
FUJIYAMA倶楽部がFUJIYAMAnetクラブに変わります！

本会報はQRコードを使用しています。
QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

利用方法

申込締切

枚　数

有効期間 4月1日（土）～　9月30日（土）
1会員あたり、5枚まで
通常料金　大人4,400円／小人3,300円のところ

会員 大人（小人共通） 3,700円
 小人（3歳～小学生） 2,800円

3月17日（金）まで

TM & © TOHO CO., LTD. 　©TEZUKA PRODUCTIONS

区 分 大人券（小人共通） 小人券（3歳～小学生）

会 員
通常料金4,400円のところ
3,700円

通常料金3,300円のところ
2,800円

西武園ゆうえんち西武園ゆうえんち 入園＋乗り物フリー

夏季は、
プールも利用できます!

料　金

ムーミンバレーパーク
4月1日（土）～2024年3月31日（日）
埼玉県飯能市宮沢327-6
1会員あたり、5枚まで
通常料金　大人3,200円／小人2,000円のところ

会員　大人　2,200円／子供（4歳～小学生）　1,200円
※ご来園前に公式サイトをご確認ください。

3月17日（金）まで

有効期間

場　所

枚　数

料　金

申込締切

4月1日（土）～2024年3月31日（日）
観覧付入館券（展示室+プラネタリウムまたは大型映像を1回）

西東京市芝久保町5-10-64

1会員あたり、5枚まで
通常料金　大人1,040円／４歳～高校生420円のところ
会員　大人　800円／４歳～高校生　300円

有効期間

場　所

内　容

枚　数

料　金
申込締切

1デーパス1デーパス

世界最大級のプラネタリウムと
観察・実験・工作が楽しめる体験型ミュージアム多摩六都科学館

3月17日（金）まで

サービスセンターへ、電話でお申込みください。〔申込：3月17日（金）まで〕上記チケットの申込方法

 全福センター会員特典 がご利用いただけます!

紙の割引券から、WEBサイト「FUJIYAMAnetクラブ」による優待料金でのご利用になります。
※紙の割引券は３／ 31までのご利用となります。

1． 店舗
 「会員証」「協定施設割引券」を提示
2． オンライン
 会計情報の入力画面でクーポンコードを
入力してください。

 クーポンコード：K100-27Y9-GRK5
 （2023年3月31日まで有効）
 ㊟2023年4月1日以降のクーポンコードは、
サービスセンターへお問い合わせください。

「全福センター」と
スタッフに伝えて
いただくとスムーズです！

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

342
2023

● 6月歌舞伎鑑賞教室　6/4（日）　6/17（土）
● 6月能楽鑑賞教室　6/24（土）4月号の予告

3

事業所数 369社 （前月末比1社減）
会 員 数  2,605人 （前月末比増減なし）
（内 個人会員 177人）令和5年1月31日現在

6



すべてを大きく包み込み、
またたく間に惹きつけていく芸の力。
大爆笑の滑稽噺から、
心洗われる人情噺まで、
柳家さん喬師匠の円熟の至芸を、
じっくりとお楽しみください。

対戦カード 日　時 ユニホームデー

巨人  VS  広島 5/13（土）
14：00～ ─

巨人  VS  中日 5/21（日）
14：00～ ─

巨人  VS  DeNA 5/23（火）
18：00～ ☆

巨人  VS  日本ハム 6/3（土）
14：00～ ─

巨人  VS  西武 6/13（火）
18：00～ ☆

巨人  VS  楽天 6/17（土）
14：00～ ─

巨人  VS  楽天 6/18（日）
13：00～ ─

区　分 大　人 子　供
（3歳～小学生）

① 5月19日（金） 8,100円 5,600円
② 5月21日（日）10,500円 7,500円

料　金

申込期限

日時・枚数

会　場

座　席

枚　数

6月24日（土）
夜の部 午後6時開演　先着20枚
三鷹市芸術文化センター 星のホール
指定席（通常料金　大人3,000円／高校生以下1,000円）
1会員あたり4枚まで、会員価格で購入可

