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入会状況（平成30年3月31日現在）
会員数： 11,485人　 事業所数： 3,360所

一般財団法人 東京広域勤労者サービスセンター

CONTENTS

申 込 方 法 		３ページをご覧ください。
あっせん料金 	2,000円　　一般料金　3,000円相当・税サービス料込
あっせん枚数 	800枚　	1会員	4枚まで	※締切後申込多数の場合は抽選です。
券の有効期限 	 平成30年11月30日（金）まで
申 込 締 切 	 5月31日（木）　午後5時必着
抽 選 結 果 		当選の方のみ6月20日（水）までにご通知します。	

窓口受取の方は、当選連絡後にお受け取りください。

東京ドームホテル　レストラン共通ランチ券

対象レストラン ・メニュー内容は変更になる場合がございます。　・ご利用の際はご予約をお願いいたします。

東京ドームホテル3F
スーパーダイニング
	「リラッサ」
03-5805-2277

ランチブッフェ：洋食、中華、和食スイーツなどのブッフェメ
ニュー　ソフトドリンクバー付
※季節によりメニュー内容は変わります。
ランチ時間　11：30〜15：00（ラストイン14：30）［90分制］

東京ドームホテル43F
サウンドステージ&ダイニング
「アーティスト	カフェ」
03-5805-2243

メインディッシュ（1品）+ブッフェ（前菜、サラダ、ドルチェ）
コーヒーまたは紅茶つき
※季節によりメニュー内容は変わります。
ランチ時間　平　日11：30〜14：30（ラストイン14：00）

土日祝11：00〜15：00（ラストイン14：30）
※土日祝は90分制

後楽園ホールビル2F
中国料理
「後楽園飯店」
03-3817-6134

セットメニュー：	前菜・料理2品・点心・ご飯・スープ・デザート・
コーヒー

ランチ時間　11：30〜14：00

ミーツポート2F
スパニッシュ・イタリアン
「バルコ」
03-5805-3167

セットメニュー：	前菜・サラダ・スープ・メイン・デザート・コー
ヒーまたは紅茶

ランチ時間　11：00〜15：00（ラストオーダー14：30）
レストランによってはお子様（４歳～小学生）の料金が、ランチ券購入価格よりお安くなります。お子様料金については各レストランにお問い合わせください。

申込多数の場合、抽選
当選者のみにご連絡

アーティスト カフェ（イメージ） 後楽園飯店（イメージ）

（ランチ券特別メニュー）

（ランチ券特別メニュー）

東京ドームホテル　レストラン共通ランチ券 1
平成30年度事業計画および収支予算 
ライフサポート倶楽部直営リゾート施設のご案内 2
あっせん情報
シネマコンプレックス映画鑑賞券�
松竹映画「妻よ薔薇のように　家族はつらいよⅢ」鑑賞券�
区内公衆浴場共通入浴券（回数券）�
スポーツ観戦チケット（プロ野球、サッカー、大相撲）�
ゴルフ練習場回数券、エンターテインメント　展覧会�
ゆうえんち1日フリーパス、箱根小涌園ユネッサン 3

会員証提示優待　東京ドームシティ 12
各区限定サービス 13
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利用ガイドダイジェスト訂正 18
フレンドリーげんき申込書 19
池袋コミュニティ・カレッジ優待 20
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理事長就任のご挨拶
このたび、一般財団法人東京広域勤労者サービスセンター理事会におきまして、前理事長水島正彦の後を継ぎ、理事長に就任いたしました。
当センターは、本年４月より杉並区を加えた４区を対象に勤労者福祉サービスを提供することとなりました。
これまで以上に、広域的な組織へと変革期を迎える時期に理事長職に就くにあたり、大変、光栄に思いますと共に、その責務の
重さを痛感しているところでございます。
地域の中小企業勤労者の福利厚生の向上をもって社会の発展に寄与するため、微力ながら誠心誠意全力を尽くす所存でござい
ますので、前任者同様、引き続きご指導ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。
平成30年5月吉日

一般財団法人東京広域勤労者サービスセンター　　理事長　北川 嘉昭（荒川区副区長）



余暇の充実のために   ［余暇活動事業］
❶ 券のあっせん

・レストラン食事券 ・プロ野球・サッカー・大相撲観戦券
・観劇、コンサート ・区内公衆浴場共通入浴券
・映画鑑賞券 ・図書カード、クオカード

❷ 各種利用補助券（割引券）の発行
・遊園地、日帰り温泉、プール、映画、東京ディズニーリゾート等

❸ 遊園地等１日フリーパス券のあっせん・割引利用
・としまえん、西武園ゆうえんち、あらかわ遊園、 

箱根小涌園ユネッサン、東京ドームシティ、 
スパリゾートハワイアンズ、東武動物公園

❹ ディズニーランドパーティーの実施
暮らしの向上のために   ［生活安定事業］

給付金（祝金、見舞金、弔慰金）の支給

平成30年度事業計画および収支予算

健やかに生きるために   ［健康維持・増進事業］
❶ インフルエンザ予防接種費用補助
❷ 人間ドック
❸ フィットネスクラブの割引利用
❹ 運動施設回数券のあっせん

キャリアアップや働きやすい職場づくりのために  ［講習会事業］
❶ 簿記講座３級
❷ 士業（税理士等）によるセミナー

もっと活用していただくために   ［情報提供事業］
会報誌「フレンドリーげんきタイム」を年間６回発行

（5・7・9・11・1・3月）
※合併による事業統合の関係上、事業のメニューや案内方法等が各区で異

なる場合があります。

平成30年度主な事業計画

■収入� （単位：千円） ■支出� （単位：千円）

科　　目 予算額 備　　　考
事 業 収 入 154,270 会費、事業活動による収入

補 助 金 収 入 99,026 区からの補助金収入

寄 附 金 収 入 43,000 杉並区からの剰余金、出捐金収入

雑 収 入 等 5,195 協同事業分担金収入、広告料収入等

前期繰越収支差額 20,000

合　　計 321,491

科　　目 予算額 備　　　考
事 業 費 支 出 242,023 事業に要する経費、事業に係る人件費

管 理 費 支 出 39,209 管理運営費、管理に係る人件費

投 資 活 動 支 出 3,000 勤労者福祉事業積立資産支出

予 備 費 支 出 3,000

合　　計 287,232

【次期繰越収支差額　34,259千円】
※詳細は当サービスセンターホームページで公開します。

平成30年度収支予算

平成30年3月開催の理事会・評議員会で決まりました。

ライフサポート倶楽部 直営リゾート施設「リソル生命の森」のご案内

家族と！仲間と！パートナーと！くつろぎのひとときを提供するリソルグループ直営施設

Stay

カナダ産ログハウス ホテルトリニティ書斎
２名様から８名様までさまざまなタイプのログハウスは、

カナダ檜作りの別荘風宿泊施設。 早朝の小鳥のさえずり

から始まる静かな森の１日をお楽しみいただけます。

「リソル生命の森」 のシンボルタワーである “ホテルトリニティ書斎”。

海外の贅沢なコンドミニアムを思わせる客室は、 全室スイートタイ

プで上質な時間をお過ごしいただけます。

（全室禁煙とさせていただいております。）

みんなで
泊まるなら！

全室スイート！

メニュー No.120007 メニュー No.120008

     ■ 宿泊代金 ■　
　　 ２名１室利用時
     お一人様 素泊り

     ■ 宿泊代金 ■　
　　 ２名１室利用時
     お一人様 素泊り

※画像はすべてイメージです。※上記施設は　　 マーク対象となります。

※掲載内容は２０１８年２月１日現在の内容となります。※表示の金額は原則として税込料金です。
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カナダ産ログハウス
２名様から８名様までさまざまなタイプ
のログハウスは、カナダ檜作り別荘風宿
泊施設。早朝の小鳥のさえずりから始まる
静かな森の１日をお楽しみいただけます。

ホテルトリニティ書斎
「リソル生命の森」のシンボルタワーである“ホテルトリニ
ティ書斎”。海外の贅沢なコンドミニアムを思わせる客室
は、全室スイートタイプで上質な時間をお過ごしいただけ
ます。（全室禁煙とさせていただいております）

リソル生命の森 日本メディカル
トレーニングセンター
厚生労働大臣認定「健康増進施設」
厚生労働省「指定運動療法施設」

エステティックサロン
ジュールフェリエ

日本メディカルトレーニングセンター【屋外設備】

樹の上の冒険王国「ターザニア」

ラク・レマン プール

リラクゼーション

●400m陸上競技用トラック（6レーン)
●天然芝グラウンド（２面）
　・第一グラウンド（140m×100m）
　・第二グラウンド（135m×95m）
●ジョギング・ウォーキングコース
　・フィンネンバーン 1.7km

●アドベンチャーコース（身長140cm以上）

利用条件

優待料金一般料金

3,300円18歳以上 3,800円 ➡

●ロングジップスライド（身長140cm以上）
優待料金一般料金

1,000円小学生以上 1,500円 ➡

●キャノピーコース（身長110cm以上）

2,100円小学生以上 2,600円 ➡

2,300円小学生以上
18歳未満 2,800円 ➡

メニューNo. 120007 メニューNo. 120008

■宿泊代金  2名1室利用時お一人様 素泊り

7,500円
～12,500円

■宿泊代金  2名1室利用時お一人様 素泊り　

5,500円
～10,500円

小学生以上、体重130kgまでで、パーク内のルールをお守り
いただける方
●ロングジップスライドとアドベンチャーコース
   身長140㎝以上
◎18才未満2名につき、保護者1名の同伴プレーが必要です。
●キャノピーコース    身長110㎝以上
◎18歳未満の方がプレーする場合は、年齢により保護者の
　同伴プレー、または同伴が必要です。

ラク・レマン プール入場料
優待料金一般料金

1,000円おとな
（中学生以上）1,600円 ➡

500円こども（小学生）800円 ➡
※宿泊者は無料。

※お問合せ・ご利用の際は「ライフサポート会員」である旨
　と「会員番号」を必ずお申出ください。

2017年4月
リニューアル

生命の森レストラン 和食処 翠州亭（すいすてい）

❷10名様より無料送迎あり（15㎞圏内・要予約）
❶ワンドリンクサービス ※生ビール（小）サイズ or

　ソフトドリンク

生命の森レストラン
ブローニュ

ランチビュッフェ

5%割引
一般料金より

挙式＋披露宴の場合

披露宴のみの場合

①挙式料

194,400円 ➡
優待料金一般料金

②ホテルトリニティ書斎スイートルーム
　（挙式前日または当日） 

ペア宿泊プレゼント

30名様以上ウェディングケーキ
プレゼント

いちご摘み サツマイモ掘り 竹の子掘り

エバーグリーンホースガーデン 木工倶楽部（ターザニア） 親子ケーキ作り教室

●テニスコート
　・オムニコート（4面）
　※ナイター設備あり
●天然芝フットサルコート（2面）
●アーチェリー場（90m）

● 会員特典 ●

● 会員特典 ●

● 会員特典 ●

● 会員特典 ●

● 会員特典 ●

遊んで
体験イベント

97,200円～

かつてスイス大使館として
使用されていました。

全室スイート！

みんなで
泊まるなら！

GourmetStay

Leisure

SportsRelax

Bridal

※画像はすべてイメージです。 ※上記施設は　 マーク対象となります。 ※掲載内容は2018年2月1日現在の内容となります。 
※表示の金額は原則として税込料金です。35
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カナダ産ログハウス
２名様から８名様までさまざまなタイプ
のログハウスは、カナダ檜作り別荘風宿
泊施設。早朝の小鳥のさえずりから始まる
静かな森の１日をお楽しみいただけます。

ホテルトリニティ書斎
「リソル生命の森」のシンボルタワーである“ホテルトリニ
ティ書斎”。海外の贅沢なコンドミニアムを思わせる客室
は、全室スイートタイプで上質な時間をお過ごしいただけ
ます。（全室禁煙とさせていただいております）

リソル生命の森 日本メディカル
トレーニングセンター
厚生労働大臣認定「健康増進施設」
厚生労働省「指定運動療法施設」

エステティックサロン
ジュールフェリエ

日本メディカルトレーニングセンター【屋外設備】

樹の上の冒険王国「ターザニア」

ラク・レマン プール

リラクゼーション

●400m陸上競技用トラック（6レーン)
●天然芝グラウンド（２面）
　・第一グラウンド（140m×100m）
　・第二グラウンド（135m×95m）
●ジョギング・ウォーキングコース
　・フィンネンバーン 1.7km

