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日帰りバスツアー

行
程

高幡不動駅（8:15）� 日野駅（8:35）�《中央道・富士スバルライン》� 富士山五合目（散策）「五合園レスト

ハウス」（昼食）� 忍野八海（散策）� 里の駅いちのみや（国産落花生詰め放題 買い物）� 紅玉園（シャインマスカット

園内食べ放題30分）�《中央道》� 日野市内（18:30頃着予定）

※ツアー実施にあたり、新型コロナウイルス対策をしております。詳細はＨＰをご覧ください。

と き 9月12日（日）雨天決行

利用会員 7,800円 同居家族 8,800円 関 係 者 12,600円

日野駅・高幡不動駅集合場所

35名（最少催行人員30名）募集人数

参 加 費

参加費の支払い ８月20日（金）まで

※新型コロナウイルス感染防止対応の状況により、

行程の変更や中止される場合があります。

取扱旅行会社 国際急行観光株式会社

申
込
方
法

電話 FAX ＨＰ抽選
※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。

※抽選結果はサービスセンターから7/30
までに申込代表者へご連絡

※通常料金は12,640円です。 ※３歳以下は座席代として1,000円をいただきます。

※９月１日（水）17：00以降はキャンセル料がかかります。

写
真

は
イ
メ
ー
ジ
で
す
。

忍野八海

申込締切

77//1144（（水水））1177::0000

富士山五合目の散策「五合園レストハウス」で昼食
MT.FUJI世界遺産弁当 日本の伝統的な味の詰め合わせです。

シシシシシシシャャャャャャャイイイイイイインンンンンンンマママママママスススススススカカカカカカカッッッッッッットトトトトトト狩狩狩狩狩狩狩りりりりりりり
五五合合目目名名物物めめろろんんぱぱんん＆＆
落落花花生生詰詰めめ放放題題

五合目名物
富士山めろんぱん
お土産付

千葉産落花生詰め放題
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申
込
方
法

業者
郵送

申込期間

77//77（（水水））～～77//1122（（月月））

業者
FAX

※申込後のキャンセル及び変更はできません。

【申 込 数】 利用会員１人 あわせて4箱まで

【発 送 日】 ８月下旬頃からの予定

現 地 申 込

東根市農業協同組合へ下記の�～�を明記のうえ、はがき・FAXでお申込ください。※７月12日必着

�日野市勤労者福祉サービスセンター �品名 �個数 �会員番号 �会員氏名 �会員住所（〒）

	電話番号 �配達希望住所（〒）・氏名・連絡先（ただし、関東近県に限る）

※⑧は会員住所以外のところに配達を希望する方のみ記入 ※サービスセンターでは受付けませんので、ご注意ください。

※天候により色・サイズにバラつき、発送時期が前後することがあります。

ぶぶぶぶどどどどうううう「「「「シシシシャャャャイイイインンンンママママススススカカカカッッッットトトト」」」」
甘みが強く、皮ごと食べられる大粒マスカット！食べごたえがあり、人気バツグン！

