
枚　数

利用期間

T E L

料　金

料　金

購入方法

食事券ランチ券 ディナー券

　　鑑賞券　　鑑賞券映画映画
立川シネマシティ
（CINEMA ONE/CINEMA TWO

）

休休冬冬 みみ

有効期間

枚　数

料　金

購入方法

○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。

12月1日（土）～ 2019年2月28日（木）
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5～8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。

＊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。

2019年2月28日（木）まで
サービスセンター窓口で販売します。

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

☎ 042-525-1237
直通電話

主な上映作品（予定）映画館名 場　所 お問い合せ

☎
042-525-1251

24時間
音声対応サービス
FAX

•来る
•バットマン
　5億人の女性を救った男
•体操しよう
•DRAGONBALL超ブロリー
•春待つ僕ら
•グリンチ

•妖怪ウォッチ
　フォーエバーフレンズ
•ブリクスビー・ベア
•アリー／スター誕生
•ニセコイ
•仮面ライダー平成ジェネレーションズ
•こんな夜更けにバナナかよ

吉祥寺第一ホテル  ─冬のグルメバイキング─
1会員あたり、合計4枚まで 2019年2月28日（木）まで、サービスセンター窓口で販売します。

＊「開運吉祥バイキング」は、12月28日（金）までの販売です。

12月1日（土）～2019年2月28日（木）
除外日　12/23～25、1/1～3除く
＊但し12/26（水）～31（月）、1/4（金）は、土日祝料金

代表：0422-21-4411　パークストリート：0422-21-9814

利用期間

T E L

パークストリート（2F） 開運吉祥バイキング8F宴会場〔天平の間〕

※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）で利用できま
す。〔区分：大人・シニア・お子様（4歳～小学生）〕

＊シニア：65歳以上・要証明

「食べて」「飲んで」「遊んで」お正月3日間だけのビッグイベント!!

スキー場／お問合せ先
ＤａLｅＭｏ CLUB  全国 170ゲレンデ
http://www.dalemo.net/（株）ダレモコーポレーション

セントレジャー　舞子スノーリゾート　　　　　　
http://www.centleisure-maiko.com

石打丸山スキー場
http//www.ishiuchi.or.jp/
＊ サービスセンター会員証呈示で割引になります。（1会員5名まで）
　現地リフト券発売窓口で会員証を呈示してご購入ください。

スキーリフト割引券

プリンスホテル  リゾートご優待プラン  Ｍｔ．Ｎａｅｂａ等 20ヶ所
http://www.princehotels.co.jp/keiyaku〔パスワード：prkeiyaku〕
プリンスホテル予約センター　　 0120（33）8686

割引対象のゲレンデ・割引内容・料金等については、ホームページをご覧いただくか、サービス
センター事務局までお問い合わせください。割引券は、サービスセンター窓口にあります。
（一部の割引券は12月中旬になります。）

区分 ランチ券
11：00～ 15：00

ディナー券
17：00～ 21：30

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

料　金

枚　数

購入方法

開催期間

会　場

前売入場券

2019年1月11日（金）～1月20日（日）〔10日間〕
東京ドーム

1会員あたり、5枚まで（6～10枚は一般料金）

ふるさと祭り東京2019

＊小学生以下は、大人1名につき4名まで無料

2019年1月10日（木）まで、サービスセンター
窓口で販売します。

─日本のまつり・故郷の味─

区　分 前売入場券 どんぶり券（2枚）付
前売入場券

会　員 一般料金1,500円のところ
1,100円

一般料金2,500円のところ
1,900円

一般及び
6枚～ 10枚 1,300円 2,300円

９０分制
120分制

日帰りあっせんツアー

直接旅行社へ
TEL

旅行会社主催の日帰り旅行（国内募集型企画旅行）の参加費を一部補助します

下記旅行社へ電話でお申し込みください。
（サービスセンターでは、お申し込みできません。）
＊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であること
2 会員・家族・一般の区別
3 会員番号、事業所名、参加者氏名・性別・年齢・電話・住所

官公庁長官登録旅行業第10号
〒182-0024　東京都調布市布田3-1-7　池田ビル5F
京王観光株式会社　調布支店
☎042-484-2881（担当：こむろ）
営業時間 平日 9：00~18：00（土・日・祝日は休み）

＊掲載ツアー料金から補助額を差し引いた金額を旅行社にお支払いください。
＊斡旋ツアーに添乗員が同行いたします。
＊日にちと出発地を必ず確認してください。
＊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。
＊最少催行人数（25人）に達しない場合は、中止となります。
＊先着順ですのでお早めにお申し込みください。

パークストリート

2019年 1月1日（火・祝）、2日（水）
  昼の部 【1部】11：00～13：00　【2部】13：30～15：30
  夜の部 【1部】16：00～18：00　【2部】18：30～20：30

 3日（木）
  昼の部 【1部】11：00～13：00　【2部】13：30～15：30
  夜の部 17：00～19：00

代表：0422-21-4411　直通：0422-21-2211
通常料金　1/1・2は8,200円、1/3は7,200円のところ

会員　6,500円
※ 1/1・2は、現地にて、会員証提示により優待料金で利用できます。
 大人7,700円、シニア7,200円、小学生4,000円、
 幼児1,000円
※ 1/3は、通常料金がお安くなります!
 大人7,200円、シニア6,700円、小学生3,500円、幼児1,000円