3月17日（金）まで

＊未就学児入場不可
＊託児サービス（公演当日に1歳～未就学児／500円／定員10名／
  申込締切6月10日（土）／申込は三鷹市芸術文化センター0422-47-5122）

区　分 大　人 高校生以下
会　員 2,300円 700円
一　般 2,700円 900円

（公演当日学生証拝見）

料　金

その他

申込締切

会　場

会　期

枚　数

3月14日（火）～6月18日（日）
＊休館日：月曜日
※ただし、３月27日、４月３日、５月１日、６月12日は開館

国立科学博物館（東京・上野公園）
1会員あたり、5枚まで

•本展では、入場の際に紙チケットの他にオンラインに
よる日時指定予約（無料）が必要です。必ず展覧
会公式サイトで人数分の日時指定予約を行ってから
ご来場ください。
•土日祝および会期後半は予約枠が埋まる可能性が
あります。

　会期前半のご予約・ご来場をおすすめします。
•入場希望日の日時指定予約が取れず入場できなかっ
た場合でも、払い戻しはいたしません。

3月17日（金）
㊟チケットは、3月31日（金）までに購入してください。

※未就学児無料（日時指定予約が必要）
※障害者手帳をお持ちの方とその介護者1名は無料（日時指定予約が必要）
※学生証、各種証明書をお持ちの方は、入場の際にご提示ください。
※本展を観覧された方は、同日に限り常設展示（地球館・日本館）もご覧いただけます
　（常設展示の開館時間内に限る）。

区　分 一般・大学生 小・中・高校生
会　員 1,600円 400円
通常料金 （2,200円） （600円）

料　金

申込締切

会　場

日時・枚数

枚　数

座　席

① 5月19日（金）午後6時30分～
　 先着10枚
② 5月21日（日）午前11時30分～
　 先着10枚
お台場ビッグトップ（青梅R地区）
SS席 （通常料金 平　日　大人12,800円・子供8,800円
  土日祝　大人13,800円・子供9,800円）

1会員あたり5枚まで、会員価格で購入可 3月17日（金）まで

＊ 3歳未満は保護者1名につき1名まで膝上に限り無料
   （座席が必要な場合はチケット必要）

撮影：横井洋司

2023 年春、国立科学博物館に
「恐竜博」が帰ってくる !

柳家さん喬独演会
柳のごとく、しなやかに

　　聴かせる語り、柳家さん喬

シルク・ドゥ・ソレイユ

ダイハツ  アレグリア

観覧券

─新たなる光─
〈東京公演〉

先着15組（2名1組）
五
月
場
所

枚　数

場　所

申込締切あっせん日程

両国国技館

5月14日（日）～5月27日（土）
＊千秋楽は除く

先着 15組／ 1会員あたり、1組（2名分）
㊟1名で参加希望の方は、サービスセンターまでご相談ください。

① 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

② イスB席 10,400円相当 ⇒ 8,800円
 〔チケット5,000+お土産（5,400円）〕  ※土日祝はプラス500円
＊マスB席（11・12列目2人席、お土産付き15,900円⇒12,900円）平日限定にて
斡旋します。申込確定については、お時間がかかる旨ご了承ください。詳細は、
サービスセンターへお問い合わせください。

