平成３０年６月１５日（金）更新
あっせん事業名

チケット残 枚数

最終利用日

■葛飾区納涼花火大会

２人マス席 4,800円 ６枚
４人マス席 7,800円 ７枚

平成３０年 ７月２４日（火）開催

■としまえん
（入園+乗り物 乗り放題）

大人 2,200円
子供1,200円

平成３０年 ９月３０日

９４ 枚
９０ 枚

■ぐるっとパス

販売は、平成３１年 １月３１日まで

１７ 冊

■ジェフグルメカード

※有効期限は、最初に利用した日から２か月間

４４ セット

有効期限はありません。

■ヌード

３０枚

平成３０年 ６月２４日

■くまのパディントン展

２８枚

平成３０年 ６月２５日

■プーシキン美術館

１０枚

平成３０年 ７月 ８日

■ミラクルエッシャー展

１２枚

平成３０年 ６月 ６日～ ７月２９日

■モネ それからの１００年

１０枚

平成３０年 ９月２４日

大人

６７枚

■ヴァンテアンクルーズ

平成３０年 ６月 １日～ ８月３１日まで
小人

１９枚

■ホテル椿山荘東京

大人

３４枚

平成３０年 ７月 ３日

■横浜ベイシェラトンホテル＆タワーズ

大人

２１枚

平成３０年 ８月３１日

■映画 妻よ薔薇のように・・・

大人

３８枚

好評につき
追加しました！

■潮干狩
（木更津 江川海岸）

大人 １１枚
小人 ４１枚

平成３０年 ７月１６日

■セントラル
フィットネスクラブ亀有

６月

０枚

平成３０年 ８月３１日

■ティップネス新小岩

６月

０枚

平成３１年 ３月３１日

■江戸川ラインゴルフ

６セット（６枚綴り）

※お出かけ前に開催日の確認をお願いいたします。

ご利用期間に、制限はありません。

ご招待券のご案内
「日米対抗ソフトボール」 日本代表ＶＳアメリカ代表
・日時 平成３０年６月２０日（水）

好評につき
追加しました！

自由席４枚

試合開始１９時／会場予定１７時

・会場 東京ドーム 入場：２０、２４ゲート
申込み方法 → ご希望の方は、事務局までお電話ください。先着順に受付いたします。

【平成３０年６月１５日更新】

平成２９年度 福利共済会事業決算概要

ＰＤＦ

ＮＥＷ！
２０１８年 巨人戦チケット情報
★ ＰＤＦ

先着順に電話受付しております。

０３－３８３８－５５５２

２０１８年 北海道日本ハムファイターズ in 東京ドーム
チケットのご案内方法が変わりました。ＰＤＦでご確認をお願いいたします。

区民借上げ保養施設のご利用について

【ご利用方法】 → ＰＤＦ
保養施設のご案内は下記アドレスからご確認ください。
http://www.city.katsushika.lg.jp/institution/1000098/1006943/index.html

一般社団法人 全国中小企業勤労者福祉サービスセンター（略称：全福センター）
https://www.zenpuku.or.jp
〔ログインＩＤ〕 kt
〔パスワード〕 zenpuku
※半角で入力
※ご利用時に指定の割引券を提出する施設があります。
ホームページより「協定施設割引券」を印刷してご持参ください。

全福センターからのご案内
○HMIホテルグループのご案内
ＰＤＦ
※共済会でも契約しています。
○ドレスショップ 「（株）Ｍｉｍｏｚａ（ミモザ）」のご案内
ＰＤＦ
○ルートインホテルチェーン 最安値価格保証！
全福センターより
https://www.zenpuku.or.jp/service/detail?id=7025
近日中にオープンのホテル ↓
https://www.route-inn.co.jp/open_plan/detail.php?newly_opened_hotel_id=101
○カラダファクトリー ＰＤＦ
ご優待券
ＰＤＦ（２０１９年３月末まで）
※注意 優待券はＡ４で注意事項がはっきりと見えるように印刷してください。
１．ご利用時に都度優待券を持参してください。
２．他のサービス、割引とは併用出来ません。おつりの無いようお願いいたします。
○上越市立水族博物館うみがたり（協定施設割引券 １枚に付５名まで利用可） ＰＤＦ
○会員制リゾートホテル 「ダイヤモンドソサエティ」
詳しくはこちらから → https://www.zenpuku.or.jp/service/detail?id=19176
○東京リーガルマインド ＬＥＣ （４／１～６／３０）
新年度スタートアップキャンペーン ＰＤＦ
ビジネス実務法務検定試験３級
ＰＤＦ
○「小さなお葬式」を展開する㈱ユニクエスト・オンラインと葬儀関連メニューで
割引提携をしました。資料請求いただいた方全員に「エンディングノート」を進呈します。
http://www.osohshiki.jp/
ＰＤＦ
○「帝国ホテル直営レストラン」割引のご案内 ＰＤＦ
○セントケア・グループ（住宅リフォーム、福祉用具販売など）
推奨事業のご案内
■アップルワード ＰＤＦ
■おそうじ本舗／マイ暮らす ＰＤＦ
■日本旅行
ＰＤＦ
■湯快リゾート
PDF
■オービィ横浜
ＰＤＦ（料金変更）
■社販マーケット ＰＤＦ

