
● 全国のファミリーレストラン・ファーストフード・和洋中など約 35,000 店舗で利用できるお食事券です。
● 500 円券×10枚＝5,000 円分
● 有効期限なし
1会員2セットまで購入できます。
会員1セット 　4,500 円
会報到着後 ～6月15日（月）までに
サービスセンターへ電話でお申し込みください。
グルメカードのお渡し日は、後日連絡します。

ガスト・ココス・ジョナサン・デニーズ・ロイヤルホスト・華屋与兵衛・藍屋・夢庵・和
食さと・ジョリーパスタ・木曽路・味の民芸・がんこ寿司・天丼てんや・リンガーハット・
がってん寿司・甘太郎・さくら水産・日本海庄や・安楽亭・ケンタッキーフライドチキン・
モスバーガー・吉野家・オリジン弁当・バーミヤン・松屋・サーティワンアイスクリーム　他
★ 1枚につき5円を、復興支援ための事業に寄付させていただきます。外食を楽しみながら、復
興支援活動に参加いただけます。

全国共通お食事券

内　容

枚　数

料　金

購入方法

＊詳しくは、ジェフグルメカードのホームページをご覧ください。http://www.jfcard.co.jp/

★ジェフグルメカードが利用できる主な店舗★

東日本復興支援

本券の売上の一部を復興支援のための事業に寄付させていただきます。

ジェフグルメカードジェフグルメカード

申込期限
6/15（月）まで

でっかいイモの掘り出しに景品あり！
☆手掘り限定！ 土の感触を存分に味わっていただけます。

三鷹オーガニック農園で

＊ ジャガイモの種類は、メークインと北あかりの２種類。
株数は各 ３々株の計６株を１家族単位で掘り出してい
ただきます。（もちろん、掘ったじゃがいもは、全てお持ち帰りできます）

＊ 三鷹オーガニック農園では、化学農薬を使わない有
機栽培で野菜や穀物などを育てています。
＊ 注意
 ・一切道具は使えません。手で掘って収穫してい
ただくことが条件です。（金属、プラスチック、木製など種類を
問わずシャベルなどの道具は使えません。掘りにくい方には、農園側で
掘り起します。） 

 ・土にアレルギーなどがある方は参加をお控えい
ただくようお願いします。

   夏休み恒例
○立川シネマシティ 1, 2 映画鑑賞券 ○レストラン共通補助券
6月29日（月）～サービスセンター窓口で販売（発行）します。
詳細は、 次号（7月号）でお知らせします。

7
月
号
の
予
告

FAXでご紹介＆ご応募を！FAXでご紹介＆ご応募を！

事業所名

紹 介 先
事業所名

紹介先住所

紹介先TEL

【ＦＡＸ】　0422-47-5657　　　【ＴＥＬ】　0422-47-5152

お名前 TEL

事務局から
の

お知らせ

1　会員加入促進　知り合いの事業所を紹介します。
2　元気な事業所紹介コーナー（仮称）に応募します。

下記にご記入のうえ、サービスセンターまでＦＡＸでお送りください。

＊ 紹介先の事業所をご記入ください。

＊ ご希望の方に○印をつけてください。

事 業 所　  ４89社 （前月末比2社減）
会 員 数  3,051人 （前月末比１5人減）
（内 個人会員 287人）  平成27年4月30日現在

参加費

募集家族数

参加資格

場　所

申込方法

日　時

夏休みファミリー
じゃがいも掘り体験! !
夏休みファミリー
じゃがいも掘り体験! !

7月25日（土）午前9時から
（当日が雨天の場合は、8月1日（土）に順延します。）

三鷹市上連雀9－18－12（三鷹オーガニック農園）
＊駐車スペースは有りますが、当日係員の指示に従ってください。

会員とそのご家族　1 家族単位で参加してください。

1家族 1,000円（6株）
30組
会報到着後から6月15日（月）までに
サービスセンターへ電話でお申し込みください。
その際必ず会員証の番号をお伝えください。
（申込み多数の場合は抽選となります。）

