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入会状況（平成30年7月31日現在）
会員数： 11,651人　 事業所数： 3,351所

一般財団法人 東京広域勤労者サービスセンター
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東京ディズニーランド１デーパスポート付き！

東京ディズニーランドR・
　パーク・ファン・パーティー

参加対象 　会員および登録同居家族と関係者
・関係者のみのお申し込みはできません。
・当選者以外の参加および当日の飛び入り参加はできません。
・必ず本人名義でお申し込みください。借名によるお申し込みは

固くお断りします。
募集人数 　200名

この事業は、板橋区産業振興公社との共同事業です。
（全体募集人数300名）

締　　切 　10月19日（金）午後5時必着
抽選結果 　 11月19日（月）までにお申し込みの代表

者に抽選結果を通知します。
・当選の方にはご案内（参加費払込方法）を同封

します。振込手数料は各自でご負担願います。
・当選後のキャンセル、変更はできません。

申込方法
19ページの申込書に記入のうえ、FAXまたは郵送で 
サービスセンターへお送りください。
・電話、Eメールでのお申し込みは承っておりません。

参加料金（1名料金）
参加区分 会員・登録同居家族 関係者

大　人（18歳以上） 7,200円 9,200円
中　人（中・高校生） 6,300円 8,300円
小　人（４歳〜小学生） 4,800円 6,800円
幼　児（３歳以下） 無　料

・参加料金にはパーティー参加費、東京ディズニーランド1デー
パスポート、保険料等が含まれています。

・3歳以下の無料幼児の方には抽選券はありません。
・会員および登録同居家族の参加料金はサービスセンター会員特

別料金です。（サービスセンターが補助をしています）

平成31年1月27日（日）　現地集合イベント

東京ディズニーランド内の「トゥモローランド・テラス」にて開催します。ミッキー、ミニー達と
の写真撮影とプレゼント抽選会で大いに盛り上がりましょう。パーティーの後は、東京ディズニー
ランドで楽しい１日をお過ごしください。

日　時：平成31年1月27日（日）　雨天実施
・パーティー終了後は解散（自由行動）です。
・1月27日のパーク開園時間：午前8時〜午後10時（予定）

時　間 内　　　容
9：10 開場
9：40 パーティー開始

・主催者挨拶　・プレゼント抽選会　・キャラクターグリーティング
キャラクターグリーティングでは、ミッキーマウスやディズニーの素敵な
仲間たちが会場をまわり、客席へご挨拶にうかがいます。 
ご自身のカメラでキャラクターと写真撮影ができます。

10：10 パーティー終了　＊パーティー終了後は自由行動です。

会　場： 東京ディズニーランド 
「トゥモローランド・テラス」
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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。

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。

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
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/
Ｅメール……info@tokyo-kinrou.jp へ①〜⑤を入力し、 

送信してください。 
（携帯電話からのEメールも可。ファイルの添付不可 
受付確認メールの送信はありません。）

窓　　口……会員証をご持参ください。

申 込 方 法

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10月26日（金）から

　1組　4,400円（500円×10枚）
　1会員2組まで
　なし
　 9月28日（金）午後5時必着

締切後のキャンセル、変更は一切できません。
　 ガスト、デニーズ、大戸屋ごはん処、カレーハウスCoCo壱番屋、

さぼてん、モスバーガー、吉野家、ケンタッキーフライドチキン、
日高屋、ドミノ・ピザ、オリジン弁当　他 
http://www.jfcard.co.jpで加盟店を確認できます。

あっせん料金
申 込 組 数
有 効 期 限
申 込 締 切

加 盟 店 一 例

全国共通お食事券ジェフグルメカード
（5,000円分）

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 10月17日（水）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
9月28日（金）午後5時必着
締切後のキャンセル、変更は一切できません。

あっせん料金

申 込 枚 数

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31年1月31日（木）

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31年3月31日（日）

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31年4月30日（火）

・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。
・TOHOシネマズパスポートは券受取後、インターネット

から座席を確保することができます。
・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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全国35,000店舗でご利用いただける便利なお食事券です。



池袋演芸場入場券
あっせん料金

大人・シルバー共通券　1枚 1,500円
一般料金　 大人（1〜20日の昼・夜の部） 2,500円 

大人（21〜30日の昼） 2,000円 
学生・シルバー（昼・夜の部） 2,000円

申 込 枚 数 　1会員5枚まで
有 効 期 間 　 平成30年10月1日（月）～ 

 平成31年3月30日（土）
申 込 締 切 　 平成31年2月28日（木）午後5時必着 

購入（受取）後のキャンセル、変更は一切できません。

ご　注　意
・特別興行、毎月21〜30日の夜の部、隔月31日は特別企画のため

利用できません。
・1〜20日は昼夜入れ替え制ではありませんが、退場後の再入場

はできません。
・親子割引等、その他の割引と併用はできません。
・スタンプカードの押印はできません。
・有効期間の変更はできません。必ず有効期間内にご使用ください。
・営業時間、演目、出演者などは池袋演芸場へお問い合わせください。

池袋演芸場　TEL 03−3971−4545
豊島区西池袋1−23−1（JR池袋駅西口から徒歩3分）

ゴルフ練習場
施設名 内　　容 有効期限

サンスクエアゴルフポイントチャージ引換券 年度20枚	 1枚4,100円	 引換券5,000ポイント分 発券から3か月
ハイランドセンター回数券 各月5冊	 1冊9,100円	 15枚綴（一般料金10,260円） 発券から3か月
松ノ木ゴルフセンター回数券

スポーツ施設利用券
区内にある、身近なスポーツ施設の回数券やゴルフ練習場のチケットをあっせんします。皆様の健康維持、増進にご活用ください。
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。送付もできます。

購入（受取）後のキャンセル、変更は一切できません。区内スポーツ施設
施設名等 内　　容

荒川総合スポーツセンター
個人利用回数券

年度10セット	 １セット1,500円　1セット100円券×26枚（一般料金2,000円）
※改修工事のため平成31年4月〜平成32年3月まで休館

あらかわ遊園スポーツハウス
個人使用回数券 年度10枚	 １枚　　1,500円　プリペイドカード2,600円分（一般料金2,000円）
杉並区温水プール使用券
・杉並区内4か所の温水プールで利
用できます。

年度10枚	 １枚　　1,900円　プリペイドカード3,000円分（一般料金2,500円）

豊島区公営スポーツ施設使用券
・豊島区内6か所のスポーツ施設で
利用できます。

年度6枚	 １枚　　2,200円　プリペイドカード3,000円分（一般料金2,700円）

十条台小学校温水プール回数券
（パノラマプール十条台）

年度それぞれ6セット　	大　人（1セット5枚）1,400円（一般料金2,000円）	
子ども（中学生以下、1セット6枚）100円（一般料金500円）	
シニア（65歳以上、1セット5枚）500円（一般料金1,000円）

◆利用できる施設
施設名 所在地

豊島体育館 豊島区要町 3-47-8
巣鴨体育館 豊島区巣鴨 3-8-7
総合体育場 豊島区東池袋 4-41-30

施設名 所在地
雑司が谷体育館 豊島区雑司が谷 3-1-7
池袋スポーツセンター 豊島区上池袋 2-5-1（健康プラザとしま内）
南長崎スポーツセンター 豊島区南長崎 4-13-5

施設名 所在地
上井草スポーツセンター※ 杉並区上井草3-34-1
大宮前体育館 杉並区南荻窪2-1-1

◆利用できる施設
※上井草スポーツセンターは改修工事の為、平成30年11月5日から平成31年3月15日（予定）まで休館となります。

施設名 所在地
高井戸温水プール 杉並区高井戸東3-7-5
杉並第十小学校温水プール 杉並区和田3-55-49

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 9月11日（火）から
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区内公衆浴場共通入浴券（回数券）
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。

