
【事務局からのお知らせ】

旅行補助金

金　　額

受給資格

申請方法

添付書類

申請期限

会員が、1年度（4月～翌年3月）に1回、旅行等で国内外の宿泊施設（有料）を利用された
場合に、旅行補助金が支給されます。

会員1人　2,000円

補助金の受給資格は、サービスセンターの会員となった日（入会日）の翌月から受給資格が生じます。
また、対象となる旅行は、入会日の翌月1日から行かれた宿泊を伴う旅行が対象となります。
注）ご家族は対象となりません。

「旅行補助金申請書・請求書」に必要事項を記入・押印の上、下記の書類（写し可）を添付して、サー
ビスセンター窓口に提出してくだい。（郵送可、FAX不可）
＊ 「補助金申請書・請求書」は、サービスセンター窓口、またはホームページからダウンロードしてください。サー
ビスセンター窓口で直接申請される場合は、①添付書類（写し可）　②印鑑　③振込先がわかるメモまたは預金通
帳をご用意の上お越しください。

会員ご自身が利用されたことがわかる宿泊施設の領収書又は宿泊証明書、旅行会社の領収書、支払い
金額を証明できる書類等（写し可）
＊ クレジットカード決済等で領収書が発行されない場合は、クレジットカード会社の「利用明細書」等、お支払金額・支
払先（旅行会社やツアー名等）がわかる書類を添付してください。なお、その書類に会員名や宿泊施設名等が記載
されていない場合は、「旅行行程表」等も併せて添付してください。（写し可）

旅行後、1年以内に申請してください。

＊ サービスセンターを退会されると、申請資格がなくなります。申請される場合は、必ず、退会前に申請をお済ませください。

● 会員証の再発行手数料について
　会報5月号でお知らせした会員証（新会員証の未着を含めた）再発行手数料につきましては、8月1日（水）からに変更となりま
した。会員証は各種給付金の申請や会員証割引を利用する際などに必要です。お手元の会員証は、なくさないようにしてください。
会員証再発行手数料…100円　※サービスセンター窓口でのみ取扱いいたします。

● 夏・冬休みレストラン共通割引補助券の交付休止について
　会報６月号でお知らせしたとおり、今年度からレストラン共通割引補助券の配布を休止いたします。
　お得なホテルレストラン食事券をご利用ください。

2019年1月31日まで
会員・家族　1,700円
※すでに規定枚数を購入した方は、一般料金
になります。

販　売

料　金

販　売

料　金

9月21日まで
会員・家族　2,400円
※すでに規定枚数を購入した方は、一般料金
になります。

有効期限

料　金

枚　数

なし

会員
井の頭自然文化園 200円
上野動物園 400円
多摩動物公園 400円
1会員あたり、年間各5枚まで
※すでに購入している方は、ご注意くだ
さい。

Tokyo Dome City　とくてんチケット

ぐるっとパス2018

（井の頭自然文化園・恩賜上野動物園・
 多摩動物公園）

都内動物園

販
売
中

口
窓

チ
ケ
ッ
ト

1会員あたり、8枚まで　＊ただし、1レストラン4枚までに限ります

9月28日（金）まで、サービスセンター窓口で販売
します。
食事券は、期間中、売り切れることはありません。レストラン
への予約が済んでから、サービスセンター窓口にお越しになり、
購入してください。

必ず、各レストランへ電話で予約をしてください。また予約時には、
当サービスセンターの食事券を使用する旨をお伝えください。

1～7より行き
たいレストラン・
日時・人数等を
決めましょう!

レストランへ
電話予約
当サービスセンターの
食事券を使用する旨を
伝える

サービスセンター
窓口で
食事券を購入

枚　数

購入方法

場　所

アクセス

T E L

特別営業

料　金

その他

その他
要予約

利用期間

7月1日㊐～9月30日㊐

•食事券は、レストラン毎に異なります。
　1～7よりお好きなプランを選んでください。
•食事券は、全て大人券（中学生以上）、税・
サービス料込みの金額です。
•他の優待割引との併用はできません。
•催事や貸切など特別営業期間中は利用でき
ない場合がありますので、ご了承ください。

ホテルレストラン ブッフェ特集夏休み

～選んでわくわく!  食べてまんぷく!  お好きなものを心ゆくまで～

吉祥寺第一ホテル　2F　バイキング「パークストリート」
「吉祥寺駅」より徒歩5分
代表：0422-21-4411　パークストリート：0422-21-9814
8/13（月）～17（金）は、土・日・祝料金となります。

1 吉祥寺第一ホテル パークストリート ランチ券 ディナー券
五感すべてで楽しむ実演料理　ランチもディナーも自慢のブッフェを!

