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近ツリ
販売

ご好評につき今年度もあっせん

都内共通入浴券（大人券）をあっせんします！
東京都公衆浴場業生活衛生同業組合に加入している都内の銭湯
およそ 520 軒でご利用できるお得な回数券です。
広いお風呂で親子だんらん！ウォーキングやジョギングの後に！
あっせん内容
有効期間
あっせん料金

上記見本は、２０２０年度に販売したものです。

大人券 10 枚綴りの回数券（大人：12 才以上）

２０２１年度は色・デザインが変更されます。

2021 年７月１日（木）～ 2022 年６月 30 日（木）
１冊

通常入浴料金

3,700 円（一般料金 4,400 円）

一般料金が改定になる場合でも、あっせん価格で販売します。
あっせん数

200 冊

大人

470 円

中人（小学生）

180 円

小人（未就学児）

＊１会員 ５ 冊まで（年度内）

80 円

通常入浴料金は、改定される場合がございます。

販売日

７月２日（金）
近畿日本ツーリスト区役所内旅行コーナー窓口で、
会員証を提示してお買い求めいただけます。

＊イベントなどのご案内です。
●葛飾区内 14 ケ所の銭湯では、ランニング（ウォーキング）ステーションサービ
スを提供しています。
●葛飾区の銭湯では、各浴場毎にポイントカードを発行しています。また、「銭湯
家族の日」などお得なご案内もあります。
●週１回、ハーブ湯を実施しています。

名称

所在地

名称

所在地

名称

所在地

名称

所在地

金町湯

金町５-14-９

ことぶき湯（寿湯） 堀切６-８-６

末広湯

宝町１-２-30

アクアガーデン栄湯 東四つ木３-45-７

第一日立湯

亀有５-48-12

富士の湯

堀切４-58-26

成弘湯

立石６-32-19

興和浴場

鎌倉４-17-14

ゆートピア２１

亀有３-30-12

日の出湯

堀切１-15-７

アクアドルフィンランド 立石７-16-３

千代の湯

東新小岩５-17-６

富士の湯

亀有２-５-７

さつき湯

東堀切３-27-９

富の湯

立石２-19-６

湯パーク松島

新小岩３-８-14

日の出湯

西亀有４-16-14

美吉湯

東堀切２-22-13

喜久の湯

東立石２-21-16

栄湯

高砂８-15-12

草津湯

小菅１-17-３

竹の湯

四つ木１-16-10

吉の湯

堀切６-33-５

第四富士の湯

宝町２-11-８

寿湯

東四つ木４-19-14

ご利用いただける銭湯や詳細は、公式ホームページでご確認ください。

https://www.1010.or.jp/
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新型コロナウイルス感染拡大防止のバスの安全対策として、２座席で１名の乗車で１台 21
名の定員となります。また、換気及び消毒などを適宜実施いたします。実施時期の状況に
バスの安全対策として、2座席で1名の乗車で1台20名の定員となります。また、換気及
より、催行の中止、行程内容の変更などが生じる場合がございます。予めご了承ください。
重要なお知らせ び消毒などを適宜実施いたします。実施時期の状況により、催行の中止、行程内容の変更
などが生じる場合がございます。予めご了承ください。
日帰りの旅 伊豆フルーツパークのメロン狩りと

重要なお知らせ

伊豆畑毛温泉「大仙家」の和食膳ランチ

通 常
はがき

利用バス会社

利用バス会社：ニッコー観光バス株式会社

ニッコー観光バス株式会社

● 出
発
日 2021年７月11日(日) ※雨天決行
◎入場観光 石和温泉
○下車観光 「ホテル石風」 の会席膳ランチ
● 日
程 ７：00発 区役所前 → 首都高・東名道(途中休憩) → 沼津ＩＣ → ◎メロン狩
● 出 発 日 2021年6月13日
※雨天決行
◎入場観光 ○下車観光
【メロンイメージ】
り ＜園内50分（日）
・メロン試食>
→ ◎めんたいパーク伊豆＜観光と休憩／30分＞
●日
程 7：00発
区役所前
→
首都高・中央道
（途中休憩）
→
甲府昭和
IC
→
→ ◎伊豆畑毛温泉 大仙家 ＜昼食・入浴バスタオル付／135分＞ → 沼津ＩＣ
◎さくらんぼ狩り＜園内40分食べ放題
> → 途中休憩区役所前
→
一 東名道・首都高（途中休憩物）→ 17：00頃着
◎石和温泉 ホテル石風＜昼食・入浴／120分＞ →
大人・子供同額（子供：６歳以上12歳未満／５歳以下無料）
● 旅 行 代 金一宮御坂
8,500円
IC 一 中央道・首都高
（途中休憩・お買い物）→
※５歳以下無料のお子様には「バスの座席・食事」等は付きません
17：00頃着 区役所前
今回は、会員及び同居の家族のみです。
● 旅 行 代 金 8,500円
大人・子供（小学生以下）
同一料金
（会員関係者の方は、
お申し込みいただけません。
）
今回は、会員及び同居の家族のみです。
（含まれるもの） 旅行日程に明示した運送機関の運賃・料金・観光入場料・食事代及び
【昼食イメージ】
（会員関係者の方は、お申し込みいただけません。）
消費税等諸税
（含まれるもの）
旅行日程に明示した運送機関の運賃・料金・観光入場料・食事代
（含まれないもの）
追加飲食等個人会計分
【昼食イメージ】
及び消費税等諸税
● お
食
事 朝食：０回 / 昼食：１回 / 夕食：０回
（含まれないもの）
同行します
● 添
乗
員追加飲食等個人会計分
●お
食
事
募 集 人 数朝食：0回／昼食：1回／夕食：0回
21名 （最少催行人員14名）
【大仙家外観】
● 添 乗 員 同行します
※中止のときは、６月９日（水）までにご連絡します。
【露天風呂イメージ】
※応募人数が21名を超えた場合は、
抽選となります。
（最少催行人員20名）
● 募 集 人 数 40名
※旅行契約成立後、契約を解除される場合はご旅行開始日の前日より40％、
旅行開始日の当日は50％、旅行開始
※中止のときは、4月21日
（水）までにご連絡します。
※応募人数が40名を超えた場合は、抽選となります。
後及び無連絡不参加は100％を取消料として申し受けます。
● 申 込 締 切 日※旅行契約成立後、契約を解除される場合は前日より参加費の50％を取消料として申し受けます。
2021年６月４日（金）必着
【露天風呂イメージ】
● 申込締切日 2021年4月16日
（金） 必着
☆伊豆フルーツパーク（メロン狩り）

手塚農園指定のさくらんぼ狩りと

・お一人様、お好きなメロンを１玉切ってお持ち帰り頂きます。（箱はコチラでご用意致します。）

☆
☆

・試食は、食べ頃に熟したメロン１／８を２切れをご試食頂きます。
美味しさでは評判がある今諏訪組合・手塚農園のさくらんぼ狩りです。園内食べ放題です！
☆めんたいパーク伊豆
昼食は、ホテル石風の自慢のワイン豚しゃぶしゃぶを中心としたメニューをご堪能ください
・めんたいパークは明太子の老舗「かねふく」が運営する明太子専門テーマパークです。
＊毎分1000リットルの豊富な湯量と野趣あふれる露天風呂が魅力です
来て楽しい、知って楽しい、食べて楽しい。無料で見学できる明太子工場に、できたて明太子の直売店、つぶつぶランドやフードコー
内 ＊天然温泉
ナーなど。
家族連れやカップルでも、大人から子供まで楽しめます。
（循環）
アルカリ単純温泉：タオル・バスタオル付
☆伊豆畑毛温泉
大仙家
お食事後に休憩会場をご用意しておりますので、ゆっくりとお寛ぎください。
・晴れた日には富士山が一望できる「大仙家」は、薬用効果の高い温泉と四季折々の旬の幸を盛り込んだ会席料理、真心のこもったサー
☆ 昼食内容は、一部変更となる場合がございますのでご了承ください。
ビスが評判の宿です。館内には陶芸工房、茶室、ＣＡＦＥラウンジ、カラオケバーと施設も充実している他、体の不自由な方のための

