
下記の割引券を切り取って、チケット販売窓口へ提出してください。

•宇宙ミュージアムTeNQ入館料
※細田守監督最新作「竜とそばかすの姫」
　公開記念「スタジオ地図の宙（ソラ）と雲展」
　開催中（11/14（日）まで）

有効期間

枚　数

内　容

料　金

申込方法

2022年3月31日（木）まで
1会員あたり、5セットまで（6セット～一般料金）
※TeNQは、4歳未満の入館はできません。（ファミリーデーは除く）

通常価格（最大）4,200円相当のところ

会員：1,800円　学生（高／大／専門学校）：1,700円
4歳～中学生、65歳以上：1,300円
一般　2,200円

9月22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。

有効期間

内　　容 料　　金

申込方法

枚　　数

全国のTOHOシネマズで期間中利用できるチケット
＊3D映画等の場合：映画館で追加料金が必要

10月1日（金）～2022年3月31日（木）
1会員あたり、4枚まで

会員　1,100円

9月22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。

パスポート
　　　チケット
パスポート
　　　チケットシネマズシネマズ

電話申込
9/22（水）まで

引換期間
10/1（金）～10/29（金）
注）必ず期間中にお引換えください。

枚　数

料　金

方　法

てもみんグループ 利用チケット
内　容

有効期間

キリトリ

● 全国のてもみん・グローバル治療院の各店舗で利用できます。
● チケット1枚で約10分間の施術（「タイムてもみん」の場合）
● 1セット5枚綴り（1,100円券×5枚）

11月1日（月）～2022年4月30日（土）
1会員、2セット（10枚）まで購入できます。

会員　1セット（5枚） 4,000円
一般　1セット（5枚） 4,800円

会報到着後から9月22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。チケット入荷次第ご連絡します。

レストラン食事券

横浜・八景島シーパラダイス 有効期限 2021年9月1日（水）～10月31日（日）

◇営業時間　期間により異なりますので、HPまたは下記へお問合せください。
◇所在地：神奈川県横浜市金沢区八景島
◇交　通 電車： 横浜シーサイドライン　「八景島駅」下車徒歩すぐ
 車 ： 首都高速湾岸線　「幸浦出口」より国道357号線経由
◇問合せ： 045-788-8888（テレフォンインフォメーション）
◇公式HP：www.seaparadise.co.jp
◇注　意 臨時休園に伴う期間延長などは行いません。

お名前
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【アクアリゾーツパス】（水族館4施設パス）
 一般料金 感謝月間特別料金 
● 大人・高校生 3,000 円 ⇒ 2,100円 　　　名
● 小・中学生 1,800 円 ⇒ 1,350円 　　　名
● 幼児（4才以上） 900円 ⇒ 630円 　　　名
● シニア（65才以上） 2,500 円 ⇒ 1,750円 　　　名

【ワンデーパス】（アクアリゾーツパス+プレジャーランドパス）
 一般料金 感謝月間特別料金 
● 大人・高校生 5,500 円 ⇒ 4,500円 　　　名
● 小・中学生 3,900 円 ⇒ 3,200円 　　　名
● 幼児（4才以上） 2,200 円 ⇒ 1,800円 　　　名
● シニア（65才以上） 3,900 円 ⇒ 3,200円 　　　名

※本券1枚で、5名さままで有効 ※チケット購入の際、必ず本券をご提出ください。
※他の割引券・補助券等との併用不可 ※コピー可
※プレジャーランドパス＝アトラクションフリーパス

東京ドームシティ  期間限定  お得なセット券東京ドームシティ  期間限定  お得なセット券

•東京ドームシティ
　アトラクションズ
　乗り物1回券×2枚

店舗
・てもみん三鷹駅南口店 ・グローバル治療院三鷹
・てもみんアトレ吉祥寺店 ・グローバル治療院吉祥寺駅北口店
・てもみん調布パルコ店 ・グローバル治療院荻窪店　他