お知らせ：12月29日（土）～1月3日（木）は休業いたします。

補助金額

会　　員 1人1,500円
同居家族 1人1,000円

ゆとりわくわくみたか
おすすめ

290
2018 12

事 業 所 ４71社 （前月末比1社減）
会 員 数  ３,０55人 （前月末比8人減）
（内 個人会員 256人）平成30年10月31日現在

1月号の予告
●いちご狩り斡旋バスツアー　●クオカード
●キルト展入場券　●テーブルウェア展入場券
●世界らん展入場券　●仙川湯けむりの里入浴券

8



購入方法

枚　数

料　金

有効期間

内　容

素敵なショーと大好きなキャラクターたちに会える

サンリオピューロランドサンリオピューロランド

© '13,'18SANRIOS　/D.G
© '76,'90,'93,'96,'99,'01,'10,'18 SANRIO
　APPROVAL No.P1011071

○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

12月15日（土）～2019年2月28日（木）
＊休館日：1/9・10・16・17・23・24、2/13・14

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

2019年2月28日（木）までサービスセンター窓口で販売します。

イルミネーション特集
“イルミネーション”も楽しめる、おトクなチケットを販売します!
　　　　  ～楽しい冬のお出かけにお役立てください～

パスポートチケット

多摩センター
イルミネーション2018

2019年1月6日（日）まで《予定》

ジュエルミネーションⓇ

～輝きのライトピア～
2019年2月17日（日）まで《予定》 ウインターイルミネーション

2018-2019
音楽と映像、光が融合した光のライヴ空間

2019年2月11日　まで《予定》購入方法

料　金

有効期間

枚　数

よみうりランド
2019年3月31日（日）まで
1会員あたり、4枚まで
＊大人・子供共通
※子供は、3歳から有料

通常料金　大人5,400円／中高生4,300円／
こども（3歳～小学生）3,800円のところ

会員　2,800円

ワンデーパス券
再入荷30枚

12月7日（金）からサービス
センター窓口で販売します。
先着３０枚
《売り切れ次第終了》
＊既に購入された方も再度お求めいただ
けます。
★現地にて、「アミューズメント施設補助
券」を使用して割引料金で利用するこ
ともできます。

購入方法

料　金

有効期間

枚　数

西武園ゆうえんち西武園ゆうえんち 150枚
先着

2019年3月31日（日）まで
1会員あたり、10枚まで
＊大人・子供共通　※子供は、3歳から有料

通常料金　大人2,800円／子供2,800円のところ

会員　500円

サービスセンター窓口で
販売します。
《売り切れ次第終了》
＊既に購入された方も再度お求め
  いただけます。

購入方法

料　金

有効期間

枚　数

2019年3月31日（日）
1会員あたり　年間10枚まで
通常料金　大人4,800円、子供3,700円のところ

会員　1,400円
＊大人・子供（3歳～）共通

フリーパス券

巨大で美しい造形の「ランタン」を使用した“光の祭典”
「WHITE LANTASIA（ホワイトランタジア）」開催

プライスダウン↓

入園+のりもの乗り放題

2019年3月3日（日）まで《予定》

有効期限

金　額

購入方法

得10 チケット
1冊に10ポイント！
ポイントを使って東京ドームシティの
いろいろな施設で遊べます。（最大6,200円相当分）

Tokyo Dome City
とく　　　 てん

フリーパス券
TOBU ZOOTOBU ZOO

東東武武動動 園園物物公公
サービスセンターへ電話でお申し込みください。
チケットは取り寄せになりますので、入荷次第ご連絡します。
（注文後、約1週間）
＊発売元の在庫がなくなった場合は、終了となります。

 三鷹駅南口イルミネーション
　2019年1月27日まで開催予定
～恒例の三鷹駅南口駅前クリスマスイルミネーションが点灯～
　三鷹駅の南口から連雀通りまで、数百メートルにわたり伸びる
商店街は、とても華やかになっていきます。三鷹の表玄関、バ
スロータリーの大ケヤキや街路樹が一斉に灯をともし、ロマン
ティックな明かりで包まれます。

イルミネーション情報
★国営昭和記念公園　Winter Vista Illumination
広大な公園に広がるイルミネーション
2018年12月8日～12月25日17：00～21：00
（入園は～20：50　※16：00以降は立川口ゲートからのみ
入園可能）開催予定

★さがみ湖イルミリオン　2019年4月7日まで開催予定
都心からわずか1時間で行ける相模湖の森を、関東最大級
600万球もの圧倒的なスケールのイルミネーションで彩る光
の祭典。

★東京ドイツ村ウインターイルミネーション
 ｠2019年4月7日まで開催予定
250万球のLEDを使用したウインターイルミネーション。今回は
「願い」をキーワードに、元気になれる仕掛けがいっぱいです。

2019年3月31日（日）まで
会員・家族 1冊  2,400円
一　般 2,900円

東京ドームシティ ウィンターイルミネーション
～江戸の粋・日本の華～

2019年2月17日（日）まで開催
○対象施設（一部掲載）　　＊詳細は、会報10月号（NO.288）をご覧ください。

2019年2月28日（木）まで、サービス
センター窓口で販売します。

キラキラ☆わくわく Ill
umination

12月7日（金）販売開始

必要P 対象施設・内容 有料対象年齢

10P アトラクションズ　ワンデーパスポート（乗り物乗り放題） 大人・中人・シニア
＊特別興行を除く

8P スパ ラクーア　入館料 0 ～ 5才入館不可

7P アトラクションズ　ワンデーパスポート（乗り物乗り放題） 小人・幼児
＊特別興行を除く

6P ウルトラヒーローズEXPO 2019 ニューイヤーフェスティバル
IN東京ドームシティ（2018 年 12月 29日～ 2019 年 1月 6日） 中学生以上

5P 宇宙ミュージアムTeNQ入館料　＊当日のみ有効　＊売切の日時は引換不可



購入方法

枚　数

料　金

有効期間

内　容

素敵なショーと大好きなキャラクターたちに会える

サンリオピューロランドサンリオピューロランド

© '13,'18SANRIOS　/D.G
© '76,'90,'93,'96,'99,'01,'10,'18 SANRIO
　APPROVAL No.P1011071

○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

12月15日（土）～2019年2月28日（木）
＊休館日：1/9・10・16・17・23・24、2/13・14

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

2019年2月28日（木）までサービスセンター窓口で販売します。

イルミネーション特集
“イルミネーション”も楽しめる、おトクなチケットを販売します!
　　　　  ～楽しい冬のお出かけにお役立てください～

パスポートチケット

多摩センター
イルミネーション2018

2019年1月6日（日）まで《予定》

ジュエルミネーションⓇ

～輝きのライトピア～
2019年2月17日（日）まで《予定》 ウインターイルミネーション

2018-2019
音楽と映像、光が融合した光のライヴ空間

2019年2月11日　まで《予定》購入方法

料　金

有効期間

枚　数

よみうりランド
2019年3月31日（日）まで
1会員あたり、4枚まで
＊大人・子供共通
※子供は、3歳から有料

通常料金　大人5,400円／中高生4,300円／
こども（3歳～小学生）3,800円のところ

会員　2,800円

ワンデーパス券
再入荷30枚

12月7日（金）からサービス
センター窓口で販売します。
先着３０枚
《売り切れ次第終了》
＊既に購入された方も再度お求めいただ
けます。
★現地にて、「アミューズメント施設補助
券」を使用して割引料金で利用するこ
ともできます。