※ 土・日・祝日の利用の場合は、現地にて別途ランチ〔大人630円、シニア
450円〕、ディナー〔大人450円、シニア90円〕をお支払いください。

※ 現地にて、会員証提示により優待料金（通常料金の10%OFF）で利用する
こともできます。〔区分：大人・シニア・小学生・幼児（4歳～小学生未満）〕

　 ＊ シニア：65歳以上・要証明

区　分 ランチ券 ディナー券
利用時間 11：00～ 15：00　90分制 17：00～ 21：30　90分制

会　員
通常料金　平日  2,900円のところ

2,200円
通常料金　平日  3,900円のところ

3,000円

この夏は、ブッフェスタイルで楽しめる
おトクな食事券を販売します!!
お腹も心も満たされる、

至福のひとときをご堪能ください。

食べ放題

285
2018 7

事 業 所 ４７3社 （前月末比増減なし）
会 員 数  ３,０69人 （前月末比2人増）
（内 個人会員 266人）平成30年5月31日現在

8月号の予告
● TOHOシネマズ パスポートチケット
● 劇団四季ミュージカル「キャッツ」チケット
● 茨城メロン狩りツアー（9/15）
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場　所

アクセス

T E L

料　金

その他

場　所

アクセス

除外日

T E L

料　金

利用時間

その他

場　所

アクセス

T E L

料　金

利用時間

その他

場　所

アクセス

T E L

特別営業

利用時間

料　金

その他

場　所

アクセス

T E L

利用時間

料　金

その他

場　所

アクセス

T E L

利用時間

料　金

その他

京王プラザホテル新宿
スーパーブッフェ「グラスコート」

ハイアット リージェンシー 東京「カフェ」 帝国ホテル東京
インペリアルバイキング『サール』

新宿プリンスホテル
ブッフェダイニング「プリンスマルシェ」

赤坂エクセルホテル東急
赤坂スクエアダイニング

横浜ベイホテル東急
オールデイダイニング「カフェトスカ」ランチ券

ウィークエンドランチ券

ランチ券

ランチ券

ランチ券

ディナー券ディナー券

京王プラザホテル新宿　本館2階
JR「新宿駅」西口より徒歩5分
03-3344-0111　（内5955）
平日　17：30～21：30　　土日祝　17：00～20：00（2時間制）
8/13（月）～17（金）は、土・日・祝料金となります。
通常料金　平日5,600円のところ
会員　4,300円
※シニア（65歳以上）：現地にて4,050円にて利用できます（会員証提示）

※ 土・日・祝日利用の場合は、別途1,000円/飲み放題プランを利用の場合は、
2,520円を現地にてお支払いください。

※ 現地にて、会員証提示により優待料金（通常料金の10%OFF）で利用することもで
きます。〔区分：大人・シニア（65歳以上）・小学生・幼児（4歳～小学生未満）〕

7月1日（日）～9月30日（日）の土・日・祝日のみ
ハイアット リージェンシー 東京　ロビーフロア・2F

JR「新宿駅」西口より徒歩9分

03-3348-1234（代表）

① 11：30～13：10 　② 13：30～15：10　100分2部制

通常料金　5,228円のところ
会員　4,000円
※ チケット利用の同伴者〔大人・シニア（65歳以上）・小学生・幼児
（3歳～5歳）〕は、現地にて優待料金（通常料金の10%OFF）で
利用できます。

 注）シニア優待料金：4,384円となりますので、チケットの購入をおすすめします。

新宿プリンスホテル　地下2階
JR「新宿駅」東口より徒歩5分
03-3205-1124
平　日 11：30～15：00
土・日・祝 ① 11：30～13：00　② 13：30～15：00　90分2部制
通常料金　3,190円のところ
会員　2,400円
※ チケット利用の同伴者〔大人・小学生・幼児（4歳～小学生未満）〕は、
現地にて優待料金で利用できます。