●アドベンチャーコース（身長140cm以上）

利用条件

優待料金一般料金

3,300円18歳以上 3,800円 ➡

●ロングジップスライド（身長140cm以上）
優待料金一般料金

1,000円小学生以上 1,500円 ➡

●キャノピーコース（身長110cm以上）

2,100円小学生以上 2,600円 ➡

2,300円小学生以上
18歳未満 2,800円 ➡

メニューNo. 120007 メニューNo. 120008

■宿泊代金  2名1室利用時お一人様 素泊り

7,500円
～12,500円

■宿泊代金  2名1室利用時お一人様 素泊り　

5,500円
～10,500円

小学生以上、体重130kgまでで、パーク内のルールをお守り
いただける方
●ロングジップスライドとアドベンチャーコース
   身長140㎝以上
◎18才未満2名につき、保護者1名の同伴プレーが必要です。
●キャノピーコース    身長110㎝以上
◎18歳未満の方がプレーする場合は、年齢により保護者の
　同伴プレー、または同伴が必要です。

ラク・レマン プール入場料
優待料金一般料金

1,000円おとな
（中学生以上）1,600円 ➡

500円こども（小学生）800円 ➡
※宿泊者は無料。

※お問合せ・ご利用の際は「ライフサポート会員」である旨
　と「会員番号」を必ずお申出ください。

2017年4月
リニューアル

生命の森レストラン 和食処 翠州亭（すいすてい）

❷10名様より無料送迎あり（15㎞圏内・要予約）
❶ワンドリンクサービス ※生ビール（小）サイズ or

　ソフトドリンク

生命の森レストラン
ブローニュ

ランチビュッフェ

5%割引
一般料金より

挙式＋披露宴の場合

披露宴のみの場合

①挙式料

194,400円 ➡
優待料金一般料金

②ホテルトリニティ書斎スイートルーム
　（挙式前日または当日） 

ペア宿泊プレゼント

30名様以上ウェディングケーキ
プレゼント

いちご摘み サツマイモ掘り 竹の子掘り

エバーグリーンホースガーデン 木工倶楽部（ターザニア） 親子ケーキ作り教室

●テニスコート
　・オムニコート（4面）
　※ナイター設備あり
●天然芝フットサルコート（2面）
●アーチェリー場（90m）

● 会員特典 ●

● 会員特典 ●

● 会員特典 ●

● 会員特典 ●

● 会員特典 ●

遊んで
体験イベント

97,200円～

かつてスイス大使館として
使用されていました。

全室スイート！

みんなで
泊まるなら！

GourmetStay

Leisure

SportsRelax

Bridal

※画像はすべてイメージです。 ※上記施設は　 マーク対象となります。 ※掲載内容は2018年2月1日現在の内容となります。 
※表示の金額は原則として税込料金です。35
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カナダ産ログハウス
２名様から８名様までさまざまなタイプ
のログハウスは、カナダ檜作り別荘風宿
泊施設。早朝の小鳥のさえずりから始まる
静かな森の１日をお楽しみいただけます。

ホテルトリニティ書斎
「リソル生命の森」のシンボルタワーである“ホテルトリニ
ティ書斎”。海外の贅沢なコンドミニアムを思わせる客室
は、全室スイートタイプで上質な時間をお過ごしいただけ
ます。（全室禁煙とさせていただいております）

リソル生命の森 日本メディカル
トレーニングセンター
厚生労働大臣認定「健康増進施設」
厚生労働省「指定運動療法施設」

エステティックサロン
ジュールフェリエ

日本メディカルトレーニングセンター【屋外設備】

樹の上の冒険王国「ターザニア」

ラク・レマン プール

リラクゼーション

●400m陸上競技用トラック（6レーン)
●天然芝グラウンド（２面）
　・第一グラウンド（140m×100m）
　・第二グラウンド（135m×95m）
●ジョギング・ウォーキングコース
　・フィンネンバーン 1.7km

●アドベンチャーコース（身長140cm以上）

利用条件

優待料金一般料金

3,300円18歳以上 3,800円 ➡

●ロングジップスライド（身長140cm以上）
優待料金一般料金

1,000円小学生以上 1,500円 ➡

●キャノピーコース（身長110cm以上）

2,100円小学生以上 2,600円 ➡

2,300円小学生以上
18歳未満 2,800円 ➡

メニューNo. 120007 メニューNo. 120008

■宿泊代金  2名1室利用時お一人様 素泊り

7,500円
～12,500円

■宿泊代金  2名1室利用時お一人様 素泊り　

5,500円
～10,500円

小学生以上、体重130kgまでで、パーク内のルールをお守り
いただける方
●ロングジップスライドとアドベンチャーコース
   身長140㎝以上
◎18才未満2名につき、保護者1名の同伴プレーが必要です。
●キャノピーコース    身長110㎝以上
◎18歳未満の方がプレーする場合は、年齢により保護者の
　同伴プレー、または同伴が必要です。

ラク・レマン プール入場料
優待料金一般料金

1,000円おとな
（中学生以上）1,600円 ➡

500円こども（小学生）800円 ➡
※宿泊者は無料。

※お問合せ・ご利用の際は「ライフサポート会員」である旨
　と「会員番号」を必ずお申出ください。

2017年4月
リニューアル

生命の森レストラン 和食処 翠州亭（すいすてい）

❷10名様より無料送迎あり（15㎞圏内・要予約）
❶ワンドリンクサービス ※生ビール（小）サイズ or

　ソフトドリンク

生命の森レストラン
ブローニュ

ランチビュッフェ

5%割引
一般料金より

挙式＋披露宴の場合

披露宴のみの場合

①挙式料

194,400円 ➡
優待料金一般料金

②ホテルトリニティ書斎スイートルーム
　（挙式前日または当日） 

ペア宿泊プレゼント

30名様以上ウェディングケーキ
プレゼント

いちご摘み サツマイモ掘り 竹の子掘り

エバーグリーンホースガーデン 木工倶楽部（ターザニア） 親子ケーキ作り教室

●テニスコート
　・オムニコート（4面）
　※ナイター設備あり
●天然芝フットサルコート（2面）
●アーチェリー場（90m）

● 会員特典 ●

● 会員特典 ●

● 会員特典 ●

● 会員特典 ●

● 会員特典 ●

遊んで
体験イベント

97,200円～

かつてスイス大使館として
使用されていました。

全室スイート！

みんなで
泊まるなら！

GourmetStay

Leisure

SportsRelax

Bridal

※画像はすべてイメージです。 ※上記施設は　 マーク対象となります。 ※掲載内容は2018年2月1日現在の内容となります。 
※表示の金額は原則として税込料金です。35
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カナダ産ログハウス
２名様から８名様までさまざまなタイプ
のログハウスは、カナダ檜作り別荘風宿
泊施設。早朝の小鳥のさえずりから始まる
静かな森の１日をお楽しみいただけます。

ホテルトリニティ書斎
「リソル生命の森」のシンボルタワーである“ホテルトリニ
ティ書斎”。海外の贅沢なコンドミニアムを思わせる客室
は、全室スイートタイプで上質な時間をお過ごしいただけ
ます。（全室禁煙とさせていただいております）

リソル生命の森 日本メディカル
トレーニングセンター
厚生労働大臣認定「健康増進施設」
厚生労働省「指定運動療法施設」

エステティックサロン
ジュールフェリエ

日本メディカルトレーニングセンター【屋外設備】

樹の上の冒険王国「ターザニア」

ラク・レマン プール

リラクゼーション

●400m陸上競技用トラック（6レーン)
●天然芝グラウンド（２面）
　・第一グラウンド（140m×100m）
　・第二グラウンド（135m×95m）
●ジョギング・ウォーキングコース
　・フィンネンバーン 1.7km

●アドベンチャーコース（身長140cm以上）

利用条件

優待料金一般料金

3,300円18歳以上 3,800円 ➡

●ロングジップスライド（身長140cm以上）
優待料金一般料金

1,000円小学生以上 1,500円 ➡

●キャノピーコース（身長110cm以上）

2,100円小学生以上 2,600円 ➡

2,300円小学生以上
18歳未満 2,800円 ➡

メニューNo. 120007 メニューNo. 120008

■宿泊代金  2名1室利用時お一人様 素泊り

7,500円
～12,500円

■宿泊代金  2名1室利用時お一人様 素泊り　

5,500円
～10,500円

小学生以上、体重130kgまでで、パーク内のルールをお守り
いただける方
●ロングジップスライドとアドベンチャーコース
   身長140㎝以上
◎18才未満2名につき、保護者1名の同伴プレーが必要です。
●キャノピーコース    身長110㎝以上
◎18歳未満の方がプレーする場合は、年齢により保護者の
　同伴プレー、または同伴が必要です。

ラク・レマン プール入場料
優待料金一般料金

1,000円おとな
（中学生以上）1,600円 ➡

500円こども（小学生）800円 ➡
※宿泊者は無料。

※お問合せ・ご利用の際は「ライフサポート会員」である旨
　と「会員番号」を必ずお申出ください。

2017年4月
リニューアル

生命の森レストラン 和食処 翠州亭（すいすてい）

❷10名様より無料送迎あり（15㎞圏内・要予約）
❶ワンドリンクサービス ※生ビール（小）サイズ or

　ソフトドリンク

生命の森レストラン
ブローニュ

ランチビュッフェ

5%割引
一般料金より

挙式＋披露宴の場合

披露宴のみの場合

①挙式料

194,400円 ➡
優待料金一般料金

②ホテルトリニティ書斎スイートルーム
　（挙式前日または当日） 

ペア宿泊プレゼント

30名様以上ウェディングケーキ
プレゼント

いちご摘み サツマイモ掘り 竹の子掘り

エバーグリーンホースガーデン 木工倶楽部（ターザニア） 親子ケーキ作り教室

●テニスコート
　・オムニコート（4面）
　※ナイター設備あり
●天然芝フットサルコート（2面）
●アーチェリー場（90m）

● 会員特典 ●

● 会員特典 ●

● 会員特典 ●

● 会員特典 ●
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遊んで
体験イベント

97,200円～

かつてスイス大使館として
使用されていました。

全室スイート！

みんなで
泊まるなら！

GourmetStay
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※画像はすべてイメージです。 ※上記施設は　 マーク対象となります。 ※掲載内容は2018年2月1日現在の内容となります。 
※表示の金額は原則として税込料金です。35

利用方法 会員専用ホームページ 「メンバーズナビ」 にアクセスしてください。  

※スマートフォン専用サイトもございます。（右のQRコードからでもアクセスできます）

※従前の「0899C777」ではじまる会員番号は、平成30年4月1日より「0899C888」ではじまる会員番号に変更となりました。新しい会員番号でログインの上、改めてご自身でパスワード変更等設定してください。

会員番号（会員ID）
● サービスセンター会員番号「11」から始まる方　0899C888〇〇〇〇〇〇〇〇（16 ～ 17 桁）
● サービスセンター会員番号「21」から始まる方　0299L050〇〇〇〇〇〇〇〇（16 桁） ● サービスセンター会員番号「41」から始まる方　0899C677〇〇〇〇〇〇〇〇（16 桁）

● サービスセンター会員番号「31」から始まる方　0299L343〇〇〇〇〇〇〇〇（16 桁）
★会員番号と初期パスワード（すべて半角英数）　※○はサービスセンター会員証の会員番号、下8桁または9桁です。

http://www.lifesc.com
ライフサポート倶楽部の会員番号とパスワードを入力してログイン。  トップページ  ▶    「リゾート・トラベル」をクリック    ▶   メニュー No.で検索！
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あっせん情報 ・金券ショップ、インターネット等による券の転売・譲渡は固くお断りいたします。
・直接、会場や施設で券を購入されると当日一般料金になります。 

事前にサービスセンターでお買い求めいただき、ご利用ください。

締切日までにお申し込みされた方全員にあっせん！
窓口お渡し・発送は 5月11日（金）から

締切日までにお申し込みされた方に先着順にあっせん！
窓口お渡し・発送は 5月11日（金）から

申込締切と券の受け渡し
券によって申込締切日、受け渡し開始日が異なります。
お申し込みされる券の案内をご覧ください。

受取方法・料金の支払い方法
お申し込み時に、受取方法をご指定ください。
窓　口：サービスセンター窓口で会員証をご提示のうえ、	

2週間以内にご購入ください。
送　付：会員本人の自宅または勤務先へ発送します。	

券と払込用紙を同封しますので、２週間以内に郵便
局からお支払いください。	
送料・払込手数料は会員様のご負担となります。

締切日までにお申し込みされた方全員にあっせん！
窓口お渡し・発送は 6月18日（月）からシネマコンプレックス映画鑑賞券

一般券　1枚　1,000円 
（一般料金　大人1,800円）
1会員A～Cの映画鑑賞券あわせて4枚まで
5月31日（木）午後５時必着

・締切後のキャンセル、変更はできません。

あっせん料金

あっせん枚数
申 込 締 切

Ａ　松竹系映画館＆イオンシネマ共通チケット
劇　　場：全国のMOVIX各劇場、イオンシネマ各劇場、新宿ピカデリー、丸の内ピカデリー、東劇
有効期限：平成30年9月30日（日）