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。

希望のお日にち・席種を選んで、お申し込みください。

申込
確定

電話申込　3/17（金）まで

•希望の日程・席種（上記①～②）
•他の日程にて第2希望まで受付可

チケット
入荷
連絡

受取
在庫確認・
調整

3月17日（金）まで
在庫状況により、ご用意できない場合が
ありますので、予めご了承ください。

座　席

場　所

申込締切

枚　数

料　金

プロ野球巨人公式戦観戦チケット巨人公式戦観戦チケット
東京ドーム

指定席A + 東京ドームグループ利用券
（一般5,800円）  （1,000円分）

•1塁・3塁の席指定不可
•東京ドームグループ利用券：有効期限があり、またおつりはでません。

各日　先着8枚
•1会員あたり、合計5枚まで（複数試合の申込可）

会員　5,700円

3月17日（金）まで

5・6月

☆ ユニホームデー：レプリカユニホーム配布

場　所

座　席

申込方法

料　金

味の素スタジアム
ホーム自由席／バックセンター指定席／メインS指定席
（当日券：ホーム自由席　大人 3,200円、U-18 1,500円／バックセンター指定席　大人4,800円、U-18 1,800円／メインS指定席6,000円）

1リーグチケット1リーグチケットJJ

http：//www.fctokyo.co.jp/
※今後の状況により、料金の変動または販売停止等となる場合も
　ありますので、ご了承ください。
＊ FC東京主催試合のみが対象です。（JFL等の試合は対象外）
＊ 試合日程は、FC東京オフィシャルホームページをご覧いただくか、
 サービスセンターまでお問い合わせください。

FC東京主催試合

試合開催日5週間前までに、サービスセンターへお申し込みください。
（販売状況により在庫がある場合は3週間まで受付可、サービスセンターまで
お問い合わせください。）

チームマスコット
「東京ドロンパ」

ⓒF.C.TOKYO

席　種 区　分 料　金

ホーム自由席
会員・家族　大人 2,200円（一般2,700円）
会員・家族　U-18 900円（一般1,100円）

バックセンター
指定席

会員・家族　大人 3,200円（一般4,050円）
会員・家族　U-18 1,100円（一般1,400円）

メインS指定席 会員・家族 4,300円（一般5,200円）

コロナ感染症対策等の
会場ガイドライン

やなぎ　　 や きょう

TEL 0422-47-5152
受付 平日8：30～17：00

1

2

3

4

5

6

1～4チケットの申込方法
サービスセンターへ、電話でお申し込みください。
【先着順】 〔申込：3月17日（金）まで〕
 1 恐竜博展　 2 柳家さん喬独演会　 3 ダイハツ アレグリア　 4 大相撲五月場所　 5 巨人公式戦
【希望者】 〔申込：原則試合開始5週間前まで〕　6 Jリーグ FC東京　



すべてを大きく包み込み、
またたく間に惹きつけていく芸の力。
大爆笑の滑稽噺から、
心洗われる人情噺まで、
柳家さん喬師匠の円熟の至芸を、
じっくりとお楽しみください。

対戦カード 日　時 ユニホームデー

巨人  VS  広島 5/13（土）
14：00～ ─

巨人  VS  中日 5/21（日）
14：00～ ─

巨人  VS  DeNA 5/23（火）
18：00～ ☆

巨人  VS  日本ハム 6/3（土）
14：00～ ─

巨人  VS  西武 6/13（火）
18：00～ ☆

巨人  VS  楽天 6/17（土）
14：00～ ─

巨人  VS  楽天 6/18（日）
13：00～ ─

区　分 大　人 子　供
（3歳～小学生）

① 5月19日（金） 8,100円 5,600円
② 5月21日（日）10,500円 7,500円

料　金

申込期限

日時・枚数

会　場

座　席

枚　数

6月24日（土）
夜の部 午後6時開演　先着20枚
三鷹市芸術文化センター 星のホール
指定席（通常料金　大人3,000円／高校生以下1,000円）
1会員あたり4枚まで、会員価格で購入可

3月17日（金）まで

＊未就学児入場不可
＊託児サービス（公演当日に1歳～未就学児／500円／定員10名／
  申込締切6月10日（土）／申込は三鷹市芸術文化センター0422-47-5122）

