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行
程

高幡不動駅（7:30）� 日野駅（7:50）� 豊田駅（8:10）�《中央道》� 河口湖ＩＣ � 下吉田駅 � 新倉富士

浅間神社参拝（参拝・展望）� 下吉田駅 � 河口湖荘（昼食）� 里の駅いちのみや（野菜詰め放題・買物）� シャイン

マスカット狩り（入園・食べ放題・お土産付）� シャトー勝沼（見学・買物）� 勝沼ＩＣ � 日野市内（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、富士急トラベル株式会社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、旅行会社にお願いいたします。

※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。

と き 9月11日（日）雨天決行

利用会員 7,500円 登録同居家族 8,500円 関係者 12,800円（通常料金12,820円）

日野駅・高幡不動駅・豊田駅集合場所

35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同封されますので、

旅行会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 ７月25日（月）までに旅行会社へTELまたはFAX（必着）
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 ８月12日（金）までに旅行会社から代表者へ郵送

富士急トラベル株式会社
観光庁長官登録旅行業第101号

ＴＥＬ 0427438105（平日9:30～18:30）

ＦＡＸ 0427438107

問合せ
申込先

シシャャイインンママススカカッットト狩狩りりとと
新新倉倉富富士士浅浅間間神神社社参参拝拝

あっせん日帰りツアー

※子ども料金：同居家族5,500円 関係者11,800円（食事はお子様ランチとなります。）

※３歳未満は座席代として1,000円

写真はイメージです
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。

※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。

業者
電話

申
込
方
法

業者
FAX

申込締切

77//2255（（月月））
抽選

季節の野菜詰め放題と
シャインマスカットお土産付き

SNSで話題！
富士山ビュースポットとしても人気で、真っ
赤な鳥居から富士山が見える光景は絶景。
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申
込
方
法

業者
郵送

申込期間

77//66（（水水））～～77//1111（（月月））

業者
FAX

※申込後のキャンセル及び変更は不可

【申込数】利用会員１人 あわせて4箱まで（200箱限定） 【発送日】８月下旬頃からの予定

※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のでご了承ください。

ぶぶどどうう 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 700g×２房 3,980円 5,500円 100箱

※商品番号が異なれば別配送になります。ご用意ができた商品から順次発送します。

※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のでご了承ください。

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、甘さは十分にあり、

日持ちがするのが特徴。

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

Ａ 川中島白桃 ３㎏ 10～12玉 2,880円 4,200円
200箱

Ｂ 川中島白桃 ５㎏ 16～18玉 3,780円 5,200円

先着順

【申込数】利用会員１人2箱まで（100箱限定） 【発送日】10月上旬頃からの予定

【申込・問合せ先】 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】 会員住所に専用の「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

イ
メ
ー
ジ
で
す

9,000円（10,000円券） 有効期限なし

1100％％

おお得得！！

FAX HP 申込締切

77//1199（（火火））1177::0000

郵送
※期間内申込者、全員に販売
※申込締切後のキャンセ
ルは不可

募集販
売

【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８日（月）～８月26日（金）（厳守）

申
込
方
法

ジジェェフフググルルメメカカーードド
【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

随随時時

窓口
1100％％

おお得得！！

１枚450円（500円券）

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11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。

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

通年
販売

ご希望の方は、センター窓口またはセンターＨＰ（お知らせ覧）からも入手できます。 パスワード【*＊＊＊＊＊＊　】

通常 大人 3,600円～4,900円 500円または700円

有効期限なし

ササンンリリオオ・・ピピュューーロロラランンドドパパススポポーートトセセッットト

購入の場合は、ベネフィット・ステーションの登録が必要です。登録方法は、ガイドブックP39

詳細はこちら→

ベネフィット・ステーションで７月末まで特別料金で販売中！
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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利用」とお伝えください。

◆来店時にクーポン（利用人数、会員番号、会員名を記入）を渡し、精算時に券面金額をお支払いください。

◆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）※料金はすべて税込・サービス料込。

※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、施設のホームページをご覧ください。
※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：2022年７月１日（金）～９月30日（金）＊火曜定休
※8/10（水）、12（金）は土日祝料金及び営業時間

