
応募は1事業（1チケット）につき、1会員、1回です
ツアー・イベント申込方法

1 例：潮干狩り

会員番号は必ず記入のこと！ 家族会員の登録が無い場合は同伴者料金となりますので、ご了承下さい！

2
3
4

イベント名
事業所名・所在地（通知文郵送先）・電話番号
会員番号及び氏名・生年月日
参加人数及び参加者名簿
参加者のヨミガナ・生年月日・年齢・性別を必ず明記の事。

往復ハガキにて締切日迄に必着でお申し込み下さい。
※ＴEL・ＦＡXの申込は受付けません。

活用ガイドブック綴じ込みの「事業参加申込書」に必要事項を
ご記入の上、FAXまたは郵送にてお申込み下さい。
ホームページからもお申込み出来ます。 チケット名

事業所名
会員番号及び氏名
希望枚数

希望枚数は原則２枚まで（応募者多数の場合抽選）。
当選通知後のキャンセルはできません。
返信ハガキには必ずご自分のあて先をご記入下さい。

1

2

3

4

※結果発表：締切後順次返信ハガキ等でお知らせします

!!

チケット申込方法

調布市役所裏
7：30

調布IC 浮島IC 君津IC 富津海岸「潮干狩り場」
潮干狩り

海ほたるＰＡ
休憩

中央道・首都高

8：30 ～ 8：50

館山道

館山道 東京湾アクアライン

東京湾アクアライン

スパ三日月「龍宮城」
ランチバイキングとご入浴等

12：50 ～ 15：30
房総四季の蔵「お土産処旬彩」

お買物
ちょっぴり乾燥ワカメプレゼント！

11：50 ～ 12：20
調布IC君津IC 木更津

金田IC
木更津
金田IC

9：40 ～ 11：20

調布市
17：10到着予定

※交通事情により時間が前後いたしますのでご了承下さい

◆実 施 日

※同伴者子供の設定はありません。
※3歳以下は無料ですが、バスの座席、食事が必要な場合は子供料金をいただきます。
★ツアー当日でも、会員又は同居家族から同伴者に変更の場合は差額を
 　お支払いいただきますのでご注意下さい。
　（会員以外の方が会員の名前で参加されることは固くお断りいたします）

◆募集人員
◆参 加 費

◆申込方法

◆交 通
◆締め切り

５月21日（土）日帰り◆実 施 日

※同伴者子供の設定はありません。
※3歳以下は無料ですが、バスの座席、食事が必要な場合は子供料金をいただきます。
★ツアー当日でも、会員又は同居家族から同伴者に変更の場合は差額を
 　お支払いいただきますのでご注意下さい。
　（会員以外の方が会員の名前で参加されることは固くお断りいたします）

◆募集人員
◆参 加 費

◆申込方法

◆交 通
◆締め切り

５月21日（土）日帰り
40名（最小催行人数30名、応募多数の場合は抽選）
大人 6,500円（会員及び同居家族登録者）一般料金9,500円
子供 4,500円（小学生までの同居家族登録者）
同伴者大人 8,500円

下段のツアー・イベント申込方法をご参照下さい。
ツアー中に連絡が取れる、参加者代表の方の携帯番号もお書き下さい。
★同居家族の場合は事前登録が必要です。　
大型バス１台

３月25日（金）17時までに互助会窓口必着

40名（最小催行人数30名、応募多数の場合は抽選）
大人 6,500円（会員及び同居家族登録者）一般料金9,500円
子供 4,500円（小学生までの同居家族登録者）
同伴者大人 8,500円

下段のツアー・イベント申込方法をご参照下さい。
ツアー中に連絡が取れる、参加者代表の方の携帯番号もお書き下さい。
★同居家族の場合は事前登録が必要です。　
大型バス１台

３月25日（金）17時までに互助会窓口必着
Process

平成２8年度版「互助会活用ガイドブック」（保存版）と
「エンジョイドリーム割引券」を同封しました

◆ お得な情報が満載ですので１年間保存して是非ご活用下さい。
◆ 『遊園地等レクリエーション施設統一契約利用割引券』は、割引施設を見直し名称が『エンジョイドリーム割引券』に
　変わりました。年間を通じてご利用下さい。

Information

  年ぶりの潮干狩り　3
ちょっぴりですがプレゼント付

富津海岸潮干狩りとスパ三日月竜宮城で入浴と　　　　　　　ランチバイキング・海産物のお買い物!!　　　　　　　　　 遊ぶ！食べる！温泉！買い物！盛りだくさんで大人も子供も大満足♪♪

1

会員向けのお得な情報満載

〒182-0026 調布市小島町２-36-21（調布市商工会館内） TEL 042-485-3011   FAX 042-485-3013    http://www.chofu-kg.jp