内容・料金（税･送料込み）

品 名 ・ 内 容 あっせん価格 一般価格 販売数

シャインマスカット 800g×２房 3,980円 5,500円 100箱

※天候により色・サイズにバラつき、発送時期が前後することがあります。

もももももももも「「「「川川川川中中中中島島島島白白白白桃桃桃桃」」」」
果肉は締まっていて、しっかりとした歯ざわりの食感。

甘さは十分にあり、酸味が少なく日持ちがするのが特徴です。

内容・料金（税･送料込み）

品 名 ・ 内 容 あっせん価格 一般価格 販売数

①川中島白桃 ３㎏ 10～12玉 2,250円 3,500円
100箱

②川中島白桃 ５㎏ 18玉 2,970円 4,300円

先着順

【申 込 数】 利用会員１人2箱まで

【発 送 日】 10月上旬頃からの予定

【申込・問い合わせ先】 東根市農業協同組合「よってけポポラ」

〒9993729山形県東根市中央東３丁目716 電話 0237（41）0288 FAX0237（43）6360

受付時間 午前９時30分～午後５時30分（無休）

【支払方法】 申込者宛に専用の「郵便振替用紙」が送られますので、指定期日までにお支払いください。

イ
メ
ー
ジ
で
す

おおお 届届届 けけけ ぐぐぐ るるる めめめ

山山形形県県東東根根市市かかららのの産産地地直直送送
新規商品

イ
メ
ー
ジ
で
す

たたたたたたたたたんんんんんんんんんばばばばばばばばばらららららららららラララララララララベベベベベベベベベンンンンンンンンンダダダダダダダダダーーーーーーーーーパパパパパパパパパーーーーーーーーーククククククククク特特特特特特特特特別別別別別別別別別入入入入入入入入入園園園園園園園園園割割割割割割割割割引引引引引引引引引券券券券券券券券券配配配配配配配配配付付付付付付付付付中中中中中中中中中！！！！！！！！！

◇所在地 群馬県沼田市玉原高原 ◇TEL0278239311

ご希望の方は、センター窓口にお越しください。

センターＨＰ（お知らせ覧）からも入手できます。 パスワード【会報に記載】
【優待料金】大人（中学生以上）一般1,000円 500円 ※こども無料 １枚につき４名まで有効

【有効期間】2021年７月10日～８月22日（予定）
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おお 届届 けけ ぐぐ るる めめ

利用方法 【要予約】

◆ご予約の際に、「日野市勤労者福祉サービスセンターのクーポンを利用」とお伝えください。

◆クーポン（利用人数、会員番号、会員名を記入）を切り取って、来店時に係員へお渡しください。

◆クーポン１枚で４名様まで有効（利用会員１人につき１枚利用可）

※満席等によりご予約いただけない場合があります。 ※感染症対策は、各施設のホームページを御覧ください。

※状況により、営業時間・提供方法及び内容が変更となる場合や休業となる場合があります。

ク
ー
ポ
ン

利用会員番号 －

利用会員名

○無記名無効
○コピー不可

京王プラザホテル多摩 レストラン〈樹林〉 �0423745932 要予約

レストラン予約受付：９：00～17：00

期間：2021年７月１日（木）～９月30日（木）
ランチ 平日11：30～15：30（L.O.15：00）土日祝11：30～15：00（L.O.14：30）

平日

大人（中学生以上） 2,300円→ 1,570円× 人

シニア（60歳以上） 2,000円→ 1,300円× 人

小学生 1,300円→ 670円× 人

土日祝

大人（中学生以上） 2,800円→2,020円× 人

シニア（60歳以上） 2,400円→ 1,660円× 人

小学生 1,500円→ 850円× 人

ランチクーポン

※枠内に人数を記入してください。※本券１枚で計４名様まで有効

〈ランチバイキング〉
メニューは月替わり
です
◆90分制 ◆コーヒー･

紅茶・オレンジジュー

ス・コーラ・ジンジャ

エール 他含まれます
◆未就学児は通常料

金となります（４歳

以上の幼児 900円。

３歳以下無料）

写真はイメージです

サササササササササササマママママママママママーーーーーーーーーーーララララララララララランンンンンンンンンンンチチチチチチチチチチチ クククククククククククーーーーーーーーーーーポポポポポポポポポポポンンンンンンンンンンン
～～夏夏休休みみ、、おお好好ききななググルルメメででちちょょっっとと贅贅沢沢～～

