手 開始時間 引換 試合日程 対戦相手 開始時間 引換

4月17日（金）広 島☆ 18:00

4/1～

5月8日（金）DeNA◆ 18:00
4/14～

4月19日（日）広 島○ 14:00 5月9日（土）DeNA☆ 18:00

4月29日（水･祝）ヤクルト☆ 18:00 5月15日（金）阪 神☆ 18:00

4/22～
4月30日（木）ヤクルト☆ 18:00 5月16日（土）阪 神○ 14:00

5月2日（土）広 島○ 14:00
4/14～

5月26日（火）楽 天◆ 18:00

5月3日（日）広 島○ 14:00 5月27日（水）楽 天☆ 18:00

申
込
方
法

チケット引換：下表の通り
※申込締切後のキャンセルはできません。

電話

HP

先着
順 申込期間

33//99（（月月））88::3300～～33//1177（（火火））1177::0000
22002200 明明治治安安田田生生命命ＪＪ１１リリーーググ観観戦戦チチケケッットト

ＦＦＦＦＣＣＣＣ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
【会 場】 味の素スタジアム

【座 席】 ＦＣ東京ホーム自由席

【料 金】 大 人 1,600円
（当日一般価格2,700円）

Ｕ－18 400円
（当日一般価格 800円）

※U-18は2002年１月１日生まれ以降が対象

【あっせん枚数】 各試合 10枚

【申込枚数】 利用会員１人あわせて 4枚まで

※5/23の試合はAFCチャンピオンズリーグ2020においてラウンド16に進出した場合５月22日（金）19:00に

変更となる可能性があります。

ご了承の上お申し込みください。キャンセルはできません。

試合日程 対戦相手 開始時間 チケット引換

4月 3日（金） 横 浜 Ｆ Ｃ 19:003月24日～

4月12日（日） 大分トリニータ 14:003月24日～

4月18日（土） 湘南ベルマーレ 14:004月 1日～

5月 1日（金） ヴィッセル神戸 19:004月14日～

5月10日（日） サ ガ ン 鳥 栖 14:004月21日～

5月23日（土）※ ベ ガ ル タ 仙 台 14:005月12日～

5月31日（日） 北海道コンサドーレ札幌 14:005月12日～

�F.C.TOKYO

申
込
方
法

チケット引換：下表の通り
※申込締切後のキャンセルはできません。

電話

HP

先着
順 申込期間

33//99（（月月））88::3300～～33//1177（（火火））1177::0000

大大大大大大大大大大大大相相相相相相相相相相相相撲撲撲撲撲撲撲撲撲撲撲撲五五五五五五五五五五五五月月月月月月月月月月月月場場場場場場場場場場場場所所所所所所所所所所所所観観観観観観観観観観観観戦戦戦戦戦戦戦戦戦戦戦戦
【席・料金】 ２階イスＳ席（お弁当お土産付*）11,500円