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 9月11日（火）から

※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。

有 効 期 限 　平成30年12月31日（月）まで
申 込 締 切 　10月31日（水）午後5時必着

購入（受取）後のキャンセル、変更は一切でき
ません。
・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。
・都内共通入浴券とは異なります。
※平成30年12月31日までの入浴券のあっせんは今号で最

後になります。次回の入浴券のあっせんは会報誌1月号
でご案内します。

内 　 　 容



エンターテインメント
締　　切

9月28日(金）午後5時必着
・締切後のキャンセル、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10月22日（月）までにご通知します。
「阿佐谷ジャズストリート」「男の純情」「ひとつの机とふたつの椅子とモノガタリ」は10月10日（水）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。

❷		男の純情	
このオジサンたち“恋”してます？

出演：宇梶剛士　山崎銀之丞　市川猿弥
日時：10月27日（土）　午後7：00開演
会場（最寄駅）： 紀伊國屋ホール（新宿駅／新宿三丁目駅）
あっせん料金：指定席3,300円（一般料金5,000円）
あっせん枚数：16枚（１会員2枚まで）

ここに50代のオジサンが
いる。愛しの女性を待ち
焦がれているようだ。だ
がその女性は一向に現れ
ない。そのうち、男たち
による虚々実々の攻防戦
がはじまる！可笑しくも切
ない純情三人芝居。

未就学児
入場不可

❺	ミュージカル落語「宮沢賢治」

出演：三遊亭究斗
ゲスト：柳家喬太郎
演奏： 山本愛香（ピアノ） 

桜田昌子（オーボエ） 
諸岡由美子（チェロ）

日時：11月7日（水）　午後3：00開演
会場（最寄駅）：豊洲シビックセンターホール（豊洲駅）
あっせん料金：全席指定2,500円（一般料金3,900円）
あっせん枚数：12枚（1会員2枚まで）

名作を笑いあふれるダイジェスト版とし
て新作落語に創り上げた「ミュージカル落
語」名作シリーズ。ゲストにはその話芸は
粋で大胆、巧みで辛辣、柳家喬太郎を迎
えます。究斗&喬太郎のトークコーナーも
お楽しみに！

未就学児
入場不可

ジャンルも世代も超えてアジア各国から
集まったアーティストたちが、創造とネッ
トワーク構築の可能性を探るプロジェク
ト。3年目の今年は「モノガタリ」がテーマ。

❸		

未就学児
入場不可

未就学児
入場不可

❻		チャイコフスキー　偉大な芸術家の思い出に
	 ～贅沢なトリオが贈るロシア音楽の真髄～
ここでしか聴けない！
緊密なアンサンブルを堪能できる
特別な一夜

出演： ヴァイオリン　川久保賜紀 
チェロ　遠藤真理 
ピアノ　上原彩子

曲目： チャイコフスキー 
　　　ピアノ三重奏曲 イ短調「偉大な芸術家の思い出に」 
プロコフィエフ　 ヴァイオリン・ソナタ第2番 ニ長調、 

チェロ・ソナタ ハ長調
日時：11月7日（水）　午後7：00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2,200円（一般料金3,500円）
あっせん枚数：10枚（1会員2枚まで）

未就学児
入場不可

川久保賜紀
©Yuji Hori

遠藤真理
©Katsumi Nakayama

上原彩子
©武藤章

❶		

出演： 山下洋輔NYトリオ　庄野真代　
MAYA ほか（26日） 
豊田チカ　大橋美加　鈴木良雄 ほか

（27日）
日時：10月26日（金）・27日（土）
会場（最寄駅）：阿佐ヶ谷駅周辺パブリック会場12会場
あっせん料金： 1日券(26日または27日券)�1,900円（一般当日料金3,000円） 

2日券 2,900円（一般当日料金4,500円）
あっせん枚数：各10枚（1会員あわせて2枚まで）
阿佐谷ジャズストリートの詳細は、http://www.asagayajazzst.com/
阿佐谷ジャズストリート実行委員会 TEL 5305-5075

今年は、世界の山下洋輔がNYトリオで出演。
「飛んでイスタンブール」の庄野真代が初登
場。豊田チカや鈴木良雄など実力派が勢揃
いです。街中がジャズに染まる2日間をぜひ
共通パスポートでお楽しみ下さい。

阿佐谷ジャズストリート2018
パブリック会場共通パスポート

舞台はとある田舎町。25年前に失踪し
た父と、その父を探す娘の、交差する想
い。そこにあって当たり前、時に鬱陶し
く思ってしまう親子の絆や愛を、まっす
ぐに見つめ直し描いていきます。

未就学児
入場不可

作・演出：宅間孝行
出演：星野真里　宅間孝行 

鈴木紗理奈　川原亜矢子 
永島敏行ほか

日時： ㋐11月3日（土・祝） 午後5：30開演 
㋑11月8日（木） 午後1：30開演

会場（最寄駅）：サンシャイン劇場（東池袋駅）
あっせん料金： S席5,400円（一般料金8,000円）
あっせん枚数：各日8枚（1会員あわせて2枚まで）

❹

参加者：佐藤信（座・高円寺芸術監督）、
ダニー・ユン（香港）、清水寛二（日本）、
リュウ・シャオイ（シンガポール）、ディ
ディ・ニニ・トウォ（インドネシア）、 
ドナ・ミランダ（フィリピン）、トラ・グエン（ベトナム）ほか
日時：10月27日（土）　午後2：00開演
会場（最寄駅）：座・高円寺1（高円寺駅）
あっせん料金：全席自由1,700円（一般料金2,500円）
あっせん枚数：16枚（1会員2枚まで）
27日は作品上演とポストトーク。28日午後2：00開催の 
シンポジウムは、27日のチケット提示で参加無料

座・高円寺	秋の劇場15	
「ひとつの机とふたつの椅子とモノガタリ」	
one	table	two	chairs	meeting	2018

Ⓒ宮内勝

タクフェス第6弾	
『あいあい傘』
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�		魔界転生

出演： 上川隆也　溝端淳平 
高岡早紀　浅野ゆう子 
松平 健 ほか

日時： 11月25日（日） 
午後５：00開演

会場（最寄駅）： 明治座（浜町駅）
あっせん料金： S席 9,200円 

（一般料金13,500円）
あっせん枚数：16枚（1会員2枚まで）

豪華キャストが勢揃いしたエンター
テインメント時代劇の最高傑作を 
堤幸彦 演出×上川隆也 主演で 
舞台化!!

未就学児
入場不可
未就学児
入場不可

日時：11月24日（土）　午後2：00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：全席自由　大　人 1,300円 （一般料金1,500円） 

子ども（中学生以下） 800円 （一般料金1,000円） 
親子ペア 1,800円 （一般料金2,000円）

あっせん枚数：30枚（1会員あわせて4枚まで）
※３歳未満は保護者の膝上にかぎり無料
※車いすを利用される方は事前にご連絡ください。

中国で生まれた世界的名作「西遊記」を
日本発のマスクプレイミュージカルに！
本場中国でも上演され人気を博した作品
がリニューアルして登場です！

キッズ
OK！

	 	劇団飛行船マスクプレイミュージカル	
「そんごくうの大冒険」	
ちからのかぎりとべ！とべ！ごくう！！

�

昨年好評の幕を閉じた「ON and ON」 
第2弾!
ドラマ・舞台・歌手と多岐にわたり活躍を
続ける中村雅俊。
デビューから続けているコンサートツアー
を今年も開催。

�

未就学児
入場不可

日時：12月1日（土）　午後5：00開演
会場（最寄駅）：中野サンプラザ（中野駅）
あっせん料金： 指定席4,700円（一般料金7,000円）
あっせん枚数：16枚（1会員2枚まで）

	 	新感線☆RS『メタルマクベス』disc3

作： 宮藤官九郎
演出： いのうえひでのり
出演： 浦井健治　長澤まさみ ほか
日時： ㋐11月15日（木）　午後6：00開演 

㋑12月15日（土）　午後6：00開演
会場（最寄駅）：IHIステージアラウンド東京（市場前駅）
あっせん料金：全席指定11,000円（一般料金13,500円）
あっせん枚数：各日12枚（１会員あわせて2枚まで）