 注）小学生の優待料金：2,500円（一般料金2,750円）となりますので、チケットの
購入をおすすめします。

横浜ベイホテル東急　2階

みなとみらい線「みなとみらい駅」から徒歩1分
（ランドマークタワー、クイーンズスクエア方面の改札口よりクイーンモール1Fへ）

045-682-2255（レストラン予約 10：00～21：00）

①11：30～13：00　 ②13：30～15：00　90分2部制

通常料金　平日3,900円のところ
会員　2,600円
※ 土・日・祝日利用の場合は、現地にて別途500円（大人）をお支払いください。
※ チケット利用の同伴者は、現地にて優待料金〔大人3,100円（平日）・小学生
1,700円・4歳～小学生未満800円・3歳以下無料〕で利用できます。

帝国ホテル東京　本館 17F

JR「有楽町駅」より徒歩5分

03-3539-8187

催事期間中（店舗にご確認ください）

①11：30～13：00　 ②13：30～15：00　90分制

通常料金　平日6,050円のところ
会員　4,400円
※ 土・日・祝日利用の場合は、現地にて別途1,000円をお支払いください。
※ チケット利用の同伴者〔大人〕は、現地にて優待料金で利用できます。

赤坂エクセルホテル東急3F　赤坂スクエアダイニング　
東京メトロ「赤坂見附駅」10番出口より徒歩1分／「永田町駅」8番出口より徒歩2分
03-3580-2331（赤坂スクエアダイニングまで）

注）ウイークエンド（土・日・
祝日）ランチのみ、ご利用
いただけます。

臨場感のあるライブキッチンでホテルシェフが華麗な美技を披露

自然素材を使った寛ぎ空間で　ゆったりとしながら食べ放題を!

バラエティー豊かな料理、ライブキッチンから放たれる臨場感とライブ感。
食の空間をお楽しみください。

★ スペシャルデー ★
8/1（水）～9/2（日）は、チケット利用の
大人1名につき小学生以下のお子様1名無料
＊予約時に、必ずお子様の利用をお伝えください。

※ 土・日・祝日のランチ利用の場合は、現地にて別途大人800円、グランエイジ
（60歳以上）500円をお支払いください。
※ チケット利用の同伴者は、現地にて優待料金で利用できます。

日本のバイキング発祥のレストラン!　贅沢な空間で最高峰の料理を楽しむ!!

区　分 平日ランチ券 全日ディナー券

利用時間 ①11：30～ 13：00
②13：30～ 15：00 90分制 17：00～ 22：00

120分制

会　員
通常料金2,800円のところ

2,000円
通常料金6,000円のところ

4,100円

シェフが目の前で料理を仕上げるアクションコーナーでできたての味をお楽しみください!
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　　鑑賞券　　鑑賞券映画映画
立川シネマシティ
（CINEMA ONE/CINEMA TWO

）

休休夏夏 みみ

セレクトチケット
会　場

会　期

料　金
購入方法

会　場

会　期

料　金

購入方法

有効期間

枚　数

料　金

購入方法

立川シネマシティ専用の映画鑑賞券！
この夏は、おトクなチケットで
映画をわくわく楽しもう！！

立川シネマシティ専用の映画鑑賞券！
この夏は、おトクなチケットで
映画をわくわく楽しもう！！

7月1日（日）～9月30日（日）
1会員あたり、4枚まで（5～8枚は一般料金）

会員 1枚 1,000円
一般及び5枚～8枚　1,400円
＊3D映画等ご利用の場合は、映画館で追加料金が必要となります。

JR立川駅北口より
徒歩5分（高島屋隣）

JR立川駅北口より
徒歩6分

シネマ･ツー
CINEMA・TWO（5館）

ａ ～ ｅ

シネマ･ワン
CINEMA・ONE（6館）

f ～ ｋ

主な上映作品（予定）映画館名 場　所 お問い合せ

☎
042-525-1251

☎
042-525-1237

24時間
音声対応サービス

直通電話

FAX

＊上映作品は、変更となる場合がありますので、ご了承ください。

9月28日（金）までサービスセンター窓口
で販売します。
○ご利用方法
　各チケット売り場にて入場券と引き換えてからご利用ください。

○ それいけ！アンパンマン　かがやけ！クルンといのちの星
○ パンク侍、斬られて候
○ バトル・オブ・ザ・セクシーズ
○ 虹色デイズ　　　○ 未来のミライ
○ 劇場版ポケットモンスター みんなの物語
○ ジュラシック・ワールド　炎の王国
○ ブエナ・ビスタ・ソシアル・クラブ★アディオス
○ 劇場版コード・ブルー　─ドクターヘリ緊急救命─

パスポートチケット

購入方法

料　金

有効期間

内　容

枚　数

場　所

夏休み ！ キャラクター大集合！！

サンリオピューロランドサンリオピューロランド
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1ケ月延長に
なりました!