（一般価格：席料9,000円＋土産4,100円付）

２階イスＢ席（お弁当お土産付*）8,200円
（一般価格：席料5,500円＋土産4,100円付）

＊パンフ・幕の内弁当・ビール・お茶・焼き鳥・土産物

【あっせん枚数】 各日 4枚

【申込枚数】 利用会員１人 2枚まで（１日分のみ）

申込多数の場合は、日ごとの抽選となります。

【申込方法】 以下の事を記入の上お申し込みください。

①大相撲 ②利用会員番号 ③事業所名 ④氏名 ⑤日中連絡の取れる電話番号

⑥希望日（第２希望まで）と枚数

※日付によって（特に土日）はご希望に添えない場合があります。ご了承ください。

観戦日程 席種：２階イス席

初 日 5月10日（日） Ｂ席 ７～11列目

３日目 5月12日（火） Ｓ席 １～３列目

８日目 5月17日（日） Ｂ席 ７～11列目

９日目 5月18日（月） Ｓ席 １～３列目

14日目 5月23日（土） Ｂ席 ７～11列目

※五月場所より入場料・席種が変わりました。

申
込
方
法

申
込
方
法

電話 FAX HP 申込締切

33//1133（（水水））1177::0000
※抽選結果は４月中旬ま
でにサービスセンター
よりご連絡いたします。
※申込締切後のキャンセルはできません。

抽 選
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春春春ををを楽楽楽しししもももううう！！！

おおお得得得なななパパパスススポポポーーートトトででで
申
込
方
法

窓口先着順 販売開始

44//11（（水水））88::3300～～
※よみうりランド・
東武動物公園は、先着順で無くなり次第終了。

施 設 名
券 種

券種の名称 販売料金 一般料金 有効期間 利用の範囲
販売枚数

（利用会員１人）

よみうりランド
ワンデーパス

（夏はプール利用可能）

大人・小人
共 通 券

3,300円

大 人 5,500円

４月１日～
2021年
３月31日

入園＋のりもの
乗り放題＋夏季
はプール

4枚
中 高 生 4,400円

小学生・シニア 3,900円

未就学児 3,400円

東武動物公園
ハッピーフリーパス

大人・小人
共 通 券

1,300円

大 人 5,100円
４月１日～
2021年
３月31日

入園＋動物ゾーン
＋遊園地ゾーン
（のりもの乗り放題）
＋夏季はプール

5枚中 高 生 4,800円

小人・シニア 3,700円

多摩動物公園
入場券

大 人 券 300円 大 人 600円 期限なし 入園 5枚

サ ン リ オ
ピューロランド

パスポート

大 人 券 2,700円 大 人 3,900円

～９月30日
入園＋のりもの
乗り放題

合わせて
4枚

※前期分
小 人 券 1,900円 小 人 2,800円

シ ニ ア 券 1,400円 シ ニ ア 2,200円

立川シネマシティ
鑑賞券

大 人 券 1,000円 大 人 1,800円
４月１日～
2021年
３月31日

シネマシティ・
シネマ２

5枚

綴
込ガガイイドドブブッックク綴綴じじ込込みみのの特特別別利利用用券券・・補補助助券券

よみうりランド特別利用券
〔利用できる券種〕

入園券・ワンデーパス・プール

付きワンデーパス・プールWAI

例）入園券の大人料金
1,800円→1,200円

富士急ハイランド・さがみ湖リゾート
プレジャーフォレスト共通利用補助券
〔利用できる券種〕フリーパス・入園
例）フリーパスの大人料金

富士急ハイランド

6,200円→5,400円
さがみ湖リゾート

4,300円→3,300円

東京サマーランド特別利用券
〔利用できる券種〕

通常フリーパス
夏季フリーパス・夏季入園プール

例）通常フリーパスの大人料金
3,100円→2,100円

４月から利用できる特別利用券（補助券）は３月末に配付する「2020ガイドブック」の巻末に綴じ込んであ

ります。いずれもチケットを購入する際に施設窓口（ローソン・ファミリーマートは店頭）に提出してください。

東京ドームシティアトラクションズ特別利用券
〔利用できる券種〕

ワンデーパスポート

大 人 4,200円→2,600円

中人･シニア 3,700円→2,100円

小 人 2,800円→ 1,700円

幼 児 1,800円→ 900円

綴込

料金は変更
になる場合
があります。

資資資資資資資格格格格格格格

（学）N

（学）N

※シニア料金…よみうり65歳以上 東武動物公園・サンリオ…60歳以上
※多摩動物公園・サンリオ・立川シネマシティについては、３月中は2019年度分チケットを販売しています。

ローソン・ファミリーマート助成券
〔利用できるチケット〕ローチケHMV・Famiポートで扱う観劇・映画・イベント・コンサート・

スポーツのチケットを現金で購入する場合。１枚につき400円の補助が受けられます。

〔利用できるお店〕ロ ー ソ ン→市内７店舗

ファミリーマート→日野･武蔵野･三鷹･西東京の各市のファミリーマートのお店

実

横横横横横浜浜浜浜浜

スポ
日

問

問

問

問

問

問
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資資資資資資資資格格格格格格格格のののののののの大大大大大大大大原原原原原原原原 簿記・FP・宅建士など

