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※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しません。
※この旅行は、国際急行観光㈱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・キャンセル等）は旅行会社にご連絡ください。

申
込
方
法

申込締切

11//1199（（木木））

業者
FAX

業者
メール

と き 2月19日（日）雨天決行

利用会員 8,900円 登録同居家族 9,900円 関係者 12,700円（通常料金12,750円）

日野駅・豊田駅・高幡不動駅集合場所

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

当落通知 １月27日（金）までに旅行会社から代表者へ郵送。

抽選

国際急行観光株式会社
観光庁長官登録旅行業第1199号（旅行業第１種）

〒336-0018
埼玉県さいたま市南区南本町22015205
TEL0488323101（平日9:00～16:00）
FAX0488323103
メール arakawa@kk-kanko.com

問合せ
申込先

あっせん日帰りバスツアー

本場10種類のいちご食べ比べ＆
日本料理 「茶力経ヶ坂」

写
真
は
す
べ
て
イ
メ
ー
ジ
で
す

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

※新型コロナウイルス感染防止対応の状況により、

行程の変更や中止になる場合があります。

※３歳未満は、座席代として1,000円

行
程

高幡不動駅（7:45）� 日野駅（8:00）� 豊田駅（8:20）�《中央・圏央道》� 白鷺神社（開運をもたらすといわれる

長さが「日本一の剣」見学）� 日本料理茶力経ヶ坂（ミニ会席膳の昼食）� 益子焼窯元共販センター（お買い物）

� 益子・吉村農園（いちご食べ比べ・スカイベリーや新種も）�《北関東・圏央・中央道》� 日野市内（19:00頃着予定）

１月19日（木）までに旅行会社へFAX･メールまたはハガキ（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 ④ワクチン３回接種の有無を
お知らせください。

全国旅行支援対象の場合 金額・詳しい内容については、
分かり次第センターHPの「お知らせ」に掲載します。

業者
郵送

３月31日（金）の窓口受付は、システムの年度更新のため12時までとさせていただきます。
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ジェ

グラ

新春お年玉プレゼント！

５名様５名様

20名様20名様

30名様30名様

５名様５名様

20名様20名様

30名様30名様

10名様10名様

20名様20名様

30名様30名様

松坂牛＆伊賀牛
すき焼き食べ比べセット

ローストポーク＆
ローストビーフセット

銀座千疋屋
銀座ミルフィーユアイス

とらふぐ料理コース
（３～４人前）

北海道産
海鮮5種詰め合わせ

栃木県産コシヒカリ

京王プラザホテル八王子
ペアお食事券
（12,000円相当）

ドイツリーゲレラガービール
飲み比べ12本セット

ホテルオークラ
スイーツアソート

松坂牛：ウデ400ｇ　伊賀牛：肩ロース400ｇ

三重県
２大
銘柄牛

下関の
良質なふぐ

中国料理
〈南国〉

「宝玉」コース

イベリコ豚ロース
トポーク（肩ロー
ス300ｇ）ロース
トビーフ（モモ160
ｇ）各ソース付

チョコレートを敷
いたパイ生地で濃
厚なアイスクリー
ム・フルーツソー
スをサンドしたア
イス。ストロベリー・オレンジ・マスカットの３種×３個

ふぐ刺身130ｇ　ふぐ皮
100ｇ　ふぐちり500ｇ
焼きヒレ3ｇ
ポン酢、もみじおろし付

いくら醤油漬60
ｇ、冷ホタテ150ｇ、
甘えび100ｇ、秋
鮭ルイベスライス
90ｇ、お刺身だこ
70ｇ

令和４年度産
無洗米
２kg×３袋

ランチ・ディナー
タイム共通

内容：リーゲレ・ピルス、リーゲレ・プリヴァー
ト330ml、２種×６本

ブラウニーネー
ブル６個、レー
ズ ン サ ン ド・
チョコレート
ケーキ・フルーツケーキ各３個、マドレーヌ（プ
レーン・チョコ）各２個　計19個

（季節ごとにメニューは変わります。写真はイメージ）

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。
※QUOカードPayには有効期限（発行から３年間）があります。