調 布 市 会員数……3,542人

事業所数…531所
（平成28年３月１日現在）

営業時間… 9：00～17：30
（土・日・祝日を除く）
※年末年始はお問合せ下さい

勤 労 者
互 助 会

会 報 第227号

平成２8年３月４日発行



2016年4/1（金）～4/28（木）ご利用期間

コーポレート
プログラム
団体番号

大   人
18歳以上

購入枚数
(合計5枚まで)

枚 枚 枚

中   人
(中学・高校生)12～17歳

小   人
(幼児・小学生)4～11歳

団体名

「コーポレートプログラム利用券」左下の発行団体欄に記載の
4桁の数字をご記入ください。

「コーポレートプログラム利用券」左下の発行団体名をご記入ください。

東京ディズニーランド® /東京ディズニーシー®

※入園制限中のパークではご利用いただけません。
土・日・祝日を除く平日のみ

必要事項をご記入の上、本申込書をご提出いただくと、1枚につき5名様まで特別料金でお買い求めいただけます。

【注意事項】
●本申込書を対象者以外の方へ譲渡（転売、ネットオークション等を含む）することを禁止します。 ●本申込書はコーポレートプログラムご利用団体の従業員・職員とそのご家族が対象者と
なります。（パスポートご購入の際に、勤務先が確認できる物のご提示をお願いする場合があります） ●上記必要事項が未記入の場合は特別料金が適用されません。 ●本申込書はお一人様
１回のご購入につき1枚ご利用いただけます。 ●コーポレートプログラム利用券、特別利用券をお持ちの方は、本パスポートご購入時に併用可能です。 ●旅行会社等で他チケットの観光券、
入場予約券、直接入園予約券をお買い求めになり、本パスポートへ変更される場合、ご来園当日に入園されるパークの当日券販売窓口にて、本購入申込書をご提出ください。変更手数料
(200円/1枚)を差し引いた差額を精算いたします。 ●他チケットから、本パスポートへ変更される場合は、チケット販売窓口に本申込書をご提出ください。変更手数料(200円/1枚)を差し引
いた差額を精算いたします。 ●本パスポートをご購入後、実施期間外にご利用になる場合は、利用当日の通常料金との差額及び変更手数料（200円/1枚）を別途申し受けます。

【当日券】
東京ディズニーランド、東京ディズニーシーの当日券販売窓口
※ディズニーアンバサダー®ホテル、東京ディズニーシー・ホテルミラコスタ®、
東京ディズニーランド®ホテル、東京ディズニーリゾート・オフィシャルホテルでも、
ご宿泊者に限りご購入いただけます。

【前売券】 2016年3/1（火）より販売開始
東京ディズニーリゾート・チケットセンター（イクスピアリ１Ｆ）
東京ディズニーランド：ゲストリレーション・ウインドウ（園外)
東京ディズニーシー：団体チケットブース（園外)
ディズニーストア（コーポレートプログラム利用券、特別利用券取扱い店舗）
※コーポレートプログラム利用券の取扱いは2016年4月1日からとなります。

≪ディズニーストア特別利用券取扱い店舗≫2015年12月31日現在
●渋谷公園通り店 ●池袋サンシャインシティアルパ店 ●お台場アクアシティ店 
●町田109店 ●八王子東急スクエア店 ●昭島モリタウン店  ●横浜そごう店 
●ららぽーと横浜店 ●藤沢さいか屋店 ●船橋ららぽーとTOKYO-BAY店 
●大宮アルシェ店 ●羽生イオンモール店 ●川口アリオ店 ●越谷イオンレイクタウン店

 © Disney コピー可

チケット販売窓口

¥6,300 ¥5,500 ¥4,100特別料金

購入申込書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」パスポート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」パスポート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」パスポート®®®

調布市勤労者互助会

1 2 9 5

フリーパス

■利用有効期間…４月１日（金）～８月31日（水） ※利用の際は事前予約が必要です
■枚　数…150枚　※１会員４枚まで（応募多数の場合は抽選になります）
■申込み…往復ハガキにホテル名・枚数（大人・小人・幼児・シニア）をご記入下さい 
 ※１頁下段をご参照下さい
■締切り…３月23日（水）　

☆時間帯………平日 17時30分～21時30分／土・日・祝日 17時～22時　※ご予約時間から２時間制
☆提供料理……ブッフェ料理　※バイキングスタイル
☆価格（平日）…大人（中学生以上）  3,500円（通常料金5,600円）
  シニア（65才以上）  2,500円（通常料金4,500円）
  小人（小学生） 1,500円（通常料金3,100円）
  幼児（４才～小学生未満）  800円（通常料金1,800円）
  ※税金、サービス料込
  ※土・日・祝日は下記の料金を直接店舗にてお支払い下さい。 
  　大人1,000円／シニア800円（税金、サービス料込）