約1300人を乗せた巨大な円
形の観客席が回転し、舞台
が周囲を取り囲む360度全
てに展開されるダイナミッ
クなステージ！

❼

未就学児
入場不可

出演： 千葉雅子　矢崎 広　近藤良平
日時： ㋐11月22日（木） 午後7：00開演 

㋑11月23日（金・祝） 午後2：00開演
会場（最寄駅）：あうるすぽっと（東池袋駅）
あっせん料金： 指定席3,000円(一般料金3,800円)
あっせん枚数：各日20枚（1会員あわせて4枚まで）

❽	ダンスで演劇『右まわりのおとこ』

千葉雅子 矢崎 広 近藤良平

3人の「こだわりすぎる人
たち」のこだわりすぎる
日常を、ダンスの身体言
語で俳優の身体を通して
描きます。
ダンスと演劇のいいとこ
どり、今秋、新ジャンル
が誕生します。

未就学児
入場不可

❾	
演劇界の異才・小野寺修二がオペラ初演
出！豪華キャストが初期バロック・オペ
ラの傑作をお贈りします。

指揮・ヴァイオリン：寺神戸 亮
演出：小野寺修二（カンパニーデラシネラ）
管弦楽：レ・ボレアード（オリジナル楽器使用）
歌手：エミリアーノ・ゴンザレス＝トロ 

湯川亜也子　マチルド・エティエンヌ 
櫻田 亮　フルヴィオ・ベッティーニ　ケヴィン・スケルトン 
クリスティーナ・ファネッリ ほか

パフォーマー：辻田 暁　遠山悠介
日時：㋐11月23日（金・祝）午後5：00開演　㋑11月25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： SS席6,100円（一般料金9,000円）
あっせん枚数：各日10枚（1会員あわせて2枚まで）

モンテヴェルディ作曲	
オペラ「ウリッセの帰還」

エミリアーノ・ゴンザレス＝トロ マチルド・エティエンヌ

寺神戸 亮 小野寺修二 ©石川純©Tadahiko
　Nagata

未就学児
入場不可
未就学児
入場不可

出演：真風涼帆　星風まどか　芹香斗亜 ほか
日時：11月24日（土）　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）

千年に亘って転生を繰り返しながら、争い、そして
魅かれ合う陰陽師と妖狐の宿縁を、時に雅やかに、
時に妖しく描く、日本物レヴュー。

�

Ⓒ宝塚歌劇団

ミュージカル・プレイ
「異人たちのルネサンス」
―ダ・ヴィンチが描いた記憶―
万能の天才と謳われながら、その生涯に多くの謎を
残すレオナルド・ダ・ヴィンチ。彼の創作の源が、
ある女性への愛であったと仮定し、ダ・ヴィンチと
彼を取り巻く人々との愛憎を描く。

宝塚歌劇　宙組公演	
―本朝妖綺譚―	「白

しら

鷺
さぎ

の城
しろ

」

未就学児
入場不可

�		フィルハーモニクス　ウィーン＝ベルリン

曲目：ブラームス（コンツ編）：
ハンガリー舞曲 第1番　マー
キュリー（フィルハーモニクス
版）：ボヘミアン・ラプソディ　フェリシアーノ（ギュルトラー編）：
フェリス・ナヴィダ（メリー・クリスマス）　サムナー（フィルハーモニ
クス版）：イングリッシュマン・イン・ニューヨーク ほか
日時：12月14日（金）　午後7：00開演
会場（最寄駅）：東京芸術劇場コンサートホール（池袋駅）
あっせん料金： 全席指定4,700円（一般料金7,000円）
あっせん枚数：16枚（1会員2枚まで）

「ウィーン・フィル」「ベルリン・
フィル」の超絶腕利きたちが贈
る、最高のクリスマス・エン
ターテイメント。
ジャンルを超えた名曲を粋な
オリジナル・ヴァージョンで！

ⒸMaxParovsky

東建コーポレーション	Presents	
中村雅俊コンサートツアー2018	
「ON	and	ON」vol.2
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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、変更は一切できません。

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
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：1,000枚
申 込 枚 数：1会員10枚まで
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

あっせん料金：大人・3歳以上の子ども共通券  800円
一 般 料 金： 大　人（中学生以上）  2,800円 

子ども（3歳以上）・シニア（60歳以上要証明） 2,300円
あっせん枚数：900枚
申 込 枚 数：9月～3月で1会員15枚まで
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

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：760枚
申 込 枚 数：1会員10枚まで

スパリゾートハワイアンズ　TEL 0570－550－550

平成30年10月1日（月）〜平成31年3月31日（日）まで有効券

先着順受付

先着順受付A としまえん　入園+のりもの乗り放題

あっせん料金： 大　　人（中学生以上） 1,800円 
子 ど も（３歳～小学生） 1,000円

一 般 料 金： 大　　人（中学生以上） 4,200円 
子 ど も（３歳〜小学生） 3,200円

申 込 枚 数：1会員あわせて10枚まで
としまえん　TEL 03-3990-8800

お申し込みから最大6か月間有効券

サービスセンターからのお願い
サービスセンターが取り扱うチケットがネットオークション等に出品されていたことが判明いたしました。
インターネット、金券ショップ等での転売および譲渡は禁止しています。
このような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。
なお、譲渡・転売行為が発覚した場合は、当センターの規則により退会していただく場合がございます。

会員と登録同居家族の方に限りスパリゾートハワイアンズ
ホテル宿泊が割引で利用できます。
詳細はサービスセンターホームページをご覧ください。
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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）

申 込 枚 数：1会員年度内大人券、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） 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） 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） 900円 1,400円

展覧会

あっせん料金： 
 一般 800円 
(一般料金：当日1,500円)
あっせん枚数：220枚 
 （1会員4枚まで）
会期：9月19日（水）〜 
 11月11日（日）まで
＊作品保護のため、会期中に

展示替えを行います。
休館日：火曜日（11/6
は18時まで開館）
会場： サントリー美術館 

（東京ミッドタウン ガレリア3F）
締切：10月31日（水）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：240枚 
 （1会員4枚まで）
会期：10月24日（水）〜 
 12月3日（月）まで
休館日：毎週火曜日
会場： 国立新美術館 

企画展示室2E 
（東京・六本木）

締切：10月23日（火）午後5時必着
※会期前までのあっせんです。 

お申し込みはお早めに！

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：330枚 
 （1会員4枚まで）
会期：10月16日（火）〜 
平成31年1月20日（日）まで
休館日：月曜日（12/24、
1/14は開館）、12/28
〜1/1、1/15
会場： 国立西洋美術館 

（東京・上野公園）
締切： 12月14日（金） 

午後5時必着

あっせん料金： 
㋐ 一般・大学生 900円 
（一般料金：当日1,600円）

㋑ 小・中・高校生 300円 
（一般料金：当日 600円）

あっせん枚数：
㋐220枚㋑140枚

（1会員あわせて4枚まで）
会期：10月30日（火）〜
 平成31年3月3日（日）まで
休館日：毎週月曜日、12/28〜
1/1、1/15、2/12（12/24、1/14、2/11、2/25は開館）
会場：国立科学博物館（東京・上野公園）
締切：平成31年1月31日（木）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：9月26日（水）〜 
 12月17日（月）まで
休館日：毎週火曜日
会場： 国立新美術館　 

企画展示室1E 
（東京・六本木）

締切：11月30日（金）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：340枚 
 （1会員4枚まで）
会期：10月27日（土）〜 
 平成31年1月20日（日）まで
休室日：月曜日（11/26、
12/10、12/24、1/14は開室）、
12/25、1/15

【年末年始休館】12/31、1/1
会場：東京都美術館 
企画展示室（東京・上野公園）
締切：12月14日（金）午後5時必着

京都・醍醐寺
―真言密教の宇宙―

生誕110年　東山魁夷展

オルセー美術館特別企画
ピエール・ボナール展

ムンク展 
―共鳴する魂の叫び

ルーベンス展
―バロックの誕生

特別展「明治150年記念 
 日本を変えた千の技術博」

＊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、変更は一切できません。
＊開館時間等は、各展覧会の公式サイトでご確認ください。