購入方法

料　金

有効期間

枚　数

西武園ゆうえんち西武園ゆうえんち 150枚
先着

2019年3月31日（日）まで
1会員あたり、10枚まで
＊大人・子供共通　※子供は、3歳から有料

通常料金　大人2,800円／子供2,800円のところ

会員　500円

サービスセンター窓口で
販売します。
《売り切れ次第終了》
＊既に購入された方も再度お求め
  いただけます。

購入方法

料　金

有効期間

枚　数

2019年3月31日（日）
1会員あたり　年間10枚まで
通常料金　大人4,800円、子供3,700円のところ

会員　1,400円
＊大人・子供（3歳～）共通

フリーパス券

巨大で美しい造形の「ランタン」を使用した“光の祭典”
「WHITE LANTASIA（ホワイトランタジア）」開催

プライスダウン↓

入園+のりもの乗り放題

2019年3月3日（日）まで《予定》

有効期限

金　額

購入方法

得10 チケット
1冊に10ポイント！
ポイントを使って東京ドームシティの
いろいろな施設で遊べます。（最大6,200円相当分）

Tokyo Dome City
とく　　　 てん

フリーパス券
TOBU ZOOTOBU ZOO

東東武武動動 園園物物公公
サービスセンターへ電話でお申し込みください。
チケットは取り寄せになりますので、入荷次第ご連絡します。
（注文後、約1週間）
＊発売元の在庫がなくなった場合は、終了となります。

 三鷹駅南口イルミネーション
　2019年1月27日まで開催予定
～恒例の三鷹駅南口駅前クリスマスイルミネーションが点灯～
　三鷹駅の南口から連雀通りまで、数百メートルにわたり伸びる
商店街は、とても華やかになっていきます。三鷹の表玄関、バ
スロータリーの大ケヤキや街路樹が一斉に灯をともし、ロマン
ティックな明かりで包まれます。

イルミネーション情報
★国営昭和記念公園　Winter Vista Illumination
広大な公園に広がるイルミネーション
2018年12月8日～12月25日17：00～21：00
（入園は～20：50　※16：00以降は立川口ゲートからのみ
入園可能）開催予定

★さがみ湖イルミリオン　2019年4月7日まで開催予定
都心からわずか1時間で行ける相模湖の森を、関東最大級
600万球もの圧倒的なスケールのイルミネーションで彩る光
の祭典。

★東京ドイツ村ウインターイルミネーション
 ｠2019年4月7日まで開催予定
250万球のLEDを使用したウインターイルミネーション。今回は
「願い」をキーワードに、元気になれる仕掛けがいっぱいです。

2019年3月31日（日）まで
会員・家族 1冊  2,400円
一　般 2,900円

東京ドームシティ ウィンターイルミネーション
～江戸の粋・日本の華～

2019年2月17日（日）まで開催
○対象施設（一部掲載）　　＊詳細は、会報10月号（NO.288）をご覧ください。

2019年2月28日（木）まで、サービス
センター窓口で販売します。

キラキラ☆わくわく Ill
umination

12月7日（金）販売開始

必要P 対象施設・内容 有料対象年齢

10P アトラクションズ　ワンデーパスポート（乗り物乗り放題） 大人・中人・シニア
＊特別興行を除く

8P スパ ラクーア　入館料 0 ～ 5才入館不可

7P アトラクションズ　ワンデーパスポート（乗り物乗り放題） 小人・幼児
＊特別興行を除く
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「おかしの国の
　おかしなパーティ」

イメージ

イメージ

場　所

有効期限

場　所

有効期限

枚　数

購入方法

枚　数

購入方法

食事券

ランチ券

※税・サービス料込

会報到着後から12月21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。先着順に受付します。

1～4 のチケット
申込方法

12月1日（土）～2019年2月28日（木）
＊除外日　「佳香膳」は12/29～1/6、飲茶ランチは1/1～6

ハイアット リージェンシー 東京
【アクセス】 JR新宿駅西口　徒歩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）

12月1日（土）～2019年2月28日（木）
＊除外日　12/22～25、12/31～1/3、催事期間中

帝国ホテル東京
【アクセス】 JR有楽町駅　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。
 ☎ 03-3539-8186（インペリアルラウンジアクア）