区　分 大　人 高校生以下
会　員 2,300円 700円
一　般 2,700円 900円

（公演当日学生証拝見）

料　金

その他

申込締切

会　場

会　期

枚　数

3月14日（火）～6月18日（日）
＊休館日：月曜日
※ただし、３月27日、４月３日、５月１日、６月12日は開館

国立科学博物館（東京・上野公園）
1会員あたり、5枚まで

•本展では、入場の際に紙チケットの他にオンラインに
よる日時指定予約（無料）が必要です。必ず展覧
会公式サイトで人数分の日時指定予約を行ってから
ご来場ください。
•土日祝および会期後半は予約枠が埋まる可能性が
あります。

　会期前半のご予約・ご来場をおすすめします。
•入場希望日の日時指定予約が取れず入場できなかっ
た場合でも、払い戻しはいたしません。

3月17日（金）
㊟チケットは、3月31日（金）までに購入してください。

※未就学児無料（日時指定予約が必要）
※障害者手帳をお持ちの方とその介護者1名は無料（日時指定予約が必要）
※学生証、各種証明書をお持ちの方は、入場の際にご提示ください。
※本展を観覧された方は、同日に限り常設展示（地球館・日本館）もご覧いただけます
　（常設展示の開館時間内に限る）。

区　分 一般・大学生 小・中・高校生
会　員 1,600円 400円
通常料金 （2,200円） （600円）

料　金

申込締切

会　場

日時・枚数

枚　数

座　席

① 5月19日（金）午後6時30分～
　 先着10枚
② 5月21日（日）午前11時30分～
　 先着10枚
お台場ビッグトップ（青梅R地区）
SS席 （通常料金 平　日　大人12,800円・子供8,800円
  土日祝　大人13,800円・子供9,800円）

1会員あたり5枚まで、会員価格で購入可 3月17日（金）まで

＊ 3歳未満は保護者1名につき1名まで膝上に限り無料
   （座席が必要な場合はチケット必要）

撮影：横井洋司

2023 年春、国立科学博物館に
「恐竜博」が帰ってくる !

柳家さん喬独演会
柳のごとく、しなやかに

　　聴かせる語り、柳家さん喬

シルク・ドゥ・ソレイユ

ダイハツ  アレグリア

観覧券

─新たなる光─
〈東京公演〉

先着15組（2名1組）
五
月
場
所

枚　数

場　所

申込締切あっせん日程

両国国技館

5月14日（日）～5月27日（土）
＊千秋楽は除く

先着 15組／ 1会員あたり、1組（2名分）
㊟1名で参加希望の方は、サービスセンターまでご相談ください。

① 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

② イスB席 10,400円相当 ⇒ 8,800円
 〔チケット5,000+お土産（5,400円）〕  ※土日祝はプラス500円
＊マスB席（11・12列目2人席、お土産付き15,900円⇒12,900円）平日限定にて
斡旋します。申込確定については、お時間がかかる旨ご了承ください。詳細は、
サービスセンターへお問い合わせください。

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。

希望のお日にち・席種を選んで、お申し込みください。

申込
確定

電話申込　3/17（金）まで

•希望の日程・席種（上記①～②）
•他の日程にて第2希望まで受付可

チケット
入荷
連絡

受取
在庫確認・
調整

3月17日（金）まで
在庫状況により、ご用意できない場合が
ありますので、予めご了承ください。

座　席

場　所

申込締切

枚　数

料　金

プロ野球巨人公式戦観戦チケット巨人公式戦観戦チケット
東京ドーム

指定席A + 東京ドームグループ利用券
（一般5,800円）  （1,000円分）

•1塁・3塁の席指定不可
•東京ドームグループ利用券：有効期限があり、またおつりはでません。

各日　先着8枚
•1会員あたり、合計5枚まで（複数試合の申込可）

会員　5,700円

3月17日（金）まで

5・6月

☆ ユニホームデー：レプリカユニホーム配布

場　所

座　席

申込方法

料　金

味の素スタジアム
ホーム自由席／バックセンター指定席／メインS指定席
（当日券：ホーム自由席　大人 3,200円、U-18 1,500円／バックセンター指定席　大人4,800円、U-18 1,800円／メインS指定席6,000円）

