
● 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 から6月20日（火）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・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・サーティワンアイスクリーム・𠮷野家・オリジン弁当・バーミヤン　他

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★

ジェフグルメカードジェフグルメカード 申込期限
6/20（火）まで

申込時には、会員番号・事業所名・会員名・TEL・セット数をお伝えください。

申込方法

電話受付
先着順三鷹で採れた旬の野菜をお届けします！

「みたか野菜クラブ」の会員になって、安心・新鮮な産直野菜を食べよう! !

（1）三鷹野菜の宅配
三鷹産の新鮮野菜を年６回ご自宅までお届けします。
宅配は、三鷹市内に限ります。三鷹市内の勤務地をご指定することもできます。
 ＊宅配：6月、7月、9月、10月、11月、12月予定 （初回宅配日：6月23日）
　注）1回のみのお申し込みはできません。
 ＊宅配時間帯：11時から15時の間となります。時間の指定はできません。
＊宅配日時の指定、変更はできません。ただし、事前にメール等で「野菜の種類」「日にち」「時間帯」をお知らせします。
 ＊野菜の種類は、ご指定いただけません。生産者が選んだ旬の採りたて野菜をお届けします。

（2）イモ煮会と野菜収穫体験への参加
イモ煮会とジャガイモ・大根の野菜収穫体験〔平成29年11月18日（土）開催予定〕にご参加いただけます。

通常料金17,000円のところ
会員　15,000円
（宅配料・消費税込み　1回あたり2,500円）

会報到着後から6月16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。
先着10名募集します。
申込時には、会員番号・事業所名・会員名・TELをお伝えください。
＊お申し込みいただいた方は、「みたか野菜クラブ」の会員となります
ので、別途「申込書」にご記入いただきます。

主　催料　金

三鷹の畑で採れた旬の新鮮野菜を、年６回（6月、7月、9月、10月、11月、12月）ご自宅までお届けします。（三鷹市内限定）
新鮮な野菜をたっぷり食べて元気なカラダ作りをしましょう!!

三鷹市都市農業市民交流協議会
事務局 株式会社三鷹ファーム（株式会社まちづくり三鷹内）
※三鷹市都市農業市民交流協議会は、三鷹で採れた旬の
野菜をご家庭にお届けする会員制のサービスを行って
います。

　三鷹産の新鮮野菜の宅配や収穫体験等を通して、生産
農家と直接つながることができる地域密着型の「みた
か野菜クラブ」です。

1回あたり2,500円

野菜宅配

帝国ホテル 東京
Imperial Hotel Tokyo

ランチ券

土日祝開催

9月29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すすめします。）

購入方法その他

利用時間

有効期間

料　金

場　所

内　容

枚　数

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枚まで購入できます。（斡旋枚数　合計50枚）

（イメージ）

（イメージ）

6月3日（土）～9月30日（土）
までの土・日・祝日のみ ＊除外日なし
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）」
【アクセス】JR新宿駅西口　徒歩約9分
【要予約】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。
 ☎03-3348-1234（代表）

ズワイ蟹・小丼・天ぷら・串揚げ・にぎり鮨・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）の食べ放題プラン

•大人・シニア券のみ斡旋
•期間中は、『サービスセンター会員証』提示により、
右表の優待料金でご利用いただけます。（現地支払）

区　分 大　人（中学生以上） シニア（65歳以上）

※税・サービス料込

会　員 通常料金 4,990 円のところ

3,600円
通常料金 4,277 円のところ

3,100円

 （通常料金）   （優待料金）
大　人 4,990 円 ▶ 4,491円
シニア 4,277 円 ▶ 3,850円
小学生 2,970 円 ▶ 2,673円
3 歳～ 5歳  1,782 円 ▶ 1,604円

会員証
ゆとり　み

たかわく
わく

6月1日（木）～9月30日（土）
＊除外日　7/29～ 8/1、8/10～ 8/15

11：30～14：30（LO）
帝国ホテル東京　本館17階　インペリアルバイキング「サール」
【アクセス】JR「有楽町駅」より徒歩5分
【要予約】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。
 ☎ 03-3539-8187