【ご利用について】
※ パークサイドダイナーは、予約不要ですが、混み具合によっては
お待ちいただく場合があります。予めご了承ください。

※ インペリアルラウンジアクア「アフタヌーンティ」は、レストランへ
予約の上ご利用ください。

 なお、土日祝日ご利用の場合は、現地にて300円をお支払い
ください。

ハイアット リージェンシー 東京
中国料理「翡翠宮（ひすいきゅう）」日本料理「佳香（かこう）」

1会員あたり、合計4枚まで　

2019年2月28日（木）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。）

帝国ホテル東京
「パークサイドダイナー」「インペリアルラウンジアクア」

1会員あたり、合計4枚まで

2019年2月28日（木）まで、サー
ビスセンター窓口で販売します。

2019年2月9日（土）午後3時開演
　先着10枚
調布市グリーンホール　大ホール

全席指定
＊3歳以下は入場不可、4歳からチケット必要です。

当日券6,500円のところ
会員・家族 5,000円
一般 5,900円

2019年1月31日（木）午後6時開演
　先着20枚
オリンパスホール八王子

全席指定

当日券7,560円のところ
会員・家族 3,700円
一般 4,500円

2019年4月6日（土）午前11時開演
　先着10枚
文京シビックホール・大ホール
全席指定

•公演当日、2歳からチケットが必要となります。
•1歳以下の方は、大人1名につき1名までひ
ざ上無料。ただし、席が必要な方は有料料金

当日券3,800円のところ
会員・家族 2,900円
一般 3,500円

2019年2月24日（日）午前11時開演
　先着10枚
明治座

S席（1階席・2階席正面）

当日券12,000円のところ
会員・家族 10,200円
一般 12,000円

©やなせたかし／フレーベル館・TMS・NTV

「美川憲一&コロッケ」

日時・枚数

場　所

座　席

料　金

日時・枚数

場　所

その他

座　席

料　金

日時・枚数

場　所

座　席

料　金

日時・枚数

場　所

座　席

料　金

松下奈緒
コンサートツアー 2019

魅せます!  聴かせます!
だけじゃない!

会場は笑いの渦に　　
　　包まれるでしょう!!

スペシャルジョイントコンサート 2019

それいけ！

アンパンマンアンパンマン
ミュージカル

お芝居と歌謡ショーの
豪華二本立て

レストラン 内　容 会員料金

本館1F
カジュアルレストラン
パークサイドダイナー

11：00～ 23：00
☎ 03-3539-8046

選べるランチ&ディナー
（ 前菜またはスープ・メインディッシュ・
デザート・コーヒーまたは紅茶）

通常料金5,500～
7,000 円のところ

3,300円
選べるランチ&ディナー
120分フリードリンク付

＊ビール・ワイン白赤・ソフトドリンク
（ 前菜またはスープ・メインディッシュ・
デザート・コーヒーまたは紅茶）

通常料金7,700～
9,200 円のところ

5,000円

  本館 17F
インペリアルラウンジアクア
11：30～ 18：00
☎ 03-3539-8186

アフタヌーンティ
（ サンドイッチ・スコーン・デザート等 
コーヒー・紅茶・ハーブティー他 
飲み物約 30種類）

通常料金5,346円の
ところ

3,800円
＊土日祝日：

プラス300円

予約不要

要予約

JAバンク presents

NHK朝の連続テレビ小説「ゲゲゲ
の女房」に続き、「まんぷく」に出演中!
ピアニスト、作曲家、ヴォーカリストと
してさまざまなジャンルの楽曲に想い
を込めてお届けします♪

レストラン 内　容 会員料金

1F
中国料理「翡翠宮（ひすいきゅう）」
土・日・祝日 11：30～ 14：30
月～金（祝日除く） 13：30～ 14：30

飲茶ランチ
土・日・祝日：「黄

こう

河
が

」
　　　  平日：「敦

とん

煌
こう

」
（ 前菜・スープ・料理4品・炒飯など・
杏仁ゼリー）

通常料金3,446円のところ

2,600円

3F
日本料理「佳香（かこう）」

11：30～ 14：00

ランチ「佳
か

香
こう

膳
ぜん

」
（ 前菜・造里・羽二重蒸し・天ぷら・
御飯・留椀・香の物・水菓子）

通常料金3,921円のところ

3,000円

1 2

3 4

4 5
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利用方法

施設の概要

ポイント対象宿泊施設を利用の場合には、1室1泊利用ごとに1ポイント必要です。
会員の方は、1年度（4月～翌年3月）に2ポイント利用できます。
右頁「施設一覧表」右欄の◆印の施設です。
注）サービスセンター全体で、年間60ポイントに達した場合(先着順)、個人のポイント残があっても
　 その年度内は施設の利用はできなくなります。 また、2ポイント(2泊)を超えた利用はできません。
　 ※ポイント対象施設利用の場合は、『旅行補助金』の申請はできません。

1インターネットまたはサービスセンターにある「ガイドブック」
　で希望施設を選ぶ。
2会員予約センターへ電話する。
　▼クラブフジタ会員予約センター
　　　　0120-74-8850　
　　　　03-5981-7716（携帯電話ご利用の方） 
　　　　月～金曜 9：00～18：00
　　　　土曜 9：00～13：00（定休日/日曜･祝日･年末年始）
3サービスセンターの認証事項を告げる。
　（１）団体名「三鷹市勤労者福祉サービスセンター」
　（２）予約コード NO．1367
　（３）サービスセンターの会員番号（会員証の7ケタの番号）

○ポイント対象宿泊施設

クラブフジタ
CLUB  FUJITA

約30%～50%割引

4宿泊内容を告げる。
　①施設名②宿泊日と泊数③人数
　④部屋タイプと部屋数
⑤利用者名⑥到着予定時刻と交通手段
⑦会員名・会員番号・連絡先

▼全施設の概要・料金表・空室状況は
　インターネットで検索できます。

＊利用区分は、FPMとなります。空室情
報等を照会される場合は、利用区分
FPMを選択してください。

ご予約のお電話

予約OK

宿泊施設

❶

❷

❸ 当日宿泊施設で「クラブフジタで
予約した○○です」でチェックイン

ポイント残が無い場合は
お断りすることがあります

ポイントの
確認

1367予約コード
会員予約センター

サービスセンター
会員の皆様

☎0120－74－8850
携帯電話からは、
☎03－5981－7716

サービスセンター
事務局

http：//www.club-fujita.jp/ 

ポイント対象施設は、
利用制限があります
のでご注意ください。

藤田観光㈱が運営する会員制クラブ「クラブフジタ」と契約して
います。会員と同居の家族の皆様は、「クラブ フジタ」の
各施設を優待価格でご利用いただけます。
（宿泊施設は、ポイント対象施設・不要施設に分かれています。）

☎

　　会員制リゾート施設（※ポイント不要施設）
      【ウィスタリアンライフクラブ】7施設〔利用人数1室1～ 4人　一人あたり利用料　食事なし　消費税・サービス料込　入湯税別〕