1リーグチケット1リーグチケットJJ

http：//www.fctokyo.co.jp/
※今後の状況により、料金の変動または販売停止等となる場合も
　ありますので、ご了承ください。
＊ FC東京主催試合のみが対象です。（JFL等の試合は対象外）
＊ 試合日程は、FC東京オフィシャルホームページをご覧いただくか、
 サービスセンターまでお問い合わせください。

FC東京主催試合

試合開催日5週間前までに、サービスセンターへお申し込みください。
（販売状況により在庫がある場合は3週間まで受付可、サービスセンターまで
お問い合わせください。）

チームマスコット
「東京ドロンパ」

ⓒF.C.TOKYO

席　種 区　分 料　金

ホーム自由席
会員・家族　大人 2,200円（一般2,700円）
会員・家族　U-18 900円（一般1,100円）

バックセンター
指定席

会員・家族　大人 3,200円（一般4,050円）
会員・家族　U-18 1,100円（一般1,400円）

メインS指定席 会員・家族 4,300円（一般5,200円）

コロナ感染症対策等の
会場ガイドライン

やなぎ　　 や きょう

TEL 0422-47-5152
受付 平日8：30～17：00

1

2

3

4

5

6

1～4チケットの申込方法
サービスセンターへ、電話でお申し込みください。
【先着順】 〔申込：3月17日（金）まで〕
 1 恐竜博展　 2 柳家さん喬独演会　 3 ダイハツ アレグリア　 4 大相撲五月場所　 5 巨人公式戦
【希望者】 〔申込：原則試合開始5週間前まで〕　6 Jリーグ FC東京　



わくわく!  春のおトク情報 !!
「アミューズメント施設」「チケットポート」「三鷹の森ジブリ美術館」補助券

東京ディズニーリゾート・コーポレートプログラム利用券

4月1日（土）～2024年3月31日（日）
●ウォーターパーク・スプリングパーク・江戸情話 与市・スパガーデンパレオ共通の入場券
●大人～幼児共通（3歳から有料）

福島県いわき市 1会員あたり、10枚まで

通常料金　大人（中学生～）3,570円、小学生2,250円、
幼児（3歳～）1,640円のところ
会員　600円
サービスセンター窓口
先着順・売切れ次第終了!

料　金

購入方法

場　所

内　容

枚　数

有効期間

チケットスパリゾートハワイアンズスパリゾートハワイアンズ

スペシャル料金

㊟ プール利用不可

有効期間

内　容

場　所

購入方法

法人アトラクションパスセット
TOBU ZOOTOBU ZOO

東東武武動動 園園物物公公
4月1日（土）～2024年2月29日（木）まで
●有効期間内のお好きな1日利用できます。
●入園+のりもの乗り放題（一部別料金）
●大人・子供共通（3歳から有料）
＊ 夏季プールは利用できません。
 別途「日付指定プール入場券」の購入が
 必要となります。

埼玉県南埼玉郡宮代町大字須賀１１０

1会員あたり、5枚まで
（6～10枚は、一般料金）

枚　数

料　金 通常料金　大人（中学生～）5,300円、中人（中・高校生）5,000円、
小人（3～11歳）4,000円、シニア（60歳以上）4,000円のところ

会員　1,700円（一般　2,100円）
サービスセンター窓口
先着順・売切れ次第終了!