東八道路

人見街道

む
ら
さ
き
橋
通
り

三鷹市役所
三鷹郵便局

第3庁舎

第2庁舎

市駐車場

青果店

東京むさし
農協三鷹
支店

東京むさし
農協三鷹
経済センター

三鷹
消防署

三井のリパーク
（提携駐車場）

三鷹農協前
バス停

三鷹農協前
バス停

三鷹市
公会堂

元気創造
プラザ

三鷹中央防災公園・
元気創造プラザ サービスセンター

三鷹市シルバー人材
センター２F

サービスセンター案内図

12月28日（火）まで販売
ランチ コンポジション 2,600円
 フランセーズ 3,400円
デイナー コンポジション 5,700円
※料金は税・サービス料込
※詳しくは、会報8月号（325号）をご覧ください。

新宿
小田急ホテルセンチュリーサザンタワー
「サザンタワーダイニング20F」

新型コロナウイルス感染症対策により、各種イベント等が急遽中止又は変更となる場合があります。なお、チケット等のキャンセル及び払い戻しは出来
ませんのでお申し込みの際はご注意ください。最新情報は、当該団体のホームページをご覧になるか、当センターまで電話にてお問い合わせください。

宇宙ミュージアム
TeNQ

東京ドームシティ
アトラクションズ

平日（月～水・金） 午前8時30分～午後5時
平日（木曜日） 午前8時30分～午後7時

326
2021 9

事業所数 402社 （前月末比増減なし）
会 員 数  2,847人 （前月末比2人減）
（内 個人会員 201人）令和3年7月31日現在

日帰り入浴券
●深大寺天然温泉「湯守の里」　●「おふろの王様」花小金井店
●国立温泉「湯楽の里」　　　　●京王高尾山温泉「極楽湯」

10月号の予告

4



くらしと仕事
応援プロジェクト
くらしと仕事
応援プロジェクト

曲　目

料　金

申込期限

日時・枚数

場　所

出　演

座　席

11月20日（土）午後2時開演　先着10枚
府中の森芸術劇場　どりーむホール

指　揮：大友直人　ピアノ：仲道郁代
管弦楽：東京交響楽団

チャイコフスキー：ピアノ協奏曲第1番 変ロ短調 作品23
 「白鳥の湖」～大友直人セレクション～

S席

通常料金5,500円のところ

会員・家族 4,200円
一般 5,000円
＊未就学児の入場不可

9月22日（水）まで

料　金

申込期限

日時・枚数

場　所

枚　数

座　席

11月3日（水・祝）　午後2時～
先着10枚
調布市グリーンホール　大ホール

全席指定

1会員あたり、2枚まで
通常料金6,000円のところ

会員・家族 4,300円
一般 5,100円
※未就学児入場不可

9月22日（水）まで 料　金

枚　数

日　時

場　所

申込期限

座　席

11月27日（土）　午後3時～
先着10枚
J：COMホール八王子

S指定席

１会員あたり、２枚まで
通常料金9,800円のところ

会員・家族 7,000円
一般 8,300円
※未就学児入場不可

9月22日（水）まで

入館料

内　容

販売期間

斡旋枚数

会　期

会　場

9月18日（土）～11月23日（火・祝）
※9/28（火）、10/26（火）休館

Bunkamura ザ・ミュージアム
渋谷区道玄坂2-24-1

チケット価格　一般：1,500円　大高：800円　中小：500円

斡旋価格 会員：1,100円　大高：600円
 中小：300円
人気の高いフランスで活躍した作家28名による
絵画を精選し、化粧道具コレクションと合わせた
総数約90点の作品を紹介。

11月12日（金）まで、
サービスセンターの窓口で
販売します。
30枚

申込方法数　量 1会員あたり、よりどり合計2セットまで

「防災シリーズ各種商品」斡旋いざというときの
備えに!
非常時の備えとして、「防災用品」を会員特別価格で斡旋 !

1 セットから、ご指定場所へ配送します ! !