◇所在地 多摩市落合143（多摩センター

駅徒歩３分）◇駐車場あり（利用額2,160

円以上で２時間無料）

税・サ料込

税・サ料込

◇所在地 八王子市旭町141（JR八王子駅北口前）◇駐車場あり

（利用額2,000円以上で３時間無料）

「ジャスミン」イメージ

※枠内に人数を記入してください。※本券１枚で計４名様まで有効

ランチクーポン

ランチ 11：30～15：30（L.O.15：00）

ランチコース「ジャスミン」 2,650円→ 1,850円× 人

平日限定「南園ランチ」 1,850円→ 1,150円× 人

期間：2021年７月１日（木）～９月30日（木）

京王プラザホテル八王子 中国料理〈南園〉 �0426566721 要予約

レストラン予約受付：10：00～18：00

○無記名無効
○コピー不可

利用会員番号 －

利用会員名

発行 （一社）日野市勤労者福祉サービスセンター TEL042－581－6711

発行 （一社）日野市勤労者福祉サービスセンター TEL042－581－6711

「南園ランチ」イメージ

発行 （一社）日野市勤労者福祉サービスセンター TEL042－581－6711

利用会員番号 －

利用会員名

○無記名無効
○コピー不可

八王子日本閣 レストラン〈フローラ〉 �0426764128（レストラン直通）要予約

予約受付：平日10：00～18：00 土日祝10：00～19：00

ランチ 11：00～15：00（L.O.14：30）

フランス料理 シーズナルランチ（ハーフコース） 3,000円→ 2,250円× 人

フランス料理 特別ランチ（フルコース） 5,000円→ 4,150円× 人

ランチクーポン

※枠内に人数を記入してください。※本券１枚で計４名様まで有効

◇所在地 八王子市鑓水5302 ◇無料駐車場完備 ◇ＪＲ八王子駅

南口から無料送迎バスあり（所要時間約10分）。乗り場・時刻表は施

設ＨＰ、または直接施設にお問い合わせください。

税・サ料込

期間：2021年７月１日（木）～９月30日（木）＊月・火曜定休（祝日は営業）

写
真
は
イ
メ
ー
ジ
で
す

“緑に囲まれたテラス席でのお食事もできます”

��

��

��
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【料 金】 800円（通常料金 大人当日1,800円または1,900円）

【枚 数】 利用会員１人 4枚まで（先着50枚）
【上映開始】 ８月６日（金） 全国ロードショー

【出 演】 沢田研二・菅田将暉 永野芽郁・野田洋次郎／
北川景子・寺島しのぶ・小林稔侍・宮本信子 ほか

【上映劇場】 立川シネマシティ・TOHOシネマズ立川立飛・TOHOシネマ

ズ南大沢・MOVIX昭島・イオンシネマ多摩センター ほか

◆ネットで座席指定できる「ムビチケカード券」での販売となります。

立川シネマシティは、ネットでの座席指定ができません。

申
込
方
法

※先着順で、無くなり次第終了
※申込後のキャンセルはできません。

窓口

電話

HP

販売期間

77//77（（水水））88::3300～～88//3311（（火火））1177::0000

先着順

これは、“映画の神様”を信じ続けた男の人生とともに紡がれる愛と友情、そして家族の物語。

�2021「キネマの神様」製作委員会

映画全国共通鑑賞券

施設名 プール営業日 取扱券種
販売料金

（または補助券利用料金）
チケットの
有効期限

枚数限度
（利用会員１人）

摘 要

さがみ湖リゾート
プレジャーフォレスト

「じゃぶじゃぶパラダイス」

6/26�～
8/29�
予定

フリーパス
大 人 3,300円
こども 2,600円

2022年
３月31日

5枚 ガイドブック巻末綴込
Ｐ55

東京サマーランド
屋外プール
7/1�～
9/30�

夏季1Dayパス

大 人 2,900円
中学生 2,300円
小学生 1,700円
幼児･シニア 500円

９月30日 4枚 ガイドブック巻末綴込
Ｐ57

２２２２００００２２２２１１１１ ププププーーーールルルル情情情情報報報報！！！！

利用補助券

利用補助券

営業予定の施設

新型コロナウイルスの影響で
営業の中止または営業期間が
変更になる場合があります。

中止または人数制限により扱えない施設

施設または券種 プール営業 備 考

日 野 市 民 プ ー ル 中止

昭和記念公園レインボープール 中止または縮小

よみうりランドプール券 施設Web申込みによる完全予約制営業 当日、現地では購入できません。

今年もプールの季節がやってきたけれど！
ざざんんねねんん!!