ワンデーパスよみうりランドよみうりランド
有効期間

内　容

場　所

枚　数

料　金

購入方法

4月1日（土）～2024年3月31日（日）
●有効期間内のお好きな1日利用できます。
●入園+アシカショー+のりものフリー
●大人・子供共通（3歳から有料）
＊ このチケットでは、夏季プールは利用できません。
 「プール付ワンデーパス」の販売は未定

稲城市矢野口4015-1

1会員あたり、5枚まで

㊟ プール利用不可

通常料金　大人（18～64歳）5,800円、中高生4,600円、
小学生・シニア（65歳～）4,000円、
3歳～未就学児2,400円のところ

会員　3,500円

サービスセンター窓口
先着順・売り切れ次第終了!

料　金

購入期限

枚　数

有効期間 4月1日（土）～8月31日（木）
1会員あたり、10枚まで

府中市郷土の森博物館 入場券
最新型プラネタリウムが映し出す一億個の星 と々、四季を通じて楽しめるフィールドミュージアム

サービスセンター窓口
販売：８月２５日（金）まで

＊ 4歳未満は無料
＊ 休館日、開館時間、プラネタリウムの投影内容等は、施設HPでご確認いただくか、
　府中市郷土の森博物館（042-368-7921）へお問い合わせください。

種　類 区　分 会　員

入場券 大　人 通常料金300円のところ
200円

プラネタリウム観覧付
入場券

大　人 通常料金900円のところ
600円

中学生以下 通常料金450円のところ
300円

有効期間

有効期間

発　行

有効期間

枚　数

内　容

枚　数

購入方法

料　金

木更津市
江川海岸 潮干狩券

区　分 大　人 小人（4歳～小学生）
会　員 1,500円 700円
（当日券） （2,000円） （1,000円）

4月1日（土）～7月17日（月・祝）
＊潮干狩りができない日があります。
  必ず「潮見表」でご確認の上、お出かけください。

●江川海岸潮干狩り　入場券+採貝券
●採貝量 大人券：2kgまで
 小人（4歳～小学生）：1kgまで
 （超過採貝料：1kgにつき1,000円）

1会員あたり、10枚まで

  所在地・問合せ先
  木更津市江川５７６-6
  新木更津市漁業協同組合江川支所
  ※4/1から岩根支所に名称変更
  TEL  0438-41-2234
  （木更津金田I.C降りて現地まで約5km）

・無料大駐車場有
・無料更衣室／休憩所大人200円、小人100円
・貸熊手：特別料金50円
  （三鷹市勤労者福祉サービスセンターの会員と伝える）
㊟土日祝の混雑時の迂回路として、袖ケ浦I.Cの利用をお奨めします。

サービスセンター窓口
販売：6月30日（金）まで

3月31日（金）～サービスセンター窓口でお受け取りください。

４月１日（土）～2024年３月31日（日）
1会員、1,500円券を1枚

補助券は、会報「特集号（NO.343）」と一緒に各事
業所へ送付します。（4月上旬）
＊ 個人会員は、自宅へ送付します。

事業所の担当者より
お受け取りください。

注1）特集号が届きましたら、同封の有無を
必ずご確認ください。

注2）「補助券」の再発行はできませんので、
大切に保管してご利用ください。

４月１日（土）～2024年３月31日（日）

7

8

9

7～11チケットの購入方法
3月31日（金）から、サービスセンター窓口で販売します。電話でもお申し込みいただけます。
【先着順】7 スパリゾートハワイアンズ　8 東武動物公園　9 よみうりランド　
【希望者】10 府中市郷土の森博物館　11 江川海岸　潮干狩券

販売開始

3/31（金） 10

11

4 5



わくわく!  春のおトク情報 !!
「アミューズメント施設」「チケットポート」「三鷹の森ジブリ美術館」補助券

東京ディズニーリゾート・コーポレートプログラム利用券

4月1日（土）～2024年3月31日（日）
●ウォーターパーク・スプリングパーク・江戸情話 与市・スパガーデンパレオ共通の入場券
●大人～幼児共通（3歳から有料）

福島県いわき市 1会員あたり、10枚まで

通常料金　大人（中学生～）3,570円、小学生2,250円、
幼児（3歳～）1,640円のところ
会員　600円
サービスセンター窓口
先着順・売切れ次第終了!