エドヴァルド・ムンク《叫び》 
1910年？ テンペラ・油彩、 
厚紙　83.5×66cm
オスロ市立ムンク美術館所蔵
© Munchmuseet

特別展「昆虫」、企画展「デザインあ展 in TOKYO」、
「没後50年藤田嗣治展」のチケットもあっせん中です。
詳しくは7月号をご覧ください。

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。

国宝 「薬師如来坐像」 平安時
代、醍醐寺蔵、画像提供：奈良
国立博物館、撮影：佐々木香輔

ピエール・ボナール
《猫と女性 あるいは 餌をねだる猫》　
オルセー美術館　©RMN-Grand 
Palais (musée d'Orsay) / Hervé 
Lewandowski / distributed by AMF

ペーテル・パウル・ルーベンス
《クララ・セレーナ・ルーベンスの肖像》
1615－16年　油彩／板で裏打ち
したカンヴァス　ウィーン、リヒテ
ンシュタイン侯爵家コレクション　
©LIECHTENSTEIN. The Princely 
Collections, Vaduz-Vienna 

《道》1950年 
東京国立近代美術館
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・「代金を支払い済みのツアー」、「宿泊ツアー」、「シンフォニークルーズ（コース番号がSから始まるコース）」、「ホームページ専用コース」は
補助の対象外です。

・はとバスのパンフレットは、はとバス営業所またはサービスセンター窓口にあります。
・次回の募集は会報誌3月号でご案内します。

補助金額 1名につき　2,000円の補助券を1枚発行（先着320枚）
・１会員４名分まで
・１人１回限り（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）

申込（仮予約）開始日 平成30年9月13日（木）から先着順に受付し、320枚に達し次第締切
・締切後、FAX、ホームページ、Eメールでお申し込みの方にはその旨ご連絡します。

利用対象 会員と登録同居家族
・登録同居家族のみが参加した場合も補助の対象となります。

補助要件 はとバス日帰りツアーで次の３つの要件を満たすもの
①ツアー代金が、1名につき5,000円以上（子ども代金も5,000円以上）
②サービスセンター指定パンフレットに掲載してあること
③平成30年10月1日〜平成31年3月31日の出発であること

はとバス日帰りツアー補助券

サービスセンター
指定パンフレットは次の3種

・はとバス東京・横浜観光
・はとバス日帰りバスの旅
・貴賓席の旅

10月1日～平成31年3月31日
出発の日帰りツアーに限ります。

はとバス東京・横浜観光 はとバス日帰りバスの旅 貴賓席の旅　※日帰りのみ補助の対象

・パンフレットは季節ごとに更新されます。

はとバス日帰りツアー補助券 申込書　お申し込み先、FAX番号等は19ページをご覧ください

②ツアー出発日

④照会番号

補助券利用者氏名（フリガナ） 会員番号 続　柄 年　齢 性　別
男 ・ 女

男 ・ 女

男 ・ 女

男 ・ 女

（　　　　　　　　　）

（　　　　　　　　　）

（　　　　　　　　　）

（　　　　　　　　　）

①コース番号

③ツアー名

⑤

年　　月　　日（　　）

・ツアーを予約後、下の事項をご記入のうえサービスセンターへ補助券を
お申し込みください。
・必要事項に不備があると補助券の発行ができませんのでご注意ください。枚

はとバス日帰りツアー
補助券申込

・サービスセンターへ補助券の仮予約をしてから、はとバスへツアーの
予約をしてください。

はとバス日帰りツアー
補助券仮予約 枚

STEP

1
STEP

2
STEP

3

・　　　　　 は仮予約から 5営業日以内にお済ませください。
STEP

2
STEP

3

・補助券の利用対象は、会員と登録同居家族です。参加する本人名義でお申し込みください。借名による補助券の利用はできません。

はとバスへツアーを予約してください。

送 付 先 〒 電話番号

掲載パンフレットを〇で囲み、 掲載ページをご記入ください。
東京・横浜観光 ／ 日帰りバスの旅 ／ 貴賓席の旅　　　　ページ

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2F）

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→

会員番号

昼間の連絡先名 電話番号

フ リ ガ ナ
様会員氏名－ －

秋・冬の行楽に是非ご利用ください。

平成30年度・下半期分　募集開始！

8



STEP

2
はとバスへツアーを予約 （補助券の仮予約から５営業日以内）
はとバスへお電話で東京広域勤労者サービスセンターの会員であることと、補助券を利用する旨を伝えて
参加ツアーの予約をしてください。（インターネット申込は補助券利用対象外）

〔ご注意〕
・予約時に、照会番号が伝えられますので、必ずメモをお取りください。
・会員証提示による５％割引（４名まで）もあわせてご利用になれます。
　（ただし、一部割引適用外のツアーもありますので、はとバスへ予約の際にご確認ください）

はとバス日帰りツアー補助券 利用方法

〔ご注意〕
・先着順に受付し、320枚に達し次第締切。
・はとバスへツアーの予約をする前に、補助券を仮予約してください。
・補助券を仮予約した日から５営業日以内にサービスセンターへ補助券の申込がない場合、仮予約は取り消しになります。

サービスセンターへ補助券を仮予約
仮予約は、窓口、電話、FAX、ホームページ、Eメールで受け付けます。

STEP

1

STEP

4
はとバスへツアー代金の支払い
下記はとバス営業所にて、会員証・補助券を提示し、割引後のツアー代金を現金でお支払いください。
ツアー出発日の14日前（ツアー予約日が14日前を過ぎている場合は予約後３日以内）までにお支払いください。

〔ご注意〕
・ツアー代金のお支払い方法は現金のみです。振り込み、クレジットカードによるお支払いはできません。
・補助券は、キャンセル料のお支払いには利用できません。

・東京営業所（東京駅丸の内南口出て左手）	 TEL	03-3201-2725　 7：10〜19：00	 年中無休
・新宿営業所（新宿駅東口ルミネエスト1F）	 TEL	03-3356-4270　 8：00〜18：00	 年中無休
・池袋営業所（池袋駅東口パルコ側1F出てすぐ左）	 TEL	03-3988-6371　11：00〜18：30	 日曜・祝日定休
・浜松町総合センター（JR浜松町駅南口・世界貿易センタービル別館1F）	 TEL	03-5777-1631　 9：00〜18：30	 年中無休
※お申し込みを取り消す際のキャンセル料は、はとバスの約款に基づきます。
※ツアーに関する契約等は、はとバスと参加者との個人契約となります。サービスセンターで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。

TEL 03-3761-1100　8：00～20：00　年中無休はとバス予約センター

補助券取り扱いはとバス営業所

はとバスツアーの予約先・問い合わせ先

STEP

3 サービスセンターへ補助券の申し込み、受け取り
補助券の仮予約から５営業日以内に、窓口、電話、FAX、ホームページ、Eメールでお申し込みください。

申込必要事項
補助券申し込みの際、申込枚数の他、 
8ページ申込書の①〜⑤の項目を伺います。
①コース番号 
②ツアー出発日 
③ツアー名 
④照会番号
⑤補助券利用者氏名、会員番号、 

続柄、年齢、性別

受取方法
窓口：会員証をご提示のうえ、補助券をお受け取りください。

※補助券の仮予約からツアー出発日まで２週間以上ない場合は、窓口で
の受渡しになります。

送付：お申し込み後、１週間以内に会員の自宅または勤務先へ送付します。
（送料無料）

〔ご注意〕
・申込必要事項に不備があると補助券の発行ができませんのでご注意ください。
・会費未納（滞納）がある場合は、補助券の発行はいたしません。
・補助券に記名された本人（会員と登録同居家族）のみが利用できます。
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協力：東京都麺類協同組合　豊島4支部、北3支部

