
ツアー・イベント申込方法

1
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3
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イベント名
事業所名・電話番号（携帯番号必須）
会員番号・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込み下さい。
締切日に投函されても間に合いません。
※ＴEL・ＦＡXの申込みは受付けません。

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
希望枚数

応募者多数の場合抽選になります。
締切日以降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。
切手は63円です。不足の場合は無効となります。
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会員番号
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※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

氏名
切手は
63円です!!
ご注意下さい。

ふるさとの味宅送便
毎年大好評!!

冬の味 !!

事務局
窓口販売
事務局
窓口販売
会員証提示

平日
９時～17時

◆料　　金 大人・子供（３歳以上）共通　2,500円
 （通常大人18歳～64歳　5,500円）

◆内　　容 入園＋乗物＋アシカショー（開催時のみ）