ベネフィット・ステーション
サービスセンター専用バナーから簡単に申込み！！
この機会にぜひ「ベネアカウント」をご登録ください！

合計合計
470470名様名様
に当たる！に当たる！

ＡＡ賞賞

DD賞賞

GG賞賞

BB賞賞

EE賞賞

HH賞賞

CC賞賞

FF賞賞

II 賞賞

Ｗチャンス賞Ｗチャンス賞
10％

お得！



申込方法

ベネアカウントログイン方法
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【販売料金】１枚450円（500円券）
【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 ※既に20枚購入済の方も追加で20枚購入可

【加盟店一例】リンガーハット、魚民、木曽路、かごの屋、夢庵、日高屋、大戸屋、バーミヤン、ドミノ・ピザ、
ピザハット、さぼてんデリカ、オリジン弁当、ガスト、モスバーガー、ケンタッキー、高倉町珈琲ほか

ジジェェフフググルルメメカカーードド
販売期限

33//3311（（金金））1122::0000

窓口窓口販
売

あっせん日帰りツアー

古河桃まつりとカタクリの花と蔵の街栃木を散策
詳細は、同封

チラシをご覧

ください。

【と き】 3月19日（日） 【集合場所】 日野駅、高幡不動駅

【募集人数】 34名（最少催行人員 20名）

【参 加 費】 利用会員 6,900円 登録同居家族 7,900円

関 係 者 11,100円（通常料金14,800円）

【申込方法】 直接旅行会社へ 【 】 株式会社スペース・プラン

※当日は旅行業者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、株式会社スペース・プランと参加者個人との契約で行われます。

業者
TEL

申
込
方
法

申込締切

33//1100（（金金））

抽選

と き

募集人数

参 加 費

申込方法 企画･実施

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
FAX 0449351771

（平日9:30～18:30）

※年末年始休業 12/30～1/3

問合せ・申込先

集合場所

ググラランンブブルルーーリリゾゾーートトでで行行くく

10％

お得！

※全国旅行支援対象の場合の参加費です。

クオ･カード 4,500円（5,000円券）
FAX

HP

申込締切

11//1166（（月月））1177::0000

郵送

募集販
売

【申込枚数】 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】 ２月６日（月）～２月21日（火）（厳守）

申
込
方
法

※申込者全員に販売
※申込締切後のキャンセルは不可

有効期限なし

追加販売中

申
込
方
法
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申
込
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※申込者全員に販売

※申込締切後のキャンセルは不可

電話

FAX

HP

申込締切

11//1177（（火火））1177::0000

【申込枚数】 利用会員１人 各施設 4枚まで 【引換期間】 ２月７日（火）～２月22日（水）

※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。
※チケット購入後、利用の際には、各施設への予約が必要です。※料金は税・サービス料込。※写真はすべてイメージです。

７月までご利用いただけるお食事券を販売します。

センターへお申込みの際、申込№またはレストラン名・チケット区分

（ランチ/ディナー、平日/土日等）をご指定ください。

対象メニュー /利用時間 申込№ 販売料金 通常料金

【平日限定ランチ】伝統のランチコース

〈例〉本日の前菜またはスープ/海老と舌平目のグラタン“エリザベス女王”風ま
たはシャリアピンステーキ/デザート/コーヒー

利用時間 火～土 11：30～14：30

① 5,600円 8,165円

【ランチ・ディナー共通】選べるメイン 帝国ホテル伝統のコース

〈例〉テリーヌトラディッション（日替わり）/伝統のダブルビーフコ
ンソメ/海老と舌平目のグラタン“エリザベス女王”風または
シャリアピンステーキ/デザート/コーヒー