約40種類のブッフェ料理
ダイナミックなロースト料理や香ばしいパイ料理など、シェフが
目の前で仕上げご提供します。

1会員4枚まで購入できます。（斡旋枚数　100枚）
通常料金6,050円のところ
会員　4,000円　
※税・サービス料込　※大人券のみ斡旋
※土・日・祝日利用の場合は、現地で別途1,300円をお支払いください。

インペリアルバイキング 『サール』

有効期間

購入方法

場　所

利用時間

枚　数

料　金

内　容

9月29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すすめします。）

•メニューは、食材の都合により予告なく変わる場合があります。
•他の優待割引など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。

インペリアルバイキング「サール」、
酒肴「omborato（おんぼらあと）」

注意事項

271
2017 6

事 業 所 483社 （前月末比2社減）
会 員 数  3,053人 （前月末比30人増）
（内 個人会員 276人）平成29年4月30日現在

7
月
号
の
予
告

夏休み恒例　「立川シネマシティ映画鑑賞券」「レストラン共通補助券」
　6月30日（金）からサービスセンター窓口で販売（発行）します。
　詳細は、7月号でお知らせします。
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内　容

枚　数

料　金

利用期間

購入方法

その他

７月８日（土）～９日（日）【雨天決行】　三鷹市役所発着
通常料金29,800円のところ
会員1人2,500円
同居家族　1人1,300円を補助します！！
つまり
会　員 27,300 円
同居家族 28,500 円
一　般 29,800円
＊子どもも大人と同額

大型観光バス

40名（最少催行人員30名）

•和洋室タイプ2名1室利用となります。お1人部屋をご希望の場
合は、直接旅行社にご相談ください。

•このツアーは、三鷹市役所前出発・到着のあっせんツアーです。
•ツアーには、添乗員が同行・ご案内します。
•バスの座席は、指定席です。添乗員の指示に従ってください。
•旅行会社主催の旅行の参加費をサービスセンターが一部補助します。
•旅行開始日の前日から起算してさかのぼって10日前から取消料が
発生いたします。

お申込み・お問合せは、
直接旅行社へ!!

日　程

参加費

交　通

募　集

その他

日時・枚数

場　所

人形劇団

座　席

料　金

購入方法

一泊二日あっせんツアー

おんな城主 直虎 ゆかりの地をめぐる旅おんな城主 直虎 ゆかりの地をめぐる旅
～浜名湖を望むリゾートホテルに泊まる～

直接旅行社へ
お電話を！

　行　程

７/8（土）
食事　昼（駅弁）・夕（和洋バイキング）

三鷹市役所　7：15発
　　▼
〈中央道・圏央道・東名道〉
　　▼
新金谷駅
　　　
SL（昼食）
　　
下泉駅
　　▼

日本三大ききょう寺　香勝寺（散策）
　　▼

浜名湖レークサイドプラザ泊 16：30頃着

７/9（日）
食事　朝（和洋バイキング）・昼（和定食）

ホテル　8：45発
　　▼

直虎大河ドラマ館（見学）
　　▼

井伊家菩提寺・龍潭寺（参拝）
　　▼

うなぎパイファクトリー（工場見学）
　　▼
さかな家物産店（昼食） 
　　▼
＜東名道・圏央道・中央道＞
　　▼
三鷹市役所　18：00頃着

１日目

2日目

ツアーのポイント
1．SL車内で初夏の渓谷を眺めながら駅弁をお召し上がりください。
2．浜名湖を眺めながら温泉をお楽しみください。
3．いま話題の直虎ゆかりの施設を見学します。
4．浜名湖の新鮮な幸をご堪能ください。