エマージェンシーリュック（400×330×120mm）、
蓄光LEDライト、ブルーシート、ジップロックフリー
ザーバック、非常用給水バック、保存水（500ml）、
使い捨てマスク、ばんそうこう2枚・綿棒10本
セット、水に流せるポケットティッシュ、ウエット
ティッシュ、アルミ温熱シート、携帯用トイレ（小用）、
非常用呼子笛、滑り止め加工付き軍手、防災
ガイドメモ

通常料金4,400円のところ
会員　1セット　2,500円

内  容

料  金

申込から受取まで

緊急防災15点セット
災害時に役立つ防災グッズ15点を厳選したセット

9月22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。

① 9月22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。

② サービスセンター窓口で代金をお支払いください。（コンビニ
払いも可能）

③ 後日、サービスセンター窓口で商品をお受け取りください。
（自宅配送を希望する場合は、１セット3,100円）

3袋×4種=計12袋
A【 和 風メニュー】 五目ごはん、わかめごはん※
  山菜おこわ※、赤飯※

B【和・洋組み合わせ】 五目ごはん、わかめごはん※
  ドライカレー※、チキンライス※ 
•賞味期限常温で5年半

通常料金4,644円+送料のところ
会員　1セット（送料込み）　3,000円

内  容

料  金

申込から受取まで

非常食「アルファ米」ごはんシリーズ
A【和風メニュー】B【和・洋組合】

① 9月22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。（A・Bどちらも希望した場合、2セットになります。）
② サービスセンター窓口で「防災用品申込書」をご記入の
上、代金をお支払いください。（コンビニ払いも可能）

③ 後日、商品がご指定の場所に届きます。

幅105mm×奥行95mm×高さ104mm

•小型でありながら、スピーディで確実な充電機能
•未開封で5年間品質保障

通常料金5,390円のところ
会員　1台（送料込み）　4,000円

サイズ

特  徴
特  徴

料  金

申込から受取まで

① 9月22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。
② サービスセンター窓口で「防災用品申込書」をご記入の
上、代金をお支払いください。（コンビニ払いも可能）

③ 後日、商品がご指定の場所に届きます。

抗菌性凝固剤30袋、排便袋30袋、
ポケットティッシュ6個、持ち運び袋30袋

•安全で安心な優れた抗菌性凝固剤を使用

通常料金5,820円（送料込）のところ
会員　1セット（送料込み）　4,000円

内  容

料  金

申込から受取まで

非常用トイレ マイレット
mini10（10回分）×3箱セット

① 9月22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。
② サービスセンター窓口で「防災用品申込書」をご記入の
上、代金をお支払いください。（コンビニ払いも可能）

③ 後日、商品がご指定の場所に届きます。

スマホ用発電機
AQUA Charge（アクアチャージ）

水を注ぐだけで発電／スマートフォン約2台分をフル充電

素早く固めてにおいも閉じ込める／
処理後は、袋ごと可燃ゴミとして処分

お湯を注いで15分でできあがり（日本初宇宙食認定）／
100%国産米
（スプーン付きで食器不要）

ポーラ美術館コレクション展

「甘美なるフランス」
府中の森芸術劇場 開館30周年記念　どりーむコンサートVōl.119

【出演者】澤田薫・横山慎吾・竹内直紀・塩入功司・
大野隆・内海万里子・吉田和夏・池田史花・
三宅里菜・小笠原優子・財木麗子・吉田明未
ピアノ：石川和男・大杉光恵
司 会：石川牧子
※出演者は変更になる可能性があります。

BS日テレ『こころの歌』から誕生した音大出身の実力派グループ
「フォレスタ」が童謡・唱歌・明治から平成までの想い出の名曲を
おとどけします。
日本の風土と文化を歌い継ぐ、美しいコーラスをどうぞお楽しみに!

フォレスタコンサート
in調布

フジコ・ヘミング
ピアノソロコンサート
フジコ・ヘミング
ピアノソロコンサート

※会期中のすべての土日祝および11月15日（月）～ 11月
23日（火・祝）は【オンラインによる入場日時予約】が必
要となります。詳細はBunkamura ザ・ミュージアムHPに
てご確認ください。