ＰＤＦ

■ＮＨＫ学園生涯学習通信講座（2,000円補助利用方法）
■キッザニア東京 ＰＤＦ
■ユーキャン
ＰＤＦ

ＰＤＦ

バスハイク

次回は、９月９日（日）と１０月１４日（日）で予定しております。
詳細は「ほっと・たいむ葛飾１８４号（７月号）」でお知らせします。

箱根小涌園ユネッサン
初夏 イベントのご案内

帝国ホテル

第１弾！

５月～８月

ＰＤＦ

ご利用期間 ： 平成３０年９月３０日まで ※除外日あり
鉄板焼“嘉門” 会員証提示で優待料金にてご利用できます。

東京ディズニーリゾート
２０１８年度 特典

ＰＤＦ

（コーポレートプログラム団体番号１０４６）

「東京ディズニーリゾート・コーポレートプログラム」

1.
2.
3.

東京ディズニーリゾート・コーポレートプログラム「サンクスフェスティバル」
「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」プレゼントキャンペーン
「東京ディズニーリゾート・バケーションパッケージ」スペシャルプラン
〔パスワード〕DCPPKG2018
※半角で入力
4. 「東京ディズニーセレブレーションホテル」宿泊割引
〔パスワード〕DCPＤＣＨ18ＡＳ ※半角で入力（ＰＷ有効期限 ９月３０日まで）
２０１８年度特典の詳細はコーポレートプログラム利用者専用サイトよりご案内しています。
【ＵＲＬ】dcp.go2tdr.com 【ＩＤ】dcp2018
【パスワード】riyoken02 （半角で入力）
東京ディズニーランド／東京ディズニーシー「首都圏ウィークデーパスポート」
【ご利用期間】 ４月６日（金）～７月２０日（金）
ＰＤＦをご覧ください。

東京ドームパートナーメンバーズ

●会員限定！新たに『スポドリ』が特典に加わりました。（４／１～）
ＰＤＦ
ご注意：法人サービスカウンターにて、ご所属企業・ 団体様発行の会員証をご提示のうえ、
ご優待券をお受け取り後、スポドリ！へお越しください。
法人サービスカウンター取扱い商品のご案内
ＰＤＦ（2018年度）
（購入場所） 『法人サービスカウンター』（東京ドームシティ ミーツポート２Ｆ）
（購入方法） 会員証を窓口で提示してお買い求めください。
（営業時間） 10:00～19:00 （ＴＥＬ）03-3817-6364
<東京ドームシティ会員情報サイト> http://www.tdcticket.com/
※チケットは、インターネットでの予約・購入は出来ません。現地販売での対応です。
<得１０チケット情報サイト>
https://www.tokyo-dome.co.jp/toku10/

資格の大原

簿記キャンペーン

６／１０～２０まで

ＰＤＦ

四季倶楽部 ※補助金（2,000円）利用可施設です。
201８年度 優待プランスケジュール ＰＤＦ
直営施設 お盆期間の抽選予約について（30/８/１１～30/８/１６）
直営施設 お盆期間の抽選申込用紙 ＰＤＦ

ＰＤＦ

ホテルオークラ東京ベイ ※補助金（2,000円）利用可施設です。
２０１８年４月１日

～

２０１８年９月３０日

ご宿泊優待プラン

ＰＤＦ

ＦＵＪＩＹＡＭＡ倶楽部

３０年度各施設優待料金表 ＰＤＦ
「フリーパスがお得な感謝デー」優待券はこちら

ＰＤＦ（６／１８～７／１３）

割引クーポンは、こちらから
https://www.fujikyu-concierge.com/club/coupon/menu/login
ＩＤ hottime
ＰＷ 2295

東急ホテルズ
２０１８年度 優待料金
ＷＥＢ予約方法のご案内

ＰＤＦ
ＰＤＦ

マウントジーンズ那須ゴンドラ
運行期間：４／２８～６／１０

ニュー・グリーンピア津南
直行バス付き！宿泊プラン

特別割引のご案内

ＰＤＦ

※補助金（2,000円）利用可施設です。
ＰＤＦ（表）（裏）