お申込みについて
会報到着後から6月16日（金）までに、直接、右記旅行社（アイネスト
ラベルサービス TEL03-5340-3330）へ電話でお申し込みください。
（当サービスセンターでは、お申し込みできません。）
＊先着順に受付します。定員になり次第終了します。
＊申込時、下記事項をお伝えください。
 1 三鷹市勤労者福祉サービスセンターの会員番号（会員・家族・一般の区別）
 2 事業所名、参加者氏名・性別・年齢・電話・住所等

株式会社アイネス
アイネストラベルサービス
〒164‒0001
東京都中野区中野2‒29‒5‒6Ｆ
03-5340-3330（担当：加藤）
営業時間
平日9：30～18：00（土・日・祝日は休み）
＊ご参加される方には「旅行ご案内書」を送付いたしますの
で必ずご確認ください。

内　容

枚　数

場　所

購入方法

【九月場所日程：9月10日（日）～ 9月24日（日）】

九
月
場
所

両国国技館
イスＡ席（8,500円）＋お土産（5,000円相当）
イスＢ席（5,100円）＋お土産（5,000円相当）
1会員あたり 、1場所につき2枚まで
（平成29年度 合計2場所まで購入可）

会報到着後から6月20日（火）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、日にち毎の抽選となります。
申込時には、会員番号・事業所名・会員名・TEL・日に
ち・枚数をお伝えください。

相撲人気にともないチケットの入手が困難となっております。より多
くの会員・ご家族の皆様にご利用いただけるようにするため、平成
29年度より右記のとおりとさせていただきます。

＊予定したチケットが確保できない場合は、日にちを変更させていただく
ことがありますので、予めご了承ください。

変更点
①チケットは先着順の受付から、全て日にち毎の「抽選」
となります。

②お申し込みできる枚数は、1会員あたり、1場所につき
2枚までです。

③平成29年度は、「五月場所」「九月場所」「平成30年
初場所」のチケットを斡旋します。

　 1会員につき、合計2場所まで購入できます。

 1日目 9/10（日） B席 抽選6枚 8,100円
 ３日目 9/12（火） A席 抽選6枚 11,500円
 10日目 9/19（火） Ａ席 抽選6枚 11,500円
 14日目 9/23（土） Ａ席 抽選6枚 11,500円
 千秋楽 9/24（日） Ｂ席 抽選6枚 8,100円

区　分 日にち 席　種 枚　数 会員料金
（1枚あたり）

大人券（460円券）10枚綴り（中学生以上大人）
1会員 ２冊 まで　　一般 1冊のみ
会員1冊3,500円　　一般1冊4,300円
平成29年7月１日（土）～平成30年2月28日（水）
会報到着後からサービスセンター窓口で販売します。
先着30冊、売り切れ次第終了！
ご利用になれる銭湯等詳細は右記ホームページでご覧ください。http://www.1010or.jp/

8月23日（水）午前11時30分～　先着20枚
調布市グリーンホール　大ホール
【アクセス】京王線「調布駅」広場口から徒歩１分

マーメイドシアター・オブ・ノーバスコーシア（カナダ）
全席指定
通常料金2,500円のところ

会員・家族 1,800円
一般 2,300円
＊大人・子供同一料金
＊2歳以上有料
＊2歳未満でも座席が必要な場合は有料、膝上鑑賞は1名のみ無料
＊公演時間約1時間（休憩なし）

東京都公衆浴場業生活衛生同業組合に加入している都
内の銭湯およそ650軒（三鷹市内：千代の湯、春の湯、
アサヒトレンド21朝日湯、のぼり湯）でご利用になれます。

新企画

都内共通入浴券都内共通入浴券

はらぺこあおむしエリック・カールの
〈同時上演〉ごちゃまぜカメレオン　ちいさなくも

ブラックライトシアター 大型人形劇
0歳から入場可
日本語上演

© Eric Carle
© Margo Ellen Gesser

会報到着後から6月20日（火）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。
申込時には、会員番号・事業所名・会員名・TEL・枚数をお伝
えください。