Ｂ　TOHOシネマズパスポート（TCチケット）
劇　　場：全国のTOHOシネマズ　新宿、渋谷、六本木、日本橋、上野、西新井、錦糸町、ららぽーと船橋、川崎　ほか
有効期限：平成30年11月30日（金）

Ｃ　ユナイテッド・シネマ／シネプレックス特別鑑賞券
劇　　場：全国のユナイテッド・シネマ、シネプレックス
有効期限：平成30年12月31日（月）

Ｅメール……info@tokyo-kinrou.jp へ①～⑤を入力し、
送信してください。（ファイルの添付不可）

（携帯電話からのEメールも可）
窓　　口……会員証をご持参ください。

申し込み時には①～⑤の内容が必要です。
①会員番号・氏名　②希望券名・券種　③申込数
④受取方法：窓口・送付　送付先の住所・電話番号

（会員本人の自宅または勤務先）
⑤昼間連絡先名・電話番号
・受付確認メールの送信はありません。
・送付ご希望の場合、送料82円と郵便局払込手数料（ATM80円、窓

口130円）は会員様のご負担となります。
電　　話……豊 島 区 本　部　03−5961−0520

北 　 区 営業所　03−5390−1242
荒 川 区 営業所　03−3806−7581
杉 並 区 営業所　03−6279−9117
受付時間（平日）9：00～17：00

F A X……19ページの申込書をご使用ください。
ホームページ…サービスセンターホームページ

https://www.tokyo-kinrou.jp/

申 込 方 法

・各劇場のチケット売り場で当日券に交換してご鑑賞ください。
・3D、IMAX、4D等は劇場で追加料金が必要になります。
・松竹系映画館＆イオンシネマ共通チケットでは特別料金

のシネマ歌舞伎などは、利用できません。

券 の 内 容
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区内公衆浴場共通入浴券（回数券）

券の有効期限 　平成30年12月31日（月）まで
申 込 締 切 　6月29日（金）午後５時必着
券 の 内 容

・豊島区、北区、荒川区の浴場組合に加入している各区内
の公衆浴場で利用できます。

・都内銭湯共通入浴券とは異なります。

豊島区、北区、荒川区のそれぞれの区内公衆浴場入浴券を選んで購入できます。
取扱い券種（大人券のみ）  1．豊島区内公衆浴場共通入浴券

2．北　区内公衆浴場共通入浴券
3．荒川区内公衆浴場共通入浴券

あっせん料金 　1セット　3,700円（大人券10枚）
一般料金：大人1回　460円

申込セット数 　1．2．3．あわせて、１会員４セットまで
・１枚ずつのばら売りはしません。

※３区共通の入浴券ではありません。ご利用になる公衆
浴場がある区の券を選んでお求めください。

あっせん料金 　一般　800円
一般料金　当日券1,800円　前売券1,400円

あっせん枚数 　400枚　１会員４枚まで
申 込 締 切 　6月22日（金）午後５時必着

2018年5月25日（金）全国公開
Ⓒ2018「妻よ薔薇のように　家族はつらいよⅢ」製作委員会

松竹映画 
「妻よ薔薇のように　家族はつらいよⅢ」鑑賞券



スポーツ観戦チケット ・金券ショップ、インターネット等による券の転売・譲渡は固くお断りいたします。

東京ドーム

東京ドーム 巨人公式戦 指定席B

指定席Bは試合の都度、入券しますので、座席位置が確定しません。
基本的には1塁側になりますが、3塁側になる場合がありますので
ご了承ください。

あっせん券種・料金
券　　　　種：指定席B／各試合3組（2席×3組）
あっせん料金：１組（2席） 6,000円

（一般料金／2席8,000円）

申　込　数
1会員4試合（合計8席）まで
※1席単位のばら売りはできません。

東京ドーム 巨人公式戦 指定席A
8月24日（金）18：00開始　対阪神戦
あっせん券種・料金

券　　　　種：指定席A／8組（2席×8組）
あっせん料金：１組（2席） 8,000円

（一般料金／2席10,800円）
席 の 位 置：1塁・3塁後方部分に広がる席。ベンチの様

子もご覧になれます。 
座席位置は未定のため、3塁側になる場合が
ありますのでご了承ください。

申　込　数
1会員1組（2席）
※1席単位のばら売りはできません。

購入できるチケット 定価相当 販売価格
・東京ドームビール券（1杯） 800円 → 720円
・TDCグルメチケット（1,000円） 1,000円 → 900円　など

東京ドームシティ内ミーツポート2F「法人サービスカウンター」でフレンドリーげんきの会員証を提示
すると割引購入できます。詳しくは12ページをご覧ください。
各券種1会員１日につき10枚（冊）までです。

試合日 7/3（火） 7/4（水） 7/5（木） 7/6（金） 7/7（土） 7/8（日） 7/27（金）7/28（土）7/29（日） 8/7（火）
開始時間 18時 18時 18時 18時 18時 14時 18時 14時 14時 18時
対　戦 横浜DeNA 広島 中日 阪神

試合日 8/8（水） 8/9（木） 8/17（金）8/18（土）8/19（日）8/24（金）8/25（土）8/26（日）8/28（火）8/29（水）
開始時間 18時 18時 18時 14時 14時 18時 18時 14時 18時 18時
対　戦 阪神 中日 阪神 広島

試合日 8/30（木）9/11（火）9/12（水）9/13（木）9/16（日）9/17（月・祝）9/19（水）9/22（土）9/29（土）9/30（日）
開始時間 18時 18時 18時 18時 18時 14時 18時 14時 18時 14時
対　戦 広島 ヤクルト 中日 横浜DeNA ヤクルト 広島

試 合 日 程

東京ドーム

東京ドーム内の飲食売店・飲食移動販売などでご利用いただけます。

来場者全員にプレゼント！
・7/3は「アランチョ・ネロ」。ジャイアンツカラーのタオルをプレゼント。
・7/6、7/27、8/17、8/24は「Enjoy Beer Friday」。生ビールが1杯500円になります。（通常800円）

「Enjoy�Beer�Friday」
生ビールが1杯500円になります！
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神宮球場 東京ヤクルトスワローズ公式戦 年間シート（スターシート）

申 込 締 切 　 5月31日（木）午後５時必着 
・締切後のキャンセル、枚数の変更はできません。

抽 選 結 果 　締切後、申込多数の場合は抽選です。当選の方のみ6月20日（水）までにご通知します。
残席についてのお問い合わせ 　 

申込締切後の残席情報は、6月20日（水）以降、サービスセンターへ電話でお問い合わせください。 
先着順に残席のお申し込みを受け付けます。残席情報はホームページでもお知らせします。

A

B B

あっせん券種・料金

券　　　　種：年間シート席／各試合3組（2席×3組）
A……１塁側 1組（席位置：4入口　13段　86･87番）
B……ネット裏 1組（席位置：7入口　11段　51･52番）
  1組（席位置：7入口　 8段　26･27番）

あっせん料金：1組（2席）　6,000円
申　込　数

1会員4試合（合計8席）まで
席位置の希望を、申込書に記入してください。
　（A：1塁側、B：ネット裏、C：どちらでもよい）
※1席単位のばら売りはできません。
※ネット裏の席位置は選べません。

神宮球場

試 合 日 程

試合日 7/10（火）7/11（水）7/20（金）7/21（土）7/22（日）7/27（金）7/28（土）7/29（日）7/31（火） 8/1（水）
開始時間 18時 18時 18時 18時 18時 18時 18時 18時 18時 18時
対　戦 巨人 中日 阪神 広島

試合日 8/2（木） 8/7（火） 8/8（水） 8/9（木） 8/14（火）8/15（水）8/16（木）8/17（金）8/18（土）8/19（日）
開始時間 18時 18時 18時 18時 18時 18時 18時 18時 18時 18時
対　戦 広島 横浜DeNA 巨人 阪神

試合日 8/24（金）8/25（土）8/26（日）8/31（金） 9/1（土） 9/2（日） 9/4（火） 9/5（水） 9/6（木） 9/16（日）
開始時間 18時 18時 18時 18時 18時 17時 18時 18時 18時 18時
対　戦 横浜DeNA 広島 中日 広島

試合日 9/19（水） 9/20（木） 9/29（土） 9/30（日）
開始時間 18時 18時 18時 18時
対　戦 阪神 巨人 横浜DeNA

オリジナルモバイルバッテリーと�
シェーファー製スマホタッチボールペンのセット�……6名様
フォトスタンドタイプ缶バッジ�………………………………1名様
2018　スワローズファンブック� ……………………………1名様

ヤクルトスワローズグッズ8名様にプレゼント！！

申込方法　 窓口、FAX、ホームページ、Eメール、郵送でサービスセンターへお申し込みください。（電話不可） 
会員番号、会員氏名、希望の商品名（１会員１点）、昼間の連絡先電話番号、 
フレンドリーげんきへのご意見、ご要望を必ずご記入ください。

締　　切　5月31日（木）午後5時必着
抽選結果　当選の方のみに6月15日（金）までにご連絡します。
※プレゼントはサービスセンター窓口でお引き取りできる方に限らせていただきます。（送付不可）

モバイルバッテリーと 
ボールペンのセット 缶バッジ

ファンブック
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サッカー観戦

5月31日（木）　午後5時必着
・締切後のキャンセル、枚数の変更はできません。

締切後、応募多数の場合は抽選です。 
当選の方のみ6月22日（金）までにご通知します。

申 込 締 切

抽 選 結 果

浦和レッズの残席情報は、6月22日（金）以降、サービスセ
ンターへお電話でお問い合わせください。先着順に残席の
お申し込みを受け付けます。残席情報はホームページでも
お知らせします。
※FC東京は年間シートのあっせんではありません。

お申込受付分を締め切り後に注文し、納品する券のため、
残券はありません。

残席についてのお問い合わせ

②味の素スタジアム　FC東京　メインS席

レッズシート

①埼玉スタジアム2002　浦和レッズ（ACL2017年チャンピオン）　レッズシート
サービスセンターが保有するレッズシートは、ゲーム後半にレッズが攻めるサイドにあります。
ペナルティエリア付近の攻めを目の前で見ることができ、ゴール裏には日本一のサポーターがいて壮観です。

券　　　　種： レッズシート（年間シート席）／ 
各試合3組（2席×3組）
※６席横並びです。 
※１枚単位のばら売りはできません。 
※浦和レッズの応援席となります。 
　対戦チームの応援はご遠慮ください。

あっせん料金：１組（２席）7,000円
（一般料金／2席8,600円）

あっせん券種・料金

１会員２試合（合計４席）まで
申 込 数

試 合 日 程

試合日 7/18（水） 8/1（水） 8/5（日） 8/15（水）
開始時間 19時半 19時 19時 19時
対　戦 名古屋グランパス 川崎フロンターレ V・ファーレン長崎 ジュビロ磐田

2018明治安田生命J1リーグ

※浦和レッズがJリーグYBCルヴァンカップのプレーオフステージに進んだ場合、6/2（土）か6/9（土）のチケットをあっせ
んします。（2席×3組）
試合詳細は5/16（水）に決定する予定です。5/18（金）から先着順にお申し込みを受け付けますので、サービスセンター
へお問い合わせください。

［初めて埼玉スタジアムで観戦される方へのアドバイス］
スタジアム周辺には空き地が多く、試合当日600円～1,000円で利用できる臨時駐車場がたくさんあります。

試 合 日 程

あっせん券種・料金
券　　　　種： メインS席／各試合2組（2席×2組）

※４席横並びです。
※１枚単位のばら売りはできません。
※FC東京の応援エリアです。

あっせん料金：１組（２席）7,000円
（一般料金／2席9,360円）

１会員２試合（合計４席）まで
申 込 数

試合日 7/22（日） 7/27（金） 8/5（日） 8/15（水）
開始時間 19時 19時 19時 19時
対　戦 横浜F・マリノス V・ファーレン長崎 ヴィッセル神戸 柏レイソル