料　金

購入方法

場　所

内　容

枚　数

有効期間

チケットスパリゾートハワイアンズスパリゾートハワイアンズ

スペシャル料金

㊟ プール利用不可

有効期間

内　容

場　所

購入方法

法人アトラクションパスセット
TOBU ZOOTOBU ZOO

東東武武動動 園園物物公公
4月1日（土）～2024年2月29日（木）まで
●有効期間内のお好きな1日利用できます。
●入園+のりもの乗り放題（一部別料金）
●大人・子供共通（3歳から有料）
＊ 夏季プールは利用できません。
 別途「日付指定プール入場券」の購入が
 必要となります。

埼玉県南埼玉郡宮代町大字須賀１１０

1会員あたり、5枚まで
（6～10枚は、一般料金）

枚　数

料　金 通常料金　大人（中学生～）5,300円、中人（中・高校生）5,000円、
小人（3～11歳）4,000円、シニア（60歳以上）4,000円のところ

会員　1,700円（一般　2,100円）
サービスセンター窓口
先着順・売切れ次第終了!

ワンデーパスよみうりランドよみうりランド
有効期間

内　容

場　所

枚　数

料　金

購入方法

4月1日（土）～2024年3月31日（日）
●有効期間内のお好きな1日利用できます。
●入園+アシカショー+のりものフリー
●大人・子供共通（3歳から有料）
＊ このチケットでは、夏季プールは利用できません。
 「プール付ワンデーパス」の販売は未定

稲城市矢野口4015-1

1会員あたり、5枚まで

㊟ プール利用不可

通常料金　大人（18～64歳）5,800円、中高生4,600円、
小学生・シニア（65歳～）4,000円、
3歳～未就学児2,400円のところ

会員　3,500円

サービスセンター窓口
先着順・売り切れ次第終了!

料　金

購入期限

枚　数

有効期間 4月1日（土）～8月31日（木）
1会員あたり、10枚まで

府中市郷土の森博物館 入場券
最新型プラネタリウムが映し出す一億個の星 と々、四季を通じて楽しめるフィールドミュージアム

サービスセンター窓口
販売：８月２５日（金）まで

＊ 4歳未満は無料
＊ 休館日、開館時間、プラネタリウムの投影内容等は、施設HPでご確認いただくか、
　府中市郷土の森博物館（042-368-7921）へお問い合わせください。

種　類 区　分 会　員

入場券 大　人 通常料金300円のところ
200円

プラネタリウム観覧付
入場券

大　人 通常料金900円のところ
600円

中学生以下 通常料金450円のところ
300円

有効期間

有効期間

発　行

有効期間

枚　数

内　容

枚　数

購入方法

料　金

木更津市
江川海岸 潮干狩券

区　分 大　人 小人（4歳～小学生）
会　員 1,500円 700円
（当日券） （2,000円） （1,000円）

4月1日（土）～7月17日（月・祝）
＊潮干狩りができない日があります。
  必ず「潮見表」でご確認の上、お出かけください。

●江川海岸潮干狩り　入場券+採貝券
●採貝量 大人券：2kgまで
 小人（4歳～小学生）：1kgまで
 （超過採貝料：1kgにつき1,000円）

1会員あたり、10枚まで

  所在地・問合せ先
  木更津市江川５７６-6
  新木更津市漁業協同組合江川支所
  ※4/1から岩根支所に名称変更
  TEL  0438-41-2234
  （木更津金田I.C降りて現地まで約5km）

・無料大駐車場有
・無料更衣室／休憩所大人200円、小人100円
・貸熊手：特別料金50円
  （三鷹市勤労者福祉サービスセンターの会員と伝える）
㊟土日祝の混雑時の迂回路として、袖ケ浦I.Cの利用をお奨めします。