パパ ソソ ココ ンン 教教 室室シルバー人材センター

対 象 利用会員 助成金額 １講座 2,000円（年度内２講座まで）

利用方法 直接シルバー人材センターに申し込み、受講料を支払ってください。

受講開始後、申請書に領収書を添えてサービスセンターに申請してください。

（（学学））NNHHKK学学園園 生生涯涯学学習習通通信信講講座座

（（学学））NNHHKK学学園園 オオーーププンンススククーールル
対 象 利用会員

助成金額 １講座 2,000円（NHK学園生涯学習通信講座を含め年度内２講座まで）

利用方法 直接生涯学習センターに申し込み、受講料を支払ってください。

受講開始後、申請書に領収書を添えてサービスセンターに申請してください。

生涯学習助成をご利用ください！ 詳細は、ガイドブック（2020年度版）参照

対 象 利用会員 助成金額 １講座 2,000円（年度内２講座まで） 各講座受講料５％割引き（割引対象外あり）

利用方法 日野市勤労者福祉サービスセンターの会員と申し出て、直接、大原人材開発センターに申し込み

※サービスセンターへの助成金の申請は不要

受講料割引特典 ※サービスセンターを通じてのお申し込みの場合のみ適用

対 象 利用会員・家族 割引特典 １講座 2,000円の割引（年度内回数制限なし。対象外の講座あり）

サービスセンターの助成金申請

対 象 利用会員 助成金額 １講座 2,000円（NHK学園オープンスクールを含め年度内２講座まで）

利用方法 受講開始後、申請書に領収書を添えてサービスセンターに申請してください。

割引特典とサービスセンター助成の両方が受けられます。

対 象 利用会員（受講料2,000円以上の2020年１月以降開催のコース型教室が対象）

助成金額 １講座 2,000円（年度内２講座まで）

利用方法 直接日野市市民の森ふれあいホールに申し込み、受講料を支払ってください。

受講開始後、申請書に領収書を添えてサービスセンターに申請してください。

対 象 利用会員 助成金額 １講座 2,000円（年度内２講座まで）

利用方法 利用会員証提示のうえ、直接生涯学習センターに申し込み、受講料を支払ってください。

受講開始後、申請書に領収書を添えてサービスセンターに申請してください。

実実践践女女子子大大学学生生涯涯学学習習セセンンタターー

横横横横横横浜浜浜浜浜浜八八八八八八景景景景景景島島島島島島 春春春春春春のののののの感感感感感感謝謝謝謝謝謝月月月月月月間間間間間間ののののののごごごごごご案案案案案案内内内内内内
期間中、アクアリゾーツパス・ワンデーパスがお得な料金で利用できる割引券をセンター窓口で配付中！

（ご希望の方にはメール・FAXでもお送りします。）

例）アクアリゾーツパス 大人3,000円→2,100円 ワンデーパス 大人5,200円→3,800円

実施期間 ３月１日（日）～３月31日（火）

ススポポーーツツ＆＆カカルルチチャャーー教教室室
日日野野市市市市民民のの森森ふふれれああいいホホーールル主主催催

問問 �0425842555

日野市市民の森ふれあいホール検索

問問 �0425723151㈹（団体受講係）

問問 国立本校教室 �0425723901
くにたち（駅前）教室 �0425740570
あきる野教室 �0425504777

問問 �0425891212

問問 �0425818171

問問 �0332346220
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あっせん枚数 1166枚

料 金 全席指定 4,200円
（通常前売5,000円）

ひの煉瓦ホール 大ホール

4月25日（土）

プリンスアイスワールド 2020-2021inYOKOHAMA
「BrandNew StoryⅡⅡ」

KOSE新横浜スケートセンター

料 金 Ｓ席 おとな 8,200円
こども 3,400円

（通常料金 おとな 10,000円、こども 5,000円）

あっせん枚数 各６６枚

14:00開演

申
込
方
法

電話

HP

先着
順 申込期間

33//1100（（火火））88::3300～～33//1177（（火火））1177::0000
※「絢香」は3/12（木）17:00まで

■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 4/7（火）～4/21（火）
※「四季」の引換えは、4/15（水）から
※「絢香」「髙橋」の引換えは、サービスセンターより連絡（５月中旬予定）
※座席は指定席で、お選びいただけません。
※「プリンス」「四季」以外は未就学児入場不可