2018明治安田生命J1リーグ

東京オリンピック2020のサッカー会場「味の素スタジ
アム」で、FC東京のホームゲームメインS席へご案内
します。
昨季末に加入した期待の新人	久保建英選手の活躍も
見どころです。
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大相撲九月場所入場券　両国国技館
大相撲九月場所の入場券をあっせんします。興行期間中、イス席を各日４席あっせんする予定です。
非常に人気があり、入手困難な状況となっているため、入券が確定後に当選の方へご連絡いたします。
入場券は「お弁当とお茶付き」または「お土産セット付き」であっせんします。

イスA席（1席）＋㋐～㋓のセットから選択
㋐お弁当セット 8,500円

（一般料金　10,330円）
㋑松セット 14,500円

（一般料金　16,410円）
㋒竹セット 12,400円

（一般料金　14,250円）
㋓梅セット 11,000円

（一般料金　12,810円）

あっせん料金

〈お土産セット内容〉
㋐お弁当セット 
お弁当、お茶

㋑松セット 
お弁当、お茶、缶ビール（350㎖）、焼き鳥、菓子	
みつ豆、煎餅、チョコレート、陶器

㋒竹セット 
お弁当、お茶、缶ビール（350㎖）、焼き鳥、菓子	
みつ豆、煎餅、つまみ、陶器

㋓梅セット 
お弁当、お茶、缶ビール（350㎖）、焼き鳥、菓子	
グラスセット

１会員１日分のみあっせんします。
１会員２席または４席でお申し込みください。
お土産㋐～㋓の組合せは自由です。
・１席単位のばら売りはできません。
・第２希望まで受け付けます。
※土、日、祝日の券は特に入手が困難な状況です。

6月15日（金）　午後5時必着

チケットの入券が確定するのは、8月上旬の予定です。
入券でき次第、8月20日（月）までに当選の方のみご
通知します。
当選後のキャンセルはできません。第２希望が当選
した場合でもキャンセルはできませんのでご了承く
ださい。

申込締切後の残券情報は、8月20日（月）以降、サービスセ
ンターへお電話でお問い合わせください。先着順に残券の
お申し込みを受け付けます。残席情報はホームページでも
お知らせします。

申 込 数

申 込 締 切

抽 選 結 果

残席についてのお問い合わせ

※座席位置は未定です。

興 行 日 程

日にち
初　日 2日目 3日目 4日目 5日目 6日目 7日目 中　日

9/9（日） 9/10（月） 9/11（火） 9/12（水） 9/13（木） 9/14（金） 9/15（土） 9/16（日）

日にち
9日目 10日目 11日目 12日目 13日目 14日目 千秋楽

9/17（月・祝） 9/18（火） 9/19（水） 9/20（木） 9/21（金） 9/22（土） 9/23（日・祝）

※詳細は日本相撲協会のホームページをご覧ください。
　http://www.sumo.or.jp/

申込締切から当選確定まで日にちがあり、お待たせいたしますが、ご了承願います。

施設名 内　　容
サンスクエアゴルフ回数券
（ポイントチャージ引換券） 年度20枚まで　1枚4,100円　引換券5,000ポイント分

ハイランドセンター回数券 各月5冊まで　1冊9,100円　15枚綴（一般料金10,260円）

松ノ木ゴルフセンター回数券

ゴルフ練習場回数券
サービスセンター窓口にて会員証をご提示のうえ、ご購入ください。（送付可）
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エンターテインメント
締　　切

5月31日（木）午後５時必着
・締切後のキャンセル、枚数の変更は一切できません。
＊席種は決まっていますが、座席の位置は未定です。座席の指定・変更はできませんので、ご了承ください。

抽選結果
締切後、申込多数の場合は抽選です。当選の方のみ6月20日（水）までにご通知します。
「としま能の会」「松竹大歌舞伎」は6月8日（金）までにご通知します。

窓口：当選の方は会員証をご提示のうえ、ご購入ください。
送付：当選の方には自宅または勤務先へ発送します。

券と払込用紙を同封しますので、2週間以内に郵便局からお支払いください。

出演：安田成美　眞島秀和　馬渕英里何　柳下大　松尾貴史
日時：7月6日（金）　午後7：00開演
会場（最寄駅）：東京芸術劇場 シアターイースト（池袋駅）
あっせん料金： 全席指定 4,000円（一般料金6,000円）
あっせん枚数：16枚（1会員2枚まで）

好評を博した『ザ・空気』に続く
「メディアをめぐる空気」シリーズ第2弾！

未就学児
入場不可

❸		ザ・空気 ver.2 
誰も書いてはならぬ

未就学児
入場不可

❹  華宝会能
楊貴妃の恋心を描く三番目物の大曲「楊貴妃」
と、漢の高祖に仕える張良が兵法の奥義を授
かるというワキ方の重い曲「張良」。充実の出
演陣でお届けします。
演目・出演：
能（観世流） 「楊貴妃（ようきひ）」 

シテ　野村四郎
狂言（大蔵流） 「千鳥（ちどり）」 

シテ　山本則俊
能（宝生流）「張良（ちょう りょう）」　シテ　武田孝史

日時：7月8日（日）　午後2：00開演
会場（最寄駅）：宝生能楽堂（水道橋駅）
あっせん料金： A席 10,800円（一般料金12,000円） 

B席　 9,000円（一般料金10,000円） 
C席　 7,200円（一般料金 8,000円）

あっせん枚数：20枚 （1会員あわせて4枚まで）

❻		アンナ・クリスティ

出演：篠原涼子　佐藤隆太　ほか
日時：7月14日（土）　午後1：00開演
会場（最寄駅）：よみうり大手町ホール（大手町駅）
あっせん料金： 全席指定 6,600円（一般料金9,800円）
あっせん枚数：16枚（1会員2枚まで）

海のちからが、ひとの運命をかえる。
石炭船の船長クリスが幼い頃に別れた
娘アンナ（篠原涼子）と15年ぶりに再
会し、2人はクリスの船で暮らし始め
る。ある日漂流する1隻の船を助け、
アンナは助けた船に乗っていた水夫
マット（佐藤隆太）と恋に落ちていく。

未就学児
入場不可
未就学児
入場不可

未就学児
入場不可
未就学児
入場不可

未就学児
入場不可

❶		第31回 としま能の会 
～静と荒～

演目・出演： 宝生流　仕舞「忠
ただ

度
のり

」/水上優 
和泉流　狂言「舟

ふな
渡

わたし
聟
むこ

」/野村萬　野村万之丞 
観世流　能「船

ふな
弁
べん

慶
けい

」/観世喜正　野村万蔵
日時：6月24日（日）　午後3：00開演
会場（最寄駅）：東京芸術劇場 プレイハウス（池袋駅）
あっせん料金： S席 3,800円（一般料金4,000円）　
あっせん枚数：20枚（1会員2枚まで）

今年の「としま能の会」は“能楽”の魅力
を発見！
悲しみに舞う静御前、襲い掛かる平知
盛の亡霊。英雄・源義経の悲運を“静”
と“荒”で織りなすスペクタクル 　　　
能「船弁慶」を中心に、体感するほどに
新しい“能楽”の世界へ誘います。

未就学児
入場不可

能『船弁慶』観世喜正
撮影：青木信二

❺		日本フィル杉並公会堂シリーズ 2018-19  第2回

指　揮：西本智実（日本フィルミュージック・パートナー）
ピアノ：小林愛実
管弦楽：日本フィルハーモニー交響楽団
曲　目： ラフマニノフ：ピアノ協奏曲第2番 ハ短調 作品18、 

交響曲第2番 ホ短調 作品27
日時：7月12日（木）　午後7：00開演
会場（最寄駅）：杉並公会堂（荻窪駅）
あっせん料金：S席 3,500円（一般料金5,300円）
あっせん枚数：10枚（1会員2枚まで）

世界的指揮者・西本智実が登場！
甘く切ない旋律が心を揺さぶる

「ラフマニノフ・プログラム」。国
際的な活躍も目覚ましい注目のピ
ア二スト・小林愛実が共演する第
２協奏曲にも期待が高まる！

©塩澤秀樹 ©Akira Muto

未就学児
入場不可

❷			松竹大歌舞伎 
中村橋之助改め八代目中村芝翫親子同時襲名披露

歌舞伎界の大名跡「中村芝翫」。
2016年10月に襲名した中村橋之助改め八代
目中村芝翫と、国生改め四代目中村橋之助、
宗生改め三代目中村福之助がそろって北区
に登場！親子2代で演じる大舞台をぜひご覧
ください。

未就学児
入場不可

未就学児
入場不可

演目：一、人情噺文七元結
二、襲名披露　口上
三、棒しばり

日時：7月1日（日）　 ㋐午後12：30開演 
㋑午後 5：00開演

会場（最寄駅）：北とぴあ　さくらホール（王子駅）
あっせん料金：S席　4,800円（一般料金7,200円）
あっせん枚数：各14枚（1会員2枚まで）
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出演：弧の会メンバー
日時：7月15日（日）　午後2：00開演
会場（最寄駅）：北とぴあ　さくらホール（王子駅）
あっせん料金：全席自由 500円（一般料金1,000円）
あっせん枚数：20枚（1会員2枚まで）

日本舞踊の概念を打ち破る、
迫力の躍動感に満ちた圧倒的
群舞！
10月上演の本公演へ向け、弧
の会メンバーが日本舞踊の楽
しさや流派の特徴など、実演
を交えてレクチャーします。

未就学児
入場不可

❼		日本舞踊家集団　弧の会がおくる 
レクチャー・デモンストレーション

未就学児
入場不可

予定曲：よこはまたそがれ、 
夜明けのブルース、長良川艶歌、 
忘れ宿　ほか

出演：五木ひろし
日時：8月27日（月）　午後3：00開演
会場（最寄駅）：東京国際フォーラム ホールＡ（有楽町駅）
あっせん料金： 全席指定 5,500円（一般料金8,640円）
あっせん枚数：16枚（1会員2枚まで）

数々のヒット曲、名曲を世に送り出してきた
日本歌謡界のトップランナー・五木ひろし。
歌手であり、また自身の作品も多数手がけ
演歌シーンを長年に渡り盛り上げています。
常に進化し続ける五木ひろし渾身のステー
ジをお楽しみください。

未就学児
入場不可

�	五木ひろしコンサート2018
 in 東京国際フォーラム
 ～70yearsさらなる挑戦～

未就学児
入場不可

❽		座・高円寺 夏の劇場08「世界をみよう！」

出演： ㋐公門美佳　久保恒雄　光田圭亮／磯田収（音楽演奏） 
㋑セバスティアン・ヴォイダン

日時：㋐7月15日（日） 午後1：00開演／㋑7月21日（土） 午後3：00開演
会場（最寄駅）：座・高円寺１（高円寺駅）
あっせん料金：一　般（18歳以上） 1,500円 （一般料金2,500円） 

こども（小学生以上） 800円 （一般料金1,500円） 
未就学児 200円 （一般料金　500円）

あっせん枚数：各回各券種10枚ずつ（1会員あわせて4枚まで）

㋐『ピン・ポン』（座・高円寺レパートリー）おすすめ：４歳以上
たくさんのカラフルなピンポン玉を使ってファンタジック

に描く「立体絵本」のようなパフォー
マンスです。
㋑『マラソン』（ガラピア・シルク／フ
ランス）おすすめ：６歳以上
綱渡り、ジャグリングやアクロバッ
ト、音楽演奏も、なんでもやっちゃ
うひとりサーカス。㋐ photo by 久塚真央 ㋑ photo by Sébastien Armengol

❾		夏休み！子ども映画会「おまえうまそうだな」

日時：7月29日（日）　午前10：30開演
会場（最寄駅）：サンパール荒川　大ホール（荒川区役所前駅）
あっせん料金： 全席指定　300円（一般料金400円）
あっせん枚数：30枚（1会員4枚まで）
※3歳未満で膝上鑑賞に限り無料。 

座席を利用する場合は有料。

最初は、食べるつもりだっ
たのに･･･肉食恐竜と草食
恐竜が親子!?大自然の中の
やさしい出会い。
親子の絆、思いやりの心、
大きな夢に挑戦する勇気
といったメッセージを優し
く描いた、せつなくも心温
まる感動作です。

（上映時間89分）

０歳から
入場可

ⓒ宮西達也／ポプラ社・おまえうまそうだな製作委員会

展覧会

�		劇団四季ミュージカル 
『アラジン』

日時：8月26日（日）　午後1：00開演
会場（最寄駅）： 大同生命ミュージカル 

シアター電通四季劇場【海】（汐留駅／新橋駅）
あっせん料金：S席 大　人 9,800円（一般料金11,880円） 

子ども（3歳～小学生） 4,800円（一般料金 5,940円）
あっせん枚数：40枚（1会員2枚まで）
※3歳未満のお子様は保護者1名につき1名膝上無料。
　ただし、お抱きになる方の肩より頭がでない場合
　に限ります。

