
　行　程

事務局からのお知らせ
●会費の納入方法について
1．すでに口座振替を利用している事業所各位
サービスセンターでは、10月の会費引き落とし分より収納会社に業務委託いたしました。このことによる新たな費用
負担や引落日の変更はありませんが、通帳記載欄の表示が “MHF）ミタカキンロウシヤと変更になりました。

2．現在コンビニ用紙により会費を納入している事業所各位
会費を口座振替にしてみませんか。口座振替を利用されるとコンビニでの支払いや払込み忘れなどがなくなり、とて
も便利になります。利用できる金融機関は、大手都市銀行をはじめとして、全国ほとんどの金融機関から振替がで
きます。口座振替をご希望の方は、①銀行印  ②引き落とし口座をご持参のうえ、サービスセンター窓口までお越し
ください。

年末
買い物バスツアー

（イメージ） （イメージ）

GO TOトラベル
キャンペーン対象事業

地域共通
クーポン

1,000円付
三鷹市役所　7：30出発
《首都高速・横浜横須賀道路・三浦縦貫道》

　　▼

ソレイユの丘を自由散策（60分）
【南仏プロヴァンス地方の香り漂う丘】
　　▼

三崎港（うらりマルシェ）で買い物（60分）
【三崎まぐろと三浦野菜が豊富に揃っています】

　　▼

ホテル・マホロバマインズ三浦で昼食（60分）
【まぐろの刺身他、陶板焼き、魚の煮つけ、
 季節の天ぷらなど】
※メニューは仕入れ状況により変わる場合があります。
※小学生以下は、お子様メニューとなります。

　　▼

油壷マリンパーク（100分）
【三浦半島にある水族館。
 イルカ・あしかのショーが大人気】
　　▼
《三浦縦貫道・横浜横須賀道路・首都高速》
　　▼

三鷹市役所　18：30頃到着予定
（ご希望の方は三鷹駅までお送りします。）

三鷹市役所　8：00出発
《首都高速・横浜横須賀道路・三浦縦貫道》
　　▼
ソレイユの丘を自由散策（60分）
【南仏プロヴァンス地方の香り漂う丘】
　　▼
ホテル・マホロバマインズ三浦で昼食（60分）
【まぐろの刺身、牛肉の陶板焼き、季節の天ぷらなど】
　　▼
三崎港（うらりマルシェ）で買い物（60分）
【三崎まぐろと三浦野菜が豊富に揃っています】
　　▼
油壷マリンパーク（100分）
【三浦半島にある水族館。イルカ・あしかのショーが
大人気】
　　▼
《三浦縦貫道・横浜横須賀道路・首都高速》
　　▼
三鷹市役所　18：00頃到着予定
（ご希望の方は三鷹駅までお送りします。）

企画手配旅行　セラントラベル東京支店

日　程

参加費

交　通

募　集

申込方法

その他

12月12日（土）
　三鷹市役所　午前7時半出発
　三鷹市役所　午後6時半頃解散

日の丸自動車バス利用
（バスの乗車人数をこれまでよりも少なくいたします。）

90名（最少催行人員  30名）

11月18日（水）までにサービスセンターへ電話
でお申し込みください。
定員になり次第締め切ります。
※参加される方には、後日詳しい「しおり」をお届けします。
申込時には、会員番号・事業所名・参加者名・TELをお伝え
ください。

•ツアーには、添乗員・バスガイドとサービスセンターの
職員が同行します。
•旅行日の5日前から取消料が発生いたします。
•旅エチケットにご協力ください。

区　分 大人
（中学生以上）

会　員 4,000円
同居家族 4,500円
一　般 5,500円

小学生

─
3,000円
4,100円

3歳～
未就学児
─

1,600円
2,700円

三崎港お買い物ツアー三崎港お買い物ツアー
～今年はマグロ一本勝負 !　そして地元の新鮮野菜と葉山牛コロッケ～

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6ヶ月経過
後に受給資格が生じます。また、対象となる旅行も入会日の翌月から6ヶ月経過後に行かれ
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、下記の書類を添付して、サービ
スセンター窓口に提出してください。（郵送可、FAX不可）
＊ 「旅行補助金申請書・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で
きます。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、
支払金額を証明できる書類等（請求書・予約票等は不可）
＊ クレジットカード決済等で領収書が発行されない場合

