
　行　程

10月1日（土）
午前8時45分　ケーブルカー清滝駅集合・出発
※山登りに適した服装でご参加ください。
午後2時頃　薬王院解散（各自で下山）

日　程

参加費

募　集

交　通

申込方法

八王子市勤労者福祉サービスセンターとの合同企画

高尾山ハイキング
ミシュランガイドで三ツ星の評価を得た高尾山を登ります。①ケーブルカーで高尾山駅まで上がってから出発する
コースと②麓の清滝駅から歩いて高尾山山頂を目指すコースがあります。ハイキング終了後、護摩焚き・精進
料理の食事を行います。動植物・歴史・文化等に関する知識を持ったガイドが同行します。

※参加費には、護摩焚き・精進料理が含まれます。
※往復の交通費は含まれません。
※９月22日（木）午後４時30分から取消料が発生します。

&薬王院で御護摩焚きと精進料理

区　分 大　人
会員・家族 3,100円
一　般 参加できません

㊟ ツアーではありません

イメージ

イメージ イメージ

高尾登山電鉄ケーブルカー清滝駅
8：45　集合・出発
　・　
　・　
　・　
　・　
高尾山山頂
　・
　・
薬王院（護摩焚き・精進料理）
　⇒ 14：00頃解散（食後順次解散）
　解散後は各自で下山してください。

① 清滝駅からケーブルカー乗車（料金は自己負担）
　 高尾山駅⇒２号路（霞台ループコース）⇒４号路（吊り橋コース）
② 清滝駅から６号路（びわ滝コース）
※① ②コースともにガイドが同行します現地集合・現地解散

10名（先着順）
※定員になり次第締め切ります。定員に満たない場合でも、
　8月31日（水）に受け付けを締め切ります。

サービスセンターへ電話でお申し込みください。
① ② どちらのコースかをお伝えください。

※ 変更となる場合があります

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！！

7月1日（金）～9月30日（金）
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（金）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

☎
050-6875-3975

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。

事業参加費等

「コンビニ払い手数料」無料期間の延長について
サービスセンターで購入するチケットや事業参加費など、コンビニ払いでお支払いいたくことができます。引き続きコンビニ払い
手数料（通常168円）を無料といたしますので、ぜひご利用ください。（2023年3月31日申込分まで）

上表 ①～③のとおり　＊キャンペーン期間終了後は、コンビニ手数料（168円）がかかります。（期間中は無料）
◆主な払込取扱コンビニエンスストア◆　セブン-イレブン、ローソン、ファミリーマート、ミニストップ他

チケット購入の場合

＊別途、送料（300円～570円）をご負担いただきます。（チケット代+送料の合計金額を請求）
＊送付先は、サービスセンターへ登録されている事業所または会員住所に限ります。
＊お支払から入金の確認は、1週間程度かかります。予めご了承ください。
＊キャンペーン期間終了後は、コンビニ手数料（168円）と送料（300円～570円）がかかります。

サービスセンターへ
コンビニ払いの申込

①
コンビニ用紙（払込用紙）
を送付

②
最寄りのコンビニエンス
ストアでお支払い

③
入金確認後チケット
送付

④会員 センター 会員 センター

内　　容

募集店舗

実施期間

申込方法

サービスセンターでは、「会員」と「会員事業所（店舗）」間でご利用いただける「会員及び会員店
舗利用補助事業」に向けた準備を進めています。事業の実施にあたり、ご協力いただける「会員
事業所（店舗）」を募集しますので、是非ご参加いただき、販路拡大・販売促進にご活用ください。

会員及び会員店舗利用補助事業

参加事業所（店舗）募集のご案内

クーポン券
de
応 援 !

① サービスセンター会員を対象に、参加される「会員事業所（店舗）」で利用できるクーポン券を発行します。
② 会員がクーポン券を利用する際、「会員事業所（店舗）」は、クーポン券額を差し引いて精算してください。
　 ＊クーポン券代は、飲食等代金の一部として充てることができ、サービスセンターが負担します。
③ 利用があったクーポン券の代金は、事業終了後、クーポン券と一緒にサービスセンターへ請求してください。
④ 参加される「会員事業所（店舗）」につきましては、サービスセンター会報に掲載し、ご紹介させていただき
ます。参加料や掲載料はかかりません。

三鷹市内で飲食・小売・サービスを行っている、サービスセンター会員事業所の店舗

2022年秋～冬　　約2ケ月間（未定）

「会員及び会員店舗利用補助事業申込書」に必要事項を記入の上、サービスセンターへお申し込みください。
（申込締切：7月末）
※申込書はホームページからダウンロードいただくか、サービスセンターにご請求ください。
注） •参加店舗については、「会員及び会員店舗利用補助事業に係る運営要領」に基づき審査を行い、認められた事

業所に限ります。参加承認・不承認につきましては、後日通知書を送付いたします。
 •実施時期や掲載会報のデザイン・位置等については、サービスセンターに一任させていただきます。