ロマンス、冒険、コメディ、そして鳴り
止まない喝采。
感動のすべてが詰まったミュージカル
超大作。

撮影：荒井健　ⒸDisney

キッズ
OK！

�

出演：轟悠（専科）　望海風斗　真彩希帆　ほか 
轟悠は「凱旋門」のみ出演

日時：8月12日（日）　午後3：30開演
会場（最寄駅）：東京宝塚劇場（日比谷駅/有楽町駅）
あっせん料金： S席 7,300円（一般料金8,800円）
あっせん枚数：50枚（1会員2枚まで）

2000年に雪組で初演、主演を務めた轟悠が文化
庁芸術祭賞演劇部門優秀賞を受賞するなど、絶賛
を博した傑作ミュージカルの待望の再演となる。

Ⓒ宝塚歌劇団

かんぽ生命ドリームシアター
ショー・パッショナブル

『Gato　Bonito!!』
～ガート・ボニート、美しい猫のような男～
宝塚歌劇ならではの、ゴージャスで熱い夢の 
世界をお楽しみください。

あっせん料金：一般 900円 
（一般料金：当日1,600円）
あっせん枚数：220枚（1会員4枚まで）
会期：5月30日（水）～9月3日（月）まで
会場： 国立新美術館 企画展示室1E（東京・六本木）
締切：7月31日（火）午後5時必着

あっせん料金：一般 900円 
（一般料金：当日1,600円）
あっせん枚数：220枚 
 （1会員4枚まで）
会期：7月3日（火）～9月2日（日）まで
会場： 東京国立博物館 平成館（東京・上野公園）
締切：7月31日（火）午後5時必着
＊「土偶　仮面の女神」、「土偶　縄文のビーナス」

は7月31日（火）～9月2日（日）展示

あっせん料金：一般 900円 
（一般料金：当日1,600円）
あっせん枚数：220枚（1会員4枚まで）
会期：6月6日（水）～7月29日（日）まで
会場： 上野の森美術館 （東京・上野公園）
締切：6月29日（金）午後5時必着

ルーヴル美術館展
肖像芸術—人は人をどう表現してきたか

特別展
「縄文−１万年の美の鼓動」

生誕120年　イスラエル博物館所蔵
ミラクル エッシャー展
奇想版画家の謎を解く8つの鍵
supported by　弁護士法人　東京ミネルヴァ法律事務所

《相対性》 1953年
All M.C. Escher works copyright 

ⒸThe M.C. Escher Company B.V. - Baarn-Holland.
All rights reserved. www.mcescher.com

国宝　火焰型土器
新潟県十日町市 笹山遺跡出土

新潟・十日町市蔵（十日町市博物館保管）

キッズ
OK！

全席自由

	 	宝塚歌劇　雪組公演 
かんぽ生命ドリームシアター 
ミュージカル・プレイ

『凱旋門』―エリッヒ・マリア・レマルクの小説による―
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ゆうえんち１日フリーパス・スパリゾートハワイアンズ１日入場券・箱根小涌園ユネッサンパスポート
営業時間・休園日等は各施設へお問い合わせください。各施設、別途料金が必要なアトラクション等があります。
＊先着順に受付し、あっせん枚数に達し次第締め切ります。　＊購入（受取）後のキャンセル、枚数の変更は一切できません。

A としまえん　㋐プール券　㋑夏の１日券　㋒のりもの１日券

としまえん　TEL 03−3990−8800

スパリゾートハワイアンズホテル宿泊割引のご案内　〜悠健クラブ〜
優待内容：規定宿泊料金から30%引き 利用対象：会員と登録同居家族
利用方法：❶スパリゾートハワイアンズホテルいわき予約セ

ンターへ下記の項目を告げて予約
「東京広域勤労者サービスセンターの会員であ
ること」

「サービスセンターの会員番号」と「会員氏名」

❷サービスセンターへ宿泊日等を伝え「1日入場券」を購入
・「1日入場券」は宿泊当日ホテルフロントで「宿泊者用入場

券」に引換えて使用します。1泊2日の場合1人2枚、2泊
3日の場合は1人3枚が必要です。必要枚数を購入してく
ださい。（宿泊利用に限り10枚を超えての購入可）

・「1日入場券」の持参がない場合は「宿泊者用入場券」料金
をホテルでお支払いください。（1泊につき大人2,900円、
小学生1,800円、3歳以上の未就学児1,300円）

宿泊者限定無料送迎バス（東京、池袋、北千
住、新宿、立川、さいたま新都心、横浜、千葉、松戸、西船橋、
つくば発着）があります。
宿泊予約の際に発着地、時間をご確認のうえご予約ください。

完全予約制

スパリゾートハワイアンズ（いわき予約センター）
TEL 0570-550-550（予約受付9：00～17：30）

B スパリゾートハワイアンズ１日入場券　　プール+温泉+イベントショー

あっせん料金：大人・3歳以上の子ども共通券 600円
一 般 料 金： 大　　人（中学生以上） 3,500円 

子 ど も（小学生） 2,200円 
未就学児（3歳以上） 1,600円

あっせん枚数：800枚
申 込 枚 数：1会員10枚まで
・すでに申込枚数を購入されている方は購入できません。
スパリゾートハワイアンズ　TEL 0570−550−550

平成30年9月30日（日）まで有効券

先着順受付

券種 入園 のりもの
乗り放題 プール あっせん料金 一般料金 有効期間

予
約
制

㋐ プール券
〈入園+プール〉 ○ × ○ 大　人（中学生以上）2,200円

子ども（3歳～小学生）1,200円
4,000円
3,000円 6月30日（土）～9月2日（日）

（夏季プール期間中）
㋑ 夏の１日券

〈入園+プール+のりもの乗り放題〉 ○ ○ ○ 大　人（中学生以上）2,700円
子ども（3歳～小学生）1,700円

4,500円
3,500円

先
着
順

㋒ のりもの１日券
〈入園+のりもの乗り放題〉 ○ ○ × 大　人（中学生以上）1,800円

子ども（3歳～小学生）1,000円
4,200円
3,200円

お申し込みから
最大6ヵ月間有効

※㋐プール券および㋑夏の１日券は、次号７月号に同封する夏季プール等利用補助券（1会員6枚1綴）を使用すると、 
現地で上記あっせん料金と同じ金額で購入できます。
申込方法   ㋐プール券 ㋑夏の１日券は完全予約制になります。下記申込受付期間にお申し込みください。

〈申込スケジュール〉
募集 申込受付期間 申込枚数 受渡日
1回目 5月11日（金）～6月13日（水） 1会員㋐㋑あわせて10枚まで 6月22日（金）から
2回目 7月 2日（月）～7月12日（木） 1会員㋐㋑あわせて10枚まで 7月24日（火）から

[プール営業期間］　 6月30日（土）、7月1日（日）、7日（土）、8日（日）、 
7月14日（土）～9月2日（日）

※上記以外の営業日についてはとしまえんHPでご確認ください。
　http://www.toshimaen.co.jp

㋒のりもの１日券は先着順に販売しています。（1会員10枚まで）
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F 箱根小涌園ユネッサンパスポート　　ユネッサン+森の湯

あっせん料金： 大　人（中学生以上）　 1,800円　（一般料金4,100円） 
こども（3歳～小学生）　1,200円　（一般料金2,100円）

あっせん枚数：各200枚
申 込 枚 数：1会員大人券、こども券あわせて10枚まで
・すでに申込枚数を購入されている方は購入できません。

箱根小涌園ユネッサン　TEL 0460−82−4126

平成31年1月31日（木）まで有効券

先着順受付

先着順受付D 東武動物公園ハッピーフリーパス　　入園+のりもの乗り放題＋プール
平成31年3月31日（日）まで有効券
あっせん料金：大人・3歳以上の子ども共通券 1,500円
一 般 料 金： 大　人（中学生以上） 4,800円 

子ども（3歳以上）・シニア（60歳以上） 3,700円
あっせん枚数：900枚
申 込 枚 数：1会員10枚まで
[プール営業期間（予定）]　 7月7日（土）、8日（日）、14日（土）～16日（月・祝） 

7月21日（土）～9月2日（日）、8日（土）、9日（日）
東武動物公園　TEL 0480−93−1200

先着順受付C 西武園ゆうえんち１日フリーパス　　入園+のりもの乗り放題＋プール

あっせん料金：大人・3歳以上の子ども共通券  1,000円
一般料金（夏季）： 大　人（中学生以上）  3,500円 

子ども（3歳以上）・シニア（60歳以上要証明） 2,500円
あっせん枚数：2,200枚
申 込 枚 数：1会員15枚まで
・すでに申込枚数を購入されている方は購入できません。
[プール営業期間（予定）]　7月7日（土）～9月9日（日）

西武園ゆうえんち　TEL 04−2922−1371

平成31年3月31日（日）まで有効券

先着順受付E あらかわ遊園回数券
回数券の有効期限はありません

・すでに申込枚数を購入されている方は購入できません。
・入園料は大人200円、65歳以上および小中学生は100円。（小中学生は春、夏、冬休みを除く平日は入園無料）
あらかわ遊園　TEL 03−3893−6003

チケット種類 あっせん料金 一般料金 申込数
のりもの回数券（1セット12枚綴り） 500円 1,000円 1会員年度内12セットまで
親子セット券（大人+未就学児）

（大人入園券+のりもの回数券16枚綴り） 800円 1,300円
1会員年度内あわせて
12セットまで親子セット券（大人+小中学生）

（大人・小中学生入園券+のりもの回数券16枚綴り） 900円 1,400円

休園のお知らせ
あらかわ遊園はリニューアル工事のため、平成30年12月1日から休園します。
リニューアルオープンは平成32年度の後半の予定です。

11



12

販売チケット名 優待価格 定　価

スパ ラクーア入館券（平日） 1,960円 2,850円

スパ ラクーア
トリートメント&ビューティー利用券 900円 1,000円

宇宙ミュージアムTeNQ入館券
（一般） 1,350円 1,800円

宇宙ミュージアムTeNQ入館券
（4歳～中学生・シニア） 900円 1,200円

得10チケット［1冊10ポイント］
★下記参照 2,500円 最大

6,200円相当
東京ドームビール券

（ドーム内の飲食売店・飲食移動販売
で利用可）

720円 800円

TDCグルメチケット（1,000円）
東京ドーム内の飲食売店・飲食移動販
売をはじめ、東京ドームシティ内の60
を超えるレストラン・飲食店で利用可

900円 1,000円

期間限定販売チケット名 優待価格 定　価
（指定券のみの価格）

巨人公式戦指定席S
+TDCグルメチケット（500円） 6,200円 6,700円

巨人公式戦指定席A
+TDCグルメチケット（500円） 5,400円 5,900円

試合日14日前より販売。
売り切れ次第終了。クライマックス、日本シリーズは利用不可。
5月11日、29日、6月6日、7日、22日は全席種とも300円高い料金
となります。（ユニホームプレゼントデー）

・東京ドームシティ内の「法人サービスカウンター」でサービスセンター会員証を 
ご提示のうえ、下記のチケット等を購入してください。

・購入は、１会員１日につき各券種10枚（冊）までです。 
お支払いは現金もしくはクレジットカードが利用できます。 
購入後の払い戻し、キャンセルはできません。

・東京ドームシティ「パートナーメンバーズ」公式サイトからのお申し込みはできません。

会員証提示優待

チケット購入窓口
東京ドームシティ　ミーツポート2F　法人サービスカウンター
営業時間　10：00～19：00（年中無休）
TEL　03−3817−6364

東京ドームシティ

得10チケットポイント利用例は一部です。
詳しくは「得10チケット情報サイト　https://www.tokyo-dome.co.jp/toku10/」
または「東京ドームシティわくわくダイヤル」TEL03-5800-9999でご確認ください。

屋内型スポーツ施設「スポドリ！」ご優待
・ゴルフレンジ・スクール会員　入会金無料&ゴルフグローブプレゼント
・ボルダリング初回登録料無料&２回目以降レンタルシューズ無料
　法人サービスカウンターにて「スポドリ！ご優待券」をお渡しします。サービスセンター会員証をご提示ください。

NEW

★得
とく

1
てん

0チケット　1冊（10ポイント）2,500円 有効期限：2018年9月30日まで
『得10チケット対象施設』（下記情報サイトまたはチケット本体参照）の中から、お手持ちのポイント内で
お好きな施設を選び、利用できます。複数冊を１人で使うことも、１冊を数人で使うこともでき、使い切
れなかったポイントは有効期限内で後日利用も可能です。