クレジット会社の「利用明細書」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（写し可）も併せて添付してください。

旅行後、1年以内に申請してください。
＊ サービスセンター退会後は、申請資格がなくなります。申請は、在会中にお済ませください。

※０～2歳児は無料（バス座席・食事なし）

315
2020 11

事業所数 427社 （前月末比3社減）
会 員 数  2,939人 （前月末比12人減）
（内 個人会員 216人）令和2年9月30日現在

● 旧ホークスサミットの名産品のあっせん
● 冬休み 立川シネマシティ「映画鑑賞券」12月号の予告
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数　量

商品の
お届け

料　金

送　料

申込方法

会　期

会　場

料　金

購入方法

券　種 大　人 大学・高校生
会員・家族 900円 600円
（当日券） （1,500円） （1,000円）

12月16日（水）～2021年2月28日（日）
サントリー美術館（東京ミッドタウン  ガレリア3F）

リニューアル・オープン記念展 Ⅲ

「美を結ぶ。美をひらく｡ 美の交流が生んだ6つの物語」
前売入場券

サントリー美術館のミュージアムメッセージ「美を結ぶ。美をひらく。」によせ、新たにひらかれた
美の物語と共にガラス、版画、琉球美術、陶磁器などをご紹介します。

花器「蜉蝣」　エミール・ガレ（フランス）
一点　1889-1900年
サントリー美術館（菊地コレクション）
©木奥惠三

＊ 中学生以下無料
＊ 障がい者手帳をお持ちの方は、
　ご本人と介護者の方1名様のみ無料

2021年1月29日（金）まで、サービスセンター窓口で販売します。
斡旋枚数 20枚

4市合同旅行

日　程 2021年1月23日（土）～1月24日（日）
【集合】1/23（土）8時  東京駅　　【解散】1/24（日）19時頃  東京駅

募　集参加費

その他

取消料

申込方法

（通常料金　一人あたり64,905円）
※下記料金は、「Go To トラベルキャンペーン」対象価格

会員 47,000円
同居家族 49,000円
一般 51,000円

※子供料金は、サービスセンターへお問い合わせください。
※新幹線、現地貸切バス、USJ入園、宿泊代、2日目の朝食・
昼食代含む

※1名1室の場合は、10,000円増し
※宿泊部屋は、ツインになります。
※別途、地域共通クーポン券をお渡しします。
※「Go To トラベルキャンペーン」の対象外となった場合は、参加費
が変更となります。

1泊2日の旅

ツアーのポイント
●ユニバーサル・スタジオ・ジャパン　 夜まで、たっぷりお楽しみいただけます。
●宿泊ホテル　 2018年に誕生したオフィシャルホテル!（USJまで徒歩4分）
●なんばグランド花月 　本場「大阪」のお笑いをお楽しみください。
●人気観光スポット「道頓堀」　 グリコの看板をはじめ巨大看板並ぶ街並、自由散策!

　行　程 企画手配旅行　名鉄観光サービス㈱

1日目

2日目

1月23日（土） （食事）なし
東京駅8時30分頃発　▶　  　▶　新大阪駅　▶　  　▶　ユニバーサル・スタジオ・ジャパン〔12：20～夜まで〕
▶　　▶　宿泊「ホテルユニバーサルポートヴィータ」（各自チェックイン）

1月24日（日） （食事）朝○　昼○　夕×
ホテル8時30分発　▶　  　▶　なんばグランド花月（吉本新喜劇など鑑賞）　▶　　▶　大和屋本店（昼食）
▶　　▶　道頓堀自由散策　▶　  　▶　新大阪駅　▶　  　▶　東京駅19時頃着 ＊新幹線の時間は、後日お知らせします。