高嶋ちさ子～ゆかいな音楽会～

美美美美美美美美美美術術術術術術術術術術

お申込時には、必ず利用会員番号を
お知らせください！

★ABBAの名曲に彩られたあの傑作を、横浜で！
※３歳以上有料。膝上鑑賞不可。
２歳以下入場不可

赤坂大歌舞伎 怪談 牡丹燈籠

ディズニー･オン･クラシック プレミアム

絢香 LIVETOUR2020
“遊音倶楽部～2ndgrade～”

あっせん枚数 1100枚

あっせん枚数 1100枚

あっせん枚数 1122枚

料 金 Ｓ席 10,000円
（通常 11,000円）

料 金 Ｓ席 7,500円
（通常料金 9,800円）

KAAT神奈川芸術劇場

なかのZERO

府中の森芸術劇場 どりーむホール

5月17日（日）

5月31日（日）

劇団四季ミュージカル「マンマ･ミーア!」

WAHAHA本舗PRESENTS
WAHAHA本舗全体公演「王と花魁」

IwataniPresents

髙橋真梨子 Concertvol.442020
supportedbyTACHIHI

6月4日（木）

TBS赤坂ACTシアター

立川ステージガーデン

府中の森芸術劇場
どりーむホール

料 金 Ｓ席 10,500円（通常料金 13,500円）

料 金 Ｓ席 7,400円
（通常 8,900円）

料 金 全席指定（通常料金 7,900円）

あっせん枚数 各６６枚

あっせん枚数 各1100枚

あっせん枚数 1166枚

出 演 高嶋ちさ子

出 演 中村獅童 中村勘九郎 中村七之助 ほか

13:00開演

★「アナと雪の女王２」「塔の上のラ
プンツェル」「ズートピア」など
５作品に焦点を当てたコンサート！

14:30開演

出 演 柴田理恵 久本雅美

佐藤正宏 ほか

18:30開演
7月4日（土）18:00開演

料 金 全席指定

（通常料金 8,800円）

※申込後のキャンセルはできません。

予定曲 「四季」よりメドレー：ヴィヴァルディ
映画音楽メドレー ほか

① 4月25日（土）11:00開演

② 4月26日（日）11:00開演

出 演 プリンスアイスワールドチーム

※３歳以下膝上１名無料。こども料金は小学生以下

ゲスト
荒川静香
宇野昌磨
本田真凜 ほか

① 5月 6日（水休）
11:00開演

② 5月13日（水）
13:00開演

① 5月16日（土）15:00開演

② 5月17日（日）15:00開演

PresentationlicensedbyDisneyConcerts.�Disney

出 演 リチャード・カーシー（指揮）

THEORCHESTRA JAPAN

（オーケストラ）ほか

※料金はサービスセンターＨＰ「お知らせ」に掲載 ※料金はサービスセンターＨＰ「お知らせ」に掲載

東東東東東東東東東京京京京京京京京京デデデデデデデデデ

★約７年ぶりのカバーアルバム発売とともに全国ツアー開催決定！

＠八王子いちょうホール春風亭小朝 独演会 14:00開演

全席指定 3,000円（通常 4,000円） 申込期間 3/6（金）8:30～3/13（金）17:00 引換は3/19～

4月5日（日）電話

HP

先着
10枚
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申
込
方
法

窓口 電話 販売開始

33//66（（金金））88::3300～～

HP

美美美美美美美美美美美術術術術術術術術術術術展展展展展展展展展展展・・・・・・・・・・・イイイイイイイイイイイベベベベベベベベベベベンンンンンンンンンンントトトトトトトトトトトチチチチチチチチチチチケケケケケケケケケケケッッッッッッッッッッットトトトトトトトトトト
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）