●ご案内
●
ご 案

スロープ、トイレ、車椅子も完備されています。
・昼食内容は一部変更となる場合がございますのでご了承ください。
○ 旅 行 企 画 ・ 実 施 株式会社近畿日本ツーリスト首都圏 葛飾区役所内旅行コーナー
申込み・問合わせ 〒124-0012 東京都葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所第二厚生棟2階
○旅行企画・実施
株式会社近畿日本ツーリスト首都圏 葛飾区役所内旅行コーナー
営業時間：月曜 - 金曜9：00-16：00 ［定休日］土・日・祝祭日・年末年始
申込み・問合わせ 〒 124-0012 東京都葛飾区立石 5-13-1 葛飾区役所第二厚生棟 2 階
総合旅行業務取扱管理者：和田 尚之

旅行業公正取引
協 議 会 会 員

官公庁長官登録旅行案第
2053 号
一般社団法人日本旅行業協会 正会員

観光庁長官登録旅行案第2053号

☎03-5670-3861

営業時間：月曜 - 金曜 8：30 ー 17：15 ［定休日］土・日・祝祭日・年末年始
旅行業務取扱管理者とは、お客様の旅行を取扱う取引の責任者です。
総合旅行業務取扱管理者：太田 高広
☎︎ 03-5670-3861
この旅行契約に関し、担当者からの説明にご不明な点があれば、上記総合旅行業務取扱管理者にご質問ください。

一般社団法人日本旅行業協会正会員

旅行業務取扱管理者とはお客様の旅行を取り扱う取引の責任者です。
詳しい旅行条件を説明した書面
（パンフレット）をお渡しいたしますので、事前にご確認の上お申し込みください。
この旅行契約に関し、担当者からの説明にご不明な点があれば、上記総合旅行業務取扱管理者にご質問ください。

登録番号：203721020001

詳しい旅行条件を説明した書面（パンフレット）をお渡しいたしますので、事前にご確認の上お申し込みください。

近ツリ
近ツリ
販売中
販売中

登録番号：2037-21-04-0001

き さ ら づ し
え

木更津
木更津市
がわ

かい

がん

ご利用期間

3月28日 ( 日 ) 〜7月11日 ( 日 ) まで

場

千葉県木更津市江川海岸潮干狩場

所

ー無料駐車場完備ー

混雑時の迂回路として袖ヶ浦I.C.のご利用をお奨めします。
江川漁業協同組合

お問い合わせ

電話：0438-41-2234

潮干狩場
（営業時間のみ） 電話：0438-41-1960
券

種

大人（中学生以上）２㎏まで
小人（４歳以上小学生まで）１㎏まで

一般料金

あっせん枚数

1,200円

1,800円

80枚

900円

80枚

500円

休憩所・
コインロッカー
あり

有料

※超過採貝料金は、1㎏につき900円です。
更衣室・
※貸熊手は、1丁50円です。
（葛飾区共済会会員と告げてください。）
砂抜き海水
※潮干狩ができない日があります。必ずご確認の上、お出かけください。 あり
※1会員5枚まで。無くなり次第終了です。

無料

2
2

あっせん料金
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福利共済会では、皆様の夏休みのご旅行を応援（特別補助）いたします。
開 設 期 間
特別補助金額

● 利用対象者

● 申 込 方 法
● 申込締切日

７月１日（木）～９月30日（木）までのご宿泊でお客様のご希望の宿泊日
会員本人は4,000円。同居の家族１人につき 3,000円 。
（合計300名以内）
会員本人と同居の家族（注意１）あわせて４名まで。
注意１：同居の家族とは入会申込書に記入のある方に限ります。
２：会員本人が同行しないと申込みは出来ません。
同封してある『夏休み応援プラン利用申込書（往復はがき）』に必要事項を記入のうえ切手を
２枚貼って郵送してください。
６月４日（金）必着

ご 注 意
①利用できる施設は、近畿日本ツーリストが扱う宿泊施設です。
（沖縄・北海道等のパック旅行にも利用可能で
す。パック利用やＪＲセットプランは３％割引となります。また、海外旅行にもご利用できます。）
後日送付する、パンフレットより、お客様のご希望される宿泊日と施設をお選びいただきご予約ください。
ただし、施設の借り上げはしておりませんので、満員の場合もございます。
②利用料金に対する補助は、１泊のみの補助とします。
（通年の補助金との併用は不可）
③お申込みは会員１人につき、
「夏休み応援プラン利用申込書（往復はがき）」１枚とさせていただきます。
④ホームページ掲載プランはご利用いただけません。
⑤当選者は他人に当選の権利を譲渡できません。
インターネットより「近畿日本ツーリスト デジタルパンフレット」からご覧いただけます。
早めにご予定がお決まりの方は、事前の相談も受付いたします。お気軽に旅行コーナーへご連絡ください。

利用申込書（往復はがき）締切日

６月 4 日（金）必着

当選・落選の通知書発送日

６月 9 日（水）

当選者にパンフレットを発送します。その他のパンフレットをご希望の方は
近畿日本ツーリスト区役所内旅行コーナーへ請求してください。
当選者

受付開始日時

６月 22 日（火）13 時〜

受付場所：近畿日本ツーリスト区役所内旅行コーナー
電話または窓口で受付ます。☎０３－５６７０－３８６１
予約完了の方

出発日の２週間前までに近畿日本ツーリスト区役所内旅行コーナーで
①当選はがき②会員証③利用料金を持参して手続きをとり、
クーポン券をお受け取りください。

申し込み時には、 下記のことを係員にお申し出ください。
①当選はがきの整理番号（受付の順番ではありません。）
②会員番号、会員本人氏名
③宿泊希望日、宿泊施設名、はがきに記入した宿泊人数、大人・小人の内訳
④予約が取れたら、利用料金の確認をしてください。
宿泊補助は、会員本人と同居の家族合わせて４人まで、１泊のみで、２泊目以降は通常の料金となります。
3
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サラダ館ツクシ立石店より

お得 な商品のご案内

共済会会員事業所の株式会社ツクシ製作所より「お得」な商品のご案内がございます。
期間中、500 円以上お買上げいただくと 100 円引きの割引が受けらます。
※下記①～③の商品は対象外です。

サラダ館ツクシ立石店

カタログをご郵送いたします。

〔取扱い商品〕 総合ギフト「シャディ」
〔所

在

地〕 〒 124-0012

フリーダイヤル
ＴＥＬ
ＦＡＸ
E-mail

葛飾区立石 4-19-2

〔営 業 時 間〕 ９：30 ～ 18：30

日祝定休

0120 − 10 − 8008
03（3694）8008
03（3691）7528
31600 − 900 ＠ shaddy.ne.jp

利用期間：2021 年５月 17 日（月）〜 2021 年８月 31 日（火）

①プレミアムフルーツゼリー （９個入り）

②キャラメルサンドクッキー （12 個入り）

お中元オススメ！

手土産おすすめ品。女性誌に紹介されブレイク中！

ごろっと果実が贅沢に。グラス付きがオシャレ！

甘いもの好きな方、ぜひご自宅用にも。

あっせん料金
（一般料金

3,064 円

あっせん料金

3,564 円）

（一般料金

イメージ

各商品１会員３セットまで。

さらにあっせん料金で「さらにお得！」

店舗に来店、またはお電話、メール、
ＦＡＸなどからお申し込みください。

5,400 円

ご注文する場合は必ず、会員番号、氏名、ご住所、

5,940 円）

電話番号をお伝えください。

宅配料金 全国無料！

全国共通お食事券

イメージ

別途、お振込み手数料、②の商品は宅配料がかかります。

ジェフグルメカード

ファミリーレストラン・ファーストフード・居酒屋など（全国35,000店舗）でご利用いただけます。
あっせん料金

あっせん数

4,500 円（１セット 500 円券が 10 枚入りです。）
100 セット（１会員２セットまで）
＊無くなり次第終了となります。

販売開始日

５月 24 日（月）から近畿日本ツーリスト区役所内
旅行コーナーで販売します。会員証を提示して
お買い求めください。
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イメージ