抽選20名（4市で80名募集）
11月18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。
定数を超えた場合は、抽選となります。

2020年12月29日以降のキャンセルにつきまして
は、旅行業法による取消料が発生いたします。

●参加される方には、後日詳しい「しおり」を
お届けします。
●新型コロナウィルス感染拡大防止のため、ソー
シャルディスタンス・検温・マスクの着用等の
ご協力をお願いします。

東京駅集合・解散

場　所

内　容

枚　数

料　金

有効期間

小海リエックス・スキーバレー小海リエックス・スキーバレー
八千穂高原スキー場八千穂高原スキー場 シャトレーゼ スキーリゾート八ヶ岳シャトレーゼ スキーリゾート八ヶ岳

2020～21スキーシーズン中
（12月12日～2021年3月28日予定）

長野県南佐久郡
［中央自動車道長坂ICより車で約25分／約50分］ ※シャト／リエックス
［中部横断道八千穂高原ICより車で約35分／約23分］ ※シャト／リエックス

シーズン中、どちらか1施設に1回使える利用券
＊大人・小人共通

1会員あたり5枚まで、会員価格で購入できます。
当日券　平日3,500円、土日祝4,000円のところ
会員 1,900円
一般及び6枚以降 2,200円

12月18日（金）まで、サービスセンター
窓口で販売します。

場　所

内　容

枚　数

料　金

購入方法
購入方法

有効期間 2020～21スキーシーズン中
（11月27日～2021年4月4日予定）

長野県南佐久郡
〔中部横断道八千穂高原ICより車で約17分〕
〔中央自動車道長坂ICより車で約55分〕

シーズン中、1回使える利用券
＊大人・小人共通

1会員あたり5枚まで、
会員価格で購入できます。

当日券　平日3,500円、土日祝4,000円のところ

会員 1,700円
一般及び6枚以降 2,000円

12月25日（金）まで、サービスセンター
窓口で販売します。

スキーリフトスキーリフト

早割リフト1日券共
通

早割リフト1日券

会員証提示による割引（八千穂高原スキー場・シャトレーゼ・小海リエックス3施設）会員証
ゆとり　みたか

わく
わく

早割リフト1日券がない場合は、現地リフト券売場にて、サービスセンターの会員証の提示によりリフト1日券が
通常価格より1,000円引き、スキー・ボードレンタル1日セットが通常価格より500円引きでご利用いただけます。

佐久北IC～八千穂高原IC　無料区間

冬の詰合せセット斡旋
クリスマスや年末年始メニューの一品に！
そのまま食べてもよし、
グリル料理やアレンジ料理にもピッタリ☆

1会員あたり、2セットまで
●全て冷蔵・配送商品
●「会員」または「事業所」登録住所へ配送

 メーカー小売価格3,240円のところ

会員 1セット　2,100円
数量にかかわらず、同一住所・宛名1ケ所につき　300円

①   電話申込

11/20（金）まで
②   代金支払
窓口・コンビニ払い
（11月末まで）

③   商品配送
日本ハムより、直接配送
（12月中旬）

11月20日（金）までに、サービス
センターへお申し込みください。

本格派5点セット
NH-386syoumi 賞味期限 45日

ロースハム・焼豚
KN-30B　賞味期限55日

ギフト限定
シャウエッセン

SEG-300　賞味期限50日

特撰ロースハム 180g、あらびきミート
ローフ 170g、ロース生ハム 40g、特撰あ
らびきウィンナー 80g × 2

特選ロースハム 380g
直火焼やきぶた 200g

ギフト限定チェダー&カマンベール120g、シャウ
エッセン120g、焙煎ホットチリ120g、シャウエッ
センミートローフ150g×2、シャウエッセンチーズ
フォンデュ45g

