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No.118
令和４年１月１日発行

行
程 高幡不動駅（8:00）� 日野駅（8:20）� 古河桃まつり（散策）� ホテル山水（昼食：ミニ懐石御膳）� 万葉自然公園

カタクリの里（散策）� いわふねフルーツパーク（とちあいか狩り30分食べ放題）� 日野駅・高幡不動駅（18:30頃着予定）

※当日は旅行会社の添乗員が同行します。サービスセンター職員は同行いたしません。
※この旅行は、㈱スペース・プランと参加者個人との契約で行われます。 当落通知後のお問い合わせ（変更やキャンセル等）は旅行会社にお願いします。

※新型コロナ対策の詳細はサービスセンターHPをご覧ください。

申
込
方
法

申込締切

11//2255（（火火））

業者
電話

業者
FAX

と き 3月20日（日）雨天決行

利用会員 9,200円 登録同居家族 10,200円 関係者 13,800円（通常料金13,800円）

日野駅・高幡不動駅集合場所

34人（最少催行人員30名）募集人数

参 加 費

参加費の支払い 当選者には、案内書と支払方法が郵送されますので、旅行社指定口座にお振込みください（振込手数料は各自負担）。

申込方法 １月25日（火）までに旅行会社へTELまたはFAX
①日野市勤労者福祉サービスセンター ②代表者連絡先（氏名・
住所・携帯） ③参加者全員の氏名・年齢・性別・参加費区分・
事業所名・会員番号・集合場所をお知らせください。

当落通知 ２月７日（月）までに旅行会社から代表者へご連絡

抽選

★際立った甘さの新種

「とちあいか」。一粒が

大きく食べごたえあり!

★グランブルーリゾート

は、座席間隔を広く取

り、高級皮革シートの

化粧室付豪華バスです。

株式会社スペース・プラン
観光庁長官登録旅行業第1672号

TEL0449114715（平日9:30～18:30）

FAX 0449351771
※年末年始休業 12/30～1/3

問合せ
申込先

あっせん
日帰りツアー

古河桃まつりと新種のいちご『とちあいか』狩り

グランブルーリゾートで行く

写
真
は
イ
メ
ー
ジ
で
す

特別価格 !特別価格 !特別価格 !

謹謹謹謹謹謹謹謹謹謹謹謹謹謹謹謹謹謹謹謹謹 賀賀賀賀賀賀賀賀賀賀賀賀賀賀賀賀賀賀賀賀賀 新新新新新新新新新新新新新新新新新新新新新 年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年
本年もよろしくお願いいたします 役員・職員一同

GoToトラベル給付金が適用された場合、参加費は下がり
ます。詳細が決まり次第、センターHPでお知らせします。

★３月31日（木）の窓口受付は、システム入替のため休業させていただきます。
★令和３年度の助成金申請受付は、３月30日（水）までです。

※新型コロナウイルス感染拡大の状況により、行程の変更

や中止になる場合があります。



2022年１月１日 No.118（2）

ベネフィット・ステーション「ベネアカウント」新規登録特別企画！
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２名様２名様