※状況により、会期・開館時間等が変更となる可能性があります。

ピエール・オーギュスト・ルノワール
《レースの帽子の少女》1891年

油彩／カンヴァス

©Rowland Kirishima

©Kiyotaka Saito

※アレルギー対応

21

43

申込期間
申込方法
【窓口販売】1 甘美なるフランス　　【電話先着順】2 私の好きなチャイコフスキー　3 フォレスタコンサート　4 フジコ・ヘミングコンサート

会報到着後～9/22（水）サービスセンターへ、電話でお申込みください。 TEL 0422（47）5152
受付 平日8：30～17：00

1 2

3 4

※「甘美なるフランス」展は、11/12（金）まで



くらしと仕事
応援プロジェクト
くらしと仕事
応援プロジェクト

曲　目

料　金

申込期限

日時・枚数

場　所

出　演

座　席

11月20日（土）午後2時開演　先着10枚
府中の森芸術劇場　どりーむホール

指　揮：大友直人　ピアノ：仲道郁代
管弦楽：東京交響楽団

チャイコフスキー：ピアノ協奏曲第1番 変ロ短調 作品23
 「白鳥の湖」～大友直人セレクション～

S席

通常料金5,500円のところ

会員・家族 4,200円
一般 5,000円
＊未就学児の入場不可

9月22日（水）まで

料　金

申込期限

日時・枚数

場　所

枚　数

座　席

11月3日（水・祝）　午後2時～
先着10枚
調布市グリーンホール　大ホール

全席指定

1会員あたり、2枚まで
通常料金6,000円のところ

会員・家族 4,300円
一般 5,100円
※未就学児入場不可

9月22日（水）まで 料　金

枚　数

日　時

場　所

申込期限

座　席

11月27日（土）　午後3時～
先着10枚
J：COMホール八王子

S指定席

１会員あたり、２枚まで
通常料金9,800円のところ

会員・家族 7,000円
一般 8,300円
※未就学児入場不可

9月22日（水）まで

入館料

内　容

販売期間

斡旋枚数

会　期

会　場

9月18日（土）～11月23日（火・祝）
※9/28（火）、10/26（火）休館

Bunkamura ザ・ミュージアム
渋谷区道玄坂2-24-1

チケット価格　一般：1,500円　大高：800円　中小：500円

斡旋価格 会員：1,100円　大高：600円
 中小：300円
人気の高いフランスで活躍した作家28名による
絵画を精選し、化粧道具コレクションと合わせた
総数約90点の作品を紹介。

11月12日（金）まで、
サービスセンターの窓口で
販売します。
30枚

申込方法数　量 1会員あたり、よりどり合計2セットまで

「防災シリーズ各種商品」斡旋いざというときの
備えに!
非常時の備えとして、「防災用品」を会員特別価格で斡旋 !

1 セットから、ご指定場所へ配送します ! !

エマージェンシーリュック（400×330×120mm）、
蓄光LEDライト、ブルーシート、ジップロックフリー
ザーバック、非常用給水バック、保存水（500ml）、
使い捨てマスク、ばんそうこう2枚・綿棒10本
セット、水に流せるポケットティッシュ、ウエット
ティッシュ、アルミ温熱シート、携帯用トイレ（小用）、
非常用呼子笛、滑り止め加工付き軍手、防災
ガイドメモ

通常料金4,400円のところ
会員　1セット　2,500円

内  容

料  金

申込から受取まで

緊急防災15点セット
災害時に役立つ防災グッズ15点を厳選したセット

9月22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。

① 9月22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。

② サービスセンター窓口で代金をお支払いください。（コンビニ
払いも可能）

③ 後日、サービスセンター窓口で商品をお受け取りください。
（自宅配送を希望する場合は、１セット3,100円）

3袋×4種=計12袋
A【 和 風メニュー】 五目ごはん、わかめごはん※
  山菜おこわ※、赤飯※

B【和・洋組み合わせ】 五目ごはん、わかめごはん※
  ドライカレー※、チキンライス※ 
•賞味期限常温で5年半

通常料金4,644円+送料のところ
会員　1セット（送料込み）　3,000円

内  容

料  金

申込から受取まで

非常食「アルファ米」ごはんシリーズ
A【和風メニュー】B【和・洋組合】

① 9月22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。（A・Bどちらも希望した場合、2セットになります。）
② サービスセンター窓口で「防災用品申込書」をご記入の
上、代金をお支払いください。（コンビニ払いも可能）

③ 後日、商品がご指定の場所に届きます。

幅105mm×奥行95mm×高さ104mm

•小型でありながら、スピーディで確実な充電機能
•未開封で5年間品質保障

通常料金5,390円のところ
会員　1台（送料込み）　4,000円

サイズ

特  徴
特  徴

料  金

申込から受取まで

① 9月22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。
② サービスセンター窓口で「防災用品申込書」をご記入の
上、代金をお支払いください。（コンビニ払いも可能）