エリック・カールの大ベストセラー絵本の世界をそのまま表現した、親子で楽しめる舞台です。

4食付



内　容

枚　数

料　金

利用期間

購入方法

その他

７月８日（土）～９日（日）【雨天決行】　三鷹市役所発着
通常料金29,800円のところ
会員1人2,500円
同居家族　1人1,300円を補助します！！
つまり
会　員 27,300 円
同居家族 28,500 円
一　般 29,800円
＊子どもも大人と同額

大型観光バス

40名（最少催行人員30名）

•和洋室タイプ2名1室利用となります。お1人部屋をご希望の場
合は、直接旅行社にご相談ください。

•このツアーは、三鷹市役所前出発・到着のあっせんツアーです。
•ツアーには、添乗員が同行・ご案内します。
•バスの座席は、指定席です。添乗員の指示に従ってください。
•旅行会社主催の旅行の参加費をサービスセンターが一部補助します。
•旅行開始日の前日から起算してさかのぼって10日前から取消料が
発生いたします。

お申込み・お問合せは、
直接旅行社へ!!

日　程

参加費

交　通

募　集

その他

日時・枚数

場　所

人形劇団

座　席

料　金

購入方法

一泊二日あっせんツアー

おんな城主 直虎 ゆかりの地をめぐる旅おんな城主 直虎 ゆかりの地をめぐる旅
～浜名湖を望むリゾートホテルに泊まる～

直接旅行社へ
お電話を！

　行　程

７/8（土）
食事　昼（駅弁）・夕（和洋バイキング）

三鷹市役所　7：15発
　　▼
〈中央道・圏央道・東名道〉
　　▼
新金谷駅
　　　
SL（昼食）
　　
下泉駅
　　▼

日本三大ききょう寺　香勝寺（散策）
　　▼

浜名湖レークサイドプラザ泊 16：30頃着

７/9（日）
食事　朝（和洋バイキング）・昼（和定食）

ホテル　8：45発
　　▼

直虎大河ドラマ館（見学）
　　▼

井伊家菩提寺・龍潭寺（参拝）
　　▼

うなぎパイファクトリー（工場見学）
　　▼
さかな家物産店（昼食） 
　　▼
＜東名道・圏央道・中央道＞
　　▼
三鷹市役所　18：00頃着

１日目

2日目

ツアーのポイント
1．SL車内で初夏の渓谷を眺めながら駅弁をお召し上がりください。
2．浜名湖を眺めながら温泉をお楽しみください。
3．いま話題の直虎ゆかりの施設を見学します。
4．浜名湖の新鮮な幸をご堪能ください。

お申込みについて
会報到着後から6月16日（金）までに、直接、右記旅行社（アイネスト
ラベルサービス TEL03-5340-3330）へ電話でお申し込みください。
（当サービスセンターでは、お申し込みできません。）
＊先着順に受付します。定員になり次第終了します。
＊申込時、下記事項をお伝えください。
 1 三鷹市勤労者福祉サービスセンターの会員番号（会員・家族・一般の区別）
 2 事業所名、参加者氏名・性別・年齢・電話・住所等

株式会社アイネス
アイネストラベルサービス
〒164‒0001
東京都中野区中野2‒29‒5‒6Ｆ
03-5340-3330（担当：加藤）
営業時間
平日9：30～18：00（土・日・祝日は休み）
＊ご参加される方には「旅行ご案内書」を送付いたしますの
で必ずご確認ください。

内　容

枚　数

場　所

購入方法

【九月場所日程：9月10日（日）～ 9月24日（日）】

九
月
場
所

両国国技館
イスＡ席（8,500円）＋お土産（5,000円相当）
イスＢ席（5,100円）＋お土産（5,000円相当）
1会員あたり 、1場所につき2枚まで
（平成29年度 合計2場所まで購入可）

会報到着後から6月20日（火）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、日にち毎の抽選となります。
申込時には、会員番号・事業所名・会員名・TEL・日に
ち・枚数をお伝えください。