ランチバイキング 11：30～15：30（L.O.15：00）

平日

8/10･12
除く

大 人 2,500円→ 1,700円× 人

シニア（60歳以上） 2,200円→ 1,400円× 人

小学生 1,500円→ 1,000円× 人

ランチバイキング 11：30～15：00（L.O.14：30）

土日祝

大 人 3,000円→ 2,100円× 人

シニア（60歳以上） 2,600円→ 1,800円× 人

小学生 1,700円→ 1,000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

夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏ののののののののののの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！！ググルルメメででちちょょっっとと贅贅沢沢気気分分～～

◇ランチブッフェは３歳以下無料 ◇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）

←ランチブッフェイメージ
８月まではムーミン ブッフェを開催！

※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 中国料理〈南園〉 ＊月火定休、祝日の場合は営業

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」 2,000円→ 1,300円× 人期間：2022年７月１日（金）～９月30日（金）＊定休日は右記のとおり

京王プラザホテル八王子
�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

ヒルトン東京お台場〈シースケープ テラス・ダイニング〉 �0355005580 要予約

レストラン総合案内 受付：10：00～20：00

ランチ/ディナークーポン

◇90分制 ◇小学生は通常のお子様料金。未就学児は無料
◇所在地 港区台場191（台場駅直結、東京テレポート駅徒歩10分）
◇駐車場あり（利用額3,000円以上で２時間無料）

10％

お得！

10％

お得！

バイキングイメージ メニューは月替わりです！

◇90分制
◇未就学児は通常料

金（４歳以上の幼

児1,000円。３歳

以下無料）
◇所在地 多摩市落

合1 43（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）

レストラン〈ル クレール〉 ＊月定休〔平日〕火～金開催

ランチ 11：30～15：30（L.O.15：00）〔120分制〕

ラ
ン

チ
ブ
ッ
フ
ェ

大 人（中学生以上） 3,800円→2,700円× 人

シニア（60歳以上） 3,400円→2,300円× 人

小 人（４歳～小学生） 1,000円→ 500円× 人

７,８月はハワイをテーマにビュッフェ

を開催！夏のお台場をお楽しみください。

ランチビュッフェ １部 11：30～13：00 ２部 13：30～15：00

平 日 5,500円 → 3,700円 × 人

土日祝 6,000円 → 4,200円 × 人

※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

ディナービュッフェ １部 17：30～19：00 ２部 19：30～21：00

平 日 6,800円 → 4,700円 × 人

土日祝 7,500円 → 5,400円 × 人

期間：2022年７月１日（金）～９月30日（金）＊除外日 8/9～8/16、特定日

�MC
TM

写
真
は
イ
メ
ー
ジ
で
す

��

��

��
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【有効期限】 2023年３月31日（金）

【販売枚数】 利用会員１人あわせて 6枚まで
※引換えは、申込後１週間以内にお願いします。
※利用可能日については、施設ＨＰでご確認ください。

【販売料金】 区 分 券 種 販売料金 通常料金

子ども（６か月～12歳・小学生） 平日フリーパス 600円 1,400円

大 人（中学生以上） 平日限定入館券 500円 700円

京京京京京京京京京王王王王王王王王王あああああああああそそそそそそそそそびびびびびびびびびののののののののの森森森森森森森森森

◇当チケットは、土日祝日及び
年末年始は利用できません。

◇大人（中学生以上）のみ、お子
さまのみでの入館はできません。 【所在地】日野市程久保33660

申
込
方
法

※申込後のキャンセルは不可

窓口 販売期間

77//55（（火火））88::3300～～
22002233年年33//1100（（金金））1177::0000

電話

HP

育み、ハグする。
木の温もりに触れながらあそべる施設！

申
込
方
法電話

窓口

HP

募集販
売

申込締切

77//1144（（木木））1177::0000

※申込者全員に販売。

※申込締切後のキャンセルは不可

東武動物公園
法人アトラクションパスセット
【販売料金】 1,600円（大・中・小・シニア共通券）

※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枚まで（後期分） 【有効期限】 2023年３月31日（金）まで