５名様５名様

10名様10名様

５名様５名様

８名様８名様

15名様15名様

５名様５名様

10名様10名様

40名様40名様

シャープ
加湿空気清浄機
プラズマ
クラスター
KI-LS50

siroca
電気圧力鍋 おうちシェフ
PRO SP-2DP251

聘珍樓 飲茶セット

Amazon
fi re タブレット HD8

Vitantonio
コードレスマイボトル
ブレンダー
VBL-1000

銀座千疋屋
銀座ストレートジュース
６本セット  PGS-128

オムロン
体重体組成計
カラダスキャン
HBF-230T

京王プラザホテル八王子
ペアお食事券
12,000円相当

ジェフグルメカード
3,000円分

スリムなボディで浮遊・付着
ウィルスを作用抑制。ペット
に対応、13畳用

簡単操作で83種のメニューを
自動調理。
食材を入れスイッチを押したら
後は火加減も時間管理も不要。
煮込みメニューも簡単に！

肉まん・小籠包・
春巻き・餃子・
焼売など点心
７種39個入り
３～４人向けセット　※冷凍でお届け

YouTube・ABEMAな
ど動画や音楽等様々な
エンターテイメントも
これ１台で楽しめます。

持ち運び自由なUSB充電式
ブレンダ―。
手軽にジュースやスムージー
が作れます。 イメージです。月により替わります。

日本料理
〈みやま〉
月替わり御膳

旬の時期に収穫の果実
を丸ごとジュースに！
180ml×6本

自動認識・スマホアプリ対応。
スマホで簡単。
手間なく健康管理！

Ｗチャンス賞ＷＷＷＷＷＷＷＷＷＷＷＷＷＷＷＷＷＷＷＷチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチャャャャャャャャャャャャャャャャャャャンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンスススススススススススススススススススス賞賞賞賞賞賞賞賞賞賞賞賞賞賞賞賞賞賞賞賞
はずれた方の中から再抽選で300名様に当たります！
QUOカードPay 1,0001,000円分
※スマートフォン以外の携帯電話およびタブレットではご利用できません。
※アプリ不要で幅広いお店で使えます。メールでの受け取りとなります。

合計合計
400400名様名様
に当たる！に当たる！

チャンスが
２倍！

➡

おお 届届 けけ ぐぐ るる めめ

宮城

ベネ

超お
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気仙沼「海の幸セット」
三陸産のわかめ・昆布・のりなど７種類！
盛りだくさんの詰め合わせ！

内容・料金（税･送料込み）

申
込
方
法

業者
郵送

申込期間

11//55（（水水））～～11//1177（（月月））

業者
FAX

※申込後のキャンセル及び変更は不可

先着順
イ
メ
ー
ジ
で
す

おおお 届届届 けけけ ぐぐぐ るるる めめめ

宮宮城城かかららのの産産地地直直送送

品 名 ・ 内 容 あっせん価格 一般価格 販売数

気仙沼海の幸セット 2,500円 5,000円 50セット

※配達先は関東近県に限ります。その他の地域に発送希望の方は直接送料を

お問い合わせください。

※天候、入荷状況により内容の変更、発送時期が前後することがあります。

【申 込 数】 利用会員１人 2セットまで
【発 送 日】 ２月中旬頃予定

【申 込 先】 国際急行観光㈱
〒3360018 埼玉県さいたま市南区南本町22015205
FAX0488323103

【問合せ先】 国際急行観光㈱ TEL0488323101
受付時間：午前９時～午後４時まで
休 業 日：土・日・年末年始・祝祭日

【支払方法】 申込者宛に振込案内書が送られますので、指定期日までに
お支払いください。（振込手数料は各自負担）

申込方法

国際急行観光㈱へ下記の①～⑧を

明記のうえ、FAX0488323103・

はがきでお申込みください。

※FAX・はがきともに締切日必着

①日野市勤労者福祉サービスセンター

②海の幸セット ③個数 ④会員番号

⑤会員氏名 ⑥会員住所（〒）

⑦電話番号

⑧配達先住所（〒）・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。

【セット内容】おさしみわかめ130ｇ×３袋、おさしみこんぶ200ｇ×２袋、
とろろ昆布30ｇ×１袋、焼きのり10枚×２袋、おつまみ板昆布27ｇ×２袋、
茎わかめ500ｇ×１袋、おつまみ茎わかめ110ｇ×２袋

三陸復興を
応援しよう！

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

ベベネネフフィィッットト・・スステテーーシショョンンををごご利利用用くくだだささいい！！

「ベネフィットステーション」で検索→ピンクの「ベネアカウントの登録はこちら」→

初回ログイン画面でIDは入力せず下部の青文字をクリック→

団体ID：C00026D8D（大文字半角）・認証キー１：会員番号７桁・認証キー２：誕生日４桁 を入力

→ベネアカウントの新規登録（仮登録）→登録のメールアドレスに届いたURLをクリック→本人認証

を行い本登録完了。（詳細はサービスセンターHP）

※登録途中にエラーメッセージが出た場合

「認証キーに該当する方の登録がない」「入会日を過ぎていない」などのエラーが出るケースがあり

ます。その場合でも既に登録完了している場合がありますで、青色の「ベネアカウ

ントでのログインはこちら」から、今回設定したメールアドレスとパスワードでロ

グインをしてみてください。ログイン出来たら登録済になっています。

ベベネネアアカカウウンントト登登録録方方法法

〈お問い合せ先〉

カスタマーセンター TEL08009192919 営業時間 全日 10:00～18:00 ※年末年始は緊急のみ受付

超超おお得得!!
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新宿プリンスホテル 新宿区歌舞伎町1301