クククク オオオオ カカカカ ーーーー ドドドド
4,500円（5,000円券） 有効期限なし

1100％％

おお得得！！

申
込
方
法

FAX HP 申込締切

77//1166（（金金））1177::0000

郵送
※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。

募集
販売

【販売枚数】 利用会員１人 1枚
【申込方法】 ①～⑤を明記してお申込ください。

①クオカード申込 ②利用会員番号 ③事業所名

④氏名 ⑤連絡先電話番号

【引換期間】 ８月10日（火）～８月27日（金）（厳守）

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

【販売枚数】年度内 利用会員１人 20枚まで 450円 21枚目から490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

ジェフグルメカード 検索�

松松竹竹映映画画110000周周年年記記念念作作品品

山山田田洋洋次次監監督督最最新新作作「「キキネネママのの神神様様」」

東東東東東東東東東東武武武武武武武武武武
法法法法法法法法法人人人人人人人人人

サササササササササンンンンンンンンン
スススススススススペペペペペペペペペ

レ

※「じゃぶじゃぶパラダイス」は、7/21（水）まで土日のみの営業となります。

ムビチケガイド

※サマーランドは、チケットの他に「日付指定整理券」が必要です。（ガイドブックP24を参照）
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10％

お得！

10％

お得！

申
込
方
法電話

窓口

HP

募集販
売

申込締切

77//1166（（金金））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。

東東東東東東東東東東東武武武武武武武武武武武動動動動動動動動動動動物物物物物物物物物物物公公公公公公公公公公公園園園園園園園園園園園
法法法法法法法法法法人人人人人人人人人人アアアアアアアアアアトトトトトトトトトトララララララララララククククククククククシシシシシシシシシショョョョョョョョョョンンンンンンンンンンパパパパパパパパパパススススススススススセセセセセセセセセセッッッッッッッッッットトトトトトトトトト

【販売料金】 1,600円（大人・こども共通券）

※一般料金 大人 5,100円 中高生 4,800円小人・シニア 3,800円

【販売枚数】 利用会員１人5枚（後期分）

【有効期限】 2022年３月31日

【利用対象】 入園＋動物ゾーン＋遊園地ゾーン（のりもの乗り放題）

※プールは利用できません。プール利用希望の方は、別に日時指定のWEBチケットを購入ください。
※混雑が予想される場合は、人数を制限することがあります。

【引換期間】 ８月６日（金）～８月20日（金）

後期分

申
込
方
法

販売期間

77//77（（水水））88::3300～～99//2244（（金金））1177::0000

窓口

ササササササササササンンンンンンンンンンリリリリリリリリリリオオオオオオオオオオピピピピピピピピピピュュュュュュュュュューーーーーーーーーーロロロロロロロロロロ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
ススススススススススペペペペペペペペペペシシシシシシシシシシャャャャャャャャャャルルルルルルルルルルデデデデデデデデデデーーーーーーーーーーチチチチチチチチチチケケケケケケケケケケッッッッッッッッッットトトトトトトトトト