③ 後日、商品がご指定の場所に届きます。

抗菌性凝固剤30袋、排便袋30袋、
ポケットティッシュ6個、持ち運び袋30袋

•安全で安心な優れた抗菌性凝固剤を使用

通常料金5,820円（送料込）のところ
会員　1セット（送料込み）　4,000円

内  容

料  金

申込から受取まで

非常用トイレ マイレット
mini10（10回分）×3箱セット

① 9月22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。
② サービスセンター窓口で「防災用品申込書」をご記入の
上、代金をお支払いください。（コンビニ払いも可能）

③ 後日、商品がご指定の場所に届きます。

スマホ用発電機
AQUA Charge（アクアチャージ）

水を注ぐだけで発電／スマートフォン約2台分をフル充電

素早く固めてにおいも閉じ込める／
処理後は、袋ごと可燃ゴミとして処分

お湯を注いで15分でできあがり（日本初宇宙食認定）／
100%国産米
（スプーン付きで食器不要）

ポーラ美術館コレクション展

「甘美なるフランス」
府中の森芸術劇場 開館30周年記念　どりーむコンサートVōl.119

【出演者】澤田薫・横山慎吾・竹内直紀・塩入功司・
大野隆・内海万里子・吉田和夏・池田史花・
三宅里菜・小笠原優子・財木麗子・吉田明未
ピアノ：石川和男・大杉光恵
司 会：石川牧子
※出演者は変更になる可能性があります。

BS日テレ『こころの歌』から誕生した音大出身の実力派グループ
「フォレスタ」が童謡・唱歌・明治から平成までの想い出の名曲を
おとどけします。
日本の風土と文化を歌い継ぐ、美しいコーラスをどうぞお楽しみに!

フォレスタコンサート
in調布

フジコ・ヘミング
ピアノソロコンサート
フジコ・ヘミング
ピアノソロコンサート

※会期中のすべての土日祝および11月15日（月）～ 11月
23日（火・祝）は【オンラインによる入場日時予約】が必
要となります。詳細はBunkamura ザ・ミュージアムHPに
てご確認ください。

※状況により、会期・開館時間等が変更となる可能性があります。

ピエール・オーギュスト・ルノワール
《レースの帽子の少女》1891年

油彩／カンヴァス

©Rowland Kirishima

©Kiyotaka Saito

※アレルギー対応
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申込期間
申込方法
【窓口販売】1 甘美なるフランス　　【電話先着順】2 私の好きなチャイコフスキー　3 フォレスタコンサート　4 フジコ・ヘミングコンサート

会報到着後～9/22（水）サービスセンターへ、電話でお申込みください。 TEL 0422（47）5152
受付 平日8：30～17：00

1 2

3 4

※「甘美なるフランス」展は、11/12（金）まで



下記の割引券を切り取って、チケット販売窓口へ提出してください。

•宇宙ミュージアムTeNQ入館料
※細田守監督最新作「竜とそばかすの姫」
　公開記念「スタジオ地図の宙（ソラ）と雲展」
　開催中（11/14（日）まで）

有効期間

枚　数

内　容

料　金

申込方法

2022年3月31日（木）まで
1会員あたり、5セットまで（6セット～一般料金）
※TeNQは、4歳未満の入館はできません。（ファミリーデーは除く）

通常価格（最大）4,200円相当のところ

会員：1,800円　学生（高／大／専門学校）：1,700円
4歳～中学生、65歳以上：1,300円
一般　2,200円

9月22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。

有効期間

内　　容 料　　金

申込方法

枚　　数

全国のTOHOシネマズで期間中利用できるチケット
＊3D映画等の場合：映画館で追加料金が必要

10月1日（金）～2022年3月31日（木）
1会員あたり、4枚まで

会員　1,100円

9月22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。

パスポート
　　　チケット
パスポート
　　　チケットシネマズシネマズ

電話申込
9/22（水）まで

引換期間
10/1（金）～10/29（金）
注）必ず期間中にお引換えください。

枚　数

料　金

方　法

てもみんグループ 利用チケット
内　容

有効期間

キリトリ

● 全国のてもみん・グローバル治療院の各店舗で利用できます。
● チケット1枚で約10分間の施術（「タイムてもみん」の場合）
● 1セット5枚綴り（1,100円券×5枚）