ニッポンハムグループ

新幹線 バス 徒歩



数　量

商品の
お届け

料　金

送　料

申込方法

会　期

会　場

料　金

購入方法

券　種 大　人 大学・高校生
会員・家族 900円 600円
（当日券） （1,500円） （1,000円）

12月16日（水）～2021年2月28日（日）
サントリー美術館（東京ミッドタウン  ガレリア3F）

リニューアル・オープン記念展 Ⅲ

「美を結ぶ。美をひらく｡ 美の交流が生んだ6つの物語」
前売入場券

サントリー美術館のミュージアムメッセージ「美を結ぶ。美をひらく。」によせ、新たにひらかれた
美の物語と共にガラス、版画、琉球美術、陶磁器などをご紹介します。

花器「蜉蝣」　エミール・ガレ（フランス）
一点　1889-1900年
サントリー美術館（菊地コレクション）
©木奥惠三

＊ 中学生以下無料
＊ 障がい者手帳をお持ちの方は、
　ご本人と介護者の方1名様のみ無料

2021年1月29日（金）まで、サービスセンター窓口で販売します。
斡旋枚数 20枚

4市合同旅行

日　程 2021年1月23日（土）～1月24日（日）
【集合】1/23（土）8時  東京駅　　【解散】1/24（日）19時頃  東京駅

募　集参加費

その他

取消料

申込方法

（通常料金　一人あたり64,905円）
※下記料金は、「Go To トラベルキャンペーン」対象価格

会員 47,000円
同居家族 49,000円
一般 51,000円

※子供料金は、サービスセンターへお問い合わせください。
※新幹線、現地貸切バス、USJ入園、宿泊代、2日目の朝食・
昼食代含む

※1名1室の場合は、10,000円増し
※宿泊部屋は、ツインになります。
※別途、地域共通クーポン券をお渡しします。
※「Go To トラベルキャンペーン」の対象外となった場合は、参加費
が変更となります。

1泊2日の旅

ツアーのポイント
●ユニバーサル・スタジオ・ジャパン　 夜まで、たっぷりお楽しみいただけます。
●宿泊ホテル　 2018年に誕生したオフィシャルホテル!（USJまで徒歩4分）
●なんばグランド花月 　本場「大阪」のお笑いをお楽しみください。
●人気観光スポット「道頓堀」　 グリコの看板をはじめ巨大看板並ぶ街並、自由散策!

　行　程 企画手配旅行　名鉄観光サービス㈱

1日目

2日目

1月23日（土） （食事）なし
東京駅8時30分頃発　▶　  　▶　新大阪駅　▶　  　▶　ユニバーサル・スタジオ・ジャパン〔12：20～夜まで〕
▶　　▶　宿泊「ホテルユニバーサルポートヴィータ」（各自チェックイン）

1月24日（日） （食事）朝○　昼○　夕×
ホテル8時30分発　▶　  　▶　なんばグランド花月（吉本新喜劇など鑑賞）　▶　　▶　大和屋本店（昼食）
▶　　▶　道頓堀自由散策　▶　  　▶　新大阪駅　▶　  　▶　東京駅19時頃着 ＊新幹線の時間は、後日お知らせします。

抽選20名（4市で80名募集）
11月18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。
定数を超えた場合は、抽選となります。

2020年12月29日以降のキャンセルにつきまして
は、旅行業法による取消料が発生いたします。

●参加される方には、後日詳しい「しおり」を
お届けします。
●新型コロナウィルス感染拡大防止のため、ソー
シャルディスタンス・検温・マスクの着用等の
ご協力をお願いします。

東京駅集合・解散

場　所

内　容

枚　数

料　金

有効期間

小海リエックス・スキーバレー小海リエックス・スキーバレー
八千穂高原スキー場八千穂高原スキー場 シャトレーゼ スキーリゾート八ヶ岳シャトレーゼ スキーリゾート八ヶ岳