要予約 �03 3205 1124（10:00～17:00）

レストラン/対象メニュー 販売料金 通常料金

和風ダイニング＆バーFUGA（風雅）25F

【アフタヌーンティー】

14:00～17:30（L.O.17:00）

3,000円 4,400円

プリンスマルシェB２F
【ランチハーフブッフェ】

11:30～15:00
定休日：月・火曜日

大 人 2,200円 3,520円

小学生 2,000円 3,080円

幼 児（４歳～未就学児） 1,200円 1,980円

レレレレレレレレレレレススススススススススストトトトトトトトトトトララララララララララランンンンンンンンンンンおおおおおおおおおおお食食食食食食食食食食食事事事事事事事事事事事券券券券券券券券券券券

税・サ料込

画
像
は
イ
メ
ー
ジ
で
す
。

申
込
方
法

電話

FAX

HP

申込締切

11//1177（（月月））1177::0000

※申込者全員に販売

※申込締切後のキャンセルは不可

募集販
売

７月までご利用いただけるお食事券を販売します（申込は1/17まで）。

お申込みの際、レストラン名・大小等区分をご指定ください。

【申込枚数】利用会員１人 各ホテル 4枚まで販売
【引換期間】２月７日（月）～２月24日（木）

※状況により、レストランの営業時間や定休日等が変更する場合があります。

画
像
は
イ
メ
ー
ジ
で
す
。

税・サ料込

レストラン/対象メニュー 販売料金 通常料金

鉄板焼明日香 １F

【明日香ランチコース】

11:30～14:00

5,200円 7,500円

パレスホテル立川 立川市曙町24015

要予約 �042 527 1111（代）

〈メニュー例〉※季節や仕入れ状況により変更となります。

前菜・スープ・お魚料理・国産牛ステーキ・焼野菜・ライス・デザート・食後のお飲み物

帝国ホテル 東京 千代田区内幸町111

要予約 �03 3539 8046

レストラン/対象メニュー 販売料金 通常料金

オールデイダイニング パークサイドダイナー 本館１F

【ダイナーセット】

16:00～21:30（L.O.）

4,200円 6,050円

税・サ料込

画
像
は
イ
メ
ー
ジ
で
す
。

〈メニュー〉数種類あるメニューの中から
一品ずつお選びいただけます。

前菜・スープ・メインディッシュ・デザー

ト・食後のお飲み物

メインディッシュは、ステー
キ丼・野菜カレー・ビーフカ
レー・ハンバーガー・マカロ
ニグラタンから選べます。

【有効期限】 2022年７月31日（日）まで

※除外日：4/29（金）～5/5（木）

【チケット料金】

【有効期限】 2022年７月31日（日）まで

※除外日：4/29（金）～5/8（日）

【チケット料金】

【有効期限】 2022年７月31日（日）まで

※除外日：特別催事期間

【チケット料金】

季節により
メニューは
変更します
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施設名 アクセス等 通常金額 割引料金

舞子スノーリゾート 関越道・塩沢石打IC 5,000円 3,800円

湯沢中里スノーリゾート 関越道・湯沢IC 4,500円 3,600円

ムイカスノーリゾート 関越道・六日町IC 4,000円 3,100円

たんばらスキーパーク 沼田市玉原高原 4,700円 2,700円～3,900円
日程により料金変動

※上記は大人券の料金、子供も割引あり

※ほかにキューピットバレイ・ニノックス スノーパークも割引あり。
※「たんばらスキーパーク」は、センターＨＰの「おしらせ」から優待券をダウンロードできます。�
パスワード【******】