料金はすべて税込み価格です。

人気のワケアリ商品。２㎏入ってこのお値段。

近ツリ
販売

店舗までお問い合わせください。

【申込方法】

③鳴海屋辛子明太子くずれ子

（一般料金

1,620 円）

＊別途、地域ごとに宅配料がかかります。

宅配料金 全国無料！

あっせん料金

1,100 円

※有効期限なし

ほっと・たいむ 201 号〈令和３年５月発行〉

お得なギフトカード①、②／旅行券③のご案内
〔スポットイベント〕

あっせん枚数
申込締切日

①、②は１枚まで ／ ③は２セットまで

18 ページをご覧ください。

＊申込多数の場合は抽選となります。
＊１会員はがき（メール）１枚です。
＊補助金を適用しております。

６月３日（木）必着

①スターバックス カード

申込方法

※１会員１枚まで

全国のスターバックスコーヒーの店舗で利用できるチャージ式の
プリペイドカードです。

4,000 円 （額面 5,000 円券）

あっせん料金

１枚

あっせん枚数

100 枚

有効期限

＊申込多数の場合は抽選となります。

なし

②図書カードNEXT

※１会員１枚まで

もらうと本が読みたくなる！
書店で本や雑誌が購入できる図書カード NEXT。QR コード読取り方式の新しい図書カードです。全国の取扱い店
でご利用いただける他、オンライン書店でもご利用いただけるようになりました。
あっせん料金

あっせん枚数
有効期限

１枚 4,500 円 （額面 5,000 円）
＊カードデザインは、ピーターラビットとなります。
＊お渡しは６月下旬の予定です。
60 枚

＊申込多数の場合は抽選となります。

2034 年 12 月 31 日まで

③近畿日本ツーリストの旅行券

※１会員２セットまで

行きたい時に、行きたいところへ。								
国内・海外旅行、各種乗車券などのご購入にご利用いただけます

▲
旅行券の詳細はこちら

※ただし、JR 回数券類、ギフトカード、外貨、土産品等の物品および旅行積立商品等、一部ご利用いただけない商品がございます。
あっせん料金

あっせん枚数
有効期限

１セット 9,000 円
（額面 1,000 円券× 10 枚）
50 セット

※申込多数の場合は抽選となります。

なし

・「夏休み応援プラン」にもご利用いただけます。
・1 千円以上のおつり銭はツーリスト旅行券で、1 千円未満は現金でおつりをお返しします。
・本券はミシン線を切り取られますと無効になります。
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ほっと・たいむ 201 号〈令和３年５月発行〉
各施設の公式 HP などから最新情報をご確認のうえ、お出掛けください。
チケット購入後、有効期間の延長や、払戻しには対応いたしません。ご理解のうえ、お申し込みください。
よみうりランドは、６月 25 日（金）より近畿日本ツーリスト葛飾区役所内旅行コーナーで会員証を提示して購入してください。
また、プール券のご案内は今後の状況により変更となる可能性がございます。ご購入前に事務局までお問い合わせください。

近ツリ
販売

①よみうりランド 「プール付ワンデーパス」特別前売券

①・②
有効期限／枚数

※１会員５枚まで

2021 年７月１日（木）〜 2021 年９月 12 日（日） 各券種 30 枚

プール入場 + 遊園地入園 （グッジョバ！！エリアを含む） + のりものフリー
（アシカショーは開催時のみ可）
券

あっせん料金
新料金
（ ）内は通常料金

種

おとな
（18 〜 64 歳）

5,400 円（6,400 円）

中高生

4,200 円（5,200 円）

小学生
3,600 円（4,600 円）
シニア（65 歳以上）

●園外施設のゴンドラおよびコイン遊戯機、バンジー
ジャンプ、グッジョバ !! ワークショップ、その他指定
する施設はご利用いただけません。
※３歳～未就学児の前売券の取り扱いはございませんの
で、現地にてプール付ワンデーパスをお買い求めくだ
さい。
（通常料金 3,000 円）

東京都稲城市矢野口４０１５－１
電話：０４４－９６６－１１１１

※２歳以下無料

近ツリ
販売

②よみうりランド 「プールWA I 入場」特別前売券

※１会員５枚まで

プール WA I 入場 + 遊園地入園 （グッジョバ！！エリアを含む）
券

あっせん料金
新料金
（ ）内は通常料金

種

おとな
（18 〜 64 歳）

2,300 円（3,300 円）

中高生

1,600 円（2,600 円）

小学生
1,200 円（2,200 円）
シニア（65 歳以上）
※２歳以下無料

近ツリ
販売中

●のりものの利用には別途「のりもの券」が必要です。

プールをご利用いただく方へ
※期間中休園日あり営業日・営業時間は HP をご
確認ください。
※入れ墨やタトゥー（ワンポイント・シール含む）
をされた方、暴力団関係者、泥酔者または係員
の指示に従わない方の入場をお断りさせていた
だきます。

東武動物公園 「法人アトラクションパスセット」

イメージ

※１会員年度内４枚まで

入園 + 動物園 + 遊園地がご利用できます。
＊チケットの名称（旧 ハッピーフリーパス）と、ご利用可能な施設に変更があります。
ご注意：ポニーライド、特別催事（わんこビレッジ、ＶＲ等）、コインマシーン、夏季プールは利用
できません。プールご利用の際は、個人でＷＥＢにて予約ならびに「プール入場券」の別途
購入が必要となります。プール入場券は、共済会ではあっせんしません。

● 有効期限／枚数

ご購入日 ～ 2022年３月31日
（木） 200枚
※無くなり次第終了となります。

● あっせん料金

新料金

1,700円（大人・小人・シニア 共通券）

※購入後キャンセルはできません。

所在地：埼玉県南埼玉郡宮代町大字須賀 110
電 話：０４８０－９３－１２００

【通常料金】大人5,100円／中人4,800円
（中・高校生）／小人3,800円（３歳以上・60歳以上）
● 購 入 方 法 近畿日本ツーリスト葛飾区役所内旅行コーナーで会員証を提示してからお買い求めください。
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ほっと・たいむ 201 号〈令和３年５月発行〉
各施設の公式 HP などから最新情報をご確認のうえ、お出掛けください。
チケット購入後、有効期間の延長や、払戻しには対応いたしません。ご理解のうえ、お申し込みください。

近ツリ
販売

SMALL WORLDS TOKYO （スモールワールズ

トーキョー）

SMALL WORLDS TOKYO（スモールワールズトーキョー）は 2020 年 6 月に有明にオープンした、最先端技術を駆使した
世界最大級のミニチュアテーマパークです。
煙を上げて打ち上るロケット、見たことがあるような世界の国々、離発着する飛行機、初めて見るアニメの世界・・・・
1/80 の小さな世界で繰り広げられる様々な情景や動きを大きな人となってみることで「癒される」「ほっとする」体験ができ
るテーマパークです。

2021 年６月１日（火）から８月 31 日（火）まで

有効期限

大人（18 歳以上） 1,700 円＊補助金適用（定価 2,700 円） 50 枚					

料金／枚数

中人（12～17 歳）1,000 円＊補助金適用（定価 1,900 円） 50 枚					
小人（ ４～11 歳） 800 円＊補助金適用
（定価 1,500 円） 50 枚				
５月 21 日（金）から、近畿日本ツーリスト区役所内旅行コーナーで会員証を提示してからお買い求

購入方法

めください。チケットは１人５枚まで。 無くなり次第終了となります。
SMALL WORLDS TOKYO
〔所 在 地〕

江東区有明１丁目３－３３

有明物流センター B3 ／ B4

〔問い合わせ〕 ☎０３－５８４３－８６６０
〔営業時間〕

公式ＨＰ等よりご確認ください。

〔アクセス〕

ゆりかもめ「有明テニスの森駅」徒歩約３分 他

楽しみながら学べる “わくわくドキドキ” 冒険水族館

新江ノ島水族館

＊お申し込みいただいた、皆さまに販売いたします。

〔スポットイベント〕

あっせん枚数
申込方法
申込締切日
有効期限

１会員５枚まで
18 ページをご覧ください。
５月 31 日（月）必着

購入日から 2021 年 12 月 31 日（金）まで

● あっせん料金 入場券
★券種選択あり

大人

1,700 円
（一般入場料金

2,500 円）				

高校生

1,000 円（一般入場料金

1,700 円）

600 円
（一般入場料金

1,200 円）

幼児（３歳以上） 300 円（一般入場料金

800 円）

小・中学生

● 営 業 時 間 ・年中無休
（施設点検のため臨時休館あり）

・12～2 月

10:00～17:00 / 3～11 月

9:00～17:00

※夏休み、年末年始は変更あり
※最終入場、チケット販売は閉館時間の１時間前まで
※高校生は入場口で生徒手帳等の提示が必要です。
● ア ク セ ス 小田急江ノ島線
「片瀬江ノ島駅」下車 徒歩約３分 他
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全福センター

お取り扱い事業

会員様限定の特別料金は、全福センターのホームページでご案内しています。
https://www.zenpuku.or.jp/
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ID : kt