枚　数

対象試合

対象席種

予約方法

引換方法

料　金

購入方法

2018埼玉西武ライオンズ

プロ野球Lions公式戦Lions公式戦 セレクトチケット

1会員あたり、4枚まで（先着30枚）

会員 1枚　1,800円

─自分でお好きな試合を選んで、ご観戦いただけます! ─

メットライフドーム（旧西武プリンスドーム）、県営大宮球場、上毛新聞敷島球場で開催される、埼玉西武ライオンズ
主催の2018年パ・リーグ公式戦
メットライフドーム：内野指定席S・内野指定席A・内野指定席B・内野指定席C・外野指定席（3塁側のみ）・

外野自由席
県営大宮球場：ネット裏指定席S・内野指定席A・内野指定席B・外野自由席
上毛新聞敷島球場：ネット裏指定S席・内野指定席A・内野指定席B・外野自由席

会報到着後からサービスセンター窓口で販売します。
斡旋枚数　30枚（売り切れ次第終了!）
＊ 前回購入された方も、再度購入できます。

WEBサイトでチケット予約
パソコン・スマートフォン・携帯サイトから予約
http://www.cnplayguide.com/lions/select/
専用ページにアクセス⇒必要事項を入力（10ケタのセレクトチケット
番号入力⇒券面へ予約番号をご記入ください。

予約の翌日以降 ①メットライフドームチケットセンター　②ライオン
ズストア各店（フラッグスを除く）で、お引換えください。事前・試合当
日のお引換え、どちらも可能です。
＊ 予約・引換は、一般販売中のチケットに限ります。
＊ 予約開始日は、各チケットの一般販売開始日です。
＊ セレクトチケットを購入された方には、後日「予約・引換方法」の詳細をお渡しします。

○ 入場とアトラクション乗り放題
○ 大人・子供共通　※チケットは、3歳から必要

7月14日（土）～9月30日（日）
（休館日　9/5・6・12・13）

多摩市落合1-31
【アクセス】京王線・小田急線・多摩モノレール「多摩センター」駅下車　徒歩5分

1会員あたり、5枚まで（6～10枚は一般料金）
通常料金（休日）　大人3,800円、小人2,700円のところ
会員 1,700円
一般及び6～10枚 2,000円

会報到着後～9月28日（金）まで、サービスセンター窓口で販売します。

7月13日（金）～10月8日（月・祝）
※休館日 7/17、9/3・10・18・25

国立科学博物館（上野）

＊ 障がい者手帳をお持ち方とその介護者1名は無料

区　分 大人・大学生 小・中・高校生
会員・家族 1,100円 400円
（当日券） （1,600円） （600円）

会報到着後からサービスセンター窓口で
販売します。
斡旋枚数　各20枚

前売入場券

7月31日（火）～10月8日（月・祝）
東京都美術館（上野）

前売入場券

会報到着後からサービスセンター窓口で販売します。
斡旋枚数　各20枚

＊中学生以下は無料
＊「大学生券」「高校生券」の取扱はありません。「高校生」の方は、現地でお求めください。
＊障がい者手帳をお持ち方とその付添の方1名は無料

区　分 大　人 シニア
（65歳以上）

会員・家族 1,100 円 600 円
（当日券） （1,600 円）（1,000 円）

藤田嗣治展没
後
50
年

国立博物館

※WEBサイトで予約、チケット引換をしてください。

日本のみならず世界で収集された
多数の標本や映像・展示演出で、
昆虫の驚くべき世界を紹介します。
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A

C

B

D

　行　程

A～Dの
チケット申込方法

会報到着後から7月20日（金）までに、サービスセンターへ電話でお申し込み
ください。ABCは、定数を超えた場合、抽選となります。
申込時には、会員番号・事業所名・会員名・TEL・券種・枚数をお伝えください。