１dayパスまたはリフト１日券

22002222ススキキーー追追加加情情報報！！
窓口で割引券を配付中

ク
ー
ポ
ン

ボディケア･リラクゼーション利用補助券
温泉に入った後にボディケアはいかがですか？

おふろの王様（多摩百草店）、極楽湯（多摩センター店）、２施設共通の

利用券（入浴料別）です。お好きな施設を選んでご利用ください。

ボディケア・リラクゼーション利用補助券（２施設共通）

【利用方法】

おふろの王様―予約後、施術室横の券売機でチケットを購入。ボディケア利用補助券と一緒に施術受付に提出。

極 楽 湯―ボディケア利用補助券をほぐし処に提出。支払いは、お帰りの際にフロントにて精算。

２施設共通事項

・本券１枚で１名様有効（利用会員とその家族）。

・利用会員番号・利用会員名が記載されてないものは無効。（コピー不可）

・利用券に記載のコースのみ利用できます。

・利用前にお電話等で、予約されることをお勧めします。その際、利用券を使用することをお伝えください。

利用期間 2022年１月11日（火）～2022年３月21日（月･祝）

施設名 コース 通常料金 利用料金 予約先TEL 特記事項

おふろの王様 多摩百草店 60分 3,980円 2,680円 0423552616 全身ほぐしコース

極楽湯 多摩センター店 40分 3,960円 2,210円 0423743995 うつ伏せ中心爽快ケア

いずれかの施設に〇を

発行：（一社）日野市勤労者福祉サービスセンター
日野市多摩平7－23－23日野市商工会館２階
TEL042－581－6711

※１枚で１名様有効
※ほかのコースには使えません。
※入浴料別
※無記名のもの無効
※コピー不可

利用会員番号 －

利用会員名

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
日野市多摩平7－23－23日野市商工会館２階
TEL042－581－6711

いずれかの施設に〇を

施設名 コース 通常料金 利用料金 予約先TEL 特記事項

おふろの王様 多摩百草店 60分 3,980円 2,680円 0423552616 全身ほぐしコース

極楽湯 多摩センター店 40分 3,960円 2,210円 0423743995 うつ伏せ中心爽快ケア

利用期間 2022年１月11日（火）～2022年３月21日（月･祝）

ボディケア・リラクゼーション利用補助券（２施設共通）

※１枚で１名様有効
※ほかのコースには使えません。
※入浴料別
※無記名のもの無効
※コピー不可

��

��



申込期間

11//66（（木木））88::3300～～33//3300（（水水））1177::0000
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男子

アル
ホー

ムムムムムムムーーーーーーーミミミミミミミンンンンンンンバババババババレレレレレレレーーーーーーーパパパパパパパーーーーーーーククククククク
2021/12/10リニューアルオープン！ テーマは「Well-Being」

MMooiiCClluubb限限定定 WWiinntteerrFFeessttiivvaall特特別別割割引引キキャャンンペペーーンン開開催催〈年間優待価格より更にお安く！〉

【期 間】 １月８日（土）～２月27日（日） ※上記の専用サイトから特設ページへ

【料 金】 １デーパス おとな 3,200円�2,500円 こども 2,000円�1,400円

京王あそびの森 HUGHUG〈ハグハグ〉平日フリーパスも販売中！�
子ども 600円 大人 500円 年度内 利用会員１人6枚まで 有効期限：2022年３月31日