／

PW : zenpuku（半角小文字）

ほっと・たいむ 201 号〈令和３年５月発行〉

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

キッザニア東京 特別ご優待

キッザニアは、こどもたちが憧れの仕事にチャレンジし、楽しみながら社会のしくみを学ぶことができる
「こどもが主役の街」です。

【優待内容】対象期間の平日第2部及び休日第2部が 500円OFF
※入場料金はサービスコード予約サイトをご確認ください。

【対象期間】2021 年 4 月 ～ 2022 年 3 月 ※除外日あり

※除外日：H.S（ホリデーシーズン）。その他の除外日及び空き状況は、サービスコード予約サイトのカレンダーをご確認ください。
※H.S（ホリデーシーズン）とは、ゴールデンウィーク、夏休み、冬休み、春休みなどキッザニアが定めた長期休暇です。
※休日とは、H.S 以外の土曜・日曜・祝日です。

【利用方法】

《サービスコード予約サイト》

① 「サービスコード予約サイト」にアクセスしてください。
（PC・スマートフォン）

http://www.kidzania.jp/tokyo/SC

② サービスコード【事務局にお問い合わせください】
【 TH1001389 】（半角）をご入力ください。
③ 必要事項を入力のうえ、クレジット決済を行ってください。
④ 来場当日は入場受付にて「会員証」もしくは「協定施設割引券」と、「eチケットお客様控」もしくは
「予約完了メール」をご提示ください。
※会員証もしくは協定施設割引券をお忘れの場合は、通常料金との差額をお支払いいただきますので、ご注意ください。

【利用の注意】
・ 本優待は、会員及びそのご家族を含む最大 19 名まで予約可能です。
・ アクティビティ体験は、3～15 歳のこどもが対象です。ご入場には予約 1 件(1 グループ)ごとに、大人(16 歳～)の同伴が必要です。
ただし中学生のみの場合、大人の同伴は必要ありません。「幼児(2 歳以下)」は無料でご入場いただけますが、「大人」と「幼児」の組み合わせ
での入場はお断りしています。
・ 既に予約されたものを当該サービスに振り替えることはできません。
・ 他の優待サービスや招待チケットとの併用はできません。
・ イベントなどの特別価格の日程、スター・フレックスパスや EAP、ガイドツアーなどには利用できません。
・ 当日券、プッシュホン予約では利用できません。

【予約の変更・キャンセルについて】
変更・キャンセルは、入場前日 23:55 までにオフィシャルサイトの「予約の確認と変更」からお手続きしてください。 変更は 3 回まで可能です。
【人数の追加】人数の追加は、予約日時に空きがある場合、手数料無料で可能です。
【人数の減員・予約キャンセル】1 名につき所定の手数料がかかりますが可能です。
【日時の変更】対象期間内に空きがある場合、1 回の変更につき所定の手数料がかかりますが可能です。
※来場日前日 23:55 を過ぎてのキャンセル、ご返金はいたしかねます。

【問い合わせ先】 キッザニア東京インフォメーションセンター 0570-06-4646 （9:00～18:00）
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近ツリ
販売

松竹映画「峠 最後のサムライ」

http://touge-movie.com

「司馬遼太郎が描きたかった“風雲児”、最後の一年」
上映開始日 ： 令和３年７月１日 （木） 全国ロードショー

監督・脚本：小泉堯史

作品紹介

出演 ： 役所広司、松たか子、香川京子、田中泯、永山絢斗／仲代達矢 他
あっせん料金／枚数

大人 １枚

900 円 （通常窓口料金 1,900 円、通常前売料金 1,500 円）

100 枚

※無くなり次第終了となります。

販売期間

７月 23 日（金）まで

購入方法

５月 21 日（金）より近畿日本ツーリスト葛飾区役所旅行コーナーで会員証を提示してお買い求めく
ださい。
１会員２枚まで。 通年販売の映画チケット購入枚数にはカウントされません。

ムーミンバレーパーク

特別キャンペーン

イベント「ムーミン谷とアンブレラ」
色とりどりの傘と自然の木々、湖とミストが織りなす不思議な世界。
親子で過ごす涼しくフシギな体験は夏の思い出にピッタリ！
地面から次々と水が飛び出す噴水スポットで楽しく涼しく水遊びも。

有効期限

2021 年６月 26 日（土）～2021 年８月 29 日（日）

料金案内

入園チケット

大

©Moomin Characters

TM

人 2,500 円

→

2,200 円 税込（中学生以上）

こども 1,500 円

→

1,200 円 税込（４歳以上小学生以下）

※当割引の「１デーパス」のお取り扱いはございません。
利用方法

ムーミンバレーパークのチケットブースにてチケット購入時にご提出ください。
✂︎ キリトリ
有効期限：2021年6月26日
（土）
〜2021年8月29日
（日）

ムーミンバレーパーク入園チケット料金から

3 00 円 O F F

本券はチケットブースでチケット購入時にご提示ください
※1枚5名様まで

※有料施設は別途料金がかかります

※入園制限時の利用不可

※チケット購入後の返金不可

※ご来園前に最新情報を公式HPにてご確認ください

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（P400）

10

シニア

幼児

小学生

中学生

大人

区分

ください。

ＨＰをご確認

ランド公式

※東京サマー

７／１〜９／ 30

期間

備考

200 円

2,100 円 大人：高校生〜60 歳
幼児：２歳〜未就学児
1,500 円
シニア：61 歳以上
200 円

2,700 円

一般料金 利用者負担金

１ Dayパス

券種・料金

【コピー不可】

ー

シニア

幼児

小学生

中学生

大人

区分

ください。

ＨＰをご確認

ランド公式

※東京サマー

７／１〜９／ 30

期間

備考

200 円

2,100 円 大人：高校生〜60 歳
幼児：２歳〜未就学児
1,500 円
シニア：61 歳以上
200 円

2,700 円

一般料金 利用者負担金

１ Dayパス

券種・料金

【コピー不可】

ー

葛飾区中小企業勤労者福利共済会理事長

会員氏名

会員番号

キリトリ

東京サマーランド HP
https://www.summerland.co.jp/
営業日・営業時間については、上記ＨＰにてご確認ください。
※裏面の「利用上の注意」をお読みください。
下記の項目が未記入のものは、無効になります。

☎042-558-6511

（P ー 25）

東京サマーランド

施設名

２０２１年プール利用補助券

キリトリ

葛飾区中小企業勤労者福利共済会理事長

会員氏名

会員番号

東京サマーランド HP
https://www.summerland.co.jp/
営業日・営業時間については、上記ＨＰにてご確認ください。
※裏面の「利用上の注意」をお読みください。
下記の項目が未記入のものは、無効になります。

☎042-558-6511

（P ー 25）

東京サマーランド

施設名

２０２１年プール利用補助券

シニア

幼児

小学生

中学生

大人

区分

ください。

ＨＰをご確認

ランド公式

※東京サマー

７／１〜９／ 30

期間

備考

200 円

2,100 円 大人：高校生〜60 歳
幼児：２歳〜未就学児
1,500 円
シニア：61 歳以上
200 円

2,700 円

一般料金 利用者負担金

１ Dayパス

券種・料金

【コピー不可】

ー

シニア

幼児

小学生

中学生

大人

区分

ください。

ＨＰをご確認

ランド公式

※東京サマー

７／１〜９／ 30

期間

備考

200 円

2,100 円 大人：高校生〜60 歳
幼児：２歳〜未就学児
1,500 円
シニア：61 歳以上
200 円

2,700 円

一般料金 利用者負担金

１ Dayパス

券種・料金

【コピー不可】

ー

葛飾区中小企業勤労者福利共済会理事長

会員氏名

会員番号

東京サマーランド HP
https://www.summerland.co.jp/
営業日・営業時間については、上記ＨＰにてご確認ください。
※裏面の「利用上の注意」をお読みください。
下記の項目が未記入のものは、無効になります。

☎042-558-6511

（P ー 25）

東京サマーランド

施設名

２０２１年プール利用補助券

キリトリ

葛飾区中小企業勤労者福利共済会理事長

会員氏名

会員番号

東京サマーランド HP
https://www.summerland.co.jp/
営業日・営業時間については、上記ＨＰにてご確認ください。
※裏面の「利用上の注意」をお読みください。
下記の項目が未記入のものは、無効になります。