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

336
2022

事業所数 377社 （前月末比2社減）
会 員 数  2,646人 （前月末比4人減）
（内 個人会員 184人）令和4年5月31日現在

● TOHOシネマズ「パスポートチケット」
● 天然温泉 仙川湯けむりの里「入浴回数券」

7.8

9月号の予告

8
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日　程

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

【ツアーのポイント】
1日目： 能登半島国定公園「能登金剛」巌門洞窟見学
 世界農業遺産の魅力を伝える「のと里山里海ミュージアム」見学
2日目： 天然記念物「東尋坊」散策
 禅の里「永平寺」参拝
3日目： 金沢文化を代表する茶屋街「ひがし茶屋街」散策
 特別名勝「兼六園」で昼食

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 76,900 円 72,900 円 71,900 円

申込方法

先着15名
会報到着後から7月29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。
（定員になり次第、募集締切となります）

９月30日（金）午後４時30分以降のキャンセル
につきましては、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」をお送り
します。

1日目10月23日（日） （食事）朝×　昼○　夕○
東京駅 ▶ 金沢駅 ▶ ホテルウェルネス能登路（昼食） ▶ 能登金剛　巌門（見学） ▶ 
のと里山里海ミュージアム（見学） ▶ 志賀（しか）の郷温泉「ロイヤルホテル能登」（泊）

2日目10月24日（月） （食事）朝○　昼○　夕○
ホテル ▶ 千里浜なぎさドライブウェイ（休憩） ▶ 東尋坊／やまに水産（昼食／散策） ▶ 
永平寺（参拝） ▶ 山代温泉「瑠璃光」（泊）

3日目10月25日（火） （食事）朝○　昼○　夕×
ホテル ▶ 九谷満月（買物） ▶ 近江町市場（散策） ▶ ひがし茶屋街（散策） ▶ 兼六園／寄観亭（入園／昼食） ▶ 東京駅

行
　程

※コロナ禍の影響により、旅行日程や時間、昼食場所、観光の順番などが変更になる場合があります。

7月1日（金）～9月11日（日）
●要予約　納涼船予約係（受付時間９：30～ 18：00）※全日予約制
　TEL　03-3437-6119　ナビダイヤル　0570-051234
　乗船日の一か月前から予約受付開始
●乗船当日に竹芝の窓口にて、実際の乗船券とお引換えください。

1会員あたり、5枚まで（６枚～10枚は一般料金）
通常価格（中学生以上）1,500円のところ

会員　1,100円（一般　1,400円）
＊ ドリンク・フードは、船内にて別途有料
＊ 小学生（500円）は、現地でご購入ください。

8月31日（水）まで、サービスセンター窓口で販売します。

乗船券引換券

有効期間

利用方法

料　金

枚　数

購入方法

２
０
２
２

東
京
湾
納
涼
船

ゆかた姿の大人の方は、
1,000円で乗船できます!
（甚平・作務衣、

金・土・祝日対象外）
⇒当日、現地にてチケットを購入

割引の併用不可

【航路】 19：15 21：00
 竹芝客船ターミナル発 ～～ 東京湾内周遊 ～～ 竹芝客船ターミナル・帰着
 【レインボーブリッジ～お台場～大井埠頭～羽田空港～東京ゲートブリッジ・折り返し】

※一人当たりの金額です。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
4,000円増となります。

※1名でご参加を希望される方は、他の参加者との相部屋や個室料金（会員の場合94,900円）
で参加できる場合がありますので、サービスセンターにご相談ください（他市参加者との調整）。

※バスの送迎はありません。

10月23日（日）　 8 時頃　東京駅集合
10月25日（火）　18時頃　東京駅解散

2泊3日の旅絶景スポットと

内　容

有効期間

枚　数

料　金

会　期

枚　数

会　場

購入期限

料　金

購入期限

7月1日（金）～11月30日（水）
1会員あたり、5枚まで（６枚～10枚は一般料金）
通常価格（最大）4,600円相当のところ

会員 1,700円
一般 2,000円

『ビッグ・オー850円』や
『サンダードルフィン1,200円』にも乗れます!

東京ドームシティ アトラクションズ満喫セット東京ドームシティ アトラクションズ満喫セット
TDCを満喫できちゃう!　お得なセット券（最大4,600円相当）!!
東京ドームシティアトラクションズ

乗り物1回券×3枚
東京ドームグループ利用券

1,000円+

東京ドーム内含む東京ドームシティ内のレストラン・
飲食店等全施設で使えます!

購入期限

枚　数

料　金

有効期間

サンリオピューロランドサンリオピューロランド

© 2022 SANRIO CO., LTD. APPROVAL No.P1406071 S/D・G

7月16日（土） ～ 9月30日（金）　
（休館日 9/1・7・8・14・15・28・29）

1会員あたり、合計5枚まで（6～10枚は一般料金）

デイパスポート

7月25日（月）まで

入場と各アトラクションがお楽しみいただけます!
今回から、年齢により「チケット」が異なります。
＊チケットは3歳から必要

9月30日（金）まで
※入場には、事前の来場予約が必要となり
ます。詳細は、サンリオピューロランド公式
ホームページをご覧ください。

通常料金は、ご来場日によって異なります。

区　分 大　人
（18～ 64歳）

小人
（3歳～高校生）

シニア
（65歳～）

会　員 2,500円 1,700円 1,700円
一　般 3,000円 2,000円 2,000円

（通常料金）（3,600円～ 4,900円） （2,500円～ 3,800円）

7月16日（土）～9月4日（日）　※7/26（火）休館
１会員あたり、５枚まで（６枚～10枚は一般料金）
Bunkamura ザ・ミュージアム（渋谷）
当日券1,400円のところ
会員 900円
一般 1,100円
＊小学生以下無料
  （ただし要大人（保護者）同伴）