特別展

「法隆寺金堂壁画と百済観音」
3月13日（金）～5月10日（日）
休館日：月曜日

※ただし3/30・5/4は開館

東京国立博物館
本館 特別４室･５室

【料 金】

一般 700円
（当日料金 1,200円）

※中学生以下無料

※販売期限：5/8（金）17:00まで

3月11日（水）～6月1日（月）
休館日：火曜日、5/7

※ただし5/5は開館

国立新美術館
企画展示室２Ｅ

【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：5/29（金）17:00まで

古典×現代2020

時空を超える日本のアート

（上）葛飾北斎《冨嶽三十六景神
奈川沖浪裏》江戸時代・19世紀
和泉市久保惣記念美術館
（下）しりあがり寿《ちょっと可
笑しなほぼ三十六景 太陽から
見た地球》2017年 作家蔵

※いずれも展示期間は５月８日
（金）～６月１日（月）

１デーパスポート
大 人（18歳以上） 中 人（中学生・高校生） 小 人（幼児・小学生）

8,200円 → 6,200円 6,900円 → 4,900円 4,900円 → 2,900円

配付開始

33//2277（（金金））88::3300～～

申
込
方
法東東東東東東東東東東京京京京京京京京京京デデデデデデデデデディィィィィィィィィィズズズズズズズズズズニニニニニニニニニニーーーーーーーーーーラララララララララランンンンンンンンンンドドドドドドドドドド／／／／／／／／／／東東東東東東東東東東京京京京京京京京京京デデデデデデデデデディィィィィィィィィィズズズズズズズズズズニニニニニニニニニニーーーーーーーーーーシシシシシシシシシシーーーーーーーーーー

東京ディズニーランド／東京ディズニーシーのチケット等が2,000円引きに

なる「補助券」です。

【配付枚数】 利用会員１人 2枚まで（年度内）
※代理で来られる方は、頼んだ方の会員証を提示してください。

【利用場所・方法】 現地、「東京ディズニーリゾート・オンライン予約・購入サイト」、

一部のディズニーストアなど（2020ガイドブック Ｐ20でご確認ください。）

◆利用券を使った場合の料金

コーポレートプログラム利用者専用サイト情報

「東京ディズニーセレブレーションホテル」宿泊割引（客室10％割引）

宿泊開始 ４月２日（木） 予約開始 ４月１日（水） パスワード：DCHDCP2020

詳細は専用サイトで dcp.go2tdr.com

窓口

2020年度 東京ディズニーリゾート・コーポレートプログラム利用券の配付

2,000円券

4月16日（木）～7月5日（日）
休館日：月曜日

※ただし5/4、6/29は開館

東京都美術館
企画展示室

【料 金】

一般 900円
（当日料金 1,600円）

※中学生以下無料

※販売期限：7/3（金）17:00まで

ボストン美術館展

芸術×力

《孔雀図》増山雪斎 江戸時代、
享和元年（1801）
Museum ofFineArts,Boston,
Fenollosa-WeldCollection
AllPhotograph� Museum of
FineArts,Boston

リラックマ＆すみっコぐらしフェスティバル

4月24日（金）～5月31日（日） アソビル３階 STAMPHALL（横浜駅直結１分）

【料 金】大 人 800円（当日料金 1,300円） 子 供（３歳～小学生）400円（当日料金 700円）

※販売期限：5/15（金）17:00まで �2020San-XCo.,Ltd.AllRightsReserved.

新規契約
医療機関のご案内

人人間間ドドッックク･･脳脳ドドッッククのの対対象象ととししてて
下下記記２２つつのの医医療療機機関関がが追追加加さされれままししたた。。

４月１日から利用
ができます。

【助成対象】 利用会員 【助 成 額】 5,000円（自己負担額5000円以上対象） 詳細は2020ガイドブックP18

人間ドック 百草の森ふれあいクリニック

所在地：日野市百草1042番地22

電 話：0425997068 FAX：0425997069

脳ドック 原脳神経外科クリニック

所在地：日野市多摩平13141F

電 話：0425148550

※ほかの種類のチケット（サンクスフェスティバルパスポート・スターライトパスポートなど）にも使えます。

※３月末までに退会される方について
は、配付対象外となります。

配付

げい と ちからじゅつ
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★次回のかわせみは４月28日
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！