2 提携宿泊施設
 日本の名旅館から貸別荘スタイルまで、全国から様々な施設が選べます。
 右表「施設一覧表」右欄の空欄の施設です。
 詳細は、『クラブフジタ』ホームページをご覧ください。

○ポイント不要宿泊施設 ポイント不要施設には、宿泊制限はありません。何度でも利用できます。
※ポイント不要施設利用の場合は、『旅行補助金』申請の対象となります。

ウィスタリアンライフクラブ
ヴェルデの森（箱根）

平日　　　5,470円（　 　）
土・休前日　6,010円（　 　）

プロミネント車山高原（長野）

全日　　　4,160円

ウィスタリアンライフクラブ熱海

平日　　　3,570円
土・休前日　4,110円

ウィスタリアンライフクラブ宇佐美（伊東）

平日　　　3,570円
土・休前日　4,110円

ウィスタリアンライフクラブ箱根

平日　　　3,570円
土・休前日　4,110円

ウィスタリアンライフクラブ野尻湖

平日　　　3,570円
土・休前日　4,110円

ウィスタリアンライフクラブ鳥羽

平日　　　3,570円
土・休前日　4,110円

1

2～ 3泊目
3,530円
2～3泊目
4,070円

エリア 施設名

北海道
ホテル御前水
ホテルグレイスリー札幌 ◆
北海ホテル

青森県 青森ワシントンホテル ◆
八戸ワシントンホテル ◆

岩手県 ホテルエース盛岡 ◆

秋田県 秋田ビューホテル ◆
十和田ホテル ◆

山形県 山形七日町ワシントンホテル ◆
山形駅西口ワシントンホテル ◆

宮城県 仙台ワシントンホテル ◆

福島県

郡山ワシントンホテル ◆
会津若松ワシントンホテル ◆
ホテルリステル猪苗代　ウイングタワー
いわきワシントンホテル ◆

栃木県 鬼怒川プラザホテル
那須高原ホテルビューパレス

群馬県

福一
四万グランドホテル
四万たむら
草津ナウリゾートホテル

埼玉県 和銅鉱泉　ゆの宿　和どう
浦和ワシントンホテル ◆

千葉県

千葉ワシントンホテル ◆
木更津ワシントンホテル ◆
成田ビューホテル ◆
海辺のくつろぎの宿　ぎょうけい館
鴨川シーワールドホテル

東京都

ホテルグレイスリー田町 ◆
ホテルグレイスリー銀座 ◆
ホテルグレイスリー浅草 ◆
ホテル椿山荘東京 ◆
秋葉原ワシントンホテル ◆

エリア 施設名

東京都

東京ベイ有明ワシントンホテル ◆
新宿ワシントンホテル本館 ◆
新宿ワシントンホテル新館 ◆
ホテルグレスリー新宿 ◆
立川ワシントンホテル ◆
大島温泉ホテル

神奈川県

横浜伊勢佐木町ワシントンホテル ◆
横浜桜木町ワシントンホテル ◆
箱根小涌園　天悠 ◆
箱根小涌園　美山楓林 ◆
グリーンパル湯河原 ◆

山梨県
レイクヴィラ河口湖
カントリーインオーチャードハウス
ホテルやまなみ ◆

静岡県

たかみホテル
藤乃煌　富士御殿場 ◆
伊東小涌園 ◆
伊東緑涌 ◆
美浜レステル

岐阜県 中村館

愛知県

伊良湖ビューホテル
名古屋金山ホテル ◆
名古屋笠寺ワシントンホテルプラザ ◆
名鉄グランドホテル ◆

長野県

斑尾高原ホテル
ホテルJALシティ長野 ◆
白馬ロイヤルホテル
白樺湖ロイヤルホテル
上林ホテル　仙壽閣
野沢グランドホテル

新潟県 燕三条ワシントンホテル ◆
富山県 ホテルグランテラス富山 ◆
石川県 ホテル金沢 ◆

エリア 施設名
福井県 ホテルフジタ福井 ◆

京都府

京都センチュリーホテル ◆
京都・嵐山　ご清遊の宿らんざん
ホテルグレイスリー京都三条 北館 ◆
ホテルグレイスリー京都三条 南館 ◆

大阪府 関西エアポートワシントンホテル ◆
ハートンホテル西梅田 ◆

兵庫県 神戸ポートピアホテル ◆
宝塚ワシントンホテル ◆

奈良県 ホテルフジタ奈良 ◆
和歌山県 ホテル　シーモア

鳥取県
鳥取シティホテル ◆
ホテルハーベストイン米子 ◆
玉井別館

岡山県
後楽ホテル ◆
ザ・ホテルリマーニ＆スパ
倉敷せとうち児島ホテル

広島県 広島ワシントンホテル ◆
安芸グランドホテル

香川県 チサン グランド高松 ◆
愛媛県 東京第一ホテル松山 ◆
高知県 高知パレスホテル ◆
福岡県 キャナルシティ・福岡ワシントンホテル ◆
佐賀県 武雄センチュリーホテル

長崎県
長崎ワシントンホテル ◆
ホテルパサージュ琴海
佐世保ワシントンホテル ◆

熊本県 アークホテル熊本城前 ◆
大分県 由布院　緑涌 ◆
宮崎県 宮崎観光ホテル　西館 ◆
沖縄県 ホテルグレイスリー那覇 ◆
海　外 ホテルグレイスリーソウル ◆

（2018年11月1日現在）

※年度途中に契約施設・料金等が変更となる場合があります。

施設一覧表　ポイント対象施設：◆印　ポイント不要施設：空欄

藤田観光と契約している各種レジャー施設、スポーツ施設等が会員特別料金でご利用いただけま
す。サービスセンター窓口にある藤田観光発行の『ジョイフルカード』を提示してご利用くださ
い。なお、利用できる施設は、「クラブフジタ」公式ページをご覧ください。