	 平成30年9月25日（火）～平成30年10月15日（月）
	 200円引き
 ・割引券１枚で合計金額から200円引きになります。

利　用　対　象 	 会員本人
 ・同一会員による利用は、有効期間中２枚までです。

	 有効期間中に取扱店舗にて
 下記の「豊島区内・北区内共通そば店特別割引券」を
 提出しご利用ください。
 ・割引券の利用は、そば店１回の来店につき、１会員１枚に限ります。
 ・会員証の提示では割引になりません。
 ・会員本人の利用に限ります。

割引券有効期間

割　　引　　額

利　用　方　法

おそばは、ヘルシーな食品の代表格。
職場の方やご家族とおいしいおそばを食べに出かけませんか。

東京都麺類協同組合のマーク

このマークのある豊島区内・北区
内共通そば店特別割引券取扱い店（全
93店）で利用できます。
※取扱い店舗は11ページをご覧ください。

「豊島区内・北区内共通そば店特別割引券」利用例

900円の天ぷらそばを注文した場合

会計時に割引券1枚と700円を支払います。

豊島区内・北区内共通そば店
特別割引券200円割引

●そば店１回の来店で１会員１枚利用できます。
●他の割引券との併用はできません。
●本券と現金の引換はできません。
●コピーおよびホームページからプリントした割引券
は利用できません。

有効期間 H30.9.25㈫からH30.10.15㈪まで

※会員番号、会員氏名記入のない場合は無効・使用不可

コピー不可

会員番号

会員氏名 様

お店の方へ　本券を必ず回収してください。
助成金請求時に添付する必要があります。
本券は東京都麺類協同組合豊島4支部、北3支部の協力により発行しています。
発行：一財）東京広域勤労者サービスセンター（フレンドリーげんき）
豊島区本部 TEL.03－5961－0520　営業時間／月～金（午前9時～午後5時）

東京都麺類
協同組合のマーク
本券はこのマークがあ
る豊島区内・北区内の
そば店特別割引券取扱
店（全93店）で利用で
きます。

豊島区内・北区内共通そば店
特別割引券200円割引

●そば店１回の来店で１会員１枚利用できます。
●他の割引券との併用はできません。
●本券と現金の引換はできません。
●コピーおよびホームページからプリントした割引券
は利用できません。

有効期間 H30.9.25㈫からH30.10.15㈪まで

※会員番号、会員氏名記入のない場合は無効・使用不可

コピー不可

会員番号

会員氏名 様

お店の方へ　本券を必ず回収してください。
助成金請求時に添付する必要があります。
本券は東京都麺類協同組合豊島4支部、北3支部の協力により発行しています。
発行：一財）東京広域勤労者サービスセンター（フレンドリーげんき）
豊島区本部 TEL.03－5961－0520　営業時間／月～金（午前9時～午後5時）

東京都麺類
協同組合のマーク
本券はこのマークがあ
る豊島区内・北区内の
そば店特別割引券取扱
店（全93店）で利用で
きます。

※割引券には、必ず会員番号と会員氏名をご記入ください。 ※割引券には、必ず会員番号と会員氏名をご記入ください。

キ
リ
ト
リ
線

キリトリ線

豊島区内・北区内共通そば店特別割引券

豊島区、北区、
荒川区、杉並区の
会員の皆様が
ご利用になれます。

秋は「新そば」
そばの初物は夏に収穫される「夏そば」ですが、いわゆる「新そば」と言われるのは秋に穫れる「秋そば」のこと。
夏そばに比べて色・味・香りに優れているとして、昔からそば通に好まれ、あえて「秋新」と呼んでその素晴らしさ
を広めたということです。
秋そばの収穫は、北海道が9月中旬頃で一番早く、九州では11月中旬頃とかなり遅く、関東あたりでは10月頃から
一般に出回るようになります。

見　本 見　本
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「豊島区内・北区内共通そば店特別割引券」取扱いそば店一覧
平成30年9月25日（火）〜平成30年10月15日（月）の間、休業日があります。