☎042-558-6511

（P ー 25）

東京サマーランド

施設名

２０２１年プール利用補助券

キリトリ
キリトリ

キリトリ

シニア

幼児

小学生

中学生

大人

区分

ください。

ＨＰをご確認

ランド公式

※東京サマー

７／１〜９／ 30

期間

備考

200 円

2,100 円 大人：高校生〜60 歳
幼児：２歳〜未就学児
1,500 円
シニア：61 歳以上
200 円

2,700 円

一般料金 利用者負担金

１ Dayパス

券種・料金

【コピー不可】

ー

シニア

幼児

小学生

中学生

大人

区分

ください。

ＨＰをご確認

ランド公式

※東京サマー

７／１〜９／ 30

期間

備考

200 円

2,100 円 大人：高校生〜60 歳
幼児：２歳〜未就学児
1,500 円
シニア：61 歳以上
200 円

2,700 円

一般料金 利用者負担金

１ Dayパス

券種・料金

【コピー不可】

ー

葛飾区中小企業勤労者福利共済会理事長

会員氏名

会員番号

東京サマーランド HP
https://www.summerland.co.jp/
営業日・営業時間については、上記ＨＰにてご確認ください。
※裏面の「利用上の注意」をお読みください。
下記の項目が未記入のものは、無効になります。

☎042-558-6511

（P ー 25）

東京サマーランド

施設名

２０２１年プール利用補助券

キリトリ

葛飾区中小企業勤労者福利共済会理事長

会員氏名

会員番号

東京サマーランド HP
https://www.summerland.co.jp/
営業日・営業時間については、上記ＨＰにてご確認ください。
※裏面の「利用上の注意」をお読みください。
下記の項目が未記入のものは、無効になります。

☎042-558-6511

（P ー 25）

東京サマーランド

施設名

２０２１年プール利用補助券

２．本券は、会員と同居の家族以外は利用できません。

１．本券は、１枚で１人のみ有効とします。

時から取得可能となります。）

了メール】を取得し、ご利用ください。（来園予定日の７日前の午前０

要となります。事前に下記の2次元コード のサイトにアクセスして【完

入場に当たっては、プール利用補助券と共に「日付指定整理券」が必

利用上の注意

２．本券は、会員と同居の家族以外は利用できません。

１．本券は、１枚で１人のみ有効とします。

時から取得可能となります。）

了メール】を取得し、ご利用ください。（来園予定日の７日前の午前０

要となります。事前に下記の2次元コード のサイトにアクセスして【完

入場に当たっては、プール利用補助券と共に「日付指定整理券」が必

利用上の注意

２．本券は、会員と同居の家族以外は利用できません。

１．本券は、１枚で１人のみ有効とします。

時から取得可能となります。）

了メール】を取得し、ご利用ください。（来園予定日の７日前の午前０

要となります。事前に下記の2次元コード のサイトにアクセスして【完

入場に当たっては、プール利用補助券と共に「日付指定整理券」が必

利用上の注意

５．暴力団関係者、入れ墨、タトゥー（シール、ペイント等含む）の

は終了となります。

４．各日枚数限定の為、限定数に達し次第、「日付指定整理券」の発券

（日付指定整理券のスマホ画面を必ずご提示ください。）

場してください。

３．本券に利用者負担金を添えて、施設の窓口で入場券と引換えて入

５．暴力団関係者、入れ墨、タトゥー（シール、ペイント等含む）の

は終了となります。

４．各日枚数限定の為、限定数に達し次第、「日付指定整理券」の発券

（日付指定整理券のスマホ画面を必ずご提示ください。）

場してください。

３．本券に利用者負担金を添えて、施設の窓口で入場券と引換えて入

場してください。

３．本券に利用者負担金を添えて、施設の窓口で入場券と引換えて入
（日付指定整理券のスマホ画面を必ずご提示ください。）
４．各日枚数限定の為、限定数に達し次第、「日付指定整理券」の発券
は終了となります。
５．暴力団関係者、入れ墨、タトゥー（シール、ペイント等含む）の

了メール】を取得し、ご利用ください。（来園予定日の７日前の午前０

要となります。事前に下記の2次元コード のサイトにアクセスして【完

入場に当たっては、プール利用補助券と共に「日付指定整理券」が必

利用上の注意

葛飾区中小企業勤労者福利共済会

６．ビン、カン類、危険物の持ち込みはお断りします。

１．本券は、１枚で１人のみ有効とします。

時から取得可能となります。）

了メール】を取得し、ご利用ください。（来園予定日の７日前の午前０

要となります。事前に下記の2次元コード のサイトにアクセスして【完

入場に当たっては、プール利用補助券と共に「日付指定整理券」が必

利用上の注意

葛飾区中小企業勤労者福利共済会

６．ビン、カン類、危険物の持ち込みはお断りします。

２．本券は、会員と同居の家族以外は利用できません。

１．本券は、１枚で１人のみ有効とします。

時から取得可能となります。）

了メール】を取得し、ご利用ください。（来園予定日の７日前の午前０

要となります。事前に下記の2次元コード のサイトにアクセスして【完

入場に当たっては、プール利用補助券と共に「日付指定整理券」が必

利用上の注意

葛飾区中小企業勤労者福利共済会

６．ビン、カン類、危険物の持ち込みはお断りします。

ある方の利用は出来ません。

時から取得可能となります。）

２．本券は、会員と同居の家族以外は利用できません。

ある方の利用は出来ません。

１．本券は、１枚で１人のみ有効とします。

ある方の利用は出来ません。

２．本券は、会員と同居の家族以外は利用できません。

３．本券に利用者負担金を添えて、施設の窓口で入場券と引換えて入

場してください。

３．本券に利用者負担金を添えて、施設の窓口で入場券と引換えて入
場してください。

３．本券に利用者負担金を添えて、施設の窓口で入場券と引換えて入
場してください。

（日付指定整理券のスマホ画面を必ずご提示ください。）

５．暴力団関係者、入れ墨、タトゥー（シール、ペイント等含む）の

は終了となります。

４．各日枚数限定の為、限定数に達し次第、「日付指定整理券」の発券

（日付指定整理券のスマホ画面を必ずご提示ください。）

５．暴力団関係者、入れ墨、タトゥー（シール、ペイント等含む）の

は終了となります。

４．各日枚数限定の為、限定数に達し次第、「日付指定整理券」の発券

（日付指定整理券のスマホ画面を必ずご提示ください。）
４．各日枚数限定の為、限定数に達し次第、「日付指定整理券」の発券
は終了となります。
５．暴力団関係者、入れ墨、タトゥー（シール、ペイント等含む）の

６．ビン、カン類、危険物の持ち込みはお断りします。

ある方の利用は出来ません。
６．ビン、カン類、危険物の持ち込みはお断りします。

葛飾区中小企業勤労者福利共済会

ある方の利用は出来ません。

６．ビン、カン類、危険物の持ち込みはお断りします。

葛飾区中小企業勤労者福利共済会

ある方の利用は出来ません。

葛飾区中小企業勤労者福利共済会

ほっと・たいむ 201 号〈令和３年５月発行〉

東京ドームシティ パートナーメンバーズ会員限定【有効期限：2022 年 3 月 31 日】
熱海日帰り温泉

オーシャンスパ Fuua(フーア)

特別優待のご案内
熱海後楽園ホテルを中心とする複合型リゾート「ATAMI BAY RESORT KORAKUEN」内にある、熱海最大級の日帰り温泉
施設を優待価格でご利用いただけます。海に浮かんでいるような浮遊感を味わえる、全長約２５ｍの「露天立ち湯」をはじめ
“海辺のリゾート”をテーマにしたリラックスラウンジ「アタミリビング」、溜まった疲れをリフレッシュできる岩盤浴やエステ、併設の
ブッフェレストランなどで、思い思いの熱海の休日をお過ごしください。

営業時間/10：00～22：00（最終入館 21：00）
静岡県熱海市和田浜南町 10-1
https://atamibayresort.com/fuua/
施設に関するお問合せ：0557-82-0123

★パートナーメンバーズ会員 特別優待料金★
一般料金(消費税込み)

Fuua 入館料

2,750 円

（大人：中学生以上）

⇒

1,800 円

＜入湯税別／休日割増料課金にて土日祝・特定日利用可＞
※上記料金は大人お一人様の料金となります。4 歳～小学生は割引対象外となります。
※現地にて、上記料金に入湯税（大人お一人様 150 円）の支払いが必要です。
※土・日・祝および特定日のご利用は、休日割増料金 330 円（税込）が別途必要となります。