利用期間：７月17日（土）～９月30日（木）

☆サンリオピューロランドの入場にはパスポートと来場予約が必要となります。詳しくは施設HPをご確認ください。

【料 金】
区 分

スペシャルデー価格 一般料金

全 日 平 日 土日祝日

大 人（18歳～64歳）

1,700円
3,300円 3,900円

小 人（３歳～高校生） 2,500円 2,800円

シニア（65歳以上） 2,500円 2,800円

【券 種】 大人・小人・シニア共通券

【内 容】 パスポート（入場＋フリーアトラクション）

【枚 数】 利用会員１人4枚まで

�2021SANRIOCO.,LTD.APPROVAL
No.P1306063S/D･G

※スペシャルデー以外の通常パスポートは、
年間を通して随時販売しています。
大人 2,700円 小人 1,900円 シニア 1,900円

☆休館日については、直接施設にお問い合わせください。

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 TOHOシネマズ イオンシネマ

〈ご利用方法〉ベネフィット・ステーションログイン後、下記の手順で申し込み。詳細はガイドブックP38・39参照

トップ画面から申込み
メールでデジタルコード

を受け取る
施設公式サイトでチケット申込時にコード入力

ごご利利用用くくだだささいい！！

他にもメニューがたくさん！
ビックカメラ、島忠Home's、三井アウトレットパーク、
楽天市場、フリーｅラーニングなど

緊急事態宣言発出等によるレジャー・温泉施設の休業に伴い、チケットの有効期限が延長

されています。各施設ＨＰまたはセンターＨＰの「お知らせ」覧で内容をご確認ください。

センターＨＰでは、情報を随時更新しています。

〈有効期限延長〉

TOHOシネマズ 2021/５/31→2021/８/31 極楽湯 多摩センター店 2021/４/30→2021/７/31

おふろの王様 多摩百草店 2021/５/31→2021/８/31 よみうりランド 丘の湯 2021/３/31→2021/９/30

ロテン・ガーデン 2020/２/29～2021/10/31→2021/11/30 スパ ラクーア 2021/５/31→2021/10/31

季乃彩 2021/５/31→2021/９/30 秋川渓谷 瀬音の湯 2021/10/31→2021/11/30 など
（2021.6.20現在）

レレジジャャーー施施設設のの休休業業にによよるるチチケケッットト有有効効期期限限のの延延長長ににつついいてて

お出かけの際には施設ＨＰで最新の情報をご確認ください！

ベネフィット・ステーションのオンライン利用に変わりました！
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チチチケケケッッットトト
案案内内

