
三鷹市内で購入したことがわかる領収書・レシート（原本）をここに貼付してください。（2,000円以上、合算可能）

＊申請期間：2020年 8月 31日まで（利用日・申請日とも 2020年 7月～ 8月末日）
＊補助金の支払：2020年 9月中旬までに振込予定（現金不可）
＊店舗名の記載のない領収書・レシートは不可。＊医療保険による支払・金券類は除く。

入力 受付

事業所名 会員番号 ─

自宅住所
〒

電話番号

会 員 名 ㊞
自署の場合は押印不要

申請金額 金　1,000 円

金　融　機　関　名 支　　店　　名 分類 口　座　番　号
（右詰めでお書きください。）

（フリガナ）

口　座　名　義

銀行・農協
信金・信組 本・支店

普通

当座

振込先

申請者

一般財団法人三鷹市勤労者福祉サービスセンター
三鷹市内店舗利用補助金申請書・請求書（2020年 7月・8月限定）

2020年　　　月　　　日
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！！

9月30日（水）まで
1会員あたり、4枚まで

会員 1枚 1,000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。

9月30日（水）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

映画館名 場　所 お問い合せ

042-525-1237
直通電話

☎
042-525-1251

24時間
音声対応サービス
FAX

　　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

○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。

購入方法

場　所

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
○入場とフリーアトラクション
○大人・子供シニア・共通　※チケットは、3歳から必要

7月20日（月）～9月30日（水）
（休館日　9月2日㈬・3日㈭・9日㈬・10日㈭）

多摩市落合1-31

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、
シニア（60歳～）2,200円のところ
会員 1,700円
一般及び6～10枚 2,000円

サンリオピューロランドは、事前予約制（抽選）での入場となります。
当選が確定後、サービスセンター窓口にてチケットを購入してください。
予約方法等については、サンリオピューロランド公式HPをご覧ください。

パスポートチケット

遊園地・プールの開催状況【2020年7月8日現在】

© '13,'20 SANRIO S/D・G
© '76,'90,'96,'01,'20 SANRIO APPROVALNo.P1207022

＊今後の状況により変更となる場合があります。最新情報は、各施設公式HPでご確認ください。

施設名 プール利用方法 アミューズメント
補助券利用

としまえん
（8/31閉園）

7/13（月）プールOPEN　〈プール・遊園地とも日付指定予約〉が必要
公式サイトから日付指定予約
チケットをお持ちの方は、公式サイトから「日付指定予約」をして入園
プール　遊園地どちらか選択し、チケット有り → 来園予約
＊アミューズメント補助券利用の場合 チケット有り → 割引券  → 来園予約  当日チケット購入

○

東京サマーランド
7/13（月）OPEN　〈日付指定予約〉が必要
① 公式サイトから「日付指定予約整理券」を取得
② 当日は、「日付指定予約整理券」と「アミューズメント補助券」
 を提示してチケット購入・入園

○

よみうりランド 7/18（土）プールOPEN　日付指定・事前予約制
㊟ サービスセンターでのプール券販売中止／アミューズメント補助券利用不可

×

昭和記念公園
レインボープール プール営業中止 ×



下連雀

上連雀・井口・野崎 井の頭・牟礼・新川・中原・大沢

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 68,500円 65,500円 64,500円

申込方法

先着15名
会報到着後から8月14日（金）までに
サービスセンターへ電話でお申込みください
（先着順）。　※ 定員になり次第、募集締切

※ 同居のご家族は会員料金の2,000円増
※ 一般の方は、会員料金の6,000円増
※ 1名1室の場合：会員83,500円、家族85,500円、一般89,500円

10月25日（日）
出発

ツアーのポイント
●自然豊かな秋の未知国（みちのく）を満喫。
●紅葉の十和田湖を遊覧船からお楽しみいただきます。　
●世界文化遺産の平泉・中尊寺やベストシーズンの奥入瀬渓流を巡ります。
●宿泊先は2泊とも温泉大浴場完備。