【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。

【引換期間】 ８月２日（火）～８月22日（月）

後期分

東京湾納涼船乗船引換券

【販売料金】 大人（中高生含む） 750円
（一般料金 1,500円）

［料金に含まれるもの］乗船料（消費税含む）
※ドリンク・フードは船内で別途有料

【販売枚数】 利用会員１人 5枚まで

申
込
方
法

販売期間

77//55（（火火））～～99//88（（木木））

※申込後のキャンセルは不可
※ゆかた割引など他の割引との併用はできません。利用可能期間：7月1日（金）～9月11日（日） 毎日運航

時 間：19:15出航（竹芝客船ターミナル）JR浜松町駅 徒歩７分 21:00帰着

【予約先】東海汽船納涼船予約係 � 0033--33443377--66111199

☆乗船予約は、乗船１か月前の同日より受付します。
☆各日、船には定員があるため、お早めにご予約ください。

こここののの夏夏夏こここそそそ

青青青いいい

空空空ののの下下下ででで………

HHHHHHHHHHHUUUUUUUUUUUGGGGGGGGGGGHHHHHHHHHHHUUUUUUUUUUUGGGGGGGGGGG〈〈〈〈〈〈〈〈〈〈ハハハハハハハハハハググググググググググハハハハハハハハハハググググググググググ〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉

申
込
方
法

窓口 販売期間

77//66（（水水））88::3300～～88//2222（（月月））1177::0000

※先着順。なくなり次第終了となります。

※申込後のキャンセルは不可

電話

HP

納涼船HP

東京湾の夏の風物詩「東京湾納涼船」が３年ぶりに運航！

ファーブルに学ぶ！
「体感する昆虫展TOKYO」セット券
【料 金】

【利用期間】 ７月８日（金）～９月４日（日）

【販売枚数】 各20セット 利用会員１人あわせて5セットまで

先着順

「ファーブルに学ぶ！体感する昆虫展TOKYO」情報
開催期間：７月８日（金）～９月４日（日） 開催場所：東京ドームシティ GalleryAaMo（ギャラリー アーモ）
☆昆虫の目線を体感できるコーナーや全長約３メートルの巨大昆虫ロボットが登場する「巨大昆虫の森」など盛りだくさん！

券 種 一般料金 販売料金 内 容

一般券セット 最大4,000円相当 1,400円 昆虫展入場券＋東京ドー
ムシティ アトラクショ
ンズ乗り物２回券こども券セット（４～12歳） 最大3,400円相当 900円