8月31日（水）まで

かこさとし展 子どもたちに伝えたかったこと
日本を代表する絵本作家が600冊を超える作品にこめた
子どもたちへのメッセージ

前売入場券

（乗船料・消費税込）

※アトラクションは、天候や点検状況により運休の場合があります。

※東京ドームシティアトラクション
公式サイト

会期中のすべての土日祝および8月29
日（月）～ 9月4日（日）は一部【オンラ
インによる入場日時予約】が必要です。
詳細はBunkamura ザ・ミュージアム
HPにてご確認ください。

3

2

1

1～3申込方法
サービスセンター窓口で購入してください。お電話でもお申込みいただけます。　
1 アトラクションズ満喫セット（7/25まで）　　2 かこさとし展（8/31まで）　　3 サンリオピューロランド（9/30まで）

販売期間が
　異なります



『からすのパンやさん』1973年 © 1973 Kako Research Institute Ltd.

日　程

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

【ツアーのポイント】
1日目： 能登半島国定公園「能登金剛」巌門洞窟見学
 世界農業遺産の魅力を伝える「のと里山里海ミュージアム」見学
2日目： 天然記念物「東尋坊」散策
 禅の里「永平寺」参拝
3日目： 金沢文化を代表する茶屋街「ひがし茶屋街」散策
 特別名勝「兼六園」で昼食

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 76,900 円 72,900 円 71,900 円

申込方法

先着15名
会報到着後から7月29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。
（定員になり次第、募集締切となります）

９月30日（金）午後４時30分以降のキャンセル
につきましては、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」をお送り
します。

1日目10月23日（日） （食事）朝×　昼○　夕○
東京駅 ▶ 金沢駅 ▶ ホテルウェルネス能登路（昼食） ▶ 能登金剛　巌門（見学） ▶ 
のと里山里海ミュージアム（見学） ▶ 志賀（しか）の郷温泉「ロイヤルホテル能登」（泊）

2日目10月24日（月） （食事）朝○　昼○　夕○
ホテル ▶ 千里浜なぎさドライブウェイ（休憩） ▶ 東尋坊／やまに水産（昼食／散策） ▶ 
永平寺（参拝） ▶ 山代温泉「瑠璃光」（泊）

3日目10月25日（火） （食事）朝○　昼○　夕×
ホテル ▶ 九谷満月（買物） ▶ 近江町市場（散策） ▶ ひがし茶屋街（散策） ▶ 兼六園／寄観亭（入園／昼食） ▶ 東京駅

行
　程

※コロナ禍の影響により、旅行日程や時間、昼食場所、観光の順番などが変更になる場合があります。

7月1日（金）～9月11日（日）
●要予約　納涼船予約係（受付時間９：30～ 18：00）※全日予約制
　TEL　03-3437-6119　ナビダイヤル　0570-051234
　乗船日の一か月前から予約受付開始
●乗船当日に竹芝の窓口にて、実際の乗船券とお引換えください。

1会員あたり、5枚まで（６枚～10枚は一般料金）
通常価格（中学生以上）1,500円のところ

会員　1,100円（一般　1,400円）
＊ ドリンク・フードは、船内にて別途有料
＊ 小学生（500円）は、現地でご購入ください。

8月31日（水）まで、サービスセンター窓口で販売します。

乗船券引換券

有効期間

利用方法

料　金

枚　数

購入方法

２
０
２
２

東
京
湾
納
涼
船

ゆかた姿の大人の方は、
1,000円で乗船できます!
（甚平・作務衣、

金・土・祝日対象外）
⇒当日、現地にてチケットを購入

割引の併用不可

【航路】 19：15 21：00
 竹芝客船ターミナル発 ～～ 東京湾内周遊 ～～ 竹芝客船ターミナル・帰着
 【レインボーブリッジ～お台場～大井埠頭～羽田空港～東京ゲートブリッジ・折り返し】

※一人当たりの金額です。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
4,000円増となります。

※1名でご参加を希望される方は、他の参加者との相部屋や個室料金（会員の場合94,900円）
で参加できる場合がありますので、サービスセンターにご相談ください（他市参加者との調整）。

※バスの送迎はありません。

10月23日（日）　 8 時頃　東京駅集合
10月25日（火）　18時頃　東京駅解散

2泊3日の旅絶景スポットと

内　容

有効期間

枚　数

料　金

会　期

枚　数

会　場

購入期限

料　金

購入期限

7月1日（金）～11月30日（水）
1会員あたり、5枚まで（６枚～10枚は一般料金）
通常価格（最大）4,600円相当のところ

会員 1,700円
一般 2,000円

『ビッグ・オー850円』や
『サンダードルフィン1,200円』にも乗れます!