* 0～3 歳のお子様はご入館をお断りしております。
* 18 歳未満のお客様は 20 歳以上の保護者（4 歳～小学生の方は同性の保護者）の同伴が必要です。
また、4 歳～小学生の方は一部施設について利用制限がございます。（立ち湯は身長 135cm 未満の方は利用不可）
* その他最新の営業情報、休館日など施設詳細は公式ホームページでご確認いただくか、施設までお問合せください。

※下記枠内に必要事項をご記入の上、入館時に本紙を Fuua フロントへご提出ください。

【2021 年度パ
パートナーメンバーズ 特別優待券】
※有効期限：2022 年 3 月 31 日(木) ※会員ご本人とその家族のみ利用可

★加盟法人・団体名：
★会員氏名：
★ご利用日：

葛飾区中小企業勤労者福利共済会
<発行者>

年

月

日

㈱東京ドーム

営業推進部

パートナーメンバーズ事務局

★ご利用人数：

名 ※大人 10 名様まで可

TEL：03-3817-6123（平日 9:30-17:30）

2021 年 2 月現在

11

ほっと・たいむ 201 号〈令和３年５月発行〉
各施設の公式 HP などから最新情報をご確認のうえ、お出掛けください。
チケット購入後、有効期間の延長や、払戻しには対応いたしません。ご理解のうえ、お申し込みください。

近ツリ
販売

東京ドームホテル レストラン“４店舗共通”ランチ券のご案内

利用期間

購入日から 2021 年 ７月 31 日（土）

200 枚 ※無くなり次第終了となります。

※ 2021 年８月１日から 2022 年１月 31 日までご利用いただけるチケットのご案内も予定しています。
（７月号にて）
購入枚数

１会員につき期間中４枚まで

レストラン名

※購入枚数を超えてのお買い求めにご注意ください。

あっせん料金

スーパーダイニング
リラッサ
〔東京ドームホテル３階〕

営業時間

内容※季節により内容変更あり／予約先

11：30 〜 15：00
（ラストイン 14：30）
※ 90 分制

洋・中・和・スイーツブッフェ
・ソフトドリンクバー付き
【予約先：03-5805-2277】

パノラマランチコース
平日 11：30 〜 14：30
（ラストイン 14：00） 本日のアンティパストミストまたは本日のスープ
スカイラウンジ＆ダイニング
東京ドームホテル
アーティスト カフェ
土・日・祝 11：00 〜 15：00 本日のパスタ・選べるメインディッシュ
直営の４つの
ドルチェオーダーブッフェ
〔東京ドームホテル 43 階〕
（ラストイン 14：30）
レストランで利用
※土・日・祝は 90 分制
【予約先：03-5805-2243】
できます。
セットメニュー
中国料理
前菜・料理２品・点心・ご飯・スープ・
11：30 〜
2,500 円
後楽園飯店
デザート・コーヒー
14：00（ラストオーダー）
〔後楽園ホールビル２階〕 ※税サービス料込
【予約先：03-3817-6134】
（3,500〜4,100円相当）
三段弁当
小鉢・刺身・焼き物・煮物・天麩羅・香の物・
和食
11：30 〜
赤出汁・ご飯・デザート（茶碗蒸し・茶蕎麦付）
春風萬里
15：00（ラストオーダー）
・平日のみコーヒーまたは紅茶付き
〔ラクーア９階〕
【予約先：03-5805-2395】
※営業時間は変更となる可能性がございます。あらかじめ最新情報をご確認ください。

４店舗共通ランチ券
購入方法
販売開始日
優待料金

５月21日（金）より近畿日本ツーリスト区役所内旅行コーナーにて、会員証を提示してお買い求めください。
あっせん枚数に達した時点で終了となります。チケット購入後、「葛飾区福利共済会会員」である旨を告げ、
早めに 予約をしてください。料金は消費税・サービス料込の表示です。
チケットのお買い求めは現金のみとなります。また、購入後の払い戻しはいたしません。

ホテル椿山荘東京

「ほたるの夕べ ディナーセレクション」

和洋中料理ステーション
フリードリンク（オリジナルスパークリングカクテル、赤・白ワイン、ビール、焼酎、ウィスキー、ソフトドリンク）

予約先
アクセス

03-3943-1140
東京メトロ有楽町線「江戸川橋駅」下車
１a出口より徒歩約10分他

毎年好評のサーロインステーキローストビーフやひつまぶし、握り寿司をはじめ、中華料理や
デザートも勢揃い。
「東京雲海と蛍」の幻想的な風景とともに、贅沢なひとときをお過ごしください。
開催日時

2021年５月23日
（日）～ ６月27日（日）

時

宴会場にて開催

間

18:00～20:00

（日程により、異なる場合がございます。ご予約時にご確認ください。）

月〜木
金・土・日

大人
11,500 円
12,000 円

通常料金
小学生
5,000 円
5,000 円

幼児
3,000 円
3,000 円

大人
10,900 円
11,400 円

優待料金
小学生
4,900 円
4,900 円

幼児
2,900 円
2,900 円

【ご注意】・最新の営業状況は HP もしくはご予約窓口にてご確認ください。
・予約人員が 20 名様に満たない場合は、催行中止とさせていただく場合があります。
・お食事をしながら蛍観賞はできません。お食事の前後に庭園にて自由観賞となります。
・国内外の状況により、サービス内容を変更する場合がございます。
・配席はホテル一任です。

ホテル椿山荘東京
利用方法
12

・写真はイメージです。

・幼児とは３歳～小学生未満です。

ご優待料金でのご案内となるため、チケットは必要ありません。
事前に「葛飾区福利共済会会員」である旨を告げ 予約をしてください。
ご利用当日は会員証を持参し、現地でお支払いとなります。料金は消費税・サービス料込の表示です。
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プロ野球 巨人戦 東京ドーム
申込方法

あっせん枚数

締切日：６／ 10（木）必着

「往復はがき」に「巨人戦」と記入し、観戦日、席種（ビームシート 又は Ｂ指定席）を記入後、18 ペー
ジを参照し ①〜⑥を記入してお申込みください。はがきは１人１枚です。
チケット情報は、６月 18 日（金）更新のホームページでご案内します。
ご案内可能なチケットがある場合、６月 22 日（火）AM ８：30 より電話で先着順に受付します！
１会員「ビームシート」又は「Ｂ指定席」のいずれか１セット
☎ 03-3838-5552

読売巨人軍公式サイトから最新情報をご確認のうえ、お出掛けください。
当選後のキャンセルや、チケット購入後の払戻し（試合が行われない場合を除く）には対応いたしません。
※４月末での情報となります。
ご理解のうえ、お申し込みください。
★入場制限が解除されている場合は、年間契約のビームシートとなります。
１階

１塁側

Ａ 10 ブロック

26 列

301 番 ・302 番

Ｂ 11 ブロック

37 列

281 番 ・282 番

★入場制限が行われている場合は、密を避けるためビームシートが変更となります。
１階

１塁側

あっせん料金

ビームシート（２席１セット）

8,500 円

●東京ドームグループ利用券（500円）２枚付！		
●年間契約シートの為、一般販売のチケット料金とは異なります。

指定席 B

あっせん料金

（２席１セット）

6,500 円

●東京ドームグループ利用券（500円）２枚付！		
●原則、１塁側のお席ですが試合日により異なることがございます。
東京ドーム
グループ利用券

「東京ドームグループ利用券」は、東京ドームシティをはじめとする
東京ドームグループ全施設で利用可能な商品券です。

対戦チーム／開催日

中日

8/13（金）、14（土※）、15（日※）、9/10（金）、11（土※）

ヤクルト 9/17（金）、18（土）
阪神
DeNA
広島
事業

新規

9/24（金）、25（土※）、26（日※）、

ビームシート

10/12（火）、13（水）、14（木）

26 列 301 ・302 番

１階１塁側 Ａ 10 ブロック

8/20（金）、21（土※）、 22（日※）、
9/14（火）、15（水）、10/1（金）、2（土※）、3（日※）
8/24（火）、25（水）、 26（木）、10/16（土※）