★「2020年度ガイドブック」を３月末に配付します。

INFORMATION

★３月31日（火）の窓口受付は、決算業務のため15時までとさせていただきます。

夕食イメージ

【
行

程
】

6/21
（日）

日野駅（6:30頃発）�〈中央道・長野道〉� 道の駅風穴の里（休憩）� 上高地（昼食・上高地食堂・松花堂弁当/河童橋、

明神池等自由散策）� 日本一の山岳ルート絶景の乗鞍スカイラインドライブ � 乗鞍畳平（残雪と大自然を満喫）�
飛騨高山温泉 ひだホテルプラザ（高山の街並みを眺望できる二つの大浴場と露天風呂自家源泉天然温泉100％）（17:15頃着）

6/22
（月）

朝食後、高山朝市、高山別院及び古い街並みなど自由散策（散策マップでご案内）

ホテル（9:45発）� 白川郷城山天守閣（展望見学）� 世界遺産白川郷散策 � 白川郷合掌造食事処忠兵衛

（昼食・白川郷定食）� 赤かぶの里（休憩・お買物）�〈長野道・中央道〉� 日野駅（20:30頃）

＊出発時間は、各市の参加状況により決定します。詳細は、後日参加者にご案内します。 取扱旅行会社 ㈱セラン セラントラベル東京支店

・マイカーでは乗り入れ規制のため直接アクセスできない標高2702ｍに達する乗鞍スカイラ
インや上高地に観光バスで直接乗り入れます。
・宿は展望露天風呂と２つの大浴場を備えた自家源泉天然温泉で飛騨高山温泉の中心に位置
し、高山朝市・街並み観光も徒歩で行けます。
・特別名勝 上高地河童橋周辺と世界遺産 白川郷の合掌集落をのんびり散策できます。

区 分 ２名１室（洋室）

利用会員 26,000円

同居家族 28,000円

関 係 者 30,500円

近隣８市合同１泊２日バスツアー

申
込
方
法

FAX

電話

HP

先着順 申込開始

33//55（（木木））88::3300～～雲雲雲上上上ののの絶絶絶景景景 乗乗乗鞍鞍鞍スススカカカイイイララライイインンンバババスススドドドララライイイブブブととと
上上上高高高地地地・・・飛飛飛騨騨騨高高高山山山・・・世世世界界界遺遺遺産産産 白白白川川川郷郷郷ののの旅旅旅

＊申込時には、利用会員番
号が必要です。

◆入院見舞給付金 2020年４月以降に会員が退院した場合

申 請 回 数 年度内１回 見 舞 金 10,000円

対 象 日 数 連続して５日以上入院（傷病に限る）

申請有効期間 退院から１年以内

※2020年３月31日以前に退院した見舞金は、旧制度の給付額

となります。お早めに申請してください。

詳細はガイドブック2020年度版
（３月末配付）を参照ください。

◆勤労者生活資金融資あっせん

実施主体の変更に伴い（日野市→サービス

センター）、申込方法や利率等が変更します。

◆販売料金の変更

４月１日販売分から料金が変更になる施設

があります。ご確認のうえ、購入してください。

【日 程】6月21日（日）～22日（月）
10名

４月１日（水）から５月８日（金）まで

日野駅【集合場所】

【募集人数】

【参加費の支払い】
＊６月５日（金）17:00以降は通常料金を基準にキャンセル料金がかかります。

（1名あたりの料金）

＊通常料金は32,500円です。

＊３名１室・４名１室も同額(和室２間）

【参 加 費】

乗鞍スカイライン

上高地河童橋 �上高地観光旅館組合

白川郷 写真提供 岐阜県白川村役場

小小･･中中･･高高校校入入学学祝祝金金受受付付はは、、
44月月66日日（（月月））かからら 事前申請不可

※詳しくはガイドブックP８･９をご覧ください。