東京ドームシティ アトラクションズ満喫セット東京ドームシティ アトラクションズ満喫セット
TDCを満喫できちゃう!　お得なセット券（最大4,600円相当）!!
東京ドームシティアトラクションズ

乗り物1回券×3枚
東京ドームグループ利用券

1,000円+

東京ドーム内含む東京ドームシティ内のレストラン・
飲食店等全施設で使えます!

購入期限

枚　数

料　金

有効期間

サンリオピューロランドサンリオピューロランド

© 2022 SANRIO CO., LTD. APPROVAL No.P1406071 S/D・G

7月16日（土） ～ 9月30日（金）　
（休館日 9/1・7・8・14・15・28・29）

1会員あたり、合計5枚まで（6～10枚は一般料金）

デイパスポート

7月25日（月）まで

入場と各アトラクションがお楽しみいただけます!
今回から、年齢により「チケット」が異なります。
＊チケットは3歳から必要

9月30日（金）まで
※入場には、事前の来場予約が必要となり
ます。詳細は、サンリオピューロランド公式
ホームページをご覧ください。

通常料金は、ご来場日によって異なります。

区　分 大　人
（18～ 64歳）

小人
（3歳～高校生）

シニア
（65歳～）

会　員 2,500円 1,700円 1,700円
一　般 3,000円 2,000円 2,000円

（通常料金）（3,600円～ 4,900円） （2,500円～ 3,800円）

7月16日（土）～9月4日（日）　※7/26（火）休館
１会員あたり、５枚まで（６枚～10枚は一般料金）
Bunkamura ザ・ミュージアム（渋谷）
当日券1,400円のところ
会員 900円
一般 1,100円
＊小学生以下無料
  （ただし要大人（保護者）同伴）

8月31日（水）まで

かこさとし展 子どもたちに伝えたかったこと
日本を代表する絵本作家が600冊を超える作品にこめた
子どもたちへのメッセージ

前売入場券

（乗船料・消費税込）

※アトラクションは、天候や点検状況により運休の場合があります。

※東京ドームシティアトラクション
公式サイト

会期中のすべての土日祝および8月29
日（月）～ 9月4日（日）は一部【オンラ
インによる入場日時予約】が必要です。
詳細はBunkamura ザ・ミュージアム
HPにてご確認ください。

3

2

1

1～3申込方法
サービスセンター窓口で購入してください。お電話でもお申込みいただけます。　
1 アトラクションズ満喫セット（7/25まで）　　2 かこさとし展（8/31まで）　　3 サンリオピューロランド（9/30まで）

販売期間が
　異なります



WORLD BEAT

① 10月15日（土）午後12時15分開演　抽選10枚
② 10月16日（日）午後12時15分開演　抽選10枚
TBS赤坂ACTシアター　　　　　　　S席

1会員あたり、合計2枚まで
＊同居家族の方が2名以上参加される方は、
  サービスセンターまでご相談ください。

料　金 申込締切

日時・枚数

場　所

出　演

枚　数

座　席

8月28日（日）午前11時00分～　抽選10枚
新橋演舞場

中村獅童、初音ミク、小川陽喜、澤村國矢、中村蝶紫　ほか

1等席

1会員あたり、2枚まで
当日13,000円のところ
会員　8,800円

古典歌舞伎とNTT のテクノロジーが融合した“キセキ”の舞台。
歌舞伎の新たな挑戦にご期待ください。

7月22日（金）

料　金

申込期限

日時・枚数

会　場

座　席

8月14日（日）午後12時00分～
先着6枚

Bunkamura オーチャードホール（渋谷）
S席
当日14,000円のところ

会員・家族 10,700円
一般 12,600円

7月19日（火）

料　金

申込期限

日時・枚数

場　所

座　席

8月27日（土）午後5時開演　先着10枚

TACHIKAWA STAGE GARDEN
（立川ステージガーデン）

S席

通常料金8,900円のところ

会員・家族　6,900円（一般8,200円）
＊未就学児の入場不可

7月22日（金）

料　金

その他

申込期限

日時・枚数

会　場

座　席

9月3日（土）
① 午前10時30分～　先着10枚
② 午後 2時00分～　先着10枚
府中の森芸術劇場　どりーむホール

全席指定（大人・子ども同一料金）　
当日3,800円のところ

会員・家族 3,000円
一般 3,600円

7月22日（金）

料　金

申込期限

日時・枚数

場　所

枚　数

枚　数

料　金

申込期限

日時・枚数

場　所

座　席

① 11月12日（土）午後12時30分開演　抽選20枚
② 11月13日（日）午後12時30分開演　抽選20枚

NOMURA野村證券ミュージカルシアター
JR東日本四季劇場［春］
【アクセス】JR「浜松町駅」北口より徒歩6分

S席ファミリーゾーン

1会員あたり、合計2枚まで
＊同居家族の方が2名以上参加される方は、
  サービスセンターまでご相談ください。

＊2歳以下入場不可。3歳以上有料（膝上観劇不可）
＊あっせん料金は、当センターの補助をつけた額となります。

7月22日（金）

区分 あっせん料金
大人

（中学生以上）
通常料金13,750円のところ

10,800円
子ども

（3歳～小学生）
通常料金6,875円のところ

5,800円

＊未就学児の入場不可

区分 会員料金
大　人

通常料金15,000円のところ

13,000円
６歳～15歳

通常料金12,000円のところ

10,000円

新橋演舞場
 8月 公演 Powered by NTT

席　種

TBS開局70周年記念　TBS&HORIPRO present

魔法の世界は舞台へ続く。ハリー・ポッター、19年後のストーリー
ハリー・ポッターと呪いの子

舞
台

劇団四季
ディズニーミュージカル

真実の愛によって解き放たれる二人の姉妹の物語　心震える感動を、ぜひ劇場で‼

九
月
場
所

ここが、新たな

スタートライン !