得１０チケットポイント利用例
アトラクションズ�ワンデーパスポート（大人・シニア・中人）�……………………………………………………… 10P
アトラクションズ�ワンデーパスポート（小人・幼児）�…………………………………………………………………………… 7P
東京ドームホテル3F「リラッサ」�ランチブッフェ （90分制）�……………………………………………………… 10P�

ディナーブッフェ（120分制）� ………………………………………………… 15P
（ディナーブッフェ12/20～1/5は20P）

東京ドームホテル43F「アーティスト�カフェ」パノラマランチ�
※土日祝のみ90分制　※利用除外日：12/22～25、12/31～1/3�………………………………………………………………………… 10P
営業時間、利用制限（年齢・身長等）は各施設によって異なります。また、予告なく施設およびサービ
ス内容の中止または変更をする場合があります。レストランご利用の際は、ご予約をおすすめします。



・補助金以上の商品が対象です。会員証提示割引との併用はできません。
・申し込み状況により、希望する出発日、宿泊施設、ツアー等がお取りできない場合があります。
・ツアーに関する契約等は旅行会社と参加者の個人契約になります。サービスセンターはツアーに関する一切の責任を負

いかねますので、あらかじめご了承ください。
・申し込みを取り消す場合のキャンセル料は、旅行会社の約款に基づきます。
・申し込みの際に記入いただいた内容はサービスセンターの利用データとして登録します。

注意事項

各区限定サービス　◦ 北  区 ◦　会員番号21ではじまる会員証の方

会員本人とその登録同居家族
・登録同居家族のご利用は会員本人と同行する場合に限り

ます。

１会員期間内１回限り 3名分まで（先着150名）
※補助は1人1回に限ります。家族に複数の会員がいる場合でも、

重複補助はできません。

国内宿泊旅行：１名につき　　2,000円
・国内宿泊旅行（ツアー、宿泊のみも含む）の費用が補助の

対象となります。
・各旅行代金から補助金を差し引いた金額がお支払い金額

となりますが、現地にて別途、入湯税等諸税がかかる場
合もあります。

平成30年7月1日（日）～平成30年9月30日（日）出発分
・募集人員に達し次第締め切ります。

補助利用対象

利用回数・補助対象人数

補助金額

補助対象期間

前期、後期の２回にわけて受け付けをします。
❶前期：平成30年5月16日（水）正午～先着70名
❷後期：平成30年6月20日（水）正午～先着80名
・申し込み開始初日（5/16、6/20）は店頭での受け付けは

できません。
お電話のみの受け付けになり、折り返しの回答になります。
受け付け、回答に時間を要する場合があります。

・申し込みは１回のお電話につき、１ツアーのみになります。

東京観光へ①～③を伝えてお申し込みください。
①会員番号・会員氏名
②旅行参加者氏名・続柄・年齢・補助対象人数
③主催会社・表紙の行先商品名・ページ
・お手元にパンフレットを用意して主催会社、表紙の行先、

商品名、ページを伝えるとスムーズに申し込みができます。 
結果につきましては折り返し回答があります。

・旅行代金は東京観光へ会員証を提示のうえ、お支払いく
ださい。
その際に会員証のコピーをいただきます。

申込開始日

申込方法

〈東京観光取扱い対象商品例〉　・下記以外にも対象商品がございますので、東京観光へお問い合せください。

旅行会社名 商品名 旅行会社名 商品名
ジェイティビー エースJTB ジャルパック JALパック
JTBガイアレック JTBサン＆サン ANAセールス ANAスカイホリデー
近畿日本ツーリスト メイト ビッグホリデー ビッグホリデー

読売旅行 よみうりの旅 JR東日本旅客鉄道 びゅう宿泊プラン

（株）東京観光　　　 北区王子本町1-1-20 
☎03-5993-4111　　　　 0120−489771（携帯電話からは通じません）

申込受付時間：月曜～金曜　午前10時～午後5時
営 業 時 間： 月曜～金曜　午前10時～午後7時 

土曜　　　　午前10時～午後5時
定 　 休 　 日：日曜、祝日

申込・問合せ先

北区会員限定サービスとなります
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東京観光取り扱い
夏の国内宿泊旅行あっせん
夏の国内宿泊旅行費用の一部を補助します。
旅行パンフレットでご検討のうえ、東京観光へお問い合わせください。



補助事業 利用方法 補助内容

宿泊補助１

｢リソルライフサポート倶楽部｣会員専用ホームページ｢メンバー
ズナビ｣にログインし申込み、または予約専用電話で申込み。

（４/１から申込みができるようになっています）
「メンバーズナビ」へ申込み
①http://www.lifesc.com
②ライフサポート倶楽部会員番号（会員ID）
　0299L343○○○○○○○○
（例） 会員番号が「31-05000-001」の場合 

会員番号の下８桁を使います。
パスワードの初期設定は会員番号下８桁です。

③画面の各指示に従ってご利用ください。
※各施設の｢宿泊プラン｣のマーク欄に 

の表示のある「宿泊プラン」が補助の対象です。
予約専用電話を利用する
「予約専用電話」　0120-258-330
（10:00～18:00、土日祝日は10:00～17:00）
オペレーターに、ライフサポート倶楽部会員番号、補助を利
用「する」「しない」、する場合は利用泊数、どこに、いつ頃、何
人で旅行したいかを伝えて予約をお取り下さい。

（具体的なホテル等が不明、未定でもオペレーターが探し
てくれます。）

1会員、年度最大3泊まで、
1泊につき2,000円
会員と登録同居家族

・宿泊料金が2,000円未満（消費税込）
の場合は補助の対象にはなりません。

・同居家族の方の宿泊分も泊数に換算
します。

・利用期間は、平成30年4月1日～ 
平成31年3月31日までです。

・補助金相当額が減額されます。

宿泊補助２

宿泊補助１とは別に、会員が宿泊を伴う国内旅行をした場合
に補助します。
会員と同行された登録同居家族の方も補助の対象となります。
上記の「宿泊補助１」の旅行で補助を利用した旅行は除きます。
請求にあたっては

・会員氏名名義の宿泊施設の領収書（登録同居家族の方も
請求される場合は全員の氏名が記載されている宿泊施設
の領収書）が必要です。

・氏名の記載がある宿泊施設の領収書がない場合は、宿泊
証明書、旅行費用等がわかる書類が必要です。

・クレジットカード払いの場合は該当する支払金額が分か
るクレジットカード決済の明細書が必要です。

・旅行会社等が発行した旅程表、パンフレット等宿泊費用
が確認できる書類が必要な場合があります。

1会員、年度最大3泊まで、
1泊につき2,000円
会員と登録同居家族

・宿泊料金が2,000円未満（消費税込）
の場合は補助の対象にはなりません。

・同居家族の方の宿泊分も泊数に換算
します。

・利用期間は、平成30年4月1日～ 
平成31年3月31日までです。

・請求期間は旅行開始の日から６か月
です。

人間ドック
利用補助

人間ドックを利用した、30歳以上の会員本人と30歳以上の
登録同居家族の方に補助します。

人間ドック契約医療機関、ライフサポート倶楽部の「人間ドッ
ク補助」の医療機関での人間ドック利用も補助します。

請求にあたっては
・補助金請求書、医療機関の領収書（写し）をご提出くださ

い。
・会員の配偶者以外の登録同居家族の方が利用補助を受け

る場合は「家族関係」を証明できる住民票、健康保険証な
どの書類が必要です。

年度1回
日帰り
　30歳以上の会員

12,000円の補助
　30歳以上の登録同居家族

6,000円の補助
1泊2日
　30歳以上の会員

18,000円の補助
　30歳以上の登録同居家族

9,000円の補助
※利用料金が上記の各区分未満の場合

はその金額（100円未満の端数は切
り捨て）

・請求期間は人間ドック受診の日
　から６か月です。

荒川区会員限定サービスとなります

宿泊補助、人間ドック利用補助の請求書等の用紙は荒川区営業所窓口にあります。ホームページからもダウンロード印刷できます。
詳細は、ホームページまたは荒川区営業所までお問い合わせください。
※映画鑑賞券のあっせんは、５月、９月、１月の３回募集、各回４枚となります。
　荒川区会員の方は激変緩和の措置が有りますので荒川区営業所までお問い合わせください。

Ｐ キャンペーン
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各区限定サービス　◦ 荒 川 区 ◦　会員番号31ではじまる会員証の方



杉並区会員限定サービスとなります

杉並区交流自治体の物産品を購入したとき、指定する商品1個につき1,000円を補助します。
補助を利用できる方
杉並区営業所会員と登録同居家族（申込及び支払いをする方。送り先は会員以外も可）

補助金額・利用方法
交流自治体ごとに指定する商品１個につき1,000円を2個まで補助します。補助金額を差し引いてお支払いください。
フレンドリーげんきタイム掲載予定（2018年度）

杉並区交流自治体物産品の購入補助のご案内

北海道名寄市物産品のあっせん

和菓子購入割引券を折り込みました！

5月号 7月号 9月号 11月号 1月号 3月号
名寄市 忍野村 北塩原村 小千谷市 南相馬市 南伊豆町

「自家製」季節の和菓子の購入を地元の和生菓子店でご利用ください。� 協力：東京和生菓子商工業協同組合杉並支部
杉並区営業所会員の皆さまには、今年度も和菓子購入割引券を年に２回会報誌折り込みでお渡しします。
指定する各店のおすすめの和菓子にご利用いただけます。

5/11（金）～5/24（木）
利用できるのは、会員とその同居家族。
和菓子１個につき80円引きで購入できる券（１会員につき５枚）を、この会報誌に折り込みで配布します。

（かしわ餅以外の、お店おすすめ和菓子にも使えます）
期間中下記の取扱店舗に「和菓子購入割引券」を渡し、あわせてフレンドリーげんき会員証を提示してお
買い求めください。会員証のみでは割引にはなりません。

●店舗ごとに定休日が異なります。ご確認ください。� ●割引券には必ず会員番号と会員氏名をご記入ください。
●割引券のコピーではご利用いただけません。� ●割引券の追加発券はできません。

期　　　　間
補助利用対象
割 引 内 容

利 用 方 法

店舗名 店舗情報
❶ 御菓子司　島田（しまだ） 

☎3330-0035
［住所（最寄駅）］ 高円寺北3-17-1（JR高円寺駅）
［営業時間］ 9：00～18：00 ［定休日］ 火

❷ 栄太楼（えいたろう） 
☎3311-5916

［住所（最寄駅）］ 阿佐谷南1-12-5（丸ノ内線南阿佐ヶ谷駅）
［営業時間］ 10：00～19：00 ［定休日］ 火

❸ とらや椿山（とらやちんざん） 
☎3314-1331

［住所（最寄駅）］ 阿佐谷南1-33-5（JR阿佐ヶ谷駅・丸ノ内線南阿佐ヶ谷駅）
［営業時間］ 9：30～19：00 ［定休日］ なし

❹ 菓人　結人（かじんゆうと） 
☎5327-8171

［住所（最寄駅）］ 阿佐谷北3-27-11（JR阿佐ヶ谷駅）
［営業時間］ 10：00～19：00 ［定休日］ 火（ほか月2回不定休）

❺ 和菓子の亀屋（かめや） 
☎3391-2747

［住所（最寄駅）］ 上荻1-24-23（JR荻窪駅）
［営業時間］ 10：00～19：00 ［定休日］ 火

❻ 御菓子司　青栁（あおやぎ） 
☎3397-6101

［住所（最寄駅）］ 上荻4-10-5（JR西荻窪駅）
［営業時間］ 火～土8：30～19：00
　　　　　日祝　8：30～17：00 ［定休日］ 月

❼ 西荻窪　三原堂（みはらどう） 
☎3397-3998

［住所（最寄駅）］ 西荻北3-20-12（JR西荻窪駅）
［営業時間］ 9：00～19：00 ［定休日］ 日（ただし祝日は営業）

❽ 御菓子司清風堂（せいふうどう） 
☎3328-2381

［住所（最寄駅）］  方南1-26-2（和泉1丁目バス停、京王線代田橋駅・
笹塚駅または丸ノ内線方南町駅）

［営業時間］ 10：00～19：00 ［定休日］ 日
❾ 大和や（やまとや） 

☎3311-5351
［住所（最寄駅）］ 和泉4-51-11（丸ノ内線方南町駅）
［営業時間］ 9：00～19：00 ［定休日］ 火

� 永福青柳（えいふくあおやぎ） 
☎3321-2626

［住所（最寄駅）］ 永福4-4-2（井の頭線永福町駅）
［営業時間］ 9：00～19：00 ［定休日］ なし

グリーンアスパラ� Lサイズ� 1Kg（商品番号⑤）� 3,900円（税・送料込）
グリーンアスパラ� Lサイズ�1.8Kg（商品番号④）� 5,100円（税・送料込）
グリーンアスパラ� 2Lサイズ� 1Kg（商品番号②）� 4,100円（税・送料込）
グリーンアスパラ� 2Lサイズ�1.8Kg（商品番号①）� 5,400円（税・送料込）
上記商品のほか同封のチラシ掲載のメロン、とうもろこしも補助の対象になります。