☆内容…………常時70種類を超える料理とスイーツをご用意。客室中央のライブキッチンでは
　　　　　　　シェフが目の前で調理する出きたてアツアツをバイキングスタイルでお楽しみいただけます。

新宿西口 有名ホテル食事券あっせんのご案内

今 後 の
募集予定
互助会だより
５月号

小田急ホテルセンチュリーサザンタワー…レストラン「トライベックス」スペシャルシェフランチ
ハイアットリージェンシー東京…酒肴「omborato（おんぼらあと）」 和食のウイークエンドランチブッフェ
新宿京王プラザホテルと合わせて４枚迄ですのでご注意下さい

本館２階／スーパーブッフェ＜グラスコート＞ ※除外日 2016年４月29日（金）～５月８日（日）

ワンデーパス
※１会員１年に４枚まで ※１会員４枚まで

３月18日「グッジョバ!!」Open!!
 ※詳しくは、４頁の事務局からのお知らせをご覧下さい。

４月６日（水）10時から販売開始!! ４月１日（金）10時から販売開始!!

料　　金　2,500 円　※大人・子供（３歳以上）共通
内　　容　入園＋アシカショー＋乗り物フリー＋プール（夏期）
 ※「グッジョバ !!」エリア含む
利用期間　平成 28 年４月１日～平成 29 年３月31日まで
販売枚数　500 枚
事務局窓口で会員証をご提示の上、お買い求め下さい。

料　　金 大人・子供  500 円
 （通常：大人 3,200 円・子供 2,700 円）
内　　容 入園、アトラクション乗り放題
有効期限 6月30 日（木）まで
販売枚数 100 枚
事務局窓口で会員証をご提示の上、お買い求め下さい。

窓口販売
必ず会員証を
持参下さい

必ず会員証を
持参下さい

春券
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申込み多数の場合は抽選

申込みは１会員２枚まで

◆日　時 ７月９日（土）18時開演

◆会　場 府中の森芸術劇場
 どりーむホール

◆価　格 全席指定8,500円
 （定価あっせん）

◆枚　数 30枚　

◆申込み 往復ハガキ
 １頁下段
 「チケット申込方法」を
 ご参照下さい

◆締切り 3月22日（火）
  17時互助会事務局必着

『１７８９バスティーユの恋人たち』
ミュージカル

『リトルマーメード』
劇団四季とディズニーの

新次元ミュージカル

◆日　時 ５月７日（土）17時開演
◆会　場 帝国劇場
◆価　格 10,000円
 （Ｓ席13,500円のところ）

◆枚　数 15枚　
◆申込み 往復ハガキ
 1頁下段
 「チケット申込方法」を
 ご参照下さい
◆締切り 3月18日（金） 
 17時互助会事務局必着

Iwatani Presents
髙橋 真梨子 Concert vol.40 2016

◆日　時 ６月25日（土）13時開演

◆会　場 四季劇場【夏】（大井町）

◆価　格 大人7,500円（Ｓ席9,800円のところ）
 子供3,000円（Ｓ席5,000円のところ）
 ※小学生以下

◆枚　数 30枚　※１会員４枚まで　

◆申込み 往復ハガキ
 1頁下段「チケット申込方法」をご参照下さい
 ※必ず大人・子供を明記下さい。
 　無い場合は大人とみなします。

◆締切り ３月25日（金） 17時互助会事務局必着

◆期　間 ５月８日（日）～22日（日）
◆会　場 両国国技館　　
◆座　席 イスＡ席 
 通常9,500円＋お土産セット4,000円相当
 （幕の内弁当・焼き鳥・缶ビール・お茶・陶器・菓子）
◆価　格 9,500円
◆枚　数 20枚 ※１会員、全期間合わせて２枚まで
◆申込み 往復ハガキ
 ※１頁下段「チケット申込方法」をご参照下さい
　 ※第１希望日・第２希望日（あれば）を明記下さい　
 ※土・日・祝日は、入手困難な場合があります
 ※結果発送は、４月下旬の予定です
 ※締切り後の追加・キャンセルはできません
◆締切り ３月18日(金) 17時互助会事務局必着

大 相 撲五月場所

フランスで絶大な人気を博したミュージカルがついに帝劇に登場！
［出演］加藤和樹、神田沙也加、花總まり
※出演者変更の場合もあります

観戦日

６月28日 中日 18時 ３月25日
６月29日 中日 18時 ３月25日
７月５日 阪神 18時 ３月25日
７月６日 阪神 18時 ３月25日
７月７日 阪神 18時 ３月25日
７月８日 ＤｅＮＡ 18時 ３月25日
７月９日 ＤｅＮＡ 18時 ３月25日
７月10日 ＤｅＮＡ 14時 ３月25日
７月29日 ヤクルト 18時 ３月25日
７月30日 ヤクルト 14時 ３月25日