利用時間 火～土 11：30～14：30/17：00～20：00
日祝日 11：30～19：00

平 日 ② 8,300円 12,190円

土日祝 ③ 9,300円 12,190円

帝国ホテル 東京 タワー館地下１階〈フランス料理 ラ ブラスリー〉

要予約 �0335398073

帝国ホテル伝統の料理をご堪能いただけるコース料理です。

【有効期限】 2023年７月30日（日）まで

※月曜定休（祝日は営業、翌火曜休業） ※除外日：特別催事期間

ヒルトン東京お台場〈シースケープ テラス・ダイニング〉

要予約 �0355005580（10:00～20:00）

【有効期限】 2023年７月31日（月）まで ※除外日：4/28～5/7及び特定日

区 分 / 利用時間 申込№ 販売料金 通常料金

ランチビュッフェ

１部 11：30～13：00
２部 13：30～15：00

平 日 ④ 3,700円 5,800円

土日祝 ⑤ 4,200円 6,300円

ディナービュッフェ

１部 17：30～19：00
２部 19：30～21：00

平 日 ⑥ 4,600円 7,200円

土日祝 ⑦ 5,300円 8,200円

◇未就学児は無料。小学生までは子供料金あり。詳細はHP参照。
◇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）

★セット割企画★ビュッフェ券と一緒に「アレグリア」P６を

お申込みの場合、ビュッフェ券を500円/枚 割引き！

レストランお食事券

市内飲食店で１人１食2,000円以上の飲食をした場合、年度１回、費用の一部を助成しています。

職場の親睦会や個人利用が対象です。詳細はガイドブックP14またはQRコードからご確認ください。

センター会員の飲食店を利用した場合 2,000円

その他日野市内の飲食店を利用した場合 1,000円

ご利用ください 市内飲食店利用助成

会員個人が対象ですが、皆様で相談して、事業所単
位やグループ単位でご活用いただくことも可能です。

利用会員１人
あたりの助成額

★センター会員のお店★ ※お店の希望で掲載していないお店もあります。
日野エリア：BAR＆DININGRiverSide/一品料理 大関/サカエヤ茶楼/SoulKliveHouse/
韓国食堂 洪家ネ/マクドナルド日野駅前/CafeCLARA/日野寿司本店/きなせ屋/だいすけ/
串壱/炎上炭火焼鶏 ひのっこ/arteTomoaki/中国家庭料理 麒麟坊/H.P.STYLEKitchen/
れんげcafe/居食屋 うの花亭/福佐家/CLAMPWOODSCOFFEEFACTORY/クレア ホーム
＆ガーデン/スナックはっぴい/手打うどん どんたく 日野店
豊田エリア：おCha/ふじ食堂/おいなり食堂/大黒屋そば店/こ料理 しの/リストランテ ピッコロ・

レガーロ/CafeCrispy/ベアトリーチェ/食彩せつ/スナック セピア/リキホルモン/やきとりと海の
幸 星の家/マクドナルド豊田店/うなぎ藤田/焼肉 幸楽園/鮨千/織姫/Kitchen＆CafeCanaan
南平・平山エリア：梅之木/ぼ・ぴーぷ/寿司正/ベーカリーカフェやまぼうし平山台/レスト
ラン木馬/平山城址公園 増田屋/ベルハート・エール 平山店
高幡・万願寺・落川エリア：そば処 開運そば/焼肉菜苑 モランボン/食彩工房 土間/味の丸
嘉/弘前軒
ケータリング等：kizagisu/ラザニア イタリアーナ

男子プ

アルバ

募集販
売

ホームページでは、
地図も閲覧可！
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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（（金金））～～11//1177（（火火））
88::3300 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 22002222--2233シシーーズズンン