先着順

先着順

電話

窓口

HP

ナビダイヤル � 00557700--005511223344（受付時間 ９:30～18:00）年中無休

［利用方法］
１．下記の東海汽船予約係に電話予約
をしてください。

２．サービスセンターでチケット購入。
（チケットは乗船券引換券です。）

３．乗船時に、竹芝の窓口にて実際
の乗船券と引き換えてください。

昆虫展 公式HP

今今今
プププーーー

お子様（小学生）分も要予約
予約の際にその旨をお申し出くだ
さい。お子様の分は、乗船時に現
地窓口にてお支払い（料金500円）。



日野市民プール利用補助券
利用期間 2022年７月22日�～８月31日�

○本券１枚につき１人１回使用できます。○コピー不可
○本券を、プール券売窓口で、下記の料金を添えて提出してください。

利用料金

どちらかに○を

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

日野市民プール利用補助券
利用期間 2022年７月22日�～８月31日�

○本券１枚につき１人１回使用できます。○コピー不可
○本券を、プール券売窓口で、下記の料金を添えて提出してください。

利用料金

どちらかに○を

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

日野市民プール利用補助券
利用期間 2022年７月22日�～８月31日�

○本券１枚につき１人１回使用できます。○コピー不可
○本券を、プール券売窓口で、下記の料金を添えて提出してください。

利用料金

どちらかに○を

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

日野市民プール利用補助券
利用期間 2022年７月22日�～８月31日�

○本券１枚につき１人１回使用できます。○コピー不可
○本券を、プール券売窓口で、下記の料金を添えて提出してください。

利用料金

どちらかに○を

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

2022年７月１日No.121 （5）

施設名 プール営業日 取扱券種
利用料金

（補助券利用）
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」

6/25�～
8/28�
予定

フリーパス
大 人 3,400円
小人･シニア 2,700円
※４月より料金改定のため変更

5枚 ガイドブック
巻末綴込 Ｐ59

東京サマーランド
屋外プール
7/1�～
9/25�

夏季1Dayパス
大 人
2,800円または3,500円
※利用日により料金が変わります。

4枚 ガイドブック
巻末綴込 Ｐ55

２０２２ プール情報！

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。

ご利用の際は、施設HPでご確認ください。

取り扱えない施設及び券種

施設または券種 プール営業 備 考

昭和記念公園レインボープール 水あそび広場のみ開放 補助券の取扱いなし

よみうりランドプール券 7/1（金）～9/11（日）予定
施設Web申込みによる完全予約制営業。ガイドブック

P53の「特別利用券」をご利用の場合は、別に「プール

WAI入場券」をネットからご購入ください。

※東京サマーランドの中・小学生等の料金はガイドブックP24をご覧ください。サマーランド入場には「日付指定整理券」が必要です。

ク
ー
ポ
ン大磯ロングビーチ

目の前に広がる青い海と木立を抜
ける潮風が心地よい。
９つのプールと絶叫スライダーが
人気のビーチリゾート！

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

大磯ロングビーチ 入場割引券

区 分 利用料金 一般料金 人数 区 分 利用料金 一般料金 人数

お と な 2,400円 4,200円 小 学 生 1,200円 2,200円

中 ・ 高 校 生 1,500円 2,800円
幼児３歳以上 500円

1,000円
※７月無料シニア65歳以上 1,200円 2,200円

◇本券１枚で５名様まで利用できます。（無記名無効・コピー不可）◇本券をチケット売場、窓口に提出し上記の金額をお支払いください。
◇営業時間 7/9～7/15、9/5～9/11－10:00～17:00（左記以外の期間は9:00～17:00） ◇所在地 神奈川県中郡大磯町国府本郷546TEL0463617726
◇刺青・タトゥ（アートメイク・シール含む）をされた方の入場不可。

有効期間：2022年７月９日（土）～９月11日（日）

【利用方法】下記のクーポンを切り取り、必要事項をご記入のうえ、施設窓口に
料金を添えて提出してください。（コピー不可。１枚につき５名まで利用できます。）

区 分 一般料金 利用料金

利用料
大 人 200円 100円

こども（中学生以下） 100円 50円

ここここのののの夏夏夏夏ここここそそそそ

青青青青いいいい

空空空空のののの下下下下でででで………… 日野市民プール利用補助券
《７月21日（木）OPEN！初日は、無料開放》

大人 100円 こども 50円 大人 100円 こども 50円 大人 100円 こども 50円 大人 100円 こども 50円

☆利用会員番号・名前の記載のないもの無効。

【開設期間】 ７月21日（木）～８月31日（水） ９:00～17:00

【料 金】

☆利用が３時間を超えると超過料金がかかります。

【利用方法】 下記の利用券を切り取り、施設窓口に料金を添えて提出してください。

おつりのないようお願いします。

ク
ー
ポ
ン

【所在地】日野市川辺堀之内190番地

TEL042-583-5440

人数を記入してください

利用会員番号 －

利用会員名

利用会員番号 －

利用会員名

利用会員番号 －

利用会員名

利用会員番号 －

利用会員名

今今今今年年年年ここここそそそそ
ププププーーーールルルルへへへへGGGGOOOO！！！！

取得はこちら→

��

���� ���� ��



ブロードウェイミュージカル

『コーラスライン』
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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（（木木））88::3300～～77//1144（（木木））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。