.ジョイフルサービス,

ステップ1： 「補助券セット」（各種施設の利用補助券がセットになっているもの）を
サービスセンターで受け取る。

 ※すでに「補助券セット」を受け取っている会員は、ステップ2からスタート

ステップ2： 「補助券セット」の中から「三鷹の森ジブリ美術館利用補助券」を必要な
枚数だけ切り離す。（三鷹の森ジブリ美術館三鷹市・近隣市民枠チケット
1枚につき利用補助券1枚必要）

ステップ3： 会員本人が、①「会員証」②「本人確認できる証明書」③「三鷹の森ジブリ美
術館利用補助券」を持って「みたか都市観光協会」（右記地図）に行き、
チケットを購入する。

三鷹の森ジブリ美術館 三鷹の森ジブリ美術館三鷹市・近隣市民枠
チケットを購入する会員に300円分の利用補
助券（5枚）を交付いたします。利用補助券

利用方法

注　意

チケット購入及び問合せ

•三鷹の森ジブリ美術館三鷹市・近隣市民枠チケットは、必ず会員本人が購入してください。
•本券が適用されるのは、会員及び同居の家族の方です。
•「ローソン」でチケットを購入する場合、「三鷹の森ジブリ美術館利用補助券」は使えません。
•行きたい日が決まっている場合は、「みたか都市観光協会」ホームページの「チケット残数表」
を事前に確認しておいてください。
•「本人確認できる証明書」については、同ホームページまたは直接「みたか都市観光協会」に
お問い合わせください。

みたか都市観光協会　℡  0422-40-5525
三鷹市下連雀3–24–3–101（火曜日定休、臨時休業あり）

区　分 割引料金 一般料金
大　人 700円 1,000円
中高生 400円 700円
小学生 100円 400円

幼児（4歳以上） 利用不可 100円

三鷹の森ジブリ美術館三鷹市・近隣市民枠チケットをご購入時、割引が適用されます。
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利用方法

施設の概要

ポイント対象宿泊施設を利用の場合には、1室1泊利用ごとに1ポイント必要です。
会員の方は、1年度（4月～翌年3月）に2ポイント利用できます。
右頁「施設一覧表」右欄の◆印の施設です。
注）サービスセンター全体で、年間60ポイントに達した場合(先着順)、個人のポイント残があっても
　 その年度内は施設の利用はできなくなります。 また、2ポイント(2泊)を超えた利用はできません。
　 ※ポイント対象施設利用の場合は、『旅行補助金』の申請はできません。

1インターネットまたはサービスセンターにある「ガイドブック」
　で希望施設を選ぶ。
2会員予約センターへ電話する。
　▼クラブフジタ会員予約センター
　　　　0120-74-8850　
　　　　03-5981-7716（携帯電話ご利用の方） 
　　　　月～金曜 9：00～18：00
　　　　土曜 9：00～13：00（定休日/日曜･祝日･年末年始）
3サービスセンターの認証事項を告げる。
　（１）団体名「三鷹市勤労者福祉サービスセンター」
　（２）予約コード NO．1367
　（３）サービスセンターの会員番号（会員証の7ケタの番号）

○ポイント対象宿泊施設

クラブフジタ
CLUB  FUJITA

約30%～50%割引

4宿泊内容を告げる。
　①施設名②宿泊日と泊数③人数
　④部屋タイプと部屋数
⑤利用者名⑥到着予定時刻と交通手段
⑦会員名・会員番号・連絡先

▼全施設の概要・料金表・空室状況は
　インターネットで検索できます。

＊利用区分は、FPMとなります。空室情
報等を照会される場合は、利用区分
FPMを選択してください。

ご予約のお電話

予約OK

宿泊施設

❶

❷

❸ 当日宿泊施設で「クラブフジタで
予約した○○です」でチェックイン

ポイント残が無い場合は
お断りすることがあります

ポイントの
確認

1367予約コード
会員予約センター

サービスセンター
会員の皆様

☎0120－74－8850
携帯電話からは、
☎03－5981－7716

サービスセンター
事務局

http：//www.club-fujita.jp/ 

ポイント対象施設は、
利用制限があります
のでご注意ください。

藤田観光㈱が運営する会員制クラブ「クラブフジタ」と契約して
います。会員と同居の家族の皆様は、「クラブ フジタ」の
各施設を優待価格でご利用いただけます。
（宿泊施設は、ポイント対象施設・不要施設に分かれています。）

☎

　　会員制リゾート施設（※ポイント不要施設）
      【ウィスタリアンライフクラブ】7施設〔利用人数1室1～ 4人　一人あたり利用料　食事なし　消費税・サービス料込　入湯税別〕

2 提携宿泊施設
 日本の名旅館から貸別荘スタイルまで、全国から様々な施設が選べます。
 右表「施設一覧表」右欄の空欄の施設です。
 詳細は、『クラブフジタ』ホームページをご覧ください。