【施設情報】

◇休 館 日 水曜日（祝日の場合は翌木曜日）、１月１日

◇営業時間 9:30～17:30（最終入館17:00）

ミュージアムショップ（売店） 9:30～17:30（最終入店17:15）

◇有料コンテンツ ミニ電車・ジオラマ展示・謎解き・運転体験（一部）など

【所在地】京王線多摩動物公園駅下車すぐ

（京王あそびの森 HUGHUGのはす向かい）

〔お問い合せ〕京王れーるランド TEL0425933526

申
込
方
法電話

窓口

HP ※売り切れ次第終了

※申込後のキャンセルは不可
※引換えは、申込後１週間以内にお願いします。

見て乗って運転して！ワクワク☆の電車ワールドへ！

京王れーるランド平日入館券
【料 金】

【利用期限】 2022年７月29日（金）

【販売枚数】 先着100枚 利用会員１人6枚まで

券 種 区 分 販売料金 一般料金

平日入館券 ３歳以上 100円 310円
電車について学んだり体験できるアトラクション

をはじめ、楽しいコンテンツがもりだくさん！

「京王れーるランドアネックス」には京王れーる

ランドオリジナル商品が充実しています。

※センター窓口販売

3/10まで

新規
契約

施設との法人会員契約（MoiClub〈モイクラブ〉に加入）により、

年間を通して優待価格でチケットを購入することができます。

【券 種】 １デーパス 日付指定券

【料 金】

【枚 数】 一度のチケット購入につき 各5枚まで

【購入範囲】 利用会員及びその同居家族

【利用方法】

区 分 通常料金 優待料金

おとな（中学生以上） 3,200円 2,700円

こども（４歳～小学生） 2,000円 1,500円

※その他の特典 ― クーポンブックをプレゼント（メッツァビレッジ
内のショップ等で使えるお得なクーポン）・イベント先行体験など

�Yahoo!Japanが提供する

【所在地】飯能市宮沢3276
西武池袋線 飯能駅下車・バス

ジェフ10％

お得！

☆昨年復活したライオンバスに乗ろう！ 多摩動物公園入園券も販売中！（通年販売） 大人300円（有効期限なし）

※来園前には必ず
最新の情報を公式HPで
ご確認ください。

先着順

9:30～17:00
※休館日除く

デジタルチケット販売専用

サイト「PassMarket」の

専用ページにリンクします。
１．お持ちのスマートフォン等で右記の専用サイトにアクセスし、 

パスワード********を入力。 
２．入園日を指定→チケット枚数を選択→お客様情報入力→お支払い情報を入力し送信。
３．クレジットカードまたはPayPayによりお支払い。完了後、登録したメールアドレスにデジタルチ
ケットが届きます（決済後即時受取り）。

４．当日、該当チケットをスマートフォンで表示させ、施設エントランススタッフに提示してください。
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※申込締切後のキャンセルは不可

電話

HP

申込期間

11//66（（木木））88::3300～～11//1144（（金金））1177::0000
男男子子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

アアルルババルルクク東東京京
ホホーームムゲゲーームム
【会 場】 アリーナ立川立飛

【席 種】 ２Ｆ自由席

【料 金】 大 人 1,700円（当日3,000円）

小中高 900円（当日2,000円）

【あっせん枚数】 各試合 10枚

【申込枚数】 一試合 4枚まで

利用会員１人あわせて 8枚まで

試合日程 対戦相手 開始時間 引換期間

3月16日（水）秋田ノーザンハピネッツ 19:05 2/22～

3月19日（土）
広島ドラゴンフライズ

19:05
3/1～

3月20日（日） 17:05

3月26日（土）
新潟アルビレックスＢＢ

15:05
3/15～

3月27日（日） 15:05

�ALVARKTOKYO

先着順

申
込
方
法

※新型コロナウイルス感染対策をし試合を実施します。
※イベント収容人数の変更により、指定席に変更にな
り、金額変更がになる場合がございます。ご了承の
上、お申し込みください。

詳しくは

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 40枚まで 450円
41枚目から490円

申
込
方
法

販売期限

～3/30（水）17:00

窓口

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�

今年度限りの
追加販売!!

フィットネスクラブ メガロス 月会費1,100円割引
「フィットネスクラブ メガロス」と優待契約を結びました。

センター利用会員とその同居ご家族は、下記の内容の特典を受けることができます。

【対 象 店 舗】立川（北/南）、八王子、町田、武蔵小金井、三鷹、吉祥寺、都内、神奈川等の各店舗

【優 待 内 容】月会費1,100円 割引（毎月）・入会時の事務登録手数料6,600円が無料

【対象コース】レギュラー会員（フルタイム／24フルタイム／レギュラー／メガロスゴールドなど）

※シニアなど一部コースを除きます。

例）

ご注意事項

◇入会の際には、「サービスセンター会員証」のほか、会員証発行手数

料1,100円、24時間会員は、セキュリティカード発行手数料2,200円な

どが必要になります。

同居家族のお申込みには同居家族であることの証明も必要です。

◇入会後の利用は、入会店舗のみとなります。（メガロスゴールド除く。

立川は北/南の両店舗利用可）

◇既にメガロス会員の方も割引対象になります。

◇「取り敢えず体験してみたい」という方には、「都度利用割引」がお

奨め！１回につき2,200円で利用できます。（会員証発行手数料1,100

円が必要）

店舗名 コース名 一般料金 優待料金

立川北口/南口店 フルタイム 12,628円 11,528円

八王子店 レギュラー 10,538円 9,438円

※税含む

お問い合わせ・申込みは
メガロス各店舗へ

【専用サイト】
各店舗・割引内容の
詳細はこちら→

※既に20枚購入済の方も
追加で20枚購入可
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美美美美美美美美美美術術術術術術術術術術
あ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