日時・枚数

場　所

出　演

座　席

枚　数

料　金

日時・枚数

場　所

座　席

料　金

日時・枚数

場　所

座　席

料　金

9月29日（土）　午後5時～
抽選10枚

ルネこだいら　大ホール

全席指定

通常料金6,500円のところ

会員・家族 5,000円
一　般 5,900円

9月29日（土）
午後5時30分～
抽選10枚
東京国際フォーラム　ホールC
S席
通常料金8,500円のところ

会員・家族 6,100円
一　般 7,300円
※未就学児入場不可

有効期間内のお好きな1日利用できる、箱根
小涌園「ユネッサン」と「森の湯」の共通パス
ポート券

翌年2019年8月31日まで
1会員あたり、大人･こども券合わせて5枚まで
（6～10枚は一般料金）

11月3日（土）　午後2時～　抽選10枚
11月3日（土）　午後6時～　抽選10枚
府中の森芸術劇場　ふるさとホール

柳家小三治（落語）ほか

1会員あたり、2枚まで
全席指定

通常料金3,800円のところ

会員　3,100円

南こうせつ
コンサートツアー

2018
～おもかげ色の空～

マチャミの
婚前披露宴

府中の森笑劇場第243回

吉　例

秋の
　小三治
　　一門会

箱根の温泉
テーマパーク

 区　分 大　人 こども
   （3歳～小学生）

 会　員 1,500円 1,000円
 一　般 1,800円 1,200円 （6～10枚）

 （当日券） （4,100円） （2,100円）
＊3歳未満は、入場無料

有効期間

内　容

枚　数

料　金

☆アミューズメント施設 共通利用割引補助券☆
○ 7ケ所の遊園地等の施設が、割引料金で利用できる補助券で
す。サービスセンター窓口で発行していますので、ご利用ください。
詳しくは、ゆとり&にゅーす特集号をご覧ください。

 注）薄緑色のセットになっている補助券です。補助券の発行は、1年度
に1回、既に発行済の方には、お渡しできませんので、ご了承ください。

○ 富士急ハイランド利用料金変更のお知らせ
 7月14日から、施設との契約料金変更により「アミューズ
メント利用料金」が変わりますので、ご了承ください。

 ＊ FUJIYAMA倶楽部料金も変更となります。詳しくは、サービ
スセンターホームぺージをご覧ください。

大人（15歳～） 1,800円 2,500円

小人（小・中学生） 800円 1,400円

幼児（4歳～） 100円 500円

区　分 利用料金 一般料金

入園+プール
7月14日～ 9月2日

※公園入園だけの割引はできません。

（例）国営昭和記念公園　レインボープール料金

日　程

多摩地区18市加盟　東京都市勤労者共済団体連合会　合同ツアー

参加費

募　集

その他

取消料

区　分 2 名 1室 3名 1室 4名 1室
会　員 80,500 円 78,000 円 76,000 円

申込方法

先着15名
会報到着後から7月25日（水）までにサー
ビスセンターへ電話でお申込みください。
ただし、定員になり次第、募集締切となります。

※同居のご家族は会員料金の1,700円増
※一般の方は、会員料金の3,500円増
※1名1室の場合：会員96,500円、一般100,000円

1日目

2日目

3日目

10月21日
出発

企画手配旅行：㈱セラン　セラントラベル東京支店

ツアーのポイント
•秋の道南は自然がいっぱい。
•函館・札幌・小樽と観光も充実。
•行きは話題の「北海道新幹線」で旅を満喫。お昼は車内で仙台名物牛たん弁当をいただ
きます。
•函館の夜景・登別の紅葉・豊富な温泉・おいしい食事など宿泊先も魅力いっぱい。

10月21日（日） 6時半頃 三鷹市役所出発
10月23日（火） 19時半頃 三鷹市役所解散

北海道三都物語　人気の函館・札幌・小樽を巡る !

10月21日（日） （食事）朝×　昼○　夕○
三鷹市役所6時半頃出発　▶　東京駅　　　（昼食）　▶　新函館北斗駅　▶　大沼国定公園（散策）　▶
五稜郭公園（見学）　▶　函館山（夜景観賞）　▶　函館湯の川温泉「湯元啄木亭」18時頃着（泊）

10月22日（月） （食事）朝○　昼○　夕○
湯元啄木亭9時出発　▶　函館元町（観光）　▶　長万部ドライブインかなや（昼食）　▶　洞爺湖展望台（見学）　▶
登別地獄谷（見学）　▶　登別温泉「第一滝本館」16時半頃着（泊）