2020～21スキーシーズン中
（12月12日～2021年3月28日予定）

長野県南佐久郡
［中央自動車道長坂ICより車で約25分／約50分］ ※シャト／リエックス
［中部横断道八千穂高原ICより車で約35分／約23分］ ※シャト／リエックス

シーズン中、どちらか1施設に1回使える利用券
＊大人・小人共通

1会員あたり5枚まで、会員価格で購入できます。
当日券　平日3,500円、土日祝4,000円のところ
会員 1,900円
一般及び6枚以降 2,200円

12月18日（金）まで、サービスセンター
窓口で販売します。

場　所

内　容

枚　数

料　金

購入方法
購入方法

有効期間 2020～21スキーシーズン中
（11月27日～2021年4月4日予定）

長野県南佐久郡
〔中部横断道八千穂高原ICより車で約17分〕
〔中央自動車道長坂ICより車で約55分〕

シーズン中、1回使える利用券
＊大人・小人共通

1会員あたり5枚まで、
会員価格で購入できます。

当日券　平日3,500円、土日祝4,000円のところ

会員 1,700円
一般及び6枚以降 2,000円

12月25日（金）まで、サービスセンター
窓口で販売します。

スキーリフトスキーリフト

早割リフト1日券共
通

早割リフト1日券

会員証提示による割引（八千穂高原スキー場・シャトレーゼ・小海リエックス3施設）会員証
ゆとり　みたか

わく
わく

早割リフト1日券がない場合は、現地リフト券売場にて、サービスセンターの会員証の提示によりリフト1日券が
通常価格より1,000円引き、スキー・ボードレンタル1日セットが通常価格より500円引きでご利用いただけます。

佐久北IC～八千穂高原IC　無料区間

冬の詰合せセット斡旋
クリスマスや年末年始メニューの一品に！
そのまま食べてもよし、
グリル料理やアレンジ料理にもピッタリ☆

1会員あたり、2セットまで
●全て冷蔵・配送商品
●「会員」または「事業所」登録住所へ配送

 メーカー小売価格3,240円のところ

会員 1セット　2,100円
数量にかかわらず、同一住所・宛名1ケ所につき　300円

①   電話申込

11/20（金）まで
②   代金支払
窓口・コンビニ払い
（11月末まで）

③   商品配送
日本ハムより、直接配送
（12月中旬）

11月20日（金）までに、サービス
センターへお申し込みください。

本格派5点セット
NH-386syoumi 賞味期限 45日

ロースハム・焼豚
KN-30B　賞味期限55日

ギフト限定
シャウエッセン

SEG-300　賞味期限50日

特撰ロースハム 180g、あらびきミート
ローフ 170g、ロース生ハム 40g、特撰あ
らびきウィンナー 80g × 2

特選ロースハム 380g
直火焼やきぶた 200g

ギフト限定チェダー&カマンベール120g、シャウ
エッセン120g、焙煎ホットチリ120g、シャウエッ
センミートローフ150g×2、シャウエッセンチーズ
フォンデュ45g

ニッポンハムグループ

新幹線 バス 徒歩



　行　程

事務局からのお知らせ
●会費の納入方法について
1．すでに口座振替を利用している事業所各位
サービスセンターでは、10月の会費引き落とし分より収納会社に業務委託いたしました。このことによる新たな費用
負担や引落日の変更はありませんが、通帳記載欄の表示が “MHF）ミタカキンロウシヤと変更になりました。

2．現在コンビニ用紙により会費を納入している事業所各位
会費を口座振替にしてみませんか。口座振替を利用されるとコンビニでの支払いや払込み忘れなどがなくなり、とて
も便利になります。利用できる金融機関は、大手都市銀行をはじめとして、全国ほとんどの金融機関から振替がで
きます。口座振替をご希望の方は、①銀行印  ②引き落とし口座をご持参のうえ、サービスセンター窓口までお越し
ください。