相撲人気にともないチケットの入手が困難となっております。より多
くの会員・ご家族の皆様にご利用いただけるようにするため、平成
29年度より右記のとおりとさせていただきます。

＊予定したチケットが確保できない場合は、日にちを変更させていただく
ことがありますので、予めご了承ください。

変更点
①チケットは先着順の受付から、全て日にち毎の「抽選」
となります。

②お申し込みできる枚数は、1会員あたり、1場所につき
2枚までです。

③平成29年度は、「五月場所」「九月場所」「平成30年
初場所」のチケットを斡旋します。

　 1会員につき、合計2場所まで購入できます。

 1日目 9/10（日） B席 抽選6枚 8,100円
 ３日目 9/12（火） A席 抽選6枚 11,500円
 10日目 9/19（火） Ａ席 抽選6枚 11,500円
 14日目 9/23（土） Ａ席 抽選6枚 11,500円
 千秋楽 9/24（日） Ｂ席 抽選6枚 8,100円

区　分 日にち 席　種 枚　数 会員料金
（1枚あたり）

大人券（460円券）10枚綴り（中学生以上大人）
1会員 ２冊 まで　　一般 1冊のみ
会員1冊3,500円　　一般1冊4,300円
平成29年7月１日（土）～平成30年2月28日（水）
会報到着後からサービスセンター窓口で販売します。
先着30冊、売り切れ次第終了！
ご利用になれる銭湯等詳細は右記ホームページでご覧ください。http://www.1010or.jp/

8月23日（水）午前11時30分～　先着20枚
調布市グリーンホール　大ホール
【アクセス】京王線「調布駅」広場口から徒歩１分

マーメイドシアター・オブ・ノーバスコーシア（カナダ）
全席指定
通常料金2,500円のところ

会員・家族 1,800円
一般 2,300円
＊大人・子供同一料金
＊2歳以上有料
＊2歳未満でも座席が必要な場合は有料、膝上鑑賞は1名のみ無料
＊公演時間約1時間（休憩なし）

東京都公衆浴場業生活衛生同業組合に加入している都
内の銭湯およそ650軒（三鷹市内：千代の湯、春の湯、
アサヒトレンド21朝日湯、のぼり湯）でご利用になれます。

新企画

都内共通入浴券都内共通入浴券

はらぺこあおむしエリック・カールの
〈同時上演〉ごちゃまぜカメレオン　ちいさなくも

ブラックライトシアター 大型人形劇
0歳から入場可
日本語上演

© Eric Carle
© Margo Ellen Gesser

会報到着後から6月20日（火）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。
申込時には、会員番号・事業所名・会員名・TEL・枚数をお伝
えください。

エリック・カールの大ベストセラー絵本の世界をそのまま表現した、親子で楽しめる舞台です。

4食付



● 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 から6月20日（火）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・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・サーティワンアイスクリーム・𠮷野家・オリジン弁当・バーミヤン　他

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★

ジェフグルメカードジェフグルメカード 申込期限
6/20（火）まで

申込時には、会員番号・事業所名・会員名・TEL・セット数をお伝えください。

申込方法

電話受付
先着順三鷹で採れた旬の野菜をお届けします！

「みたか野菜クラブ」の会員になって、安心・新鮮な産直野菜を食べよう! !

（1）三鷹野菜の宅配
三鷹産の新鮮野菜を年６回ご自宅までお届けします。
宅配は、三鷹市内に限ります。三鷹市内の勤務地をご指定することもできます。
 ＊宅配：6月、7月、9月、10月、11月、12月予定 （初回宅配日：6月23日）
　注）1回のみのお申し込みはできません。
 ＊宅配時間帯：11時から15時の間となります。時間の指定はできません。
＊宅配日時の指定、変更はできません。ただし、事前にメール等で「野菜の種類」「日にち」「時間帯」をお知らせします。
 ＊野菜の種類は、ご指定いただけません。生産者が選んだ旬の採りたて野菜をお届けします。