会員加入促進サマーキャンペーン！
お知り合いの事業所をご紹介ください！

キャンペーン期間：平成27年6月1日 から 8月31日 まで
◎ご紹介いただいた事業所が加入されましたら、ご紹介者に、会員１名増で５００円相当のクオカードを進呈！
１０名以上加入いただくと5,000円相当のクオカードを進呈いたします。
◎会員になりますと、これからの行楽シーズン、夏休みの計画にサービスセンター契約施設のご利用。遊
園地、動物園、水族館、博物館、美術館の見学に。宿泊施設利用、レストランのランチやディナー
などなど、様 な々シーンでお役に立ちます。
＊便利なクオカード：コンビニ等でのおにぎり、飲み物、お弁当など、小銭を持ち合わせていなくても、
このカードさえあれば、ちょっとした買物に威力を発揮。ポケットがジャラジャラしません。

現在ご加入の事業所の皆
様！

元気な事業所紹介！ を 企画中！
　会員事業所の交流促進ができればということで、近 『々元気な事業所紹介コーナー（仮称）』を会報に掲載したいと思ってい
ます。取材や文章作成等がありますので、事前に掲載希望の市内の事業所がございましたら、事務局に連絡してください。

　お店や会社など様 な々形態の事業所がありますが、製品等の宣伝というよりも、こういうコンセプトで、こんな製品を作っ
ています。こんなサービスをしています。こんな思いで仕事しています。こんな特徴があります。
などなど、事業所、会社、お店の元気な心意気を伝えられたらいいなぁ ！ と思っています。

ご応募お待ちしています ！ ！  詳しくはサービスセンター事務局へ

＊ 異常気象の影響により不作の場合は、中止となることがあります。
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演奏曲目

日時・枚数

場　所

座　席
料　金

購入方法

10月17日（土）　午後5時～　先着15枚
武蔵野市民文化会館
【最寄駅】「三鷹駅」北口から徒歩13分

ポーラー・スター、みずいろの雨　他
指定席
通常料金6,000円のところ
 会員・家族 4,300円
 一般 5,400円
会報到着後 ～ 6月15日（月）までに
サービスセンターへ電話でお申し込みください。
先着順に受付します。

＊東京湾大華火祭開催日は、使用できません。

柳家花緑、大和悠河、川﨑麻世　他

●有効期間（8月中）お好きな1日利用できます。
●入園＋のりもの乗り放題＋プール
●大人・子供共通　※チケットは、3歳から必要
1会員5枚まで（合計130枚）

内　容 料　金

枚　数

購入方法

のりもの1日券 8月券

月券は抽選となります！8んんええままししとと
休園日  なし

通常料金：大人4,200円／子供3,200円のところ
会員  1枚 1,000円
会報到着後～6月15日（月）までに、
サービスセンターへ電話でお申し込みください。
定数を超えた場合は、抽選となります。
 抽選の結果は、後日お電話でお知らせします。

乗船料、生ビール･サワー・ジュース等の
飲み放題付きチケット（食事は別途料金）

7月1日（水）～ 9月30日（水）
● 要予約　納涼船予約係（03‒3437‒6119）へ、必ず
予約してください。9：30～20：00

● チケットは、当日竹芝の窓口で乗船券と引き換えてから
ご利用ください。

東京湾内周遊
レインボーブリッジ～お台場～大井埠頭～
羽田空港～東京ゲートブリッジ・折り返し

乗船券引換券

内　容

有効期間

利用方法

料　金

購入方法

コース

場　所

 区　分 大人 中･高校生 小学生
 会員・家族 1,800 円 700 円 400 円
 一　般 2,300 円 900 円 500 円
 （当日券） （2,600 円） （1,050 円） （550 円）

9月30日（水）まで、サービスセンター窓口で販売します。

竹芝客船ターミナル帰着21：00

19：15 竹芝客船ターミナル　桟橋発

竹芝桟橋　【最寄駅】JR浜松町駅北口　徒歩7分
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ゆかた姿の大人の方は、
1,600円で乗船できます！
（金･土･日・祝日除く）

▼当日、現地にてチケットを
　購入してください。

6月6日（土）～9月27日（日）
までの土・日・祝日のみ ※除外日9/19～9/23

11：30～／13：30～　2部制
ハイアット リージェンシー 東京　3階　
酒肴「ｏｍｂｏｒａｔｏ（おんぼらあと）」
　【最寄駅】JR新宿駅西口　徒歩9分
　【予　約】 ☎03-3348-1234（代表）
 10：30～ 21：30