5/22（火）　　5月下旬から随時発送予定 
その他商品の締切はチラシをご覧ください。

①折込の申込書に記入し、「なよろの畑自慢倶楽部」にFAXまたは郵送する
FAX�01654-9-6712
〒096-0001　�北海道名寄市東1条南7-1-10駅前交流プラザ「よろーな」1階�

NPO法人なよろ観光まちづくり協会　なよろの畑自慢倶楽部
②折込の封筒に同封されている郵便払込用紙に必要事項を記入し、補助を差し引いた金額を郵便局で支払う
③入金確認後、それぞれの商品の発送時期にお届けします

・商品に関するお問い合わせは、なよろの畑自慢倶楽部　TEL 01654-9-6711へお願いします。
・天候などの事情により発送の時期が前後する場合があります。 ・フレンドリーげんきは名寄市の物産品のご案内のみをいたします。

グリーンアスパラ申込締切

申 込 方 法

・杉並区営業所会員以外のお申込みは補助の対象になりません。ご注意ください。

上井草 下井草 鷺ノ宮 都立家政
井荻

野方

荻窪 中野西荻窪JR中央線

西武新宿線

丸ノ内線

丸ノ
内線

京王井の頭線

京王線

早稲田通り

青梅街道

井の頭通り

方南通り

環
七
通
り

中
杉
通
り

環
八
通
り

善福寺川

神田川

高円寺

代田橋明大前

永福町

西永福

浜田山
高井戸

久我山

三鷹台

富士見ヶ丘

下高井戸桜上水上北沢八幡山

阿佐ケ谷

新高円寺 東高円寺

南阿佐ケ谷

方南
町

4
1

3
2

5

9

8

6
7

10

和菓子購入割引券取り扱い店舗地図

北の大地の旬味 !! 
甘みが強く柔らかい !!

15

各区限定サービス　◦ 杉 並 区 ◦　会員番号41ではじまる会員証の方



利 用 対 象  会員・登録同居家族と同行者
優待有効期限  平成31年3月31日（日）まで
利 用 方 法  ご予約の際に「東京広域勤労者サービスセンター」の会員であることと、 

会員証提示割引を利用する旨をお伝えください。来店時には会員証をご提示ください。
・レストランにより割引除外日あり　　・他割引との併用不可　　・料金支払い後の割引適用不可

下記のレストランでサービスセンターの会員証を提示すると、割引料金でお食事ができます。

ホテルレストラン等優待のご案内

ホテルメトロポリタン
所在地：豊島区西池袋1-6-1　予約TEL�03-3980-1111（代）

割引対象レストラン 割引内容
1F　クロスダイン 飲食料金より10%引き

（クロスダインのシニア、小学生、
幼児は割引対象外）

2F　花むさし/花むさし旬香/桂林
オリエントエクスプレス

25F エスト/オーヴェスト
・メニュー、一般料金、営業時

間等は各レストランへご確認
ください。

・割引除外日：なし

赤坂エクセルホテル東急
所在地：千代田区永田町2-14-3　予約TEL�03-3580-2331
	 	 （レストラン直通）

割引対象レストラン 割引内容
3F　赤坂スクエアダイニング ランチ、ディナーブッフェの

正規料金より10%引き
・メニュー、正規料金、営業時

間等はレストランへご確認く
ださい。

・割引除外日：クリスマス期間、
新春ブッフェ営業期間

浅草ビューホテル 所在地：台東区西浅草3−17−1　予約TEL�03-3842-3751（レストラン予約）
割引対象レストラン　26F　スカイグリルブッフェ武藏

・割引除外日：ゴールデンウィーク、隅田川花火大会開催
日（7/28土）、花火大会翌日、お盆、クリスマス期間、
年末年始、ホテル特別催事時（予約時にご確認ください）

（税・サービス料込）

内　　容 料金区分 一般料金 割引料金

ランチブッフェ
11：30～13：00
13：15～14：45
15：15～16：45（土日祝のみ）

平　日 大　人	（中学生以上） 3,780円 3,400円
子ども	（小学生） 2,730円 2,400円

土日祝 大　人	（中学生以上） 4,280円 3,800円
子ども	（小学生） 3,080円 2,800円

ディナーブッフェ 17：30～19：3019：45～21：45

平　日 大　人	（中学生以上） 4,980円 4,550円
子ども	（小学生） 3,480円 3,100円

土日祝 大　人	（中学生以上） 5,480円 4,950円
子ども	（小学生） 3,830円 3,400円

帝国ホテル 所在地：千代田区内幸町1-1-1　予約TEL�03-3539-8187（サール直通）

・割引除外日：12/1（土）～1/3（木）　ほか特別催事期間（予約時にご確認ください）

※不定期でキャンペーンが実施され、会員証提
示割引よりも安価になる場合もあります。 
帝国ホテル公式ホームページサイトもご確認
の上、ご利用ください。

インペリアルバイキング サール（本館17F） 利用時間 大人一般料金 大人割引料金

ランチバイキング 平日 11：30～13：00/13：30～15：00 6,050円 5,500円
土日祝日 6,600円 6,200円

ディナーバイキング 平日 17：30～19：30/20：00～22：00 9,020円 8,500円
土日祝日 17：00～19：00/20：00～22：00 9,570円 9,200円

ディナーバイキング＆飲み放題 全日 17：30～19：30/20：00～22：00 12,870円 11,500円

（税・サービス料込）利用対象 　会員および同伴者（計10名まで） 全福マーク

帝国ホテルは「全福センター（全国中小企業勤労者福祉サービスセンター）」会員として
優待が受けられます。「ゼンプクセンター」会員である旨を必ずお申し出のうえ、サー
ビスセンター会員証の裏面にある「全福センター加盟」マークを提示してください。

サンシャインシティプリンスホテル
所在地：豊島区東池袋3−1−5
予約TEL　03-5954-2257
（バイエルン	レストランキャッシャー）

割引対象レストラン
B１F　バイエルン

・割引除外日：ゴールデンウィーク、お盆、クリスマス期間、年末年始等、 
特別催事、貸切営業日（予約時にご確認ください）

内　　容 料金区分 一般料金 割引料金

ランチブッフェ

平日
11：30～14：30

大　人	（中学生以上） 2,300円 2,000円
シニア	（65歳以上） 1,900円 1,700円
子ども	（小学3年生以上） 1,400円 1,300円
子ども	（小学1・2年生） 1,100円 1,000円

土日祝
11：30～13：00
13：30～15：00

大　人	（中学生以上） 2,500円 2,200円
シニア	（65歳以上） 2,100円 1,900円
子ども	（小学3年生以上） 1,400円 1,300円
子ども	（小学1・2年生） 1,100円 1,000円

内　　容 料金区分 一般料金 割引料金

ディナーブッフェ
＆大人、シニアは
飲み放題付
（セルフサービス）

平日
17：30～21：00	

大　人	（中学生以上） 6,180円 5,500円
シニア	（65歳以上） 5,680円 5,000円
子ども	（小学3年生以上） 1,900円 1,700円
子ども	（小学1・2年生） 1,500円 1,300円

土日祝
17：30～21：00
（90分制）

大　人	（中学生以上） 6,380円 5,500円
シニア	（65歳以上） 5,880円 5,000円
子ども	（小学3年生以上） 2,000円 1,700円
子ども	（小学1・2年生） 1,600円 1,300円

（税・サービス料込）
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東京ステーションホテルアトリウム
所在地：千代田区丸の内1-9-1　予約TEL�03-5220-0514
割引対象レストラン　4F　アトリウム

内容【要予約制、木・金・土曜日のディナーコースのみ】 割引料金
サースティー サーズディ(木曜限定) ソフトドリンク飲み放題付 8,800円
サースティー サーズディ(木曜限定) フリードリンク付 9,800円
シーズナルディナー(金曜・土曜) グラスシャンパン付 10,800円
シーズナルディナー(金曜・土曜) フリードリンク付 14,800円

・予約時の希望により館内見学
ツアー付も可能

ホテルグレイスリー新宿
所在地：新宿区歌舞伎町1-19-1
予約TEL�03-6833-1702（レストラン直通）

割引対象レストラン 割引内容
１F　 イタリアンレストランボンサルーテ 

KABUKI
ディナー時限定
飲食料金より10％引き

（割引上限5,000円）

新宿ワシントンホテル
所在地：新宿区西新宿3-2-9
予約TEL�03-3344-6109（レストラン予約センター）

割引対象レストラン 割引内容
1F　ステーキ＆しゃぶしゃぶ　ふじた
3F　カフェ＆バーバロン
25F　グリル＆ダイニングマンハッタンテーブル

ディナー時限定
飲食料金より
10％引き

京王プラザホテル 所在地：新宿区西新宿2−2−1　予約TEL�03-3344-0111
割引対象レストラン　2F　グラスコート

・割引除外日：ゴールデンウィーク、クリスマス、正月

（税・サービス料込）

内　　容（ディナーのみ） 料金区分 一般料金 割引料金

ディナーブッフェ
(2時間制)

平日
17：30～21：30

大　人 （中学生以上） 5,600円 5,040円
シニア （65歳以上） 4,500円 4,050円

土日祝
17：00～22：00

大　人 （中学生以上） 6,600円 6,040円
シニア （65歳以上） 5,300円 4,850円

小学生 3,100円 2,790円
幼児（４歳～小学生未満） 1,800円 1,620円

下記レストラン、飲食店もサービスセンター
会員証提示で優待料金になります。
・京懐石みのきち　東京新宿住友ビル店
・中野サンプラザ�「121ダイニング」�
� 「日本料理なかの」
・ニユートーキヨーグループ
・寿し常グループ
・三光マーケティングフーズグループ
※利用可能店舗、優待内容等はサービスセン

ターホームページまたは利用ガイドダイジェ
ストをご覧ください。

割引対象レストラン 割引内容
やまなみ、しゅん、蒼樹庵、南園、かがり、樹林、五穀亭、
デュオ フルシェット、カラオケ47、オーロラ、デュエット、
カクテル＆ティーラウンジ、天乃川（かがり内）、ブリアン

飲食料金2,160円（税サービス
料込）以上の場合、10％引き

・一般料金から割引されたVIPメンバーズ料金で宿泊可。お問い合わせは専用ダイヤル03-3344-6480

吉祥寺第一ホテル 所在地：武蔵野市吉祥寺本町2-4-14　予約TEL�0422-21-9814
割引対象レストラン　2F　バイキング・パークストリート

・5/1、2、8/13～17、12/26～28、31は土日祝料金になります。
・割引除外日：12/22～25、1/1～3

（税・サービス料込）

（税・サービス料込）

内　　容 料金区分 一般料金 割引料金

ランチ
ブッフェ

11：０0～
1５：00

（90分制）

平　日
大人(中学生以上) 2,900円 2,610円
シニア(65歳以上) 2,700円 2,430円
子ども(4歳～小学生) 1,700円 1,530円

土日祝
大人(中学生以上) 3,600円 3,240円
シニア(65歳以上) 3,400円 3,060円
子ども(4歳～小学生）2,200円 1,980円

内　　容 料金区分 一般料金 割引料金

ディナー
ブッフェ

17：00～
21：30

平　日
大人(中学生以上） 3,900円 3,510円
シニア(65歳以上） 3,700円 3,330円
子ども(4歳～小学生）1,900円 1,710円

土日祝
大人(中学生以上） 4,400円 3,960円
シニア(65歳以上） 4,000円 3,600円
子ども(4歳～小学生）2,300円 2,070円

・一般料金から割引されたVIPメンバーズ料金で宿泊可。 
お問い合わせは専用ダイヤル03-3344-6480
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サッポロライオングループで
ご利用可能な優待券です。
http://www.ginzalion.jp/
飲食代金から10%割引（優待券の利用は15時以
降、割引上限額10,000円まで）、
その他サービス券等の併用は不可
対象店舗：【銀座ライオン】【YEBISU	BAR】
【PRIVATE	DINING　点（ともる）】
【ダブリナーズ	アイリッシュパブ】
【くつ炉ぎ・うま酒	かこいや】
【和食・うま酒	入母屋】
【海鮮居酒屋おおーい北海道	別海町酒場】
【音楽ビヤプラザ	ライオン】
【ワイン食堂	ブルマーレ】
【北海道	留萌マルシェ】
【ビヤケラー東京】
【惠比壽ビヤホール】
【グランポレール　ワインバー	トーキョー】
【串天・鴨だしおでん　そばえもん】