ブロードウェイの歴史を

次々と塗り替えた、

メガヒットミュージカル‼

ブロードウェイミュージカル

コーラスライン ディズニー・ワールド・ビート 2022

ウォルト・ディズニーが愛した〈ジャズ音楽〉を、
ブラッド・ケリー率いるビッグバンドでお贈りするコンサート！

2歳以下のお子様は保
護者1名につき1名まで
膝上観劇無料
ただし、お席が必要な
場合は有料

7月22日（金）

デリシャスパーティ　
プリキュア

枚　数

場　所

申込期限

あっせん日程

両国国技館

9月11日（日）～9月24日（土）
＊千秋楽は除く

先着 15組/1会員あたり、1組（2名分）

① マスB席 15,400円相当 ⇒ 13,400円
 〔チケット10,000円+お土産（5,400円）〕  ※土日祝はプラス500円
 ＊1マスあたり2名

② イスA席13,400円相当 ⇒ 11,400円
 〔チケット8,000円+お土産（5,400円）〕  ※土日祝はプラス500円

③ イスB席10,400円相当 ⇒ 8,400円
 〔チケット5,000+お土産（5,400円）〕  ※土日祝はプラス500円

7月22日（金）
在庫状況により、ご用意できない場合があります。
予めご了承ください（祝日が比較的ご用意しやすくお薦めです）。

先着15組（2名1組）

席種・金額
（お一人様）

＊お申込みいただいたチケットは、キャンセルできません。

申込
確定

 電話申込　7/22（金）まで

•希望の日程・席種（上記①～③）
•他の日程にて第2希望まで受付可

希望のお日にち・席種を選んで、お申し込みください！

チケット
入荷
連絡

受取
在庫確認・
調整

©TBS／ホリプロ

Presentation licensed 
by Disney Concerts. ©Disney 

©ABC-A・東映アニメーション

10/15（土）
　ハリー・ポッター：向井 　理　ほか
10/16（日）
　ハリー・ポッター：石丸 幹二　ほか

出演者（予定）

※生演奏／英語上演／日本語字幕あり

JAZZ ANIMALS～夢を奏でる動物たち

4

5

6

7 8

9 10

申込締切

7/22（金）まで

4～6申込方法
サービスセンターへ､電話でお申込みください。【全て抽選】
4 新橋演舞場「超歌舞伎 2022」　　5 舞台『ハリー・ポッターと呪いの子』　　6 劇団四季『アナと雪の女王』

7～10申込方法
サービスセンターへ､電話でお申込みください。【全て先着順】
 7/19（火）まで　7 ブロードウェイミュージカル　コーラスライン
 7/22（金）まで　8 ディズニー・ワールド・ビート2022　9 プリキュアドリームステージ♪　10 大相撲9月場所申込締切