にぎり鮨・小丼・天ぷら・串揚げ・ズワイ蟹・
温采各種・冷采各種・デザート各種（コーヒー・
紅茶・ソフトドリンク付き）食べ放題プラン

9月25日（金）まで、サービスセンター窓口で販売します。
（レストラン予約後の購入をお勧めします。）

購入方法

利用時間

有効期間
料　金

場　所

内　容
枚　数

1,300円
1,600円
（1,782円）

区　分

会　員
一般及び5枚以降
（通常料金）

3,400円
4,300円
（4,752円）

3,000円
3,700円
  （4,158円）

2,100円
2,700円
（2,970円）

大　人
（中学生以上） 小学生 幼　児

（3歳～小学生未満）
シニア

（65歳以上）

※税・サービス料込

ハイアット リージェンシー 東京

和食の

ウイークエンドランチブッフェ券

（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。

３階 酒肴「omborato（おんぼらあと）」

1会員4枚まで会員価格で購入できます。

6/15（月）までに、サービスセンターへお申し込みください。

8月7日（金） 午後 5時30分 ～ 先着10枚
8月9日（日） 午後 ０時30分 ～ 先着10枚
浅草公会堂　
【最寄駅】東京メトロ「浅草駅」1番出口より徒歩5分

指定席S席

演奏予定曲

場　所
購入方法

料　金

観劇「南の島に雪が降る」原作 加東大介（光文社知恵の森文庫）
実話をもとに描いた人情感動作!!

笑いと涙の感動のドラマ。戦後70年を迎えるこの夏、舞台版としてよみがえります。 

通常料金8,500円のところ
会員・家族 5,100円
 一般 6,400円

会報到着後 ～ 6月15日（月）までに
サービスセンターへ電話でお申し込みください。
先着順に受付します。

日時・枚数

座　席

出　演

日時・枚数

場　所

座　席

料　金

購入方法

9月23日（水・祝）　午後1時30分 ～　先着15枚
調布市グリーンホール
【最寄駅】京王線「調布駅」南口より徒歩1分

碧空、ジェラシー、ラ・クンパルシータ、真珠とりのタンゴ　他
指定席S席
通常料金8,000円のところ
 会員・家族 5,800円
 一般 7,200円
会報到着後 ～ 6月15日（月）までに
サービスセンターへ電話でお申し込みください。
先着順に受付します。

コンチネンタル・タンゴの王様!!

『アルフレッド・ハウゼ・タンゴオーケストラ』
コンチネンタル・タンゴの王者として半世紀以上にわたり絶大なる人気を誇ってきた
伝説のオーケストラが6年ぶりに総勢35名で来日 ！

八神純子コンサートツアー Here I am

食べ放題

2 3
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日時・枚数

場　所

座　席
料　金

購入方法
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● 全国のファミリーレストラン・ファーストフード・和洋中など約 35,000 店舗で利用できるお食事券です。
● 500 円券×10枚＝5,000 円分
● 有効期限なし
1会員2セットまで購入できます。
会員1セット 　4,500 円
会報到着後 ～6月15日（月）までに
サービスセンターへ電話でお申し込みください。
グルメカードのお渡し日は、後日連絡します。

ガスト・ココス・ジョナサン・デニーズ・ロイヤルホスト・華屋与兵衛・藍屋・夢庵・和
食さと・ジョリーパスタ・木曽路・味の民芸・がんこ寿司・天丼てんや・リンガーハット・
がってん寿司・甘太郎・さくら水産・日本海庄や・安楽亭・ケンタッキーフライドチキン・
モスバーガー・吉野家・オリジン弁当・バーミヤン・松屋・サーティワンアイスクリーム　他
★ 1枚につき5円を、復興支援ための事業に寄付させていただきます。外食を楽しみながら、復
興支援活動に参加いただけます。

全国共通お食事券

内　容

枚　数

料　金

購入方法

＊詳しくは、ジェフグルメカードのホームページをご覧ください。http://www.jfcard.co.jp/

★ジェフグルメカードが利用できる主な店舗★

東日本復興支援

本券の売上の一部を復興支援のための事業に寄付させていただきます。

ジェフグルメカードジェフグルメカード

申込期限
6/15（月）まで

でっかいイモの掘り出しに景品あり！
☆手掘り限定！ 土の感触を存分に味わっていただけます。

三鷹オーガニック農園で

＊ ジャガイモの種類は、メークインと北あかりの２種類。
株数は各 ３々株の計６株を１家族単位で掘り出してい
ただきます。（もちろん、掘ったじゃがいもは、全てお持ち帰りできます）