10月23日（火） （食事）朝○　昼○　夕×

第一滝本館8時15分出発　▶　札幌・白い恋人パーク（買物）　▶　小樽・北の漁場小樽店（昼食）　▶　運河ガラス館（見学）　▶
にしん小樽貴賓館（旧青山邸）（見学）　▶　新千歳空港　　　羽田空港　▶　三鷹市役所19時半頃着

申込期限
7/20（金）

湯の川と登別の温泉三昧
                2泊3日北海道の旅

箱根小涌園
ユネッサン

特別入場券

9月22日（土）以降のキャンセルにつきましては、旅行
業法によるキャンセル料が発生します。
参加される方には、後日詳しい「しおり」をお届けします。
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区　分 利用料金 一般料金
大　人 4,800円 5,700円

中人（中・高校生） 4,300円 5,200円
小人（3歳～小学生） 3,600円 4,300円
幼児（1歳～ 2歳）
シニア（65歳～） 設定なし

区　分 利用料金 一般料金
大　人 4,900円 5,700円

中人（12～ 17歳） 4,400円 5,200円
小人（7～ 11歳） 3,600円 4,300円

1,600円 2,000円幼児（1歳以上）
シニア（65歳～）

※入園料金は無料となります。

フリーパス新料金（7/14～）フリーパス旧料金



A

C

B

D

　行　程

A～Dの
チケット申込方法

会報到着後から7月20日（金）までに、サービスセンターへ電話でお申し込み
ください。ABCは、定数を超えた場合、抽選となります。
申込時には、会員番号・事業所名・会員名・TEL・券種・枚数をお伝えください。

日時・枚数

場　所

出　演

座　席

枚　数

料　金

日時・枚数

場　所

座　席

料　金

日時・枚数

場　所

座　席

料　金

9月29日（土）　午後5時～
抽選10枚

ルネこだいら　大ホール

全席指定

通常料金6,500円のところ

会員・家族 5,000円
一　般 5,900円

9月29日（土）
午後5時30分～
抽選10枚
東京国際フォーラム　ホールC
S席
通常料金8,500円のところ

会員・家族 6,100円
一　般 7,300円
※未就学児入場不可

有効期間内のお好きな1日利用できる、箱根
小涌園「ユネッサン」と「森の湯」の共通パス
ポート券

翌年2019年8月31日まで
1会員あたり、大人･こども券合わせて5枚まで
（6～10枚は一般料金）

11月3日（土）　午後2時～　抽選10枚
11月3日（土）　午後6時～　抽選10枚
府中の森芸術劇場　ふるさとホール

柳家小三治（落語）ほか

1会員あたり、2枚まで
全席指定

通常料金3,800円のところ

会員　3,100円

南こうせつ
コンサートツアー

2018
～おもかげ色の空～

マチャミの
婚前披露宴

府中の森笑劇場第243回

吉　例

秋の
　小三治
　　一門会

箱根の温泉
テーマパーク

 区　分 大　人 こども
   （3歳～小学生）

 会　員 1,500円 1,000円
 一　般 1,800円 1,200円 （6～10枚）

 （当日券） （4,100円） （2,100円）
＊3歳未満は、入場無料

有効期間

内　容

枚　数

料　金

☆アミューズメント施設 共通利用割引補助券☆
○ 7ケ所の遊園地等の施設が、割引料金で利用できる補助券で
す。サービスセンター窓口で発行していますので、ご利用ください。
詳しくは、ゆとり&にゅーす特集号をご覧ください。