日　程 10月25日（日） 8時 東京駅集合
10月27日（火） 19時半頃 東京駅解散

　行　程

企画手配旅行　㈱スペース・プラン

1日目

2日目

3日目

10月25日（日） （食事）朝×　昼○　夕○
東京駅8時48分発　　 　一ノ関駅　▶　平泉レストハウス（昼食）　▶　世界遺産平泉・中尊寺（見学）　▶　
八幡平山頂（散策）　▶　八幡平温泉「八幡平マウンテンホテル」17時半頃着（泊）

10月26日（月） （食事）朝○　昼○　夕○
八幡平マウンテンホテル8時半出発　▶　康楽館・小坂鉱山事務所（見学）　▶　道の駅かづの（昼食）　▶　発荷峠（車窓）　▶
十和田湖（遊覧船にて紅葉観賞）　▶　奥入瀬渓流（散策）　▶　大鰐温泉「青森ワイナリーホテル」17時半頃着（泊）

10月27日（火） （食事）朝○　昼○　夕×

青森ワイナリーホテル8時30分出発　▶　弘前城公園・津軽ねぷた村（散策）　▶　郷土料理津軽三味線　りんご箱（昼食）　▶
青森県観光物産館アスパム（買物）　▶　新青森駅　　 　東京駅19時32分着

10月5日（月）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。
●新型コロナウイルス感染の状況によっては、中止に
なる場合があります。

＊ 変更・延長される場合があります。最新情報は、サービスセンターHPをご覧ください。

チケット有効期限延長のお知らせ【2020年7月8日現在】
施　設　名 当初の有効期限 有効期限延長日

イオンシネマ映画鑑賞券（2019年10月号で募集） 2020年4月30日 ➡　2020年8月31日まで延長
TOHOシネマズ映画鑑賞券（2020年2月号で募集） 2020年8月31日 ➡　2020年9月30日まで延長
よみうりランド 2020年3月31日 ➡　2021年2月28日まで延長
スパリゾートハワイアンズ 2020年3月31日 ➡　2020年7月31日まで延長
東武動物公園　フリーパス券 2020年3月31日 ➡　2020年12月31日まで延長
東京ドーム　得10チケット 2020年3月31日 ➡　2020年9月30日まで延長
東京ドームホテル　レストランランチ券 2020年8月31日 ➡　2020年9月30日まで延長
箱根小涌園ユネッサン 2020年8月31日 ➡　2020年9月30日まで延長
多摩六都科学館　観覧付入館券 2020年3月31日 ➡　2020年12月27日まで延長

東北　八幡平・十和田・奥入瀬

と温泉 2泊3日の旅食べて応援 !食べて応援 ! 使って応援 !使って応援 !
勤労者福祉サービスセンターは、三鷹市内で働く皆様を応援しています

三鷹産の
フルーツ・野菜は、
新鮮で美味しい!

会員さんのお店は
親切で安心 三鷹で　　

楽しもう !

わく
   わく

サービスセンター会員のお店・事業所紹介

発
コロ

ナに負けない
!

第1弾 !!

応援
プロジェクト

コロ
ナに負けない

!

第1弾 !!