11//66（（木木））88::3300～～11//1177（（月月））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。お申込時には、必ず利用会員番号を
お知らせください！

TSUKEMEN CONCERTHAPPYキッチン

あっせん枚数 各88枚

料 金 Ｓ席 2,300円
（通常前売 3,800円）

たましんRISURUホール（立川）

いちょうホール

料 金

全席指定 3,200円
（通常 4,500円）

あっせん枚数 1100枚

※申込後のキャンセルは不可

トロピカル～ジュ！プリキュア
ドリームステージ♪

引引換換 11//2255～～22//11

あっせん枚数 1100枚

料 金 １等席 8,500円
（通常 12,000円）

新橋演舞場

3月20日（日）

2月27日（日）

あっせん枚数 1100枚

ダイドードリンコ
アイスアリーナ（東伏見）

プリンスアイスワールド
2021－2022東京公演

11:30開演

11:30開演

2月6日（日）

2月23日（水･祝）

引引換換 22//33～～22//1177

①11:00開演 ②14:00開演

15:00開演

ひの煉瓦ホール 大ホール

料 金 全席指定 1,300円
（通常前売 2,500円）

2月27日（日）

14:30開演

引引換換 22//33～～22//1188

料 金 Ｓ席 大 人 7,500円
子ども 3,500円

（通常 10,000円、子ども 5,000円）

あっせん枚数 1100枚

引引換換 22//33～～22//1188

毒薬と老嬢

引引換換 22//2211～～33//1111

三山ひろしコンサート2022
～歌の宝石箱～

料 金 全席指定 4,800円
（通常 6,500円）

府中の森芸術劇場
どりーむホール

引引換換 33//77～～33//1188

3月27日（日）15:00開演

※３歳以上有料。２歳以下は膝上１名無料。

あっせん枚数 1100枚

※３歳以上有料。２歳以下は膝上１名無料

舞台『千と千尋の神隠し』

3月12日（土）13:00開演

帝国劇場（有楽町）

料 金 Ｓ席 10,000円（通常 14,500円）

原 作 宮﨑駿

演 出 ジョン・ケアード

主 演 橋本環奈

あっせん枚数 1100枚
引引換換 22//1155～～33//33

世界初演！
宮﨑駿 不朽の名作を『レ・ミゼラ
ブル』のジョン・ケアードが舞台化！※未就学児入場不可

※３歳未満入場不可

劇団東少ミュージカル

「シンデレラ」

※４歳～小学生まで子供料金。３歳以下膝上無料。

★出演者は公式HPで順次発表！

出 演 久本雅美 藤原紀香 ほか

★久本雅美×藤原紀香が関西弁でお送り
するブラック・コメディの最高傑作！

※未就学児入場不可 ※未就学児入場不可

自動
★2022「参加･体験･感動！ふれあいこどもまつり」参加企画
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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