 注）薄緑色のセットになっている補助券です。補助券の発行は、1年度
に1回、既に発行済の方には、お渡しできませんので、ご了承ください。

○ 富士急ハイランド利用料金変更のお知らせ
 7月14日から、施設との契約料金変更により「アミューズ
メント利用料金」が変わりますので、ご了承ください。

 ＊ FUJIYAMA倶楽部料金も変更となります。詳しくは、サービ
スセンターホームぺージをご覧ください。

大人（15歳～） 1,800円 2,500円

小人（小・中学生） 800円 1,400円

幼児（4歳～） 100円 500円

区　分 利用料金 一般料金

入園+プール
7月14日～ 9月2日

※公園入園だけの割引はできません。

（例）国営昭和記念公園　レインボープール料金

日　程

多摩地区18市加盟　東京都市勤労者共済団体連合会　合同ツアー

参加費

募　集

その他

取消料

区　分 2 名 1室 3名 1室 4名 1室
会　員 80,500 円 78,000 円 76,000 円

申込方法

先着15名
会報到着後から7月25日（水）までにサー
ビスセンターへ電話でお申込みください。
ただし、定員になり次第、募集締切となります。

※同居のご家族は会員料金の1,700円増
※一般の方は、会員料金の3,500円増
※1名1室の場合：会員96,500円、一般100,000円

1日目

2日目

3日目

10月21日
出発

企画手配旅行：㈱セラン　セラントラベル東京支店

ツアーのポイント
•秋の道南は自然がいっぱい。
•函館・札幌・小樽と観光も充実。
•行きは話題の「北海道新幹線」で旅を満喫。お昼は車内で仙台名物牛たん弁当をいただ
きます。
•函館の夜景・登別の紅葉・豊富な温泉・おいしい食事など宿泊先も魅力いっぱい。

10月21日（日） 6時半頃 三鷹市役所出発
10月23日（火） 19時半頃 三鷹市役所解散

北海道三都物語　人気の函館・札幌・小樽を巡る !

10月21日（日） （食事）朝×　昼○　夕○
三鷹市役所6時半頃出発　▶　東京駅　　　（昼食）　▶　新函館北斗駅　▶　大沼国定公園（散策）　▶
五稜郭公園（見学）　▶　函館山（夜景観賞）　▶　函館湯の川温泉「湯元啄木亭」18時頃着（泊）

10月22日（月） （食事）朝○　昼○　夕○
湯元啄木亭9時出発　▶　函館元町（観光）　▶　長万部ドライブインかなや（昼食）　▶　洞爺湖展望台（見学）　▶
登別地獄谷（見学）　▶　登別温泉「第一滝本館」16時半頃着（泊）

10月23日（火） （食事）朝○　昼○　夕×

第一滝本館8時15分出発　▶　札幌・白い恋人パーク（買物）　▶　小樽・北の漁場小樽店（昼食）　▶　運河ガラス館（見学）　▶
にしん小樽貴賓館（旧青山邸）（見学）　▶　新千歳空港　　　羽田空港　▶　三鷹市役所19時半頃着

申込期限
7/20（金）

湯の川と登別の温泉三昧
                2泊3日北海道の旅

箱根小涌園
ユネッサン

特別入場券

9月22日（土）以降のキャンセルにつきましては、旅行
業法によるキャンセル料が発生します。
参加される方には、後日詳しい「しおり」をお届けします。

6 7

区　分 利用料金 一般料金
大　人 4,800円 5,700円

中人（中・高校生） 4,300円 5,200円
小人（3歳～小学生） 3,600円 4,300円
幼児（1歳～ 2歳）
シニア（65歳～） 設定なし

区　分 利用料金 一般料金
大　人 4,900円 5,700円

中人（12～ 17歳） 4,400円 5,200円
小人（7～ 11歳） 3,600円 4,300円

1,600円 2,000円幼児（1歳以上）
シニア（65歳～）

※入園料金は無料となります。

フリーパス新料金（7/14～）フリーパス旧料金



【事務局からのお知らせ】

旅行補助金

金　　額

受給資格

申請方法

添付書類

申請期限

会員が、1年度（4月～翌年3月）に1回、旅行等で国内外の宿泊施設（有料）を利用された
場合に、旅行補助金が支給されます。

会員1人　2,000円

補助金の受給資格は、サービスセンターの会員となった日（入会日）の翌月から受給資格が生じます。
また、対象となる旅行は、入会日の翌月1日から行かれた宿泊を伴う旅行が対象となります。
注）ご家族は対象となりません。

「旅行補助金申請書・請求書」に必要事項を記入・押印の上、下記の書類（写し可）を添付して、サー
ビスセンター窓口に提出してくだい。（郵送可、FAX不可）
＊ 「補助金申請書・請求書」は、サービスセンター窓口、またはホームページからダウンロードしてください。サー
ビスセンター窓口で直接申請される場合は、①添付書類（写し可）　②印鑑　③振込先がわかるメモまたは預金通
帳をご用意の上お越しください。

会員ご自身が利用されたことがわかる宿泊施設の領収書又は宿泊証明書、旅行会社の領収書、支払い
金額を証明できる書類等（写し可）
＊ クレジットカード決済等で領収書が発行されない場合は、クレジットカード会社の「利用明細書」等、お支払金額・支
払先（旅行会社やツアー名等）がわかる書類を添付してください。なお、その書類に会員名や宿泊施設名等が記載
されていない場合は、「旅行行程表」等も併せて添付してください。（写し可）