応援
プロジェクト

店名 住所 TEL 業種

もりた鍼灸院 下連雀 3-44-13
ライオンズプラザ三鷹402 47-8538 はりきゅう

グラナダ 下連雀 4-17-12 49-4954 飲食業

アライ薬局㈲ 下連雀 4-17-12 43-6709 薬局

魚鶴 下連雀 6-6-71 48-3131 鮮魚・食料品
昼は日替わりランチ

指圧治療院
なかやま 下連雀 6-7-40 42-4649 あんま・マッサージ

指圧
みなと
自動車工業㈱ 下連雀 8-6-21 45-0151 自動車販売

車検整備

みたか鷹場そば 下連雀 9-11-8 43-8525 飲食業、
二八そば・天ぷら

店名 住所 TEL 業種

高橋書店 下連雀 1-9-19 47-0845 新刊書籍
雑誌販売

美容室 髪芝居 下連雀 1-9-22
SKビル 48-9876 美容室

よう㐂家 下連雀 1-28-11 44-6098 飲食業
居酒屋

扇家食堂 下連雀 3-5-2 47-8321 飲食業、食堂

上島鍼灸院 下連雀 3-28-23
三鷹センター第一ビル314 48-1655 はりきゅう

一富士 下連雀 3-33-7 43-6554 フルーツ販売

季寄せ
蕎麦　柏や

下連雀 3-35-1
コラル 4F 48-2349 飲食業、

そば、和食

店名 住所 TEL 業種

くろす染織店 上連雀 1-1-3
ライオンズプラザ三鷹第2 101 51-9546

着物丸洗い
染み抜き

㈱文伸 上連雀 1-12-17 60-2211 印刷業

宮田酒店 上連雀 1-18-3 51-9314 地方地酒本格焼酎小売

虎坊 上連雀 2-3-5
吉野ビル 1階 47-2689 本格中華中華料理店

喫茶 あじさい 上連雀 8-4-2 48-7640 飲食業、軽食

大山自転車店 上連雀 8-9-23 43-7810 自転車販売・修理

服部整骨院
井口分院 井口 1-11-17 30-9427 整骨院

㈲福井
モータース 井口 3-11-34 32-6391 自動車販売車検整備

㈲石井輪業商会 野崎 2-3-3 26-4875 自転車販売・修理

フラワーアレンジメントスタジオ
フォーシーズンズ 野崎 2-12-18 34-5850 フラワー

アレンジメント

店名 住所 TEL 業種

西野園 井の頭 2-7-23 48-0278 日本茶小売
お茶の淹れ方講座

井の頭和菓子処
末廣屋喜一郎 井の頭 3-15-14 43-5030 和菓子製造販売

小池輪業 牟礼 6-14-9 43-6460 自転車販売・修理

仙川寿司 新川 4-9-3 44-5443 飲食業、寿司

Kuriya（厨） 新川 6-9-11 松ビル B1 79-2870 飲食業、喫茶

㈲杉本
自動車工業 中原 3-9-9 47-8784 自動車整備

御菓子司　さかい 中原 3-11-5 43-3640 和菓子製造販売

澤村指圧
矯正治療院 大沢 4-6-22 090-2252-1811 あんま・マッサージ指圧

三森海苔店 大沢 4-8-10 32-0541 海苔専門店

店名 住所 TEL 業種

くろす染織店 上連雀 1-1-3
ライオンズプラザ三鷹第2 101 51-9546

着物丸洗い
染み抜き

㈱文伸 上連雀 1-12-17 60-2211 印刷業

宮田酒店 上連雀 1-18-3 51-9314 地方地酒本格焼酎小売

虎坊 上連雀 2-3-5
吉野ビル 1階 47-2689 本格中華中華料理店

喫茶 あじさい 上連雀 8-4-2 48-7640 飲食業、軽食

大山自転車店 上連雀 8-9-23 43-7810 自転車販売・修理

服部整骨院
井口分院 井口 1-11-17 30-9427 整骨院

㈲福井
モータース 井口 3-11-34 32-6391 自動車販売車検整備

㈲石井輪業商会 野崎 2-3-3 26-4875 自転車販売・修理

フラワーアレンジメントスタジオ
フォーシーズンズ 野崎 2-12-18 34-5850 フラワー

アレンジメント

店名 住所 TEL 業種

西野園 井の頭 2-7-23 48-0278 日本茶小売
お茶の淹れ方講座

井の頭和菓子処
末廣屋喜一郎 井の頭 3-15-14 43-5030 和菓子製造販売

小池輪業 牟礼 6-14-9 43-6460 自転車販売・修理

仙川寿司 新川 4-9-3 44-5443 飲食業、寿司

Kuriya（厨） 新川 6-9-11 松ビル B1 79-2870 飲食業、喫茶

㈲杉本
自動車工業 中原 3-9-9 47-8784 自動車整備

御菓子司　さかい 中原 3-11-5 43-3640 和菓子製造販売

澤村指圧
矯正治療院 大沢 4-6-22 090-2252-1811 あんま・マッサージ指圧

三森海苔店 大沢 4-8-10 32-0541 海苔専門店
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