○ポイント不要宿泊施設 ポイント不要施設には、宿泊制限はありません。何度でも利用できます。
※ポイント不要施設利用の場合は、『旅行補助金』申請の対象となります。

ウィスタリアンライフクラブ
ヴェルデの森（箱根）

平日　　　5,470円（　 　）
土・休前日　6,010円（　 　）

プロミネント車山高原（長野）

全日　　　4,160円

ウィスタリアンライフクラブ熱海

平日　　　3,570円
土・休前日　4,110円

ウィスタリアンライフクラブ宇佐美（伊東）

平日　　　3,570円
土・休前日　4,110円

ウィスタリアンライフクラブ箱根

平日　　　3,570円
土・休前日　4,110円

ウィスタリアンライフクラブ野尻湖

平日　　　3,570円
土・休前日　4,110円

ウィスタリアンライフクラブ鳥羽

平日　　　3,570円
土・休前日　4,110円

1

2～ 3泊目
3,530円
2～3泊目
4,070円

エリア 施設名

北海道
ホテル御前水
ホテルグレイスリー札幌 ◆
北海ホテル

青森県 青森ワシントンホテル ◆
八戸ワシントンホテル ◆

岩手県 ホテルエース盛岡 ◆

秋田県 秋田ビューホテル ◆
十和田ホテル ◆

山形県 山形七日町ワシントンホテル ◆
山形駅西口ワシントンホテル ◆

宮城県 仙台ワシントンホテル ◆

福島県

郡山ワシントンホテル ◆
会津若松ワシントンホテル ◆
ホテルリステル猪苗代　ウイングタワー
いわきワシントンホテル ◆

栃木県 鬼怒川プラザホテル
那須高原ホテルビューパレス

群馬県

福一
四万グランドホテル
四万たむら
草津ナウリゾートホテル

埼玉県 和銅鉱泉　ゆの宿　和どう
浦和ワシントンホテル ◆

千葉県

千葉ワシントンホテル ◆
木更津ワシントンホテル ◆
成田ビューホテル ◆
海辺のくつろぎの宿　ぎょうけい館
鴨川シーワールドホテル

東京都

ホテルグレイスリー田町 ◆
ホテルグレイスリー銀座 ◆
ホテルグレイスリー浅草 ◆
ホテル椿山荘東京 ◆
秋葉原ワシントンホテル ◆

エリア 施設名

東京都

東京ベイ有明ワシントンホテル ◆
新宿ワシントンホテル本館 ◆
新宿ワシントンホテル新館 ◆
ホテルグレスリー新宿 ◆
立川ワシントンホテル ◆
大島温泉ホテル

神奈川県

横浜伊勢佐木町ワシントンホテル ◆
横浜桜木町ワシントンホテル ◆
箱根小涌園　天悠 ◆
箱根小涌園　美山楓林 ◆
グリーンパル湯河原 ◆

山梨県
レイクヴィラ河口湖
カントリーインオーチャードハウス
ホテルやまなみ ◆

静岡県

たかみホテル
藤乃煌　富士御殿場 ◆
伊東小涌園 ◆
伊東緑涌 ◆
美浜レステル

岐阜県 中村館

愛知県

伊良湖ビューホテル
名古屋金山ホテル ◆
名古屋笠寺ワシントンホテルプラザ ◆
名鉄グランドホテル ◆

長野県

斑尾高原ホテル
ホテルJALシティ長野 ◆
白馬ロイヤルホテル
白樺湖ロイヤルホテル
上林ホテル　仙壽閣
野沢グランドホテル

新潟県 燕三条ワシントンホテル ◆
富山県 ホテルグランテラス富山 ◆
石川県 ホテル金沢 ◆

エリア 施設名
福井県 ホテルフジタ福井 ◆

京都府

京都センチュリーホテル ◆
京都・嵐山　ご清遊の宿らんざん
ホテルグレイスリー京都三条 北館 ◆
ホテルグレイスリー京都三条 南館 ◆

大阪府 関西エアポートワシントンホテル ◆
ハートンホテル西梅田 ◆

兵庫県 神戸ポートピアホテル ◆
宝塚ワシントンホテル ◆

奈良県 ホテルフジタ奈良 ◆
和歌山県 ホテル　シーモア

鳥取県
鳥取シティホテル ◆
ホテルハーベストイン米子 ◆
玉井別館

岡山県
後楽ホテル ◆
ザ・ホテルリマーニ＆スパ
倉敷せとうち児島ホテル

広島県 広島ワシントンホテル ◆
安芸グランドホテル

香川県 チサン グランド高松 ◆
愛媛県 東京第一ホテル松山 ◆
高知県 高知パレスホテル ◆
福岡県 キャナルシティ・福岡ワシントンホテル ◆
佐賀県 武雄センチュリーホテル

長崎県
長崎ワシントンホテル ◆
ホテルパサージュ琴海
佐世保ワシントンホテル ◆

熊本県 アークホテル熊本城前 ◆
大分県 由布院　緑涌 ◆
宮崎県 宮崎観光ホテル　西館 ◆
沖縄県 ホテルグレイスリー那覇 ◆
海　外 ホテルグレイスリーソウル ◆

（2018年11月1日現在）

※年度途中に契約施設・料金等が変更となる場合があります。

施設一覧表　ポイント対象施設：◆印　ポイント不要施設：空欄

藤田観光と契約している各種レジャー施設、スポーツ施設等が会員特別料金でご利用いただけま
す。サービスセンター窓口にある藤田観光発行の『ジョイフルカード』を提示してご利用くださ
い。なお、利用できる施設は、「クラブフジタ」公式ページをご覧ください。

.ジョイフルサービス,

ステップ1： 「補助券セット」（各種施設の利用補助券がセットになっているもの）を
サービスセンターで受け取る。

 ※すでに「補助券セット」を受け取っている会員は、ステップ2からスタート

ステップ2： 「補助券セット」の中から「三鷹の森ジブリ美術館利用補助券」を必要な
枚数だけ切り離す。（三鷹の森ジブリ美術館三鷹市・近隣市民枠チケット
1枚につき利用補助券1枚必要）

ステップ3： 会員本人が、①「会員証」②「本人確認できる証明書」③「三鷹の森ジブリ美
術館利用補助券」を持って「みたか都市観光協会」（右記地図）に行き、
チケットを購入する。

三鷹の森ジブリ美術館 三鷹の森ジブリ美術館三鷹市・近隣市民枠
チケットを購入する会員に300円分の利用補
助券（5枚）を交付いたします。利用補助券

利用方法

注　意

チケット購入及び問合せ

•三鷹の森ジブリ美術館三鷹市・近隣市民枠チケットは、必ず会員本人が購入してください。
•本券が適用されるのは、会員及び同居の家族の方です。
•「ローソン」でチケットを購入する場合、「三鷹の森ジブリ美術館利用補助券」は使えません。
•行きたい日が決まっている場合は、「みたか都市観光協会」ホームページの「チケット残数表」
を事前に確認しておいてください。
•「本人確認できる証明書」については、同ホームページまたは直接「みたか都市観光協会」に
お問い合わせください。

みたか都市観光協会　℡  0422-40-5525
三鷹市下連雀3–24–3–101（火曜日定休、臨時休業あり）

区　分 割引料金 一般料金
大　人 700円 1,000円
中高生 400円 700円
小学生 100円 400円

幼児（4歳以上） 利用不可 100円

三鷹の森ジブリ美術館三鷹市・近隣市民枠チケットをご購入時、割引が適用されます。
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枚　数