11月1日（月）～2022年4月30日（土）
1会員、2セット（10枚）まで購入できます。

会員　1セット（5枚） 4,000円
一般　1セット（5枚） 4,800円

会報到着後から9月22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。チケット入荷次第ご連絡します。

レストラン食事券

横浜・八景島シーパラダイス 有効期限 2021年9月1日（水）～10月31日（日）

◇営業時間　期間により異なりますので、HPまたは下記へお問合せください。
◇所在地：神奈川県横浜市金沢区八景島
◇交　通 電車： 横浜シーサイドライン　「八景島駅」下車徒歩すぐ
 車 ： 首都高速湾岸線　「幸浦出口」より国道357号線経由
◇問合せ： 045-788-8888（テレフォンインフォメーション）
◇公式HP：www.seaparadise.co.jp
◇注　意 臨時休園に伴う期間延長などは行いません。

お名前

 
発行：一般財団法人三鷹市勤労者福祉サービスセンター
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【アクアリゾーツパス】（水族館4施設パス）
 一般料金 感謝月間特別料金 
● 大人・高校生 3,000 円 ⇒ 2,100円 　　　名
● 小・中学生 1,800 円 ⇒ 1,350円 　　　名
● 幼児（4才以上） 900円 ⇒ 630円 　　　名
● シニア（65才以上） 2,500 円 ⇒ 1,750円 　　　名

【ワンデーパス】（アクアリゾーツパス+プレジャーランドパス）
 一般料金 感謝月間特別料金 
● 大人・高校生 5,500 円 ⇒ 4,500円 　　　名
● 小・中学生 3,900 円 ⇒ 3,200円 　　　名
● 幼児（4才以上） 2,200 円 ⇒ 1,800円 　　　名
● シニア（65才以上） 3,900 円 ⇒ 3,200円 　　　名

※本券1枚で、5名さままで有効 ※チケット購入の際、必ず本券をご提出ください。
※他の割引券・補助券等との併用不可 ※コピー可
※プレジャーランドパス＝アトラクションフリーパス

東京ドームシティ  期間限定  お得なセット券東京ドームシティ  期間限定  お得なセット券

•東京ドームシティ
　アトラクションズ
　乗り物1回券×2枚

店舗
・てもみん三鷹駅南口店 ・グローバル治療院三鷹
・てもみんアトレ吉祥寺店 ・グローバル治療院吉祥寺駅北口店
・てもみん調布パルコ店 ・グローバル治療院荻窪店　他

東八道路

人見街道

む
ら
さ
き
橋
通
り

三鷹市役所
三鷹郵便局

第3庁舎

第2庁舎

市駐車場

青果店

東京むさし
農協三鷹
支店

東京むさし
農協三鷹
経済センター

三鷹
消防署

三井のリパーク
（提携駐車場）

三鷹農協前
バス停

三鷹農協前
バス停

三鷹市
公会堂

元気創造
プラザ

三鷹中央防災公園・
元気創造プラザ サービスセンター

三鷹市シルバー人材
センター２F

サービスセンター案内図

12月28日（火）まで販売
ランチ コンポジション 2,600円
 フランセーズ 3,400円
デイナー コンポジション 5,700円
※料金は税・サービス料込
※詳しくは、会報8月号（325号）をご覧ください。

新宿
小田急ホテルセンチュリーサザンタワー
「サザンタワーダイニング20F」

新型コロナウイルス感染症対策により、各種イベント等が急遽中止又は変更となる場合があります。なお、チケット等のキャンセル及び払い戻しは出来
ませんのでお申し込みの際はご注意ください。最新情報は、当該団体のホームページをご覧になるか、当センターまで電話にてお問い合わせください。

宇宙ミュージアム
TeNQ

東京ドームシティ
アトラクションズ

平日（月～水・金） 午前8時30分～午後5時
平日（木曜日） 午前8時30分～午後7時

326
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事業所数 402社 （前月末比増減なし）
会 員 数  2,847人 （前月末比2人減）
（内 個人会員 201人）令和3年7月31日現在

日帰り入浴券
●深大寺天然温泉「湯守の里」　●「おふろの王様」花小金井店
●国立温泉「湯楽の里」　　　　●京王高尾山温泉「極楽湯」

10月号の予告
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