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】 国立代々木競技場 第一体育館

試合日程 対戦相手 開始時間 販売料金（当日料金） チケット引換日

2月4日（土）
大阪エヴェッサ

17:05 大 人 1,800円（3,000円）
1/24～

2月5日（日） 15:05 こども 1,400円（2,500円）

3月22日（水） 茨城ロボッツ 19:35
大 人 1,400円（2,500円）

2/28～
こども 1,000円（2,000円）

3月25日（土）
レバンガ北海道

15:05 大 人 1,800円（3,000円）

3月26日（日） 15:05 こども 1,400円（2,500円）

�ALVARKTOKYO

先着
順

申
込
方
法

【あっせん枚数】

各試合 10枚
利用会員１人あわせて 4枚まで

※今シーズンより「フレックスプライ
ス制」を導入。試合によって金額が
変動します。

※座席は１Fベンチ側Ｂ指定席 こども料金は４歳以上高校生まで

申
込
方
法

※申込後のキャンセルは
不可

窓口

電話

HP

販売開始

11//66（（金金））88::3300～～

【販売料金】

【販売枚数】 先着120枚 利用会員１人 5枚まで
※なくなり次第終了。最終販売期限 ３月10日（金）

【有効期限】 申込日から６か月先の月末 例：1/6申込→有効期限7/31

※利用除外日 なし（ただし、休館日あり）

人気の天然温泉と冷え性対策にじっくり体が温まる岩盤浴とのセット券です。

種 類 販売料金 一般料金（入館料＋岩盤浴）

大 人（中学生以上） 700円
平 日 1,430円

土日祝・特定日 1,630円

※岩盤浴は、マット・専用ウェア付き。拡張した休憩コーナーと外気浴が楽しめます。
※参考：入館料－平日830円 土日祝・特定日980円 岩盤浴－平日600円 土日祝650円

期間限定販売

公式HPはこちら→

天然温泉 ロテン･ガーデン 岩盤浴セット券
先着
順

通年販売の入館チケット
も販売中！１枚 550円

京王あそびの森 HUGHUG〈ハグハグ〉･京王れーるランド 平日フリーパス販売中！

有効期限 2023年３月31日（金） 販売期限 ３月10日（金） ※センター窓口販売

施 設 名 販売料金 限度枚数

京王あそびの森HUGHUG 子ども 600円 大人 500円 ６枚／人

京王れーるランド 100円 ６枚／人

※申込締切後のキャンセルは不可

FAX

HP

申
込
方
法

ウイルス飛沫・花粉もしっかりブロック！

高性能日本製マスク（エリエール）
特別販売 医療・福祉施設勤務の方にも最適

【販売料金】 700円（50枚入り小箱） 標準価格 1,900円（税込）

【商 品 名】 サージカルマスク スマートタイプ（大王製紙製不織布）

【商品の特徴】 １．フィルター部補集効率試験平均値

BFE（バクテリア飛沫ろ過試験）：99％カット

PFE（微粒子ろ過効率試験）：99％カット

２．サイズ 175㎜×90㎜（ふつうサイズ）

３．新構造でぴったりフィット（耳への負担が少ない紙おむ

つの技術を活かした製法の幅広伸縮耳掛けを使用）

４．プリーツ構造で口元らくらく！

【あっせん箱数】 先着160箱 利用会員１人 3箱まで ※４箱目以降も申込可能。ただし１箱1,000円となります。

【引き渡し】 ２月10日（金）～２月24日（金） ※窓口引換。代引は利用できません。

商品の詳細は、
エリエール（大王製紙）
公式ＨＰでチェック→

申込期間

11//66（（金金））99::0000～～11//2200（（金金））1177::0000

先着順

〔所在地〕町田市相原町358 車－八王子バイパス鑓水IC下車３分 無料送迎バス－橋本・八王子（JR）・南大沢・多摩境



東京
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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

11//1100（（火火））88::3300～～11//1166（（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
（ジキルは２枚）