10

4 5



WORLD BEAT

① 10月15日（土）午後12時15分開演　抽選10枚
② 10月16日（日）午後12時15分開演　抽選10枚
TBS赤坂ACTシアター　　　　　　　S席

1会員あたり、合計2枚まで
＊同居家族の方が2名以上参加される方は、
  サービスセンターまでご相談ください。

料　金 申込締切

日時・枚数

場　所

出　演

枚　数

座　席

8月28日（日）午前11時00分～　抽選10枚
新橋演舞場

中村獅童、初音ミク、小川陽喜、澤村國矢、中村蝶紫　ほか

1等席

1会員あたり、2枚まで
当日13,000円のところ
会員　8,800円

古典歌舞伎とNTT のテクノロジーが融合した“キセキ”の舞台。
歌舞伎の新たな挑戦にご期待ください。

7月22日（金）

料　金

申込期限

日時・枚数

会　場

座　席

8月14日（日）午後12時00分～
先着6枚

Bunkamura オーチャードホール（渋谷）
S席
当日14,000円のところ

会員・家族 10,700円
一般 12,600円

7月19日（火）

料　金

申込期限

日時・枚数

場　所

座　席

8月27日（土）午後5時開演　先着10枚

TACHIKAWA STAGE GARDEN
（立川ステージガーデン）

S席

通常料金8,900円のところ

会員・家族　6,900円（一般8,200円）
＊未就学児の入場不可

7月22日（金）

料　金

その他

申込期限

日時・枚数

会　場

座　席

9月3日（土）
① 午前10時30分～　先着10枚
② 午後 2時00分～　先着10枚
府中の森芸術劇場　どりーむホール

全席指定（大人・子ども同一料金）　
当日3,800円のところ

会員・家族 3,000円
一般 3,600円

7月22日（金）

料　金

申込期限

日時・枚数

場　所

枚　数

枚　数

料　金

申込期限

日時・枚数

場　所

座　席

① 11月12日（土）午後12時30分開演　抽選20枚
② 11月13日（日）午後12時30分開演　抽選20枚

NOMURA野村證券ミュージカルシアター
JR東日本四季劇場［春］
【アクセス】JR「浜松町駅」北口より徒歩6分

S席ファミリーゾーン

1会員あたり、合計2枚まで
＊同居家族の方が2名以上参加される方は、
  サービスセンターまでご相談ください。

＊2歳以下入場不可。3歳以上有料（膝上観劇不可）
＊あっせん料金は、当センターの補助をつけた額となります。

7月22日（金）

区分 あっせん料金
大人

（中学生以上）
通常料金13,750円のところ

10,800円
子ども

（3歳～小学生）
通常料金6,875円のところ

5,800円

＊未就学児の入場不可

区分 会員料金
大　人

通常料金15,000円のところ

13,000円
６歳～15歳

通常料金12,000円のところ

10,000円

新橋演舞場
 8月 公演 Powered by NTT

席　種

TBS開局70周年記念　TBS&HORIPRO present

魔法の世界は舞台へ続く。ハリー・ポッター、19年後のストーリー
ハリー・ポッターと呪いの子

舞
台

劇団四季
ディズニーミュージカル

真実の愛によって解き放たれる二人の姉妹の物語　心震える感動を、ぜひ劇場で‼

九
月
場
所

ここが、新たな

スタートライン !

ブロードウェイの歴史を

次々と塗り替えた、

メガヒットミュージカル‼

ブロードウェイミュージカル

コーラスライン ディズニー・ワールド・ビート 2022

ウォルト・ディズニーが愛した〈ジャズ音楽〉を、
ブラッド・ケリー率いるビッグバンドでお贈りするコンサート！

2歳以下のお子様は保
護者1名につき1名まで
膝上観劇無料
ただし、お席が必要な
場合は有料

7月22日（金）

デリシャスパーティ　
プリキュア

枚　数

場　所

申込期限

あっせん日程

両国国技館

9月11日（日）～9月24日（土）
＊千秋楽は除く

先着 15組/1会員あたり、1組（2名分）

① マスB席 15,400円相当 ⇒ 13,400円
 〔チケット10,000円+お土産（5,400円）〕  ※土日祝はプラス500円
 ＊1マスあたり2名

② イスA席13,400円相当 ⇒ 11,400円
 〔チケット8,000円+お土産（5,400円）〕  ※土日祝はプラス500円

③ イスB席10,400円相当 ⇒ 8,400円
 〔チケット5,000+お土産（5,400円）〕  ※土日祝はプラス500円

7月22日（金）
在庫状況により、ご用意できない場合があります。
予めご了承ください（祝日が比較的ご用意しやすくお薦めです）。

先着15組（2名1組）

席種・金額
（お一人様）

＊お申込みいただいたチケットは、キャンセルできません。

申込
確定

 電話申込　7/22（金）まで

•希望の日程・席種（上記①～③）
•他の日程にて第2希望まで受付可

希望のお日にち・席種を選んで、お申し込みください！

チケット
入荷
連絡

受取
在庫確認・
調整

©TBS／ホリプロ

Presentation licensed 
by Disney Concerts. ©Disney 

©ABC-A・東映アニメーション

10/15（土）
　ハリー・ポッター：向井 　理　ほか
10/16（日）
　ハリー・ポッター：石丸 幹二　ほか

出演者（予定）

※生演奏／英語上演／日本語字幕あり

JAZZ ANIMALS～夢を奏でる動物たち

4

5

6

7 8

9 10

申込締切

7/22（金）まで

4～6申込方法
サービスセンターへ､電話でお申込みください。【全て抽選】
4 新橋演舞場「超歌舞伎 2022」　　5 舞台『ハリー・ポッターと呪いの子』　　6 劇団四季『アナと雪の女王』

7～10申込方法
サービスセンターへ､電話でお申込みください。【全て先着順】
 7/19（火）まで　7 ブロードウェイミュージカル　コーラスライン
 7/22（金）まで　8 ディズニー・ワールド・ビート2022　9 プリキュアドリームステージ♪　10 大相撲9月場所申込締切

10
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＊ 1会員あたり、5枚まで
＊ 詳しくは、会報5月号（334号）をご覧ください。

夏季プールのチケット・補助券の取扱状況

＊ 既に規定枚数を購入された方は、お求めいただけません。　※「西武園フリーパス」と「よみうりランドワンデーパス（プール利用不可）」は、売り切れ次第終了！
＊ 「よみうりランドプールWAI」「昭和記念公園レインボープール」は、今夏アミューズメント補助券の利用及びチケットの販売はありません。