申
込
方
法

窓口 販売開始

11//55（（水水））88::3300～～

電話先着
順

※申込後のキャンセルは
不可ああっっせせんん枚枚数数 各各3300枚枚（（利利用用会会員員１１人人各各４４枚枚ままでで））

HP

1月29日（土）～2月6日（日）

東京ドームシティ内 ３会場共通
（プリズムホール・GalleryAaMo・
東京ドームホテルＢ１Ｆ宴会場）

【料 金】

一般 1,000円
（当日料金 2,000円）

※販売期限：1/28（金）17:00まで

2月5日（土）～4月17日（日）
休館日：月曜日 ※ただし3/21は開館、3/22は休館

山種美術館

【料 金】一般 500円
（当日料金 1,300円）

※中学生以下無料（付添者同伴必要）

※販売期限：

3/30（水）17:00まで

上村松園・松篁
―美人画と花鳥画の世界―

ミロ展
―日本を夢みて

2月11日（金･祝）～4月17日（日）
休館日：2/15・3/22

Bunkamuraザ・ミュージアム

【料 金】

一般 900円
（当日料金 1,800円）

※販売期限：

3/30（水）17:00まで

公式サイト 公式サイト

１枚当たり2,000円以上の美術展は「観劇等鑑賞助成」の対象になります。申請の際は半券と領収書をお持

ちください。（ネット予約で購入した場合はスマホ画面確認でも可）※詳細はガイドブックP14

例えば、今後開催の「フェルメールと17世紀オランダ絵画展」「メトロポリタン美術館展」等ぜひ、ご利

用ください。

（ミロ展の引換は1/11（火）～）

テーブルウェア・
フェスティバル2022
～暮らしを彩る器展～

上村松園《春芳》1940（昭和15）年
絹本・彩色 山種美術館

サービスセンターでは祝金・見舞金・慶弔金などの給付を

行っています。

給付金の請求は申請期間が事由の発生した時点より、１年以内です（今年度の入学祝は3/30（水）までに申請）。

給付金申請の事由発生後、お早めに申請ください。 ※詳細はガイドブックP８.９

給付金申請の請求を
お忘れではないですか？

自自動動車車教教習習所所 利用会員だけでなくご家族も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。

詳細は各教習所へお問い合わせください。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

会員証提示で５％の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、村内またはOKAYメンバー

ズカードにも１％ポイント還元致します。是非、新生活の家具インテリアのご準備にご利用ください。

◆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
＊割引は展示現品・数量限定品等を除きます。

〔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

公式サイト

※一部日程は
【オンライン
による入場日
時予約】が必要となる場合があります。
HPにて最新情報をご確認ください。
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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

～東京都からのお知らせ～ 中小企業従業員向けの安心ローン

●個 人 融 資（さわやか） ◆年利1.8％→1.6％ ◆限度額 70万円

いずれの融資も都内中小企業従業員が対象です。個人事業主はご利用いただけません。

※中小企業の定義がサービスセンターと異なるため、ろうきんへご確認ください。 ※融資にあたっては審査があります。

融資制度のお問い合わせ 東京都産業労働局雇用就労部労働環境課 �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】

・中退共（中小企業退職金共済制度） ・建退共（建設業退職金共済制度）

・特退共（日野市商工会の特定退職金共済制度）

【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

※増額で２年間補助を受けた方が更に増額しても対象となりません。

【申請期間】 ４月から６月（前年度１年分の申請となります。）
2021年度より申請が年１回となりました。本年度の受付は終了しました。

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 ＨＰまたは下記へお問い合わせください。

〈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。

（特例 100万円）

中央労働金庫都内本支店・ローンセンター
日野周辺のろうきん 八王子支店 �042-642-4141 立川支店 �042-524-5157
都内信用組合（すくすく・ささえのみ取扱い） �03-3567-6211

申込窓口

新新型型ココロロナナウウイイルルスス感感染染症症緊緊急急対対策策融融資資

2022年３月末申込みまで 年利引下げ実施！ 詳細は

●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

詳細は

●資金使途 新型コロナウイルス感染症の影響による生活資金 ◆限度額 100万円

※年利1.8％と保証料は全額東京都負担 実質無利子

従業員融資 検索�

（独）勤労者退職金共済機構 中小企業退職金共済事業本部
TEL（03）6907-1234 FAX（03）5955-8211

※保証料は全額東京都負担

生活費・住居費・レジャー費用・マイカー購入費用などに

授業料や入学金などの教育費・子育てや介護に必要な物品購入費などに

利用
みな

お申

利用

☆サービスセンター独自の生活融資については、センターHPをご覧ください。【年利1.6％】



2022年１月１日No.118 （11）2022年１月１日（11）

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。

№0000-0000
かわせみ太郎

令和４年１月１日

★給付金（祝金･見舞金･弔慰金）申請はお早めに！
●申請期限は事由発生から１年以内。
（今年度の入学祝は3/30（水）までに申請）

●事由発生時と申請時に会員であること

●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！
●Web・FAX申請可（口座変更、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。

★助成金申請（個人申請の場合）
●フルネームの領収書が必要

●事由発生時と申請時に会員であること

●複数名申請の場合は全員のサインが必要です。

●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。

★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。

★クーポン券利用について

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

●利用期限を過ぎると利用できません

※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。

★チケット・クーポンの転売やネット
オークション取引の禁止について

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・クーポンの転売・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）。