申
込
方
法

電話

HP

先着
順 申込期間

77//77（（水水））88::3300～～77//1133（（火火））1177::0000

■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 下記公演ごとに記載

※座席は指定席でお選びいただけません（隔席の場合あり）。

※感染症対策は各公演の公式ＨＰをご覧ください。

※料金は当センター補助をつけた金額です。

お申込時には、必ず利用会員番号を
お知らせください！

DRUM TAO

MANGEKYO PROJECT2021
新作 Ｗ－1（ダブリュワン）

あっせん枚数 1100枚

料 金 全席指定

3,300円
（通常 4,300円）

ひの煉瓦ホール 大ホール

LUMINE０（ルミネゼロ/新宿）

料 金 全席指定 5,800円
（通常 8,500円）

あっせん枚数 各66枚

※申込後のキャンセルはできません。

ひの亭煉瓦寄席 特撰東西落語名人会

引引換換 77//2288～～88//55

引引換換 77//2266～～88//22

② 13:00開演

あっせん枚数 1100枚

料 金 全席指定 2,000円
（通常 3,300円）

ルネこだいら
（西武新宿線小平駅南口）

リアル恐竜ショー

恐竜パーク

8月4日（水）

★かわいい赤ちゃん恐竜から大きな肉食恐竜まで登場！家族全
員で楽しく学べるリアル恐竜ショー！

※３歳以上有料、２歳以下膝上１名無料

11月28日（日）

あっせん枚数 2266枚

料 金 Ｓ席ファミリーゾーン

大 人 11,000円
子ども 5,500円
（通常 大 人13,750円、

子ども 6,875円）

NOMURA野村證券ミュージカルシアター

JR東日本四季劇場［春］
（浜松町）

－ディズニーミュージカル最新作－

劇団四季『アナと雪の女王』

16:00開演
12:30開演

① 13:00開演8月7日（土）
8月8日（日）

申
込
方
法

夏休み恐竜展セット

【枚 数】 利用会員１人あわせて 5枚まで ※親子セットは、１セット２枚分として扱います。

※最新の営業状況を確認の上、お出かけください。

ギャラリー アーモで開催される『恐竜展2021』と東京ドームシティ

アトラクションズ乗り物券がセットになったお得なチケットです。

�ココロ

9月1日（水）

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

東京ドームシティで
遊んで！学べる！ 電話

窓口 販売期間

77//77（（水水））88::3300～～88//1166（（月月））1177::0000

※先着順。なくなり次第終了。
※申込後のキャンセルはできません。

先着
順

HP

種 類 区 分 通常料金 販売料金

①恐竜展2021チケット
＋乗り物２回券

一 般 最大3,900円相当 1,400円

こども（４～12歳） 最大3,300円相当 900円

②恐竜展2021
《一般＋こども》
＋乗り物４回券

親子セット 最大7,200円相当 2,200円

【開催期間】 2021年7月10日（土）～9月5日（日）10：00～18：00 ※最終入館は閉館の30分前まで

【開催場所】 東京ドームシティ GalleryAaMo（ギャラリー アーモ）

【料 金】

引引換換 88//1100～～88//2277

引引換換 1111//11～～1111//1199

14:00開演

出 演 桂文珍

三遊亭小遊三

※２歳以下入場不可。３歳以上有料
※子ども料金:３歳以上小学生以下

埼玉
恐恐

竜竜
特特

集集
大大大大

迫迫迫迫
力力力力

のののの
恐恐恐恐

竜竜竜竜
をををを

体体体体
験験験験

※未就学児入場不可 ※未就学児入場不可
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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九九九九九九九九九九九九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
【申込方法】 ①～⑥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）とそれぞれ枚数

【座 席】

２階イスＡ席（４～６列目）

【あっせん枚数】 各日 4枚

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。

日 程 料 金 一般料金（座席料＋土産）

初 日 9月12日（日） 11,000円 土日祝：8,500円
平 日：8,000円

＋
土産代5,100円相当

※土産はパンフレット・焼鳥・
お菓子・土産物等

７日目 9月18日（土） 11,000円

12日目 9月23日（木･祝） 11,000円

13日目 9月24日（金） 10,500円

14日目 9月25日（土） 11,000円

※新型コロナウイルス感染防止対策のため、座席に間隔をあけています。隣同士には座れません。

申
込
方
法

申
込
方
法

電話 FAX HP 申込期限

77//1133（（火火））1177::0000
※抽選結果は８月上旬頃
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

※新型コロナウイルス感染拡大状況によりチ
ケットの販売ができない場合があります。

【料 金】 １枚 2,000円 【対象席種】 メットライフドーム：内野指定席Ａ以下（ビジター外野除く）

【申込枚数】 利用会員１人 年間6枚まで ※チケット残数はＨＰでご確認ください。

＊予約・引換は、FCWeb先行販売を開始したチケットに限ります。

＊チケットの引き換えには申込者本人の身分証明書または会員証、入場には全員の会員証が必要です。

埼玉西武ライオンズ2021シーズンホームゲームで利用できるお得なチケットです。

自分で観戦日・席種をWEBで予約し、観戦チケットと引換えてください。予約には会員登録（無料）が必要です。

埼埼玉玉西西武武ラライイオオンンズズ
公式戦観戦チケット引換券【セレクトチケット】販売中

申
込
方
法※無くなり次第終了

※申込後のキャンセルはできません。

窓口 電話 HP

東京ドーム 巨人戦観戦
【座 席】 指定席Ｂ（１･３塁の指定はできません）

【料 金】 １枚 3,800円（東京ドームグループ利用券1,000円分付 一般価格5,100円相当）

※東京ドームグループ利用券は東京ドーム

内をはじめ、東京ドームシティ内の飲食・

グッズ販売で利用できます。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
利用会員１人あわせて 4枚まで