■ 豊島区内（52店舗）

東京都麺類協同組合　長崎支部（18店舗）
店　名 所 在 地

長寿庵 高松2-52-9

紅葉庵 高松2-9-7

一　久 高松3-5-17

安曇野 要町3-38-2 
ヨコヤマビル内

店　名 所 在 地

小倉庵 要町1-16-11

千川扇屋 要町3-25-11

やぶ重 要町1-18-7

可祢井 千早1-25-1

店　名 所 在 地

花月庵 千早4-2-1

田中屋 長崎6-10-13

尾張屋 長崎1-1-17

そば七 長崎4-10-8

店　名 所 在 地

大むら 長崎2-2-11

松　屋 長崎4-26-11

滝の家 長崎2-12-4

大野屋 南長崎5-25-14

店　名 所 在 地

大むら 南長崎5-32-4

花月庵 南長崎2-2-5

■ 北区内（41店舗）

東京都麺類協同組合　王子支部（20店舗）
店　名 所 在 地

むさし乃 東十条5-16-9

満留賀 東十条2-5-11

榎そば越後屋 王子2-23-3

小松庵 王子5-10-5

店　名 所 在 地

砂　場 王子2-30-1

萬盛庵 豊島3-13-7

松　屋 豊島3-5-11

砂　場 豊島2-5-9

店　名 所 在 地

梅の家 豊島1-8-9

松の家 豊島8-15-18

満留賀 豊島2-6-5

北むら 堀船2-2-19

店　名 所 在 地

砂　場 堀船3-38-1

越後屋 王子本町2-5-6

㐂久家 王子本町1-15-20

越後屋 王子本町1-21-4

店　名 所 在 地

越後屋 十条仲原1-1-1

寿　家 十条仲原3-4-5

満留賀 上十条2-7-15

蕎縁 まつ屋 上十条1-11-6

東京都麺類協同組合　滝野川支部（16店舗）
店　名 所 在 地

日の出屋 田端新町3-13-7

瀧乃家 田端新町1-8-1

浅野屋 東田端1-7-7

小松庵 田端3-6-11

店　名 所 在 地

浅野屋 田端6-4-1

福寿庵 田端1-16-5

萬盛庵 上中里1-2-1

浅野屋 上中里2-31-9

店　名 所 在 地

浅野屋 滝野川3-23-1

砂　場 滝野川5-23-6

浅野屋 滝野川6-64-11

長寿庵 滝野川7-21-16

店　名 所 在 地

扇　家 西ケ原1-63-12-101

信濃屋 西ケ原1-19-15

栄亀庵 西ケ原4-25-10

長寿庵 西ケ原1-27-31

東京都麺類協同組合　巣鴨支部（17店舗）
店　名 所 在 地

宝　家 西巣鴨4-1-8

小倉庵 西巣鴨2-21-6

朝日屋 西巣鴨3-8-2

春　月 西巣鴨1-3-6

店　名 所 在 地

更　科 巣鴨4-16-11

巣鴨武蔵野 巣鴨5-10-3

大橋屋 巣鴨3-34-3

松月庵 巣鴨4-21-9

店　名 所 在 地

小松庵総本家 駒込1-43-16

瀧乃家 駒込1-40-5

利久庵 駒込6-1-1

小倉庵 北大塚2-23-2

店　名 所 在 地

おり戸そば切りやぶ 北大塚1-34-9

蔦　や 南大塚3-51-6

小倉庵 南大塚2-40-10

小倉庵 南大塚1-42-8

店　名 所 在 地

満ゑだ 東池袋5-42-1

東京都麺類協同組合　目白支部（9店舗）
店　名 所 在 地

あさひ本店 東池袋4-5-1-101

あさひ 東池袋5-12-6

店　名 所 在 地

大陣庵 西池袋2-30-10 
渡辺ビル1Ｆ

まつや 南池袋2-10-5

店　名 所 在 地

幸　楽 南池袋3-18-35

松　月 南池袋1-8-24

店　名 所 在 地

甲州屋 南池袋3-24-16

日乃丸食堂 雑司が谷1-30-5

店　名 所 在 地

花月庵 高田1-16-8

東京都麺類協同組合　池袋支部（8店舗）
店　名 所 在 地

松月庵 池袋本町1-24-6

長寿庵 池袋本町4-1-2

店　名 所 在 地

花月庵 上池袋2-44-14

満留賀 東池袋1-36-3

店　名 所 在 地

や 重 池袋2-76-13

や 富 池袋3-44-14

店　名 所 在 地

やぶ豊 西池袋4-1-11

手打ちうどん弥三郎 西池袋1-13-7

東京都麺類協同組合　赤羽支部（5店舗）
店　名 所 在 地

赤羽増田屋 赤羽2-23-7

明石屋 赤羽2-43-7 
玉川ビル1Ｆ

店　名 所 在 地

赤羽屋 赤羽台3-2-18

更　科 赤羽南2-13-9

店　名 所 在 地

愛知屋 西が丘2-8-8

－東京都麺類協同組合名簿より－
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請 求 資 格
平成30年１月1日現在会員の方で、請求時に会員であること。
なお、平成29年4月2日〜30年1月1日の間に入会された方は給付金額が半額になります。
平成30年1月2日以降に入会された方は対象になりません。

給 付 金 額
小学校・中学校入学　10,000円

請 求 期 限
平成31年3月29日（金）

給付金請求・受領方法
窓口：「給付金請求書」の表裏に必要事項を記入し、会員証、証明書類、印鑑をお持ちください。

代理人の方の窓口受領は、同じ名字でも別々の印鑑が必要です。
郵送：「給付金請求書」の表裏に必要事項を記入し、押印のうえ、「証明書類」を添えてサービスセンターに郵送してください。

会員本人の口座に１か月以内に振り込みます。

・会費未納（滞納）がある場合、会費完納まで入学祝金、インフルエンザ予防接種費用補助金等は支給できません。

小学校・中学校入学祝金　請求受付中
平成30年4月に小学校・中学校に入学されたお子様がいる会員の方にお祝い金を給付しています。
該当している会員の方は請求期間内にお手続きください。

※義務教育終了祝い金は廃止されましたが、旧豊島区、旧北区の会員については経過措置として平成30年3月卒業のお子様まで5,000円
が給付されます。

必要書類
❶「給付金請求書」

用紙は窓口にあります。サービスセンターホームページからもダウンロードできます。
❷証明書類(コピー可）次のいずれか１つを必ず添付してください。
　○就学（入学）通知書　○健康保険証　○在学証明書　○生徒手帳（生年月日の記載があるもの）

インフルエンザ予防接種費用補助
会員本人が受けたインフルエンザの予防接種費用の一部を補助しています。

補助対象者
会員本人
・インフルエンザ予防接種日および補助金請求日の両日とも会員であること。
・インフルエンザ予防接種費用を自己負担していること。
　（市区町村、健康保険組合等で助成を受け、自己負担のない方は請求できません）

補 助 金 額
１会員　年度内１回　1,000円まで
インフルエンザ予防接種費用の自己負担が1,000円未満の場合は自己負担額が請求額です。（100円未満は切り捨て）

請 求 期 限
予防接種日から１年以内
補助金請求・受領方法

窓口：会員証、必要書類、印鑑をサービスセンター窓口にお持ちください。書類確認後、補助金をお渡しします。
代理人の方の窓口受領は、同じ名字でも別々の印鑑が必要です。

郵送：必要書類をサービスセンターへ郵送してください。会員本人の口座へ１か月以内に振り込みます。

必要書類
❶インフルエンザ予防接種費用補助金請求書

用紙は窓口にあります。サービスセンターホームページからもダウンロードできます。
❷医療機関発行の領収書を添付（コピー可）　　領収書に下記の①〜⑤の記載があることをご確認ください。

①予防接種者名（会員氏名）　　②インフルエンザ予防接種代と記載があること　　③予防接種日（領収日）
④予防接種費用額（診療や複数の方の費用が合算されている場合は内訳が必要）
⑤予防接種を受けた医療機関名

※領収書に①〜⑤全て記載されていない場合、支給できないことがありますので、ご注意ください。
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メニューNo.730011結婚お祝い

メニューNo.730012出産お祝い

銀婚式お祝い 婚約お祝い

お祝いサービスのご案内

10：00～17：00 （年末年始 休）
TEL：0120-208-330  FAX：03-6758-5520

ライフサポート倶楽部　生活メニュー編

特

　典

ご利用条件

新しい生活､新しい門出｡
大切な節目を迎えた皆様をお祝いします。

会員様同士がご結婚された場合、お祝いは１つとさせていただきます。

申請期限
入籍日より3ヵ月以内

お祝い品
（カタログギフト）
ご進呈

写真はイメージです

特

　典

ご利用条件

新しいご家族のご誕生を祝って、
プレゼントをお贈りします。

両親ともに会員様、または双子以上のご出産の場合、お祝いは１つとさせていただき
ます。

申請期限
お子様の出生日より3ヵ月以内

お祝い品
（カタログギフト）
ご進呈

写真はイメージです

※申請時、お子様の誕生日と会員本人との続柄を証明できるもの（住民票、健康保険証（会員本人との親子関係が判るもの）、母子手帳（出生届出済
証明のページ）等いずれか）のコピーも合わせて提出してください。
※住民票コード通知票は不可

特

　典

ご利用条件
入籍から満25年を迎えた会員の方。
※会員様同士がご夫婦の場合、お祝いは１つとさせていただ
きます。

申請期限
入籍満25年を迎えた日より3ヵ月以内

結婚満25年
クーポン等
ご進呈

※申請時、入籍日を証明するもの（婚姻届受理証明書、戸籍謄本等いずれか）のコピーも合
わせて提出してください。

特

　典

ショッピングサイトで
使用できる
クーポンコード
ご進呈

※クーポンコードはメールでのお届けです。
E-mailアドレスが必要となります。

※申請時、入籍日を証明できるもの（婚姻届受理証明書、戸籍謄本、抄本等いずれか）のコピーも合わせて提出してください。
※住民票不可

メニューNo.730015 メニューNo.730014

1 ライフサポート倶楽部
「メンバーズナビ」に
アクセスし、
メニューNo.を入力
して検索してください。

2「お祝いサービス申請書」をプリントし、
必要事項を記入してください。
・申請書に記載する会員番号は、
  ライフサポート倶楽部会員番号（16桁）
  を記入してください。
・所属企業（団体）は
  「東京広域勤労者サービスセンター」です。

3 証明書類とともに
リソル予約センターへ
FAXまたは郵送して
ください。

4 ライフサポート
倶楽部より
お祝い品を
お届けします。

WEBへ
アクセス
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レストラン等優待のご案内
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。

利 用 対 象  会員・登録同居家族と同行者（一部除外あり）
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　・料金支払後の割引適用不可

寿し常グループ
http://www.sushitsune.co.jp

寿司、和食、飲料現金払いで10％割引
クレジットカードで5％割引
カウンターに座ってお好みで嗜む江戸前寿し。
寿し常は、新鮮なネタと職人技による本格江戸前寿しを、	
お客様に気軽に安心してお楽しみいただける江戸前寿し店です。
神奈川県長井漁港をはじめ全国各地から新鮮なネタを仕入れています。
旬のにぎりだけでなく、焼き物、煮物、揚物など一品料理も豊富に
ご提供しております。
対象店舗：	【大塚寿し常】本店（北大塚）、池袋東口店　【江戸前寿し】巣鴨寿し常	

【海鮮処寿し常】ビーンズ赤羽店、アトレ上野店、エソラ池袋店、中野マルイ店	
【立ち喰い寿し	すしつね】東武池袋店、御徒町店　【寿しの魚常】巣鴨店	
他29店舗

京懐石みのきち 
東京新宿住友ビル店
https://www.minokichi.co.jp/sumitomo/
予約TEL：03-3346-2531
東京都新宿区西新宿2-6-1	
新宿住友ビル48F