■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！

あっせん枚数 1122枚

料 金 全席指定 1,500円
（通常前売 2,500円）

ひの煉瓦ホールJ:COMホール八王子

料 金 Ｓ席 5,300円
（通常 7,000円）

あっせん枚数 各1100枚

※申込後のキャンセルは不可

2月25日（土） 2月26日（日）

①11:30開演 ②15:30開演

島津亜矢
歌怪獣襲来ツアー2023～羽化～

※未就学児入場不可 引引換換 22//33～～22//1177 引引換換 22//33～～22//1177

劇団東少ミュージカル『眠れる森の美女』
優しい心に目覚める感動の物語

★特別企画★ P４「ヒルトン東京お台場食事券」
をお申込みの方は、食事券を500円/枚 割引！

東京公演 シルク・ドゥ・ソレイユ

ダイハツ アレグリア －新たなる光－

3月11日（土）

あっせん枚数 合わせて1166枚

料 金 SS席 大 人9,800円
子ども6,500円

（通常 大人13,800円 子ども9,800円）

お台場ビッグトップ

※３歳以上有料

ミュージカル『ジキル＆ハイド』

①3月26日（日）

料 金 Ｓ席 11,000円（通常 14,000円）

あっせん枚数 各44枚 １人22枚まで

15:30開演

12:30開演

東京国際フォーラム ホールＣ
※未就学児入場不可

引引換換 33//11～～33//1144

14:30開演

引引換換 22//1177～～33//33

※子どもは３歳～小学生。
３歳未満は膝上１名無料。

※「アレグリア」
「ジキル」は抽選

イイイイイイイイイイベベベベベベベベベベンンンンンンンンンン

ジキル＆ハイド役 柿澤勇人

サー

抽選

★抽選結果は1/20までにご連絡します。

ヒヒ
ルル
トト
ンン
食食
事事

券券
とと
セセ
ッッ
トト
でで
おお
得得
！！

★抽選結果は1/20までにご連絡します。

ジキル＆ハイド役 石丸幹二

料 金 Ｓ席 10,000円（通常 14,000円）

②3月27日（月）13:00開演

抽選

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

お支払いの際、「利用会員証」の提示で５％の割引が受けられます。

会員証提示で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。

◆対象店 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。

〔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）

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
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・東京国立博物館のすべて（1/11） ・岡本太郎展（1/28） ・ファン・ゴッホ展（2/9）
・ピカソとその時代展（2/22） ・ヴァロットン展（3/1） ・パリ・オペラ座（3/5） ・兵馬俑と古代中国（3/5）

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・・・・・・・・・・・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

11//44（（水水））88::3300～～

電話先着順

※申込後のキャンセルは不可

HP

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）

【助成金額】１枚に対し500円。ひとつの美術展2枚まで 【受付期間】各美術展の開催初日から開催終了１カ月後まで

※申請方法・必要書類など詳細はガイドブックP14またはHPをご覧ください。

開催期間 展 示 場 所 申請期限

1/26～4/9 エゴン・シーレ展 東京都美術館 5/9

2/25～4/9 芳幾・芳年 国芳門下の２大ライバル 三菱一号館美術館 5/9

美術展鑑賞助成申請対象一覧（HP掲載）

中小企業従業員向け安心ローン ※中小企業の定義がそれぞれ異なります。 ※融資にあたっては審査があります。

●個人融資 さわやか 年利1.8％→1.6％ 限度額 70万円

東京都産業労働局雇用就労部労働環境課 � 03-5320-4653

（特例 100万円）

中央ろうきん都内本支店・ローンセンター �八王子 042-642-4141 立川 042-524-5157
都内信用組合（すくすく・ささえのみ取扱い） �03-3567-6211

ササーービビススセセンンタターー生生活活資資金金融融資資ああっっせせんん

2023年３月末
申込みまで
年利引下げ実施!●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

生活費・住居費・レジャー費・マイカー購入費などに

授業料や入学金等の教育費や介護に必要な物品購入費などに

保証料は全額都負担

保証料はセンター負担

●医療費、教育費、一般生活費などに 年利1.6％ 限度額 100万円（生活費は70万円）

制度のお問合せ

申込窓口

申込・お問合せ サービスセンター �042-581-6711 詳細はガイドブックP17またはQRコードから

1月27日（金）～2月5日（日）

東京ドームおよびオンライン

【料 金】一般 1,200円（当日料金 2,500円）

【あっせん枚数】20枚

※販売期限：2/3（金）17:00まで

テーブルウェア･フェスティバル2023
～暮らしを彩る器展～

世界らん展2023
―花と緑の祭典―

2月8日（水）～14日（火）

東京ドームシティ プリズムホール

【料 金】一般 1,000円（当日料金 1,800円）

【あっせん枚数】20枚

※販売期限：2/13（月）17:00まで

※テーブルウェアフェスティバル・世界らん展は、保護者同伴小学生以下は無料。

香取慎吾個展 「WHOAM I」（渋谷ヒカリエ）絶賛発売中！（1/20まで）

平日券 1,300円 土日祝券 1,500円 詳細はＨＰ
お申込み欄へ【LINE先行配信済】申込受付中

過去掲載分の
申 請 期 限

木下大サーカス 立川公演 入場券
12月24日（土）～3月12日（日）
休演日：木曜日、12/31、1/11・18、2/1・15・22、3/1ただし2/23（祝）は開演