利用期間

T E L

料　金

料　金

購入方法

食事券ランチ券 ディナー券

　　鑑賞券　　鑑賞券映画映画
立川シネマシティ
（CINEMA ONE/CINEMA TWO

）

休休冬冬 みみ

有効期間

枚　数

料　金

購入方法

○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。

12月1日（土）～ 2019年2月28日（木）
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5～8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。

＊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。

2019年2月28日（木）まで
サービスセンター窓口で販売します。

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

☎ 042-525-1237
直通電話

主な上映作品（予定）映画館名 場　所 お問い合せ

☎
042-525-1251

24時間
音声対応サービス
FAX

•来る
•バットマン
　5億人の女性を救った男
•体操しよう
•DRAGONBALL超ブロリー
•春待つ僕ら
•グリンチ

•妖怪ウォッチ
　フォーエバーフレンズ
•ブリクスビー・ベア
•アリー／スター誕生
•ニセコイ
•仮面ライダー平成ジェネレーションズ
•こんな夜更けにバナナかよ

吉祥寺第一ホテル  ─冬のグルメバイキング─
1会員あたり、合計4枚まで 2019年2月28日（木）まで、サービスセンター窓口で販売します。

＊「開運吉祥バイキング」は、12月28日（金）までの販売です。

12月1日（土）～2019年2月28日（木）
除外日　12/23～25、1/1～3除く
＊但し12/26（水）～31（月）、1/4（金）は、土日祝料金

代表：0422-21-4411　パークストリート：0422-21-9814

利用期間

T E L

パークストリート（2F） 開運吉祥バイキング8F宴会場〔天平の間〕

※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）で利用できま
す。〔区分：大人・シニア・お子様（4歳～小学生）〕

＊シニア：65歳以上・要証明

「食べて」「飲んで」「遊んで」お正月3日間だけのビッグイベント!!

スキー場／お問合せ先
ＤａLｅＭｏ CLUB  全国 170ゲレンデ
http://www.dalemo.net/（株）ダレモコーポレーション

セントレジャー　舞子スノーリゾート　　　　　　
http://www.centleisure-maiko.com

石打丸山スキー場
http//www.ishiuchi.or.jp/
＊ サービスセンター会員証呈示で割引になります。（1会員5名まで）
　現地リフト券発売窓口で会員証を呈示してご購入ください。

スキーリフト割引券

プリンスホテル  リゾートご優待プラン  Ｍｔ．Ｎａｅｂａ等 20ヶ所
http://www.princehotels.co.jp/keiyaku〔パスワード：prkeiyaku〕
プリンスホテル予約センター　　 0120（33）8686

割引対象のゲレンデ・割引内容・料金等については、ホームページをご覧いただくか、サービス
センター事務局までお問い合わせください。割引券は、サービスセンター窓口にあります。
（一部の割引券は12月中旬になります。）

区分 ランチ券
11：00～ 15：00

ディナー券
17：00～ 21：30

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

料　金

枚　数

購入方法

開催期間

会　場

前売入場券

2019年1月11日（金）～1月20日（日）〔10日間〕
東京ドーム

1会員あたり、5枚まで（6～10枚は一般料金）

ふるさと祭り東京2019

＊小学生以下は、大人1名につき4名まで無料

2019年1月10日（木）まで、サービスセンター
窓口で販売します。

─日本のまつり・故郷の味─

区　分 前売入場券 どんぶり券（2枚）付
前売入場券

会　員 一般料金1,500円のところ
1,100円

一般料金2,500円のところ
1,900円

一般及び
6枚～ 10枚 1,300円 2,300円

９０分制
120分制

日帰りあっせんツアー

直接旅行社へ
TEL

旅行会社主催の日帰り旅行（国内募集型企画旅行）の参加費を一部補助します

下記旅行社へ電話でお申し込みください。
（サービスセンターでは、お申し込みできません。）
＊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であること
2 会員・家族・一般の区別
3 会員番号、事業所名、参加者氏名・性別・年齢・電話・住所

官公庁長官登録旅行業第10号
〒182-0024　東京都調布市布田3-1-7　池田ビル5F
京王観光株式会社　調布支店
☎042-484-2881（担当：こむろ）
営業時間 平日 9：00~18：00（土・日・祝日は休み）

＊掲載ツアー料金から補助額を差し引いた金額を旅行社にお支払いください。
＊斡旋ツアーに添乗員が同行いたします。
＊日にちと出発地を必ず確認してください。
＊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。
＊最少催行人数（25人）に達しない場合は、中止となります。
＊先着順ですのでお早めにお申し込みください。

パークストリート

2019年 1月1日（火・祝）、2日（水）
  昼の部 【1部】11：00～13：00　【2部】13：30～15：30
  夜の部 【1部】16：00～18：00　【2部】18：30～20：30

 3日（木）
  昼の部 【1部】11：00～13：00　【2部】13：30～15：30
  夜の部 17：00～19：00

代表：0422-21-4411　直通：0422-21-2211
通常料金　1/1・2は8,200円、1/3は7,200円のところ

会員　6,500円
※ 1/1・2は、現地にて、会員証提示により優待料金で利用できます。
 大人7,700円、シニア7,200円、小学生4,000円、
 幼児1,000円
※ 1/3は、通常料金がお安くなります!
 大人7,200円、シニア6,700円、小学生3,500円、幼児1,000円

お知らせ：12月29日（土）～1月3日（木）は休業いたします。

補助金額

会　　員 1人1,500円
同居家族 1人1,000円

ゆとりわくわくみたか
おすすめ

290
2018 12

事 業 所 ４71社 （前月末比1社減）
会 員 数  ３,０55人 （前月末比8人減）
（内 個人会員 256人）平成30年10月31日現在

1月号の予告
●いちご狩り斡旋バスツアー　●クオカード
●キルト展入場券　●テーブルウェア展入場券
●世界らん展入場券　●仙川湯けむりの里入浴券
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