近ツリ
販売中

※印 デイゲーム
14：00 ～
無印 ナイターゲーム 18：00 ～

「東京ドームビール券」あっせんのご案内

東京ドーム座席表イメージ

野球観戦のおともに！

東京ドーム内の飲食売店・飲食移動販売でご利用いただける「東京ドームビール券」を、近畿
日本ツーリスト区役所内旅行コーナーにてあっせん販売いたします。
チケットをお買い求めにいらしたときに、一緒にご購入されてはいかがでしょうか！
東京ドームビール券は、巨人戦チケット当選者のみお買い求めいただけます。
１試合に付き２枚までとなります。
※本券１枚につき生ビール１杯と引換可。

※おつりは出ません。

※チケットには有効期限がございます。（2021 年 12 月 31 日まで）
通常料金

１枚 800 円

▶︎

あっせん料金

１枚

500 円
13
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＊お申し込み方法は、18P をご覧ください。
＊あっせん枚数は各公演４枚まで（指示あるときは除く）

観劇 ・ コンサート ①
①〜
〜⑥

共済会があっせんするすべての観劇・コンサート等には補助金を付与しています。

申込締切日

５月27日（木）必着

譲渡・転売禁止

掲載内容に変更が生じる場合がございますので、ご来場前には各公演公式 HP より最新情報をご確認ください。
※チケットをお申し込みにあたり、ご自身の体調や環境をふまえご判断いただき、ご理解のうえお申し込みください。
※マスク未着用および 37.5℃以上の発熱、体調の優れない方はご入場できません。
※感染予防対策の都合上、座席が連番にならない可能性、ご購入の座席位置からの移動をお願いする場合もございます。
感染症予防対策の規制緩和に伴い、席の追加販売によりお隣が空席でなくなる場合もございます。
※公演中止の場合を除き、お客様の体調不良および新型コロナウイルス感染によるチケットの払い戻しは致しません。
※チケットの紛失、また当日チケットをお忘れになった方は、どのような場合でもご入場いただけません。

① 新国立劇場の演劇
人を思うちから 其の参『キネマの天地』
映画「キネマの天地」
（監督 山田洋次）の続編として、井上ひさし自身の
手で書き下ろされた舞台作品。映画出演のために集められた四人の女
優たちが巻き込まれる、殺人事件。井上流推理喜劇、結末やいかに！？

●日

時 ６月 13 日（日）13：00 開演

日時選択

場 新国立劇場 小劇場

●料

金 Ａ席 6,500 円

枚

演出：小川絵梨子

出演者：高橋惠子、鈴木 杏、趣里、那須佐代子 他

③

劇団東少夏休みファミリー劇場

ミュージカル『眠れる森の美女』
“本当に美しいものは目には見えない”思いやりの心、優しい心の大切
さを伝える劇団東少のミュージカル

時 ７月 22 日（木・祝）

日時選択

時 ７月 11 日（日）
７月 17 日（土）

●会

場 新橋演舞場

●料

金 １等席

枚

数 各日６枚
演 藤山直美、西川忠志、西川きよし（特別出演）

④ NEO-SYMPHONIC JAZZ at 芸劇
スプラッシュ・ザ・カラーズ！

世界から注目を浴びるジャズ 作・編曲家、挾間美帆プロデュースによるネオ・シンフォ
ニックジャズ。タイトルに色が入ったジャズナンバーをオーケストラによる彩り鮮や
かなサウンドでお楽しみください。

●日

14：00 開演／17：00 開演

9,000 円

（一般料金 13,000 円）
●出

※未就学児入場不可

●日

●日

両日 11：00 開演

数 （一般料金 7,700 円） 両日６枚

● 出演他 作：井上ひさし

〜お姉ちゃんにまかしとき〜

上方落語の爆笑王と言われた桂春団治と、その破天荒な人生を支えた姉・
おあき。二人を取り巻く悲喜こもごもの日々と、深い絆を描いた物語。

日時選択

６月 17 日（木）19：00 開演

●会

② おあきと春団治

時 ７月 30 日（金）
19：00 開演

●会

場 板橋区立文化会館大ホール

●会

場 東京芸術劇場コンサートホール

●料

金 指定席

●料

金 Ｓ席

7,000 円（一般料金 8,000 円） 10 枚

枚

数 Ａ席

4,900 円（一般料金 6,500 円） ４枚

枚
●出

2,900 円

数 （大人、こども同一料金 一般料金 3,700 円） 10 枚
演 空乃みゆ（王女）、渡辺和貴（王子）、清水佐紀（料理番の娘）
龍人（料理番の若い男）、劇団東少

⑤

※３歳以上有料

Photo:Agnete
Schlichtkrull

● 出演他 指揮：挾間 美帆
演奏：東京フィルハーモニー交響楽団、挾間美帆 m_big band
ヴォーカル：吉田沙良（モノンクル）

⑥

ブロードウェイ・ミュージカル

エニシング・ゴーズ

牧阿佐美バレヱ団 バレエ「白鳥の湖」
〜日生劇場版〜

トニー賞３部門を獲得したミュージカル・コメディの最高傑作！
“チャイコフスキー三大バレエ”の一つとして知られる名作バレエ。
華やかなダンスと煌めく楽曲に彩られた“なんでもあり”のハッピー 美しく幻想的な愛の物語をオーケストラの生演奏でお楽しみください。
ミュージカル！

●日

時 ８月 21 日（土） 17：00 開演

日時選択

８月 22 日（日） 13：00 開演

●会

場 明治座

●料

金 Ｓ席

枚
●出

10,500 円

数 （一般料金 13,500 円） 各日６枚

時 ８月 21 日（土）

日時選択

８月 22 日（日）
両日 15：00 開演

●会

場 日生劇場

●料

金 Ｓ席大人 6,000 円
（一般料金大人 7,000 円） ※中学生以下半額

演 紅 ゆずる、大野拓朗、廣瀬友祐、愛加あゆ
一路真輝、平野 綾、市川猿弥、陣内孝則 他
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●日

枚

数 各日 10 枚 ※３歳未満入場不可。
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近ツリ
販売

展 覧 会
チケット

①マン ・ レイと女性たち

20 世紀を代表する万能の芸術家マン・レイを、彼のミューズとなった
「女性たち」を柱に振り返る展覧会
◆ 会

期

◆ 開 催 時 間

７月13日(火）～ ９月６日(月）
10：00～18：00

※７／20
（火）のみ休館

※入館は17：30まで

毎週金・土曜日は21：00まで（入館は20：30まで）
※金・土の夜間開館につきましては、状況により変更になる可能性あり
◆ 会

場

◆ あっせん料金

Bunkamura
一般

ザ・ミュージアム

1,100円（前売券一般 1,500円）

30枚

※１人２枚まで

＊未就学児は入館無料
＊障がい者手帳のご提示で、ご本人とお付き添いの方１名様は半額となります。
（一般 850 円、大学・高校生 400 円、中学・小学生 250 円）当日窓口にてご購入ください。
【お問合せ】 ０５０－５５４１－８６００（ハローダイヤル）

近ツリ
販売

② 東京 ・ ミュージアム ぐるっとパス 2021

東京を中心とする 99 の美術館・博物館等の入場券や
割引券がセットになったお得なチケットブックです。
◆ あっせん料金

1,900 円（一般料金 2,500 円 大人料金のみ）

◆ あっせん枚数

30 冊（１人２冊まで）

◆有 効 期 間

最初に利用した日から２か月間
※ただし最終有効期限は、2022 年３月 31 日（木）まで

◆対 象 施 設

99 の美術館・博物館・動物園・水族園・植物園・庭園
※各施設指定の展示を半券１枚につき１回ご利用いただけます。
※「入場できる展示」と「割引券として使える展示」があります。
※休館中の施設もございますのでご注意ください。

◆販 売 期 間

2022 年１月 31 日（月）まで

※無くなり次第、終了となります。

チケット購入方法〔①マン ・レイと女性たち／②ぐるっとパス〕◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦
５月24日から、① マン・レイと女性たち ② ぐるっとパスを販売します。
近畿日本ツーリスト区役所内旅行コーナーで会員証を提示してからお買い求めください。
各チケット１人２枚（２冊）まで。チケットはあっせん枚数に達した時点で終了となります。
また、会場での検温、マスクの着用にご協力いただくとともに、館内混雑の際にはご入場をお待ちいただく場合がご
ざいます。お出掛けになられる前には、必ず公式ホームページにて最新情報をご確認ください。

15
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給付金一覧表
請求期限：給付事由の発生日から６か月以内です。
請求方法、添付書類などの詳細は、共済会ホームページでご確認ください。
給付項目