利用対象：会員と登録同居家族

旬の食材を使用した本格的な京懐石をお楽しみいただけます。
（全室個室。※48階からの素晴らしい景色を楽しめるお部屋もあります。）

中野サンプラザ 
https://www.sunplaza.jp/rest/
予約TEL：03-3388-1150
東京都中野区中野4-1-1

利用対象：会員と登録同居家族

レストラン121ダイニング（20F）
アラカルトメニューからコースディナーまで、	
美しい夜景を眺めながら	
極上のお料理とサービスを	
ご堪能いただけます。
夜の飲食料金が10％割引

日本料理なかの（20F）
食材そのものの持ち味を大切にした、	
美味あふれる一皿一皿をゆったりとした	
テーブル席でご堪能いただけます。	
20階からの景色は、遠くに浅間山や筑波山が	
眺望できます。
夜の飲食料金が10％割引

三光マーケティングフーズ 
グループ
https://www.sankofoods.com/

アラカルト時の飲食代金から20%または10%割引(割引上限額3,000円)
※対象外店舗あり。宴会利用可、食べ放題・単品飲み放題・ランチ利用不可。他券、他サービス券

併用不可。

20%割引対象店舗：	【きんくら酒場	金の蔵】新宿西口総本店、新宿東口総本店、池袋西
口店、池袋東口店、日暮里駅前店、上野中央通り店、赤羽駅前店他
35店舗　【月の雫】新宿パレット店他5店舗　【黄金の蔵】新宿西口駅
前店　【東京魚河岸バル	吉今】新宿西口本店　【バリバリ鶏】新宿西
口本店、赤羽駅前店他2店舗

10%割引対象店舗：	【焼肉万里】竹ノ塚店、大宮すずらん通り店他2店舗　【アカマル屋】
新宿西口店、北千住宿場町通り店他4店舗　【元祖壁の穴】京王モー
ル店他1店舗

内　　容 利用区分 会員料金 一般料金
月替り特別懐石 平日/昼・土日祝/昼夜 6,500円 8,694円
お子様弁当 平日/昼・土日祝/昼夜 3,300円 3,726円

北山 昼 11,500円 12,420円
夜 12,000円 12,960円

会員証提示
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会員証提示で
飲食代金から
10％割引

各区限定サービス　◦ 豊 島 区 ◦　会員番号11ではじまる会員証の方

豊島区会員限定サービスとなります

下記ホテルレストラン等もサービスセンター会員証提示で優待料金になります。
・赤坂エクセルホテル東急	
3F　赤坂スクエアダイニング
・ホテルメトロポリタン	
1F　クロスダインほか6店舗
・サンシャインシティプリンスホテル	
B1F　バイエルン
・浅草ビューホテル	
26F　スカイグリルブッフェ武藏
・帝国ホテル	
本館17F	
インペリアルバイキングサール

・京王プラザホテル	
2F　グラスコートほか14店舗
・吉祥寺第一ホテル	
2F　バイキング・パークストリート
・東京ステーションホテル	
4F　アトリウム
・新宿ワシントンホテル	
25F　グリル&ダイニングマンハッタンテーブルほか2店舗
・ホテルグレイスリー新宿	
1F　イタリアンレストラン　ボンサルーテKABUKI
・サッポロライオングループ

※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。

項　　目 内　　容

「フレンドリー健康診断」

「自費検査」

豊島健康診査センター（豊島区上池袋）で、従業員対象の健康診断を実施する場合、
会員本人は下記の補助が受けられます。さらに、「自費検査」をオプションとして
追加受診する場合にも補助が受けられます。フレンドリー健康診断及び自費検査の
補助は、1会員年度各1回です。
1．フレンドリー健康診断
〇会員特典　　会員料金で受診できます。
〇料　　金　　Aコース　会員料金　4,470円（一般料金　5,970円）
　　　　　　　Cコース　会員料金　7,990円（一般料金　9,490円）
※Aコースは定期健康診断で基本的に必要な項目です。
　Cコースは35歳及び40歳以上の方対象の定期健康診断に必要な項目です。

2．自費検査
〇会員特典　　上限1,500円の補助が受けられます。

・自費検査費用が1,500円に満たない場合、その検査料金が補助額となります。
〇料　　金　　大腸がん検査　1,100円、骨密度測定　2,200円、
　　　　　　　マンモグラフィー　5,600円など
※自費検査の補助は、フレンドリー健康診断のオプションとして同時受診する場合に限ります。

◆検査機関　　医療法人財団豊島健康診査センター
　　　　　　　東京都豊島区上池袋2-5-1健康プラザとしま6階
　　　　　　　TEL03-5974-7205　　FAX03-5974-7204
　　　　　　　https://toshima-mc.jp/

※検査項目の詳細は、豊島健康診査センターへお問い合わせください。
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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

北区会員限定サービスとなります

・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。
・海外旅行は飛行機と宿泊がセットのツアーが補助対象です。
・申し込み状況により、希望する出発日、宿泊施設、ツアー等が取れ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

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。

国内宿泊・海外旅行どちらか 
1会員期間内1回限り 3名分まで
※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（先着120名） 
海 外 旅 行：1名につき 10,000円（先着 15名）
・国内宿泊旅行は宿泊のみも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10月20日（土）～平成31年1月31日（木）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・募集人員

補助対象期間

平成30年10月3日（水）正午から
・申し込み開始初日（10/3）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。
結果につきましては折り返し電話で回答があります。
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。
・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 国内宿泊旅行 海外旅行
ジェイティビー エースJTB ルックJTB
JTBガイアレック JTBサン&サン 　　　
近畿日本ツーリスト メイト ホリデイ
ジャルパック JALパック
ビッグホリデー ビッグホリデー 　　　

（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

東京観光取り扱い
秋・冬　国内宿泊旅行・海外旅行あっせん
国内宿泊旅行・海外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。

旅行会社名 国内宿泊旅行 海外旅行
ANAセールス ANAスカイホリデー ANAハローツアー
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 　　　
阪急交通社 　　　 トラピックス
はとバス 宿泊バスの旅 　　　
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荒川区会員限定サービスとなります

サービス 券種 あっせん料金 一般料金 1会員あたりのあっせん数
区内共通お買い物券	
（有効期限最大6か月）

500円券
（10枚/1冊） 4,500円 5,000円 8冊/年度

補助事業 利用方法 補助内容

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（「利用ガイドダイジェ
スト」の15ページ参照）、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。
※登録同居家族で会員の場合、同一日の同一人
の人間ドックに会員と登録同居家族を重複し
て請求はできません。
請求にあたっては
・人間ドック利用補助金請求書、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。

・年度内1回です。
補助金額
・日帰りコース

会員 12,000円
登録同居家族 6,000円

・1泊2日コース
会員 18,000円
登録同居家族 9,000円

※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。

人間ドック利用補助金請求書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できます。
詳細は、ホームページをご覧になるか、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枚となりました。

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。

商店街名 所在地
ジョイフル三の輪商店街 南千住１丁目
間道商興会 荒　川１丁目
南千住商友会 南千住５丁目
南千住仲通り商店会 南千住５丁目
コツ通り商店会 南千住５丁目
六本商店会 南千住６丁目
べるぽうと汐入商店街振興組合 南千住８丁目
荒川なかまち通り商店会 荒　川３丁目
あらかわサンロード商店会 荒　川６丁目
荒川銀座商盛会 荒　川６丁目
ちょっと､ まちや｡（町屋駅前銀座） 荒　川７丁目
町屋駅前東口商店会 荒　川７丁目
まちやアベニュー 町　屋２丁目
町屋稲荷前通り商店会稲穂会 町　屋２丁目
ちんちん通り商店会 町　屋２丁目
旭電化通り商光会商店会 町　屋６丁目
尾竹橋通り三栄会商店街振興組合 町　屋３丁目
尾久本町通り商店会 東尾久３丁目
ふれあいCITYおぐぎんざ 東尾久４丁目
はっぴいもーる熊野前 東尾久５丁目