年末
買い物バスツアー

（イメージ） （イメージ）

GO TOトラベル
キャンペーン対象事業

地域共通
クーポン

1,000円付
三鷹市役所　7：30出発
《首都高速・横浜横須賀道路・三浦縦貫道》

　　▼

ソレイユの丘を自由散策（60分）
【南仏プロヴァンス地方の香り漂う丘】
　　▼

三崎港（うらりマルシェ）で買い物（60分）
【三崎まぐろと三浦野菜が豊富に揃っています】

　　▼

ホテル・マホロバマインズ三浦で昼食（60分）
【まぐろの刺身他、陶板焼き、魚の煮つけ、
 季節の天ぷらなど】
※メニューは仕入れ状況により変わる場合があります。
※小学生以下は、お子様メニューとなります。

　　▼

油壷マリンパーク（100分）
【三浦半島にある水族館。
 イルカ・あしかのショーが大人気】
　　▼
《三浦縦貫道・横浜横須賀道路・首都高速》
　　▼

三鷹市役所　18：30頃到着予定
（ご希望の方は三鷹駅までお送りします。）

三鷹市役所　8：00出発
《首都高速・横浜横須賀道路・三浦縦貫道》
　　▼
ソレイユの丘を自由散策（60分）
【南仏プロヴァンス地方の香り漂う丘】
　　▼
ホテル・マホロバマインズ三浦で昼食（60分）
【まぐろの刺身、牛肉の陶板焼き、季節の天ぷらなど】
　　▼
三崎港（うらりマルシェ）で買い物（60分）
【三崎まぐろと三浦野菜が豊富に揃っています】
　　▼
油壷マリンパーク（100分）
【三浦半島にある水族館。イルカ・あしかのショーが
大人気】
　　▼
《三浦縦貫道・横浜横須賀道路・首都高速》
　　▼
三鷹市役所　18：00頃到着予定
（ご希望の方は三鷹駅までお送りします。）

企画手配旅行　セラントラベル東京支店

日　程

参加費

交　通

募　集

申込方法

その他

12月12日（土）
　三鷹市役所　午前7時半出発
　三鷹市役所　午後6時半頃解散

日の丸自動車バス利用
（バスの乗車人数をこれまでよりも少なくいたします。）

90名（最少催行人員  30名）

11月18日（水）までにサービスセンターへ電話
でお申し込みください。
定員になり次第締め切ります。
※参加される方には、後日詳しい「しおり」をお届けします。
申込時には、会員番号・事業所名・参加者名・TELをお伝え
ください。

•ツアーには、添乗員・バスガイドとサービスセンターの
職員が同行します。
•旅行日の5日前から取消料が発生いたします。
•旅エチケットにご協力ください。

区　分 大人
（中学生以上）

会　員 4,000円
同居家族 4,500円
一　般 5,500円

小学生

─
3,000円
4,100円

3歳～
未就学児
─

1,600円
2,700円

三崎港お買い物ツアー三崎港お買い物ツアー
～今年はマグロ一本勝負 !　そして地元の新鮮野菜と葉山牛コロッケ～

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6ヶ月経過
後に受給資格が生じます。また、対象となる旅行も入会日の翌月から6ヶ月経過後に行かれ
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、下記の書類を添付して、サービ
スセンター窓口に提出してください。（郵送可、FAX不可）
＊ 「旅行補助金申請書・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で
きます。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、
支払金額を証明できる書類等（請求書・予約票等は不可）
＊ クレジットカード決済等で領収書が発行されない場合

クレジット会社の「利用明細書」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（写し可）も併せて添付してください。

旅行後、1年以内に申請してください。
＊ サービスセンター退会後は、申請資格がなくなります。申請は、在会中にお済ませください。

※０～2歳児は無料（バス座席・食事なし）

315
2020 11

事業所数 427社 （前月末比3社減）
会 員 数  2,939人 （前月末比12人減）
（内 個人会員 216人）令和2年9月30日現在

● 旧ホークスサミットの名産品のあっせん
● 冬休み 立川シネマシティ「映画鑑賞券」12月号の予告
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