（2）イモ煮会と野菜収穫体験への参加
イモ煮会とジャガイモ・大根の野菜収穫体験〔平成29年11月18日（土）開催予定〕にご参加いただけます。

通常料金17,000円のところ
会員　15,000円
（宅配料・消費税込み　1回あたり2,500円）

会報到着後から6月16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。
先着10名募集します。
申込時には、会員番号・事業所名・会員名・TELをお伝えください。
＊お申し込みいただいた方は、「みたか野菜クラブ」の会員となります
ので、別途「申込書」にご記入いただきます。

主　催料　金

三鷹の畑で採れた旬の新鮮野菜を、年６回（6月、7月、9月、10月、11月、12月）ご自宅までお届けします。（三鷹市内限定）
新鮮な野菜をたっぷり食べて元気なカラダ作りをしましょう!!

三鷹市都市農業市民交流協議会
事務局 株式会社三鷹ファーム（株式会社まちづくり三鷹内）
※三鷹市都市農業市民交流協議会は、三鷹で採れた旬の
野菜をご家庭にお届けする会員制のサービスを行って
います。

　三鷹産の新鮮野菜の宅配や収穫体験等を通して、生産
農家と直接つながることができる地域密着型の「みた
か野菜クラブ」です。

1回あたり2,500円

野菜宅配

帝国ホテル 東京
Imperial Hotel Tokyo

ランチ券

土日祝開催

9月29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すすめします。）

購入方法その他

利用時間

有効期間

料　金

場　所

内　容

枚　数

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枚まで購入できます。（斡旋枚数　合計50枚）

（イメージ）

（イメージ）

6月3日（土）～9月30日（土）
までの土・日・祝日のみ ＊除外日なし
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）」
【アクセス】JR新宿駅西口　徒歩約9分
【要予約】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。
 ☎03-3348-1234（代表）

ズワイ蟹・小丼・天ぷら・串揚げ・にぎり鮨・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）の食べ放題プラン

•大人・シニア券のみ斡旋
•期間中は、『サービスセンター会員証』提示により、
右表の優待料金でご利用いただけます。（現地支払）

区　分 大　人（中学生以上） シニア（65歳以上）

※税・サービス料込

会　員 通常料金 4,990 円のところ

3,600円
通常料金 4,277 円のところ

3,100円

 （通常料金）   （優待料金）
大　人 4,990 円 ▶ 4,491円
シニア 4,277 円 ▶ 3,850円
小学生 2,970 円 ▶ 2,673円
3 歳～ 5歳  1,782 円 ▶ 1,604円

会員証
ゆとり　み

たかわく
わく

6月1日（木）～9月30日（土）
＊除外日　7/29～ 8/1、8/10～ 8/15

11：30～14：30（LO）
帝国ホテル東京　本館17階　インペリアルバイキング「サール」
【アクセス】JR「有楽町駅」より徒歩5分
【要予約】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。
 ☎ 03-3539-8187

約40種類のブッフェ料理
ダイナミックなロースト料理や香ばしいパイ料理など、シェフが
目の前で仕上げご提供します。

1会員4枚まで購入できます。（斡旋枚数　100枚）
通常料金6,050円のところ
会員　4,000円　
※税・サービス料込　※大人券のみ斡旋
※土・日・祝日利用の場合は、現地で別途1,300円をお支払いください。

インペリアルバイキング 『サール』

有効期間

購入方法

場　所

利用時間

枚　数

料　金

内　容

9月29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すすめします。）

•メニューは、食材の都合により予告なく変わる場合があります。
•他の優待割引など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。

インペリアルバイキング「サール」、
酒肴「omborato（おんぼらあと）」

注意事項
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事 業 所 483社 （前月末比2社減）
会 員 数  3,053人 （前月末比30人増）
（内 個人会員 276人）平成29年4月30日現在

7
月
号
の
予
告

夏休み恒例　「立川シネマシティ映画鑑賞券」「レストラン共通補助券」
　6月30日（金）からサービスセンター窓口で販売（発行）します。
　詳細は、7月号でお知らせします。
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