★チケット等のお申込み締切日、引渡
し期限は厳守です。

センターＨＰ→

かわせみセンター
★ホームページを
ご覧ください。

LINEでもお得
情報配信中！

★３月31日（木）の窓口受付について システム入替のため３月31日（木）の窓口受付は、休業とさ

せていただきます。令和３年度の助成金申請受付は３月30日（水）までです。



★３月31日（木）の窓口受付は、システム入替のため休業させていただきます。
★令和３年度の助成金申請受付は、３月30日（水）までです。
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★次回の会報は３月１日（火）
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

★年末年始の休業のお知らせ
12月29日（水）から１月３日（月）まで、休業します。

★１月24日は会費納入日です。
１月～３月分の会費は１月24日（月）に口座から引き落します。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。

INFORMATION

（12）2022年１月１日

会員名（事業所名） 業 種 所在地 会員名（事業所名） 業 種 所在地 会員名（事業所名） 業 種 所在地

合志イオンテクノロジー サービス業 南 平 合同会社 エヌエイド 医療・福祉 平 山 株式会社 葬援 サービス業 東豊田

新規会員紹介 加入年月日：2020年11月～2021年10月

会員の広場会員の広場
No.84 フフフフララララワワワワーーーーシシシショョョョッッッッププププ ババババデデデディィィィ

●所在地：日野市高幡1008-3

●電 話：042-591-4187

●ＦＡＸ：042-591-0383

ご家庭に花を。花が伝えるこころ、花が彩る時間
高幡不動と世田谷区烏山のお花屋さんBUDDYです。

花屋はお客様の人生に寄り添い「ゆりかご」から「墓場」まで様々な節目にお手伝

いさせていただける不思議な仕事です。そして、人から人への気持ちを形にかえて

お届けできるものでもあります。花はただそれだけで美しく、生命感に溢れた素晴ら

しいものです。わたしたちは花本来の美しさを損なうことなくお花の魅力をお客様に

お届けするべく日々勉強を続けていきます。

かわせみセンターの会員証ご提示で花束・アレンジメント花を10％増
量いたします。ご注文の際、スタッフにお伝えください。

郵便局●

マクドナルド●

三井住友銀行●

川崎街道

至程久保

至新宿至南平

●シティホテル高幡

●セブンイレブンフラワーショップバディー

京王線 高幡不動駅 多
摩
モ
ノ
レ
ー
ル

高
幡
不
動
駅

高幡不動駅から徒歩１分。お気軽にお越しください。

会員飲食店の皆様へ

会報「かわせみ」で、あなたの飲食店のクーポン（補助券）を発行しませんか？
掲載料無料！クーポン補助額はサービスセンターが負担！お客様へのPR、利用促進にご活用ください。

企画概要 ①登録飲食店で利用できる500円（※）クーポンを会報「かわせみ」で発行・配付

②会員の方が貴店へお支払いの際に、クーポンを回収し、500円を差し引いてお会計

③回収したクーポンをサービスセンターで換金（現金または振込/各クーポンの利用期間後１か月以内）。

対 象 サービスセンター加入の市内飲食店

掲載会報予定 2022年５月号以降 ※掲載時期は選べません。

補助券利用期間 ２か月間（予定）

飲食店の登録方法 1/31（月）までにサービスセンターへメールで①～⑥を送信してください。

メールがない場合はFAX受付可。 メール：info＠hino-kfsc.com（QRコードからも可）

①件名：会員飲食店クーポン申込み ②会員番号 ③事業所名 ④担当者名

⑤連絡先（電話） ⑥掲載する店舗情報（店名/所在地/TEL/HPのURL）

メール起動方法
QR読み取り後、リンク
先画面の「メール作成画
面はこちら」をクリック

※登録店舗の応募状況等により、クーポン補助額や
企画内容が一部変更となる場合があります。

掲載料
無料 !
掲載料
無料 !
掲載料
無料 !

22002222年年度度限限定定 飲飲食食店店応応援援企企画画！！ 会会会会会会会員員員員員員員飲飲飲飲飲飲飲食食食食食食食店店店店店店店クククククククーーーーーーーポポポポポポポンンンンンンン 取取取取取取取扱扱扱扱扱扱扱店店店店店店店募募募募募募募集集集集集集集！！！！！！！