※あっせん価格は当センターの補助をつけた額です。
お申込時には、必ず利用会員番号を

お知らせください！

あっせん枚数 1100枚

料 金 Ｓ席 10,000円
（通常 14,000円）

Bunkamura
オーチャードホール（渋谷）

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）

料 金 Ｓ席ファミリーゾーン

大 人 10,500円
子ども 4,500円
（通常 大人 13,750円、子ども 6,875円）

あっせん枚数 2200枚

※申込後のキャンセルは不可

11月13日（日） 8月27日（土）

引引換換 88//55～～88//1199

12:00開演12:30開演

★公演オリジナルマスクケースをプレゼント！

※生演奏/英語上演/日本語字幕あり
※未就学児入場不可

�ABC-A・東映アニメーション

※子ども料金:３歳以上小学生以下
※２歳以下入場不可

202

ＦＣ東
ホー

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 申込開始

77//55（（火火））88::3300～～

電話先着順

※申込後のキャンセルは
不可

HP

7月16日（土）～9月4日（日） 7/26（火）休館

Bunkamura
ザ・ミュージアム

【料 金】

一般 600円
（当日料金 1,400円）※小学生以下無料

【あっせん枚数】

30枚 利用会員１人4枚まで

※販売期限：9/2（金）17:00まで

指定の美術展を鑑賞した場合、費用の一部を助成します。（一般入場料対象）
１枚に対し500円。ひとつの美術展２枚まで。※詳細はガイドブックP14またはHP

かこさとし展
子どもたちに伝えたかったこと

公式サイト

開催期間 展 示 場 所 申請期限

6/7～10/2 ゲルハルト・リヒター展 東京国立近代美術館 2022/11/2

6/18～9/25 ガブルエル・シャネル展 三菱一号館美術館 2022/10/25

6/18～11/27 ファン･ゴッホ－僕には世界がこう見える－ 角川武蔵野ミュージアム 2022/12/27

6/29～9/26 ルートヴィヒ美術館展 国立新美術館 2022/10/26

7/23～10/2 ボストン美術館展 芸術×力 東京都美術館 2022/11/2

美術展鑑賞助成申請対象一覧

『からすのパンやさん』1973年
�1973KakoResearchInstituteLtd.

※アナ雪のみ
抽選

引引換換 1100//1144～～1111//44

抽選

※３歳以上有料。２歳以下膝上１名無料

★ソロ楽曲からプリンセスプリンセスの
名曲をお届けします。

※３歳以上有料。２歳以下膝上１名無料

★ここでしか見られない物語やプリキュ
アの歌とダンス、大迫力のアクショ
ンシーンを劇場で楽しもう！ 引引換換 88//1122～～88//2266

9月3日（土）
9月3日（土）

あっせん枚数 1100枚

たましんRISURUホール
（立川）

府中の森芸術劇場

料 金 全席指定 2,300円
（通常 3,800円）

あっせん枚数 各1100枚

岸谷香 KAORIPARADISE2022

引引換換 88//1122～～88//2266

16:30開演

料 金 全席指定 3,800円
（通常 6,000円）

デリシャスパーティ�プリキュア
ドリームステージ♪

①10:30開演 ②14:00開演

ほぐし
て て あん

劇団四季ディズニーミュージカル

『アナと雪の女王』

★抽選結果は7/29までに
ご連絡します。

【５月号掲載分申請期限】・ピーターラビット展：7/19
・スコットランド国立美術館展：8/3
・自然と人のダイアローグ：10/11
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試合日程 対戦相手 開始時間 チケット引換

9月3日（土）
または

9月4日（日）
横浜Ｆ・マリノス

未定

8/24～

10月8日（土） 湘 南 ベ ル マ ー レ 9/28～

11月5日（土） 川崎フロンターレ 10/26～

申
込
方
法

※申込締切後のキャンセルは不可
※注意事項をご了承のうえお申し込みください。

電話

HP

申込期間

77//66（（水水））88::3300～～77//1155（（金金））1177::0000
22002222 明明治治安安田田生生命命ＪＪ１１リリーーググ

ＦＦＣＣ東東京京
ホホーームムゲゲーームム
【会 場】 味の素スタジアム

【座 席】 ＦＣ東京ホーム自由席

【料 金】（通常開催の場合）

大 人 1,900円（当日価格 2,900円）

Ｕ－18 500円（当日価格 1,100円）
※U-18は2004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

�F.C.TOKYO

先着
順

※試合日程、開始時間は7/29にＪリーグまたはＦＣ東京よ
り発表。
※開催状況により、あっせんができない場合、また、自由
席が指定席となり、価格が変更になる場合があります。
※試合延期や中止、チケット引換期間が変更になる場合が
あります。

東京ドーム 巨人公式戦
【座 席】 指定席Ｂ（１･３塁の指定はできません）

【料 金】 １枚 4,300円（東京ドームグループ利用券1,000円分付 一般価格5,600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。