立川立飛 特設会場（高松駅または立飛駅 徒歩すぐ）

【料 金】前売自由席 大人 2,000円（当日料金 3,500円）
子供 1,300円（当日料金 2,500円）※子供は３歳～高校生

【あっせん枚数】各50枚 利用会員１人 4枚まで ※販売期限：2/24（金）17:00まで

※指定券をご希望の方は、別途
コンビニ等プレイガイド、ま
たは当日会場にて追加料金で
販売可能。また、新型コロナ
感染状況により変更がある場
合があります。詳細は木下大
サーカスＨＰでご確認ください。

★現在東京都では、新型コロナの影響で収入減等となった中小企業従業員の方に、実質無利子の生活融資も行っています。



給付項目：結婚・銀婚・珊瑚婚・二十歳祝・還暦・出生・子供の入学（小学・中学・高校）、入院見舞、

弔慰金（本人・配偶者・親・子）

※申請には期限があります。入学祝は2023年３月31日12時までです。

忘れてませんか！給付金 給付事由が生じた場合、給付金を受け取ることができます。
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★次回の会報は３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

★年末年始の休業のお知らせ 12月29日（木）から
１月３日（火）まで、休業いたします。

★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（月）
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。

INFORMATION

助成項目：人間・脳ドック受診、インフルエンザ予防接種、宿泊施設利用、日帰りツアー参加、

市内飲食店利用、観劇等鑑賞、美術展鑑賞、生涯学習講座受講

※定期健康診断は事業主への助成となります。 令和４年度分の助成金申請受付は、３月31日12時までです。

使って得する！助成金 サービスセンターへ申請することで、助成金が支払われます。

お早めに申請をお願いします！ 詳細はガイドブック2022P８～15をご覧ください。

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

手て庵 サービス業 栄 町 ㈱多摩繊維商会 小 売 業 落 川 TrimmingSalonCodetta サービス業 栄 町

プロキオン Procyon 保 険 業 多摩平 石坂ファームハウス 農 業 百 草 佐藤アパート 不動産業 神 明

㈲ツルオカ PITTSURUOKA 小 売 業 多摩平 はりきゅうマッサージ奈良 医療・福祉 多摩平 金沢屋 日野豊田店 建 設 業 豊 田

ファーストウォーター㈱ サービス業 万願寺 伊藤硝子 建 設 業 程久保 とも工業 建 設 業 万願寺

㈱宮島通建 建 設 業 石 田 新規会員随時募集 ぜひご紹介ください！

新規会員紹介 加入年月日：2021年11月～2022年10月

施設名 通常金額 割引価格 施設名 通常金額 割引価格

舞子スノーリゾート 5,500円 4,200円 ムイカスノーリゾート 4,400円 3,400円

湯沢中里スノーリゾート 4,900円 3,800円 たんばらスキーパーク 5,000円 3,000円～4,200円

※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

１dayパスまたはリフト１日券

22002222－－22002233 ススキキーー追追加加情情報報！！

窓口で割引券を配付中

１．センターHPの「おしらせ」から優待券をダウンロードしてください。

割引券（ダウンロード）

施設名 パスワード 施設名 パスワード

全福センター提携施設「東急スノーリゾート」 たんばらスキーパーク

２．日本スキー場開発㈱（白馬・鹿島槍・川場等10箇所）

右QRコードから割引券を入手してください。（当日、携帯画面提示でＯＫ）

→パスワード入力：gomountain 団体名：日野市勤労者福祉サービスセンター

３月31日（金）の窓口受付は、システムの年度更新のため12時までとさせていただきます。

東 急

たんばら