キリトリ線



【利用ガイドダイジェスト訂正のご案内】

松屋銀座　ご優待のご案内

平成30年3月発行フレンドリーげんき利用ガイドダイジェスト掲載のサービス内容につきまして、変更がございま
したので、下記のとおり訂正いたします。会員の皆様にはご迷惑をおかけしますこと、深くお詫び申し上げます。
●契約取消 ……………………………………………………………………………

P15
百貨店・家電量販店　ビックカメラ

●契約解除 ……………………………………………………………………………

P15　宿泊　クラブイン荻窪　7月31日で契約解除
P17、18　会員優待協力店
美秀建設工業（有）　　染と織　いせや
（株）大東不動産　　　季節料理とらさんの店

●追加　P18　会員優待協力店	 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

事業所名 さとみ整体院 牧野電設工業株式会社
会員証提示サービス内容 初見料1,000円サービス（初回のみ） 太陽光発電システムをご利用の方（他社にて設置さ

れた方も含む）、蓄電池システムのご提案無料
住　　　　所 杉並区阿佐谷南2-12-2　第2丸伊荘12号室 杉並区堀ノ内3-25-5
電　　　　話 3317-7025 3313-2511
営 業 時 間 月・火・金　　　10：00〜21：00	

水・木・土・日　 9：00〜21：00 8：30〜17：30
定　休　日 不定休 第２・４土、日、祝日
ホームページ https://cutychipple.com/ http://www.makino-dk.co.jp/

●変更　会員優待協力店� ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

P17　四段目
アトリエ　マルメゾン
変更内容：会員特典

変更前
○婦人服オーダー注文時	
「シルクポケットチーフ」プレゼント

変更後
○婦人服オーダー 10％割引

●訂正　日産レンタカー� ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

P14　訂正内容：電話申込みID番号 誤
BR4388

正
BR4438

P18　一段目
庄司石材建材店
変更内容：	事業所名　営業時間

変更前
庄司石材建材店
8：00〜18：00

変更後
庄司石材店

9：00 ～ 17：00
P18　二段目
杉原歯科クリニック
変更内容：業務内容

変更前
一般歯科・レーザー治療・矯正治療・
審美歯科・インプラント

変更後
一般歯科・レーザー治療・矯正
治療・審美歯科

新規契約
下記に電話のうえ
「東京広域勤労者サービスセンターの会員」である
ことを告げて、カタログをお取り寄せください。

松屋銀座　法人営業部　セレモニーサービス
フリーダイヤル　☎0120-356-730
受付時間　10：00〜18：00
不定休

松屋セレモニーサービスのお香典返し 割引率

仏事返礼品

特別推奨品ギフト（約130点） 10～30％
全国送料無料ギフト（約200点） 20％
その他ギフト品（約500点・一部除外品有り） 5～20％
ご挨拶状（30枚から承ります。） 　　　

〈対象商品・割引内容〉

お中元ギフト【三越伊勢丹　夏の贈り物】　　特別ご優待
【利用方法】　●	下記連絡先にお電話のうえ、「東京広域勤労者サービスセンター」の会員である旨を告げて、	

「三越カタログ」または「伊勢丹カタログ」をご指定ください。カタログのご請求は全国より承ります。

三越伊勢丹
お中元受注センター

コールセンター 会員さま専用ホームページ
0120-38-3254 http://www.mistore.jp/onlinestore/benefit/

カタログ請求期間：5月30日（水）〜7月 1日（日）　カタログは１週間前後でお届けいたします。
お問合せ受付期間：5月16日（水）〜7月31日（火）　受付時間　10：00〜18：00

※東京23区内は、スタッフが訪問することができます。
※松屋銀座・松屋浅草の店舗でのお問合せ・ご注文は承れません。
※カタログ請求・お問合せの際に、「東京広域勤労者サービスセンターの
会員」であることをお伝えください。
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当事業等のお申し込みに際し、ご記入いただいた個人情報は、当該事業の案内、チケット等の送付の目的
以外には利用いたしません。［個人情報の取扱いについて］

フレンドリーげんき申込書
サービスセンター窓口、電話、FAX、ホームページ、Eメールで受け付けます。（申込方法に指定がある場合を除く）

商　品　名 公演日時
（試 合 日）

種別・席種
（大人・子ども等） 数量 代　　金

【豊島区本部】
FAX  03-5961-0522
T E L  03-5961-0520

【北区営業所】
FAX  03-5390-1177
T E L  03-5390-1242

【荒川区営業所】
FAX  03-3806-7588
T E L  03-3806-7581

【杉並区営業所】
FAX  03-6279-9118
T E L  03-6279-9117

送 付 先
〒 電話番号

荒川区営業所
（荒川区役所6F）

杉並区営業所
（インテグラルタワー2F）

豊島区本部
（豊島区東部区民事務所2階）

自宅

北区営業所
（北とぴあ11F）

勤務先
勤務先名

受取方法
窓 口→

（要会員証）

送 付→

申込方法

会員番号

昼間の連絡先名 電話番号

フ リ ガ ナ
様会員氏名－ －

Eメール info@tokyo-kinrou.jp へ必要事項を入力し
送信してください。携帯電話からのメールも可。
（ファイルの添付は不可・受付確認メールの送信はありません）

ホームページ　https://www.tokyo-kinrou.jp/

・送付ご希望の場合、送料82円と郵便局払込手数料（ATM80円、窓口130円）は会員様のご負担となります。
　チケットを数種類お申し込みの場合、納品の都合により発送が別々になることがあります。
　送料、払込手数料はその都度、会員様のご負担となります。ご了承ください。
・複数をとりまとめて送付ご希望の場合は、その旨および代表者氏名をわかるようにご記入ください。

［希望するチケット・商品等］ ※コンサートなどは、公演日時および種別・席種を、フリーパスは区分をお書きください。　例：としまえん夏の1日券大人2枚、子ども1枚

新規入会事業所紹介キャンペーン
紹介した会員様にも、紹介された事業所の方にも特典があります。是非このキャンペーンをお知り合いの方にご紹介ください。

キャンペーン期間：平成31年3月29日（金）まで

サービスセンターの入会対象は、区内（豊島区、北区、荒川区、杉並区）の従業員500人以下の事業所や商店、自営業の方
です。事業所で働く従業員と事業主の方全員で入会していただきます。
長期継続して雇用しているパートの方も入会できます。
※キャンペーン期間中に入会された事業所の入会後１年以内の事業所退会はお断りします。
※すでに入会している事業所、入会後のお申し出の場合はキャンペーン対象外です。

ご紹介いただきたい事業所

入会者1人につき、3,000円分の「QUOカード」を、
入会人数に応じて進呈します。
プレゼントは、ご紹介事業所が入会後に進呈します

ご紹介くださった会員様への特典 入会された事業所への特典

お知り合いの事業所をご紹介ください。

特典1 入会金無料（通常期　1人200円） 
※事業所入会時の入会者全員入会金無料

特典2 入会者1人につき、3,000円分の「QUOカー
ド」を、入会人数に応じて進呈します。 

（入会時進呈）

入会金／1名200円（入会時のみ）　　会　費／1名500円（月額）
※キャンペーン期間中は入会金が無料！

サービスセンター入会金・会費

入会者お一人につき
3,000円のQUOカードプレゼント！
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［お願い］
サービスセンターが取り扱う各種チケット、遊園地等のフリーパス券は、会員
の皆様にご利用いただくよう、サービスセンターが法人券として購入している
ものです。金券ショップ、インターネット等での転売および譲渡は禁止されて
います。ルールを逸脱した行為はサービスセンターの信用を低下させ、各施設
との契約ができなくなる恐れがあります。ほかの会員の皆様に多大な迷惑を及
ぼすことになりますので、絶対にしないようお願い申し上げます。

［個人情報の取扱い］
当事業のお申し込みに際し、
ご記入いただいた個人情報
は、当該事業の案内チケッ
ト等送付、事業の保険申し
込みの目的以外には利用い
たしません。

［事業の利用対象］
サービスセンターの事業・券のあっせん・
催事等をご利用できるのは、会員本人と登録
同居家族です。
ただし、会費未納（滞納）がある場合には
会費完納まで利用できません。

平成30年5月11日発行

2018

5
月号

入会状況（平成30年3月31日現在）
会員数： 11,485人　 事業所数： 3,360所

一般財団法人 東京広域勤労者サービスセンター

本号に掲載の写真は全てイメージです。

豊島区本　部	 〒170-0004	 豊島区北大塚1-15-10	 豊島区東部区民事務所2階	 TEL	03-5961-0520	/	FAX	03-5961-0522
北　区営業所	 〒114-8503	 北区王子１-11-１	 北とぴあ11階	 TEL	03-5390-1242	/	FAX	03-5390-1177
荒川区営業所	 〒116-8501	 荒川区荒川２-２-３	 荒川区役所６階（産業経済部内）	 TEL	03-3806-7581	/	FAX	03-3806-7588
杉並区営業所	 〒167-0043	 杉並区上荻１-２-１	 インテグラルタワー2階	 TEL	03-6279-9117	/	FAX	03-6279-9118
URL　https://www.tokyo-kinrou.jp/　　　　E-mail		info@tokyo-kinrou.jp
［営業時間］午前9時〜午後5時　　　［休業日］土曜、日曜、祝日、年末年始

お問い合わせ 一般財団法人 東京広域勤労者サービスセンター

次号予告 7月11日発行予定 ○食事券　○公衆浴場共通入浴券　○スポーツ観戦チケット（サッカー／大相撲）　○図書カード　○夏季プール等利用補助券同封　ほか

伝 言 板
■レジャー施設利用補助券 料金変更および休館のお知らせ　鉄道博物館
7月5日（木）より新館オープンに伴い、下記料金になります。また、新館オープン準備のため7月4日（水）は休館です。
本人負担金　一般：1,000円　小中高生：300円　幼児：0円

池袋コミュニティ・カレッジ　法人会員優待のご案内
サービスセンター発行の「法人会員受講申込書」をお持ちいただくと法人優待料金で受講できます。

優 待 内 容  入会金　無料
 受講料　一般料金から10%引き
・一日体験講座の受講にも利用できます。
・教材、パソコンスクールは割引になりません。

利 用 対 象  会員本人と配偶者
申　込　数  1会員　1期につき2講座まで

 （法人会員受講申込書2枚まで）
・「法人会員受講申込書」は1期につき40枚を先着順

に発行しています。
・講座は1年を3か月毎の4期（4・7・10・1月期）に

区切り、受講受付をしていますが、異なる講座もあ
りますのでご確認ください。

利 用 方 法
❶サービスセンターへ「法人会員受講申込書」をお申し込みく

ださい。
会員番号、会員氏名、利用者氏名（フリガナ）、申込期、枚数、送付希
望の方は送付先住所（自宅または勤務先）、昼間の連絡先電話番号

❷「法人会員受講申込書」を池袋コミュニティ・カレッジ受付
に提出し、受講料をお支払いください。

・ホームページからの講座のお申し込みおよびWEB決済はできません。

［講座内容に関するお問い合わせ］
池袋コミュニティ・カレッジ　TEL03-5949-5486（代）
豊島区南池袋1-28-1　西武池袋本店　別館8・9階

会員優待協力店募集中！
当センターでは会員サービス向上のため、会員優待にご協力いただける会員事業所様を募集しています。
当センターは、豊島区、北区、荒川区に、杉並区を加えた広域的なサービスセンターに拡大しました。
協力店の情報は、会報誌や利用ガイド、ホームページ等でご案内します。自慢の商品や、サービス、お店の魅力を広く
アピールする機会です。是非とも、協力店へのご参加をご検討ください。

広告募集中

サイズ（A4判） 会員事業所割引料金 一般料金
全　　面 75,000円 150,000円
２／３面 50,000円 100,000円
１／２面 37,500円 75,000円
１／３面 25,000円 50,000円
１／４面 18,750円 37,500円

会報誌紙面
A4判以内

会員事業所割引料金
1枚５円（一般料金　10円）

折込

お申し込み、お問い合わせは豊島区本部へご連絡ください。

1バナーあたり1か月

3,000円

ホームページバナー

会報誌紙面、折込、ホームページバナーの広告を募集しています。
会員の皆様の事業所・商品のPRにご活用ください。
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