場　所

座　席

申込期限

料　金

味の素スタジアム
バックセンター指定席／メインS指定席

1リーグチケット1リーグチケットJJ

http：//www.fctokyo.co.jp/
＊ 他のFC東京主催試合も対象です。FC東京のHPをご覧ください。

FC東京主催試合

 当日券4,600円のところ
バックセンター指定席 3,300円
 当日券1,600円のところ
バックセンター指定席（U-18） 1,000円
 当日券5,800円のところ
メインS指定席 4,200円
対象試合の5週間前まで

ⓒF.C.TOKYO

＊他のFC東京主催試合も対象です。

（会員・家族）

開催日 対戦相手 申込締切
9月3日or4日 横浜F・マリノス 7/29（金）
10月8日（土） 湘南ベルマーレ 9/2（金）
11月5日（土） 川崎フロンターレ 9/30（金）

有効期間

会　場

枚　数

料　金

申込期限

8月1日（月）～2023年1月31日（火）
港区台場1-6-1　デックス東京ビーチ3～5F

1会員あたり　5枚まで（6～10枚は一般料金）
通常料金　大人18歳以上4,500円、小中高生3,500円のところ

会員　2,700円（一般3,200円）
＊小学生以上・共通券

7月19日（火）

有効期間

場　所

枚　数

料　金

申込期限

7月30日（土）～9月4日（日）

所沢市上山口2167
【アクセス】山口線（レオライナー）「西武球場前駅」徒歩３分

1会員あたり、合計5枚まで（6～10枚は一般料金）
通常料金 大人1,200円、子供1,000円のところ

会員　800円（一般1,000円）
＊大人・子供共通（３歳～）

東京ジョイポリス パスポートチケット

国内最大級の屋外型テーマパーク
入場 + アトラクション 1 日乗り放題

ウォーターフェス2022ウォーターフェス2022狭山スキー場
夏営業 ワンデーチケット

7月19日（火）

～スリルと疾走感がやみつきなる楽しさ～　ゲレンデスライダー
ゲレンデ山頂から一気に滑り降りるロングスライダーやキッズスライダーなど、散水遊具な水遊びアイテムも充実!

屋根付き全天候型の施設で夏を楽しもう‼

クラブフジタ
CLUB  FUJITA

藤田観光㈱が運営する「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、ポイント対象施設と不要施設に分かれています）

ポイント対象  宿泊施設
宿泊は、1年度2泊まで⇒★2022年8月末までプラス2泊★
1室1泊利用ごとに1ポイント必要です。会員の皆様は、
一年度（4月～翌年3月）に2ポイント利用できます。
★2022年8月末まで

「プラス2ポイント」（2泊分）利用できます!

ポイント不要  宿泊施設
宿泊制限なし、何度でも利用できます。

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

ガイドブックが、
そのままご覧いただけます。

http://WWW.club-fujita.jp/

ホームページが、リニューアル!

「クラブフジタ」HPよりデジタル版カードをダウンロード
【パスワード：20222022】

＊「ジョイフルカード」を
　印刷したものでも利用できます。

ジョイフルサービスが、デジタル版カードに変更!

箱根小涌園 三河屋旅館
（明治創業の宿。
唐破風入母家造りの玄関のある
本館は国登録有形文化財です。）

Nordisk Village Goto Islands
（ノルディスク ヴィレッジ ゴトウ アイランズ）
長崎県五島に建つ
北欧スタイルの
グランピング

有効期間

会員料金

施設名 アミューズメント
補助券

センター販売
チケット 備考

東京サマーランド 〇 ─ 【要予約】
事前に日付指定整理券を取得して利用

東武動物公園 ─ △ フリーパス販売中（1枚1,700円／5枚まで、プール利用別料金）
⇒プール利用：別途プールWEBチケット（日時指定）購入

西武園ゆうえんち ─ 〇 フリーパス販売中（入園+乗り物フリー+夏期プール）
大人券（1枚 3,700円）のみ販売／5枚まで　※残りわずか！

よみうりランドプールWAI × × ㊟ワンデーパス（プール利用不可）販売中。1枚 3,500円／5枚まで
昭和記念公園レインボープール × ─

新宿小田急ホテルセンチュリー「サザンタワーダイニング20F」

新宿プリンスホテル
「ブッフェダイニングプリンスマルシェB2」
「和風ダイニング&バーFUGA（風雅）25F」

9月30日（金）まで
ランチ コンポジション2,600円／フランセーズ3,400円
ディナー コンポジション5,700円（スパークリングワイン1杯付き）

有効期間

会員料金

9月30日（金）まで
B2　プリンスマルシェ ランチブッフェ（大人） 3,100円
25F　FUGA（風雅） GOZENランチ（コーヒー付き） 2,800円
 プリフィックスディナーコース 5,100円

11

12

13

11～13申込方法
サービスセンターへ､電話でお申込みください。【希望者】
 7/19（火）まで 11 狭山スキー場 ウォーターフェス　12 東京ジョイポリス
 対象試合5週間前まで 13 FC東京主催試合 J1リーグチケット申込締切

TEL 0422（47）5152
受付 平日8：30～17：00
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＊ 1会員あたり、5枚まで
＊ 詳しくは、会報5月号（334号）をご覧ください。
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　行　程