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

◆場　　所 東京ドーム
◆販売価格 Ｂ席セット3,500円
 ※通常5,000円のところ
◆申 込 み
　往復ハガキ
　１頁下段「チケット申込方法」を
　ご参照にお申込み下さい
　※１会員２枚まで
　※「No」「観戦日」
　　「対戦カード」「枚数」を
　　必ずご記入下さい
◆締 切 り
　No.①～⑪…３月25日（金）
　No.⑫～⑳…４月25日（月）
　各日共17時互助会事務局必着

指定席Ｂ席（通常4,000円）と東京ドーム商品券（1,000円）のセット販売

東京ドーム巨人戦

開始時間 締切日対戦カード 観戦日No No

７月31日 ヤクルト 14時 ３月25日
８月９日 ＤｅＮＡ 18時 ４月25日
８月10日 ＤｅＮＡ 18時 ４月25日
８月11日 ＤｅＮＡ 14時 ４月25日
８月19日 阪神 18時 ４月25日
８月20日 阪神 14時 ４月25日
８月21日 阪神 14時 ４月25日
８月23日 広島 18時 ４月25日
８月24日 広島 18時 ４月25日
８月25日 広島 18時 ４月25日

⑪

⑫

⑬

⑭

⑮

⑯

⑰

⑱

⑲

⑳

開始時間 締切日対戦カード

6月～8月

Photo by Leslie Kee

チケットあっせん 2016  vol.1
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事務局からのお知らせ

共済給付（11月～２月） 新規加入事業（11月～２月）
◆お悔やみ申し上げます 37件
◆傷病お見舞い申し上げます 22件
◆災害お見舞い申し上げます 1件
◆ご結婚おめでとうございます 10件
◆ご出生おめでとうございます 23件

◆ご入学おめでとうございます 4件
◆還暦おめでとうございます 18件
◆成人おめでとうございます 4件
◆敬老おめでとうございます 6件
◆金婚・銀婚おめでとうございます 9件
 計134件

八百大商店 布田２丁目

（有）大成汽工 深大寺東町５丁目

家庭福祉員たんぽぽ 八雲台１丁目

ヘアーサロンアサヒ 小島町１丁目

価格改定

★「仙川湯けむりの里」回数券（10枚綴り）は、仕入れ価格の改定により、4,700円→5,500円にアップします。
4,700円の回数券は売切れ次第終了です。1会員ひと月3シートまで。
★「よみうりランドワンデーパス」
３月18日に日本最大となる〝モノづくり〞が体感できる「グッジョバ!!」がオープン!! 新たに15機種のアトラクションが
新設され、価格が改定されました。
28年度あっせん価格…大人・子供共通2,500円（1会員年間4枚まで）
※大人5,400円、中高生4,300円、３歳～小学生3,800円のところ
　（プール営業中は、大人6,000円、中高生5,300円、３歳～小学生5,000円）

申請 ★平成２8年度就学祝い金（小・中学校入学）の受付は、４月１日（金）から！

契約終了 ★「ＮＨＫ学園 生涯学習通信講座」は３月末をもちましての終了となります。

お願い ★3月28日（月）は、会費（４月・5月・6月）の口座引き落とし日です。
会費が未納の場合、会員サービスが受けられませんのでご注意下さい。

変更

★東京ディズニーリゾート「マジックキングダムクラブ」は、３月31日で終了になります。
★東京ディズニーランド特別利用補助券
名称を「東京ディズニーリゾート・コーポレイトプログラム利用券」と変え、
１枚につき1,000円の利用補助券を会員の皆様に年間２枚配布いたします。
☆有効期限…４月１日～平成29年３月31日　　　☆申込方法…４月１日より互助会事務局窓口で配布（会員証が必要です）
☆利用対象…①パークチケット　②ディズニーホテル　③ファンダフル・ディズニー年会費
☆詳細は、東京ディズニーリゾートHP「コーポレートプログラム」にてご確認下さい

新規契約

★「調布東山病院」の人間ドックが、4月1日より割引料金で受けられるようになりました。
詳細は、『平成28年度互助会活用ガイドブック』16ページをご参照下さい。
★「（株）三越伊勢丹」これまでの仏事返礼品のあっせんに加え慶事ギフトのあっせんも始めます。
5％～15％割引となりますので是非ご活用下さい。
詳しくは、『平成28年度互助会活用ガイドブック』17ページをご参照下さい。

互 助 会活用
ガイドブック

保存版
平成 29 年３月 31日まで

調 布 市 勤 労 者 互 助 会

平成 28 年度
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よろしくお願いいたします
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