旅行後、1年以内に申請してください。

＊ サービスセンターを退会されると、申請資格がなくなります。申請される場合は、必ず、退会前に申請をお済ませください。

● 会員証の再発行手数料について
　会報5月号でお知らせした会員証（新会員証の未着を含めた）再発行手数料につきましては、8月1日（水）からに変更となりま
した。会員証は各種給付金の申請や会員証割引を利用する際などに必要です。お手元の会員証は、なくさないようにしてください。
会員証再発行手数料…100円　※サービスセンター窓口でのみ取扱いいたします。

● 夏・冬休みレストラン共通割引補助券の交付休止について
　会報６月号でお知らせしたとおり、今年度からレストラン共通割引補助券の配布を休止いたします。
　お得なホテルレストラン食事券をご利用ください。

2019年1月31日まで
会員・家族　1,700円
※すでに規定枚数を購入した方は、一般料金
になります。

販　売

料　金

販　売

料　金

9月21日まで
会員・家族　2,400円
※すでに規定枚数を購入した方は、一般料金
になります。

有効期限

料　金

枚　数

なし

会員
井の頭自然文化園 200円
上野動物園 400円
多摩動物公園 400円
1会員あたり、年間各5枚まで
※すでに購入している方は、ご注意くだ
さい。

Tokyo Dome City　とくてんチケット

ぐるっとパス2018

（井の頭自然文化園・恩賜上野動物園・
 多摩動物公園）

都内動物園

販
売
中

口
窓

チ
ケ
ッ
ト

1会員あたり、8枚まで　＊ただし、1レストラン4枚までに限ります

9月28日（金）まで、サービスセンター窓口で販売
します。
食事券は、期間中、売り切れることはありません。レストラン
への予約が済んでから、サービスセンター窓口にお越しになり、
購入してください。

必ず、各レストランへ電話で予約をしてください。また予約時には、
当サービスセンターの食事券を使用する旨をお伝えください。

1～7より行き
たいレストラン・
日時・人数等を
決めましょう!

レストランへ
電話予約
当サービスセンターの
食事券を使用する旨を
伝える

サービスセンター
窓口で
食事券を購入

枚　数

購入方法

場　所

アクセス

T E L

特別営業

料　金

その他

その他
要予約

利用期間

7月1日㊐～9月30日㊐

•食事券は、レストラン毎に異なります。
　1～7よりお好きなプランを選んでください。
•食事券は、全て大人券（中学生以上）、税・
サービス料込みの金額です。
•他の優待割引との併用はできません。
•催事や貸切など特別営業期間中は利用でき
ない場合がありますので、ご了承ください。

ホテルレストラン ブッフェ特集夏休み

～選んでわくわく!  食べてまんぷく!  お好きなものを心ゆくまで～

吉祥寺第一ホテル　2F　バイキング「パークストリート」
「吉祥寺駅」より徒歩5分
代表：0422-21-4411　パークストリート：0422-21-9814
8/13（月）～17（金）は、土・日・祝料金となります。

1 吉祥寺第一ホテル パークストリート ランチ券 ディナー券
五感すべてで楽しむ実演料理　ランチもディナーも自慢のブッフェを!

※ 土・日・祝日の利用の場合は、現地にて別途ランチ〔大人630円、シニア
450円〕、ディナー〔大人450円、シニア90円〕をお支払いください。

※ 現地にて、会員証提示により優待料金（通常料金の10%OFF）で利用する
こともできます。〔区分：大人・シニア・小学生・幼児（4歳～小学生未満）〕

　 ＊ シニア：65歳以上・要証明

区　分 ランチ券 ディナー券
利用時間 11：00～ 15：00　90分制 17：00～ 21：30　90分制

会　員
通常料金　平日  2,900円のところ

2,200円
通常料金　平日  3,900円のところ

3,000円

この夏は、ブッフェスタイルで楽しめる
おトクな食事券を販売します!!
お腹も心も満たされる、

至福のひとときをご堪能ください。

食べ放題

285
2018 7

事 業 所 ４７3社 （前月末比増減なし）
会 員 数  ３,０69人 （前月末比2人増）
（内 個人会員 266人）平成30年5月31日現在

8月号の予告
● TOHOシネマズ パスポートチケット
● 劇団四季ミュージカル「キャッツ」チケット
● 茨城メロン狩りツアー（9/15）
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