申
込
方
法

※申込締切後のキャンセルはできません。

電話

HP

申込期間

77//66（（火火））88::3300～～77//1144（（水水））1177::0000

先着順

東京ドーム内での飲食は、一部販売を

中止している場合があります。

新型コロナウイルス感染症拡大の状況

により、中止・延期・開始時間の変更

等になる場合があります。

日 程 対戦相手 開始時間 引換 日 程 対戦相手 開始時間 引換

8月20日（金）ＤｅＮＡ 18:00

未定

後日連絡

9月17日（金）ヤクルト 18:00

未定

後日連絡

8月24日（火）広 島 18:00 9月24日（金）阪 神 18:00

8月25日（水）広 島 18:00 10月 2日（土）ＤｅＮＡ 14:00

9月10日（金）中 日 18:00 10月 3日（日）ＤｅＮＡ 14:00

9月11日（土）中 日 14:00 10月12日（火）阪 神 18:00

9月14日（火）ＤｅＮＡ 18:00 10月13日（水）阪 神 18:00

9月15日（水）ＤｅＮＡ 18:00 10月14日（木）阪 神 18:00

先着
順 残り僅か

富士急ハイランド 料金改定に伴う利用料金の変更について
富士急ハイランドは、７月21日（水）の新アトラクション「FUJIYAMAタワー」の開業に伴い、料金が

改定になります。このため、ガイドブックP55の利用補助券の利用料金も一律100円増しとなります。

【改定後の利用料金】大人 5,500円 中人 5,000円 小人 3,800円 幼児・シニア 1,500円

※「FUJIYAMAタワー」は、フリーパスで利用できます。
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★次回の会報は９月１日（水）
から配付予定です。

窓口 電話

FAX郵送

メール

HP

042 5816711

042 5816712 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！業者
電話

★LINEの登録がおすすめ！LINE限定のチケット
やお得情報を発信します。

★７月26日は会費納入日です。
７～９月分の会費は７月26日（月）に指定の口座から引落させていただきます。
会費未納の場合はサービスが利用できませんので、ご注意ください。

INFORMATION

東東京京都都市市勤勤労労者者共共済済団団体体連連合合会会合合同同旅旅行行

行
程

10/17
（日）

日野駅前（7:30頃出発予定） 羽田空港 高松空港または徳島空港 花園亭（昼食）/特別名勝 栗林

公園 ことひら温泉 琴参閣（15:30頃着） 金刀比羅宮（自由参拝）

10/18
（月）

琴参閣 祖谷のかずら橋 大歩危峡観光遊覧船 祖谷そば もみじ亭（昼食） 道後温泉／道後

プリンスホテル（15:30頃着） 道後の街（自由散策/館内湯めぐり）

10/19
（火）

道後プリンスホテル 松山城天守閣（ロープウェイ利用） 今治・タオル美術館（見学） 〈しまなみ

海道（途中昼食）〉来島海峡大橋～大島～伯方島～大三島（伯方の塩工場見学）～生口島（耕三寺）～因島～

向島～尾道大橋 広島空港 羽田空港 日野駅前（21:00頃着予定）

絶景 瀬戸内しまなみ海道と
四国名湯温泉を巡る２泊３日の旅

区 分 ２名１室（基本）

利用会員 74,000円

同居家族 76,000円

関 係 者 84,000円

旅行企画・実施：㈱スペース・プラン 観光庁長官登録旅行業 第1672号

申
込
方
法

申込開始

77//55（（月月））88::3300～～

【と き】 10月17日（日）～19日（火）２泊３日

【集 合】 日野駅前 午前７時30分頃（予定）

【募集人数】 10名（先着順で定員になり次第締め切り）

【参加費の】 ８月31日（火）まで

＊９月24日（金）17:00以降はキャンセル料がかかります。

美しい島々とそれらを繋ぐ橋が織りなす「瀬戸内しまなみ海道」

３名１室 3,600円引
４名１室 5,600円引
１名１室18,000円増

電話 FAX ＨＰ

※申込時には、利用会員
番号・事業所名・氏名・
連絡先（できれば携帯番号）などが必要です。

【参 加 費】（１名あたりの料金）

先着
順

と き

集 合

参 加 費

参加費の支払い

募集人数

さぬきのこんぴらさん「金刀比羅宮」

日本を代表する大名庭園 特別名勝 栗林公園 ２億年の時を経て創られた渓谷美 大歩危峡 三千年の歴史を誇る道後温泉 道後プリンスホテル露天風呂

※行程は目安です。天候・道路事情等により変更となる場合もございます。 ※正式な行程表は、後日参加者にご案内します。