＊ 三鷹オーガニック農園では、化学農薬を使わない有
機栽培で野菜や穀物などを育てています。
＊ 注意
 ・一切道具は使えません。手で掘って収穫してい
ただくことが条件です。（金属、プラスチック、木製など種類を
問わずシャベルなどの道具は使えません。掘りにくい方には、農園側で
掘り起します。） 

 ・土にアレルギーなどがある方は参加をお控えい
ただくようお願いします。

   夏休み恒例
○立川シネマシティ 1, 2 映画鑑賞券 ○レストラン共通補助券
6月29日（月）～サービスセンター窓口で販売（発行）します。
詳細は、 次号（7月号）でお知らせします。

7
月
号
の
予
告

FAXでご紹介＆ご応募を！FAXでご紹介＆ご応募を！

事業所名

紹 介 先
事業所名

紹介先住所

紹介先TEL

【ＦＡＸ】　0422-47-5657　　　【ＴＥＬ】　0422-47-5152

お名前 TEL

事務局から
の

お知らせ

1　会員加入促進　知り合いの事業所を紹介します。
2　元気な事業所紹介コーナー（仮称）に応募します。

下記にご記入のうえ、サービスセンターまでＦＡＸでお送りください。

＊ 紹介先の事業所をご記入ください。

＊ ご希望の方に○印をつけてください。

事 業 所　  ４89社 （前月末比2社減）
会 員 数  3,051人 （前月末比１5人減）
（内 個人会員 287人）  平成27年4月30日現在

参加費

募集家族数

参加資格

場　所

申込方法

日　時

夏休みファミリー
じゃがいも掘り体験! !
夏休みファミリー
じゃがいも掘り体験! !

7月25日（土）午前9時から
（当日が雨天の場合は、8月1日（土）に順延します。）

三鷹市上連雀9－18－12（三鷹オーガニック農園）
＊駐車スペースは有りますが、当日係員の指示に従ってください。

会員とそのご家族　1 家族単位で参加してください。

1家族 1,000円（6株）
30組
会報到着後から6月15日（月）までに
サービスセンターへ電話でお申し込みください。
その際必ず会員証の番号をお伝えください。
（申込み多数の場合は抽選となります。）

会員加入促進サマーキャンペーン！
お知り合いの事業所をご紹介ください！

キャンペーン期間：平成27年6月1日 から 8月31日 まで
◎ご紹介いただいた事業所が加入されましたら、ご紹介者に、会員１名増で５００円相当のクオカードを進呈！
１０名以上加入いただくと5,000円相当のクオカードを進呈いたします。
◎会員になりますと、これからの行楽シーズン、夏休みの計画にサービスセンター契約施設のご利用。遊
園地、動物園、水族館、博物館、美術館の見学に。宿泊施設利用、レストランのランチやディナー
などなど、様 な々シーンでお役に立ちます。
＊便利なクオカード：コンビニ等でのおにぎり、飲み物、お弁当など、小銭を持ち合わせていなくても、
このカードさえあれば、ちょっとした買物に威力を発揮。ポケットがジャラジャラしません。

現在ご加入の事業所の皆
様！

元気な事業所紹介！ を 企画中！
　会員事業所の交流促進ができればということで、近 『々元気な事業所紹介コーナー（仮称）』を会報に掲載したいと思ってい
ます。取材や文章作成等がありますので、事前に掲載希望の市内の事業所がございましたら、事務局に連絡してください。

　お店や会社など様 な々形態の事業所がありますが、製品等の宣伝というよりも、こういうコンセプトで、こんな製品を作っ
ています。こんなサービスをしています。こんな思いで仕事しています。こんな特徴があります。
などなど、事業所、会社、お店の元気な心意気を伝えられたらいいなぁ ！ と思っています。

ご応募お待ちしています ！ ！  詳しくはサービスセンター事務局へ

＊ 異常気象の影響により不作の場合は、中止となることがあります。
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