商店街名 所在地
川の手もとまち商店会 東尾久４丁目
東京女子医大通り宮前商店会 西尾久２丁目
あっぷるロード小台 西尾久２丁目
小台橋みずき通り商店会 西尾久３丁目
小台本銀座商店会 西尾久１丁目
小台本銀座柳会 西尾久２丁目
遊園地通り商興会 西尾久６丁目
正庭商栄会 東日暮里１丁目
かんかん森商興会 東日暮里１丁目
にっぽりピアチェーレ 東日暮里３丁目
日暮里銀座友交会 東日暮里５丁目
日暮里中央通り協力会 東日暮里５丁目
日暮里中央商業会 西日暮里５丁目
親交睦商店街 東日暮里６丁目
三河島駅前宮地通り商友会 荒　　川３丁目
道灌山通り商和会 西日暮里１丁目
日暮里駅前商栄会 西日暮里２丁目
西日暮里駅前商店会 西日暮里５丁目
冠新道商興会 西日暮里６丁目

共通お買物券取扱商店街一覧
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杉並区会員限定サービスとなります

継続入会特典

口座振替 開始のお知らせ
（「ジョイフル杉並」から移行された

事業所が対象です）

3,000円分クオカード
プレゼント！

（在籍会員数分）

上記商品1セットにつき1,000円を2セットまで補助します
9/25（火）　受注後随時発送予定
このページの申込書に記入し、	
「道の駅裏磐梯」にFAXでお申し込みください。
FAX　0241-33-2388

杉並区会員
代金引換　※支払金額は1セットにつき補助金1,000円（2セットまで）を引いた金額です。	

代金引換のため、送付先は会員本人の自宅または事業所に限らせていただきます。
・お申し込み後のキャンセルはできません。　　・フレンドリーげんきは物産品のご案内のみをいたします。

申 込 締 切
申 込 方 法

補助を利用できる方
支 払 方 法

「ジョイフル杉並」から平成30年4月に「フレンドリー
げんき」に移行した事業所で、
平成30年12月31日現在も登録されている事業所

平成31年1月中に事業所あてに送付の予定です。

対象となる事業所

配 付 方 法

杉並区交流自治体　福島県北塩原村物産品のあっせん

北塩原村　物産品購入専用FAX申込書　申込先：道の駅裏磐梯　FAX 0241-33-2388
会員氏名

円

円

円

価　　格
（税・送料・代引手数料込）商　　品 金　　額数　　量

送付先ご住所　（　　自宅　　・　　事業所　　）どちらかに○をつけてください

会員番号 電話番号（日中連絡の取れる電話番号）
□自　宅
□勤務先
□携　帯

〒　　　　－

4 1

高原野菜つめ合わせ 3,000円
セット

補助金額

合　計

1セットにつき1,000円の補助を2セットまで利用できます

申込日 平成30年　　　月　　　日

▲

着時間指定
いずれかに○をつけてください

午前中（12時まで）
14時から16時
16時から18時
18時から20時
19時から21時

指定しない

高原野菜つめ合わせ 3,000円
	 （税・送料・代引手数料込）

大根・キャベツ・とうもろこしなど
旬の採れたて野菜

（収穫状況により変更の場合あり）

10月から12月までの3か月分の会費を、前納にて
ご指定の金融機関から自動振替で納入いただきます。
納入日（振替日）は、10月23日です。10月10日頃に
事業所宛てに会費請求書を発送しますのでご確認く
ださい。

会費は、1年を4期に区切り、4・7・10・1月の
各23日（当日が金融機関の休業日にあたるときは
翌営業日）を納入日（振替日）とします。追加入会・
事業所の一部の会員が退会するときは、「利用ガ
イドダイジェスト」をご覧いただくか、サービス
センターへお問い合わせください。
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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］

[ お願い ] ご参加の方が会員ご本人様と同居でない場合は、その方の住所、電話番号を下記にご記入ください。
事業の保険の申し込み等に必要なため、漏れのないようご記入願います。

・会員は会員番号を記入してください。必ず本人名義でお申し込み願います。借名によるお申し込みはできません。

（　　　　　　　　）
（　　　　　　　　）
（　　　　　　　　）
（　　　　　　　　）
（　　　　　　　　）

参加者氏名（フリガナ）　※無料幼児も含む 会員番号又は
会員との続柄

学 年年 齢 性 別
男 ・ 女

男 ・ 女

男 ・ 女

男 ・ 女

男 ・ 女

参加合計人数
（無料幼児を含む） 人

［イベント］　
東京ディズニーランド®・パーク・ファン・パーティー

会員本人と同居でない方
参加者氏名

〒 電話番号

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）

［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：としまえん大人2枚、子ども1枚
商　品　名 公演日時 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2F）

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。
複数人でのとりまとめをご希望の場合、送付先は勤務先に限ります。

※開催日当日の年齢、学年
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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9月11日発行

2018

9
月号

入会状況（平成30年7月31日現在）
会員数： 11,651人　 事業所数： 3,351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 11月11日発行予定 ○シュークリーム割引券　○クオ・カード　○大相撲観戦チケット　ほか

伝 言 板 ■会費の引き落としについて
　10月〜12月の会費を10月23日（火）に指定の口座から引き落としさせていただきます。

■会員証提示優待　新規契約施設のご案内
施 設 名　医療法人社団はなぶさ会　しんえい糖クリニック　　
所在地等　〒166-0003　杉並区高円寺南4-6-7　アンフィニビル3F　　電話　03-6383-1873
優待内容　人間ドック（日帰り）　　会員優待料金（税込）　35,000円（一般料金49,680円）

※検査項目の詳細は施設へお問い合わせください。

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。お知り合いの事業所を是非ともご紹介ください。

キャンペーン期間：平成31年3月29日（金）まで

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
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）
会費／1名500円（月額） ※キャンペーン期間中は入会金が無料！（通常期 1名200円）サービスセンター入会金・会費

豊島区交流都市　長野県みのわ町（箕輪町）　ご案内

箕輪町観光協会　長野県上伊那郡箕輪町大字中箕輪10298
TEL	0265-79-3111（内線157）　	https://www.minowa-town.jp

みのわ町から素敵なプレゼント !
みのわ温泉　ながた荘　宿泊割引券 5,000円
2枚1組5名様へプレゼントします。

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）	
箕輪町プレゼント（1会員1組）、会員番号、会員氏名、	
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。
9月28日（金）午後5時必着
当選の方のみに、10月12日（金）までにご連絡

※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。

申込方法

締　　切
抽選結果

「赤い」みのわ町の秋へ
ルビーの絨毯のような日本一の赤そばの花畑と湖畔を染める、1万本のもみじ。
豊島区との交流都市である信州伊那谷に位置するみのわ町（箕輪町）では、秋に美しい

「赤い」景色を2つ楽しむことができます。
9月中旬〜10月上旬にかけて、日本一の栽培面積（4.2ha 東京ドームほど）を誇る「赤

そばの里」では、赤そばの花が一面のピンクの絨毯のようなお花畑をご覧いただけます。
10月下旬〜11月上旬にかけては、もみじ湖（箕輪ダム）の紅葉。
湖畔一帯には1万本のもみじが植えられており、晩秋になるとブルーの水面と燃える

ような紅葉が感動の情景を描きます。また上流の末広広場では、もみじのトンネルのラ
イトアップもお楽しみいただけます。

ぜひ「赤い」みのわ町の秋へお越しください。

ながた荘　http://www.e-minowa.jp/nagataso/
美肌の湯と評判。南アルプスの眺望が美しい、
和モダンな木のぬくもりが美しい宿。
フレンドリーげんき会員優待施設です。
会員証提示でグループ全員一般料金より10％割引。

赤そばの里

赤そばの花

もみじ湖（１万本のもみじと湖畔）

みのわ温泉　ながた荘日帰り入浴施設「ながたの湯」有効期限
平成30年12月末日
利用除外日なし（ ）
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