10月1日（土）
午前8時45分　ケーブルカー清滝駅集合・出発
※山登りに適した服装でご参加ください。
午後2時頃　薬王院解散（各自で下山）

日　程

参加費

募　集

交　通

申込方法

八王子市勤労者福祉サービスセンターとの合同企画

高尾山ハイキング
ミシュランガイドで三ツ星の評価を得た高尾山を登ります。①ケーブルカーで高尾山駅まで上がってから出発する
コースと②麓の清滝駅から歩いて高尾山山頂を目指すコースがあります。ハイキング終了後、護摩焚き・精進
料理の食事を行います。動植物・歴史・文化等に関する知識を持ったガイドが同行します。

※参加費には、護摩焚き・精進料理が含まれます。
※往復の交通費は含まれません。
※９月22日（木）午後４時30分から取消料が発生します。

&薬王院で御護摩焚きと精進料理

区　分 大　人
会員・家族 3,100円
一　般 参加できません

㊟ ツアーではありません

イメージ

イメージ イメージ

高尾登山電鉄ケーブルカー清滝駅
8：45　集合・出発
　・　
　・　
　・　
　・　
高尾山山頂
　・
　・
薬王院（護摩焚き・精進料理）
　⇒ 14：00頃解散（食後順次解散）
　解散後は各自で下山してください。

① 清滝駅からケーブルカー乗車（料金は自己負担）
　 高尾山駅⇒２号路（霞台ループコース）⇒４号路（吊り橋コース）
② 清滝駅から６号路（びわ滝コース）
※① ②コースともにガイドが同行します現地集合・現地解散

10名（先着順）
※定員になり次第締め切ります。定員に満たない場合でも、
　8月31日（水）に受け付けを締め切ります。

サービスセンターへ電話でお申し込みください。
① ② どちらのコースかをお伝えください。

※ 変更となる場合があります

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！！

7月1日（金）～9月30日（金）
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（金）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

☎
050-6875-3975

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。

事業参加費等

「コンビニ払い手数料」無料期間の延長について
サービスセンターで購入するチケットや事業参加費など、コンビニ払いでお支払いいたくことができます。引き続きコンビニ払い
手数料（通常168円）を無料といたしますので、ぜひご利用ください。（2023年3月31日申込分まで）

上表 ①～③のとおり　＊キャンペーン期間終了後は、コンビニ手数料（168円）がかかります。（期間中は無料）
◆主な払込取扱コンビニエンスストア◆　セブン-イレブン、ローソン、ファミリーマート、ミニストップ他

チケット購入の場合

＊別途、送料（300円～570円）をご負担いただきます。（チケット代+送料の合計金額を請求）
＊送付先は、サービスセンターへ登録されている事業所または会員住所に限ります。
＊お支払から入金の確認は、1週間程度かかります。予めご了承ください。
＊キャンペーン期間終了後は、コンビニ手数料（168円）と送料（300円～570円）がかかります。

サービスセンターへ
コンビニ払いの申込

①
コンビニ用紙（払込用紙）
を送付

②
最寄りのコンビニエンス
ストアでお支払い

③
入金確認後チケット
送付

④会員 センター 会員 センター

内　　容

募集店舗

実施期間

申込方法

サービスセンターでは、「会員」と「会員事業所（店舗）」間でご利用いただける「会員及び会員店
舗利用補助事業」に向けた準備を進めています。事業の実施にあたり、ご協力いただける「会員
事業所（店舗）」を募集しますので、是非ご参加いただき、販路拡大・販売促進にご活用ください。

会員及び会員店舗利用補助事業

参加事業所（店舗）募集のご案内

クーポン券
de
応 援 !

① サービスセンター会員を対象に、参加される「会員事業所（店舗）」で利用できるクーポン券を発行します。
② 会員がクーポン券を利用する際、「会員事業所（店舗）」は、クーポン券額を差し引いて精算してください。
　 ＊クーポン券代は、飲食等代金の一部として充てることができ、サービスセンターが負担します。
③ 利用があったクーポン券の代金は、事業終了後、クーポン券と一緒にサービスセンターへ請求してください。
④ 参加される「会員事業所（店舗）」につきましては、サービスセンター会報に掲載し、ご紹介させていただき
ます。参加料や掲載料はかかりません。

三鷹市内で飲食・小売・サービスを行っている、サービスセンター会員事業所の店舗

2022年秋～冬　　約2ケ月間（未定）

「会員及び会員店舗利用補助事業申込書」に必要事項を記入の上、サービスセンターへお申し込みください。
（申込締切：7月末）
※申込書はホームページからダウンロードいただくか、サービスセンターにご請求ください。
注） •参加店舗については、「会員及び会員店舗利用補助事業に係る運営要領」に基づき審査を行い、認められた事

業所に限ります。参加承認・不承認につきましては、後日通知書を送付いたします。
 •実施時期や掲載会報のデザイン・位置等については、サービスセンターに一任させていただきます。

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

336
2022

事業所数 377社 （前月末比2社減）
会 員 数  2,646人 （前月末比4人減）
（内 個人会員 184人）令和4年5月31日現在

● TOHOシネマズ「パスポートチケット」
● 天然温泉 仙川湯けむりの里「入浴回数券」

7.8

9月号の予告
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