※2022年より東京ドーム場内は完全

キャッシュレス化となりました。

【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

申
込
方
法

※申込締切後のキャンセルは不可

電話

HP

申込期間

77//66（（水水））88::3300～～77//1155（（金金））1177::0000

先着順

今後の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 3日（水）阪 神 18:00

7/22

～

9月 9日（金）中 日 18:00

8/22

～

8月 4日（木）阪 神 18:00 9月10日（土）中 日 14:00

8月13日（土）広 島 14:00 9月17日（土）阪 神 18:00

8月14日（日）広 島 14:00 9月18日（日）Ｄ ｅ ＮＡ 14:00

8月19日（金）阪 神 18:00 9月19日（月･祭）Ｄ ｅ Ｎ Ａ 14:00

8月25日（木）中 日 18:00 9月20日（火）ヤ ク ルト 18:00

大相撲九月場所
【座席・料金】 ２階椅子席

平 日 Ａ席 10,500円（一般料金 8,000円＋土産5,000円相当）

土日祝 Ｂ席 8,500円（一般料金 5,500円＋土産5,000円相当）

【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

⑥９月11日（日）～９月25日（日）の中から希望日（第２希望まで）とそれぞれ枚数

※ご希望に添えない場合があります。（特に千秋楽、土日祝）ご了承ください。

【あっせん枚数】 20枚 利用会員１人 2枚まで（１日分のみ） 申込多数の場合は、抽選。

※抽選結果：８月中旬サービスセンターより連絡

※申込締切後のキャンセルは不可

※土産はパンフレット・焼鳥・
お菓子・土産物等

指定割引協賛店が増えました！会員証提示でおトク！

2022年４月オープン！ もみほぐし、足つぼ、ドライヘッドスパをメニューとした

リラクゼーション店です。【完全予約制】

特典内容 4,000円（税込）以上のコース 300円OFF

ほほぐぐしし処処 手手
てて

てて
てて

庵庵
ああんん 所 在 地：日野市栄町22817アムールオオカサ108（駐車場あり）

電 話：08072570053
営業時間：10:00～17:00 定休日：日祝

申
込
方
法

電話

FAX

申込期間

77//66（（水水））88::3300～～77//1155（（金金））1177::0000

抽 選

HP
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★次回の会報は９月１日（木）
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

★７月25日は会費納入日です。７～９月分の会費は７月25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の利用が受けられませんので、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

北陸の絶景スポットと

城下町金沢を巡る２泊３日の旅

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（（火火））88::3300～～

日本で唯一車で走れる砂浜「千里浜なぎさドライブウェイ」

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。

先着
順

区 分 ２名１室（基本）

利用会員 73,000円

同居家族 75,000円

関 係 者 83,000円

【と き】 10月23日（日）～25日（火）２泊３日

【集 合】 日野駅 午前７時00分頃

東京駅 午前８時00分頃
（選択できます。）

【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（水）まで

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

【参 加 費】（１名あたりの料金）と き

集合場所

参 加 費

参加費の支払い

募集人数

高さ25mの断崖絶壁が１㎞続く「東尋坊」

日本三名園のひとつ「兼六園」 風情たっぷりな「ひがし茶屋街」 北陸屈指の温泉山代温泉「瑠璃光」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。

GoToトラベル給付金が
適用された場合の参加
費はセンターHP等でお
知らせします。

行
程

10/23
（日）

日野駅発（7:00頃） （中央線） 東京駅⇒⇒（北陸新幹線 かがやき505号）⇒⇒金沢駅 ホテルウェルネス

能登路（昼食） 能登金剛 厳門（見学） のと里山里海ミュージアム（見学） 志賀（しか）の郷温泉

「日本の夕陽百選の宿」ロイヤルホテル能登（泊）

10/24
（月）

ホテル 千里浜なぎさドライブウェイ（車窓・休憩） 東尋坊/やまに水産（昼食・散策） 永平寺（参拝）

山代温泉「５つ星の宿・日本の旅館100選に認定されている宿」瑠璃光（泊）

10/25
（火）

ホテル 久谷満月（買物） 近江町市場（散策） ひがし茶屋街（散策） 兼六園/寄観亭（散策/昼食）

金沢駅⇒⇒（北陸新幹線 はくたか568号）⇒⇒東京駅 （中央線） 日野駅着（19:00頃着予定）

通常料金：83,000円