給付事由

給付金額（円）

結婚祝金

会員が結婚したとき

２０，０００

銀婚祝金

会員が結婚満 25 年を迎えたとき

２０，０００

金婚祝金

〃

満 50 年を迎えたとき

３５，０００

出産祝金

会員の子が生まれたとき

２０，０００

就学祝金

会員の子が小学校または中学校に入学したとき（前年 12/31 までの入会が対象）

１０，０００

会員本人が満 20 歳の誕生日を迎えたとき

１０，０００

会員の子が満 20 歳の誕生日を迎えたとき

５，０００

成人祝金
古希祝金

会員が満 70 歳の誕生日を迎えたとき

１０，０００

会員本人
死亡弔慰金

加入期間 30 年以上

１００，０００

加入期間 20 年以上

７０，０００

加入期間 10 年以上

５０，０００

加入期間 ５年以上

３０，０００

加入期間 １年以上

２０，０００

会員本人の配偶者が死亡したとき

５０，０００

会員の親（実父母）が死亡したとき

加入期間 １年以上

会員の子が死亡したとき

入院見舞金

障害見舞金

住宅火災見舞金

介護見舞金

２５，０００
２５，０００

会員が連続して入院したとき

会員本人の障害

14 日以上

１０，０００

30 日以上

２０，０００

60 日以上

３０，０００

１級

１００，０００

２級

８５，０００

３級

７０，０００

４級

４０，０００

５級

３０，０００

６級

２０，０００

会員が居住する家屋および家財が、 全

焼・全

壊（70％以上の損害）

１００，０００

火災により焼失または損壊を受けた

半

焼・半

壊（20％以上の損害）

９０，０００

とき（地震災害を除く）

一部焼・一部壊（20％未満の損害）

５０，０００

同居の満 65 歳以上の家族が要介護５の認定を受けたとき（初回のみ）

２０，０００

※すべての給付金の支給（死亡弔慰金を除く）は、会員としての資格が発生した日から３か月を経過した日以降の
ものとなります。
※証明書類は発行日より３か月以内のものに限ります。
16
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事務局からのお知らせ
就学祝金の請求ができます。

※ 2020 年 12 月 31 日以前に入会された方が対象です。

小学校、中学校に入学されたお子様がいる方は、就学祝金が受け取れます。
請求書の他に添付書類として、学校から届いた通知書（コピー）または生徒手帳のコピーなどが
必要です。
期間内に事務局まで郵送または持参してください。

〈請求期限：2021 年９月 30 日（木）まで〉
●令和３年４月１日から、給付金規約規定が一部改正されました。改正の内容は下記のとおりです。
改正前

改正後

第 15 条（給付金の支給）

第 15 条（給付金の支給）

この規定に基づく給付金の支給は、規約第８条により会員としての資 この規定に基づく給付金の支給は、規約第８条により会員としての資
格が発生した日（以下「加入した日」という。）以降に発生する事由 格が発生した日から３か月を経過した日以降のものとする。
からとする。ただし、第２条から第６条の給付事由については、加入 付則
した日から３か月を経過した日以降のものとする。

プレゼント

この規定は、令和３年４月１日から施行し、施行した日以降に

発生した事由に起因する給付金の支給等について適用する。

締切日：６／９（水）必着

通 常
はがき

〔スポットイベント〕

❶東京ドーム「スパ ラクーア」入館券（２枚１セット） Ａ
Ｂ

ご利用期間

７月 20 日まで

２名様

ご利用期間 12 月 14 日まで

３名様

❷東京ドーム「ローラースケートアリーナ」入場無料券〔２時間〕と「ボウリングセンター」１ゲーム無料券〔貸靴代別〕
を各々５枚で１セット

２名様

ご利用期間は 11 月 30 日まで。

❸ジャイアンツ「CROSS」のボールペン（2020 年 JERA セ・リーグ優勝記念ロゴ入り 非売品） １名様
申込方法
ご希望の番号を記入して、メール（スポットイベント）または、通常はがきでお申込みください。（18 ページ参照）
※注意

❶を希望の方はＡまたはＢの選択が必要です。

お１人様、お申込みはいずれか１つです。

応募者多数の場合は抽選となり当選者の発表は、商品の発送をもってかえさせていただきます。

【広告】

17

ほっと・たいむ 210 号〈令和３年５月発行〉

※次回７月号は、７月 16 日頃のお届け予定です。

ご案内している各興行については、状況により変更がある場合もございます。ご理解のうえお申込みください。

各種はがき

通 常
はがき

お申込み方法

指定のはがきに ①希望イベント名・希望日時 ②枚数 ③会員番号 ④会員氏名 ⑤住所 ⑥電話番号（日中の連絡先）をご記入の上、
共済会事務局までお申込みください。 １枚のはがきにつき１イベントまでです。
締切日以降、当選・落選のお知らせは、メールも含み必ずご連絡しております。
お知らせが届かない方は、事務局までお問い合わせください。（チケットは、郵送のお取扱いも可能です。）
【あっせん枚数】１イベントにつき 会員１人４枚まで （枚数指定のあるものは除く。また、お席の指定は出来ません。）
【申 込 締 切 日】各イベントごとに記載してあります。応募者多数の場合は、各イベントごとに抽選を行い、
６月 15 日（火）までに、当選 ・落選のお知らせを返信はがき、またはメールでご連絡いたします。
【申 込 先】〒 125 － 0062 葛飾区青戸７－２－１ テクノプラザかつしか
葛飾区中小企業勤労者福利共済会あて

ホームページからのお申込み方法
https://hot-time.net 又は

ほっとたいむ葛飾

で検索

◀左側の「会員専用ページ」→ 申込フォーム ①～⑤よりお申し込みください。
近ツリ
販売

近ツリ
販売中

● 近畿日本ツーリスト区役所内旅行コーナーで 販売または、
販売中です。
● 往復はがき、通常はがき など指定のはがきでお申込みください。

通 常
はがき

● メールのお申し込みフォーム（①～⑤）よりお申込みください。

ページ

キリトリ

〒 124 − 0012
葛飾区立石５− 13 −１
近畿日本ツーリスト
葛飾区役所内旅行コーナー

１

チケット
都内共有入浴券

販売開始７／２〜

３

バスハイク申込はがき

５

※参加希望月にチェックを入れてください。

申

会員番号

６

ー

込
代

会員氏名

者
自宅住所

７

＊必ず日中に連絡が取れる番号をお願いします。

ー

キリトリ

表

電話番号

自宅・携帯・会社

ー

〒

氏名

続柄

年齢

締切日

近ツリ
販売

無くなり
次第終了
通 常
はがき

指定往復はがき

６／４

サラダ館ツクシ立石店より「お得」なご案内

店舗にお申込み

８／ 31

近ツリ
販売

無くなり
次第終了

①スターバックス カード
②図書カードＮＥＸＴ
③近畿日本ツーリストの旅行券
①よみうりランド プール付ワンデーパス／
②プールＷＡＩ入場

近ツリ
販売

東武動物公園
法人アトラクションパスセット

近ツリ
販売中

SMALL WORLDS TOKYO
（スモールワールズ トーキョー）

近ツリ
販売

６／３

無くなり
次第終了

松竹映画 「峠

５／ 31
最後のサムライ」

10
ムーミンバレーパーク特別キャンペーン
お食事券

東京ドームホテルレストラン

お食事券

ホテル椿山荘東京〔優待料金〕

12

近ツリ
販売

無くなり
次第終了

割引券を持参

８／ 29

近ツリ
販売

無くなり
次第終了

会員証提示

６／ 27

読売ジャイアンツ公式戦
13
東京ドームビール券

会員

同居の家族
人

人

関係者

参加者合計
人

人

６／４

夏休み応援プラン

新江ノ島水族館

※参加者全員の氏名、続柄、年齢をご記入ください。

会員番号

申込方法

７／９

ジェフグルメカード

□７月 メロン狩りと伊豆畑毛温泉「大仙家」のランチ

スポットイベントの

近ツリ
販売中

４

バスハイク名（HP からも申込できます。）

↓
４

バスハイク（７月）
２
木更津市 江川海岸 潮干狩

行

〔スポットイベント〕

お申込みからです。

● メールまたは、往復はがきでお申込みください。

バスハイク申込先

例

14

観劇 ・コンサート

15

美術展 ／ ぐるっとパス

17

プレゼント

18

６／ 10
無くなり
次第終了

近ツリ
販売中

５／ 27
無くなり
次第終了

近ツリ
販売
通 常
はがき

６／９