サービスセンター窓口
販売：6月30日（金）まで

3月31日（金）～サービスセンター窓口でお受け取りください。

４月１日（土）～2024年３月31日（日）
1会員、1,500円券を1枚

補助券は、会報「特集号（NO.343）」と一緒に各事
業所へ送付します。（4月上旬）
＊ 個人会員は、自宅へ送付します。

事業所の担当者より
お受け取りください。

注1）特集号が届きましたら、同封の有無を
必ずご確認ください。

注2）「補助券」の再発行はできませんので、
大切に保管してご利用ください。

４月１日（土）～2024年３月31日（日）

7

8

9

7～11チケットの購入方法
3月31日（金）から、サービスセンター窓口で販売します。電話でもお申し込みいただけます。
【先着順】7 スパリゾートハワイアンズ　8 東武動物公園　9 よみうりランド　
【希望者】10 府中市郷土の森博物館　11 江川海岸　潮干狩券

販売開始

3/31（金） 10

11
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FUJIYAMA倶楽部がFUJIYAMAnetクラブに変わります！

本会報はQRコードを使用しています。
QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

利用方法

申込締切

枚　数

有効期間 4月1日（土）～　9月30日（土）
1会員あたり、5枚まで
通常料金　大人4,400円／小人3,300円のところ

会員 大人（小人共通） 3,700円
 小人（3歳～小学生） 2,800円

3月17日（金）まで

TM & © TOHO CO., LTD. 　©TEZUKA PRODUCTIONS

区 分 大人券（小人共通） 小人券（3歳～小学生）

会 員
通常料金4,400円のところ
3,700円

通常料金3,300円のところ
2,800円

西武園ゆうえんち西武園ゆうえんち 入園＋乗り物フリー

夏季は、
プールも利用できます!

料　金

ムーミンバレーパーク
4月1日（土）～2024年3月31日（日）
埼玉県飯能市宮沢327-6
1会員あたり、5枚まで
通常料金　大人3,200円／小人2,000円のところ

会員　大人　2,200円／子供（4歳～小学生）　1,200円
※ご来園前に公式サイトをご確認ください。

3月17日（金）まで

有効期間

場　所

枚　数

料　金

申込締切

4月1日（土）～2024年3月31日（日）
観覧付入館券（展示室+プラネタリウムまたは大型映像を1回）

西東京市芝久保町5-10-64

1会員あたり、5枚まで
通常料金　大人1,040円／４歳～高校生420円のところ
会員　大人　800円／４歳～高校生　300円

有効期間

場　所

内　容

枚　数

料　金
申込締切

1デーパス1デーパス

世界最大級のプラネタリウムと
観察・実験・工作が楽しめる体験型ミュージアム多摩六都科学館

3月17日（金）まで

サービスセンターへ、電話でお申込みください。〔申込：3月17日（金）まで〕上記チケットの申込方法

 全福センター会員特典 がご利用いただけます!

紙の割引券から、WEBサイト「FUJIYAMAnetクラブ」による優待料金でのご利用になります。
※紙の割引券は３／ 31までのご利用となります。

1． 店舗
 「会員証」「協定施設割引券」を提示
2． オンライン
 会計情報の入力画面でクーポンコードを
入力してください。

 クーポンコード：K100-27Y9-GRK5
 （2023年3月31日まで有効）
 ㊟2023年4月1日以降のクーポンコードは、
サービスセンターへお問い合わせください。

「全福センター」と
スタッフに伝えて
いただくとスムーズです！

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

342
2023

● 6月歌舞伎鑑賞教室　6/4（日）　6/17（土）
● 6月能楽鑑賞教室　6/24（土）4月号の予告

3

事業所数 369社 （前月末比1社減）
会 員 数  2,605人 （前月末比増減なし）
（内 個人会員 177人）令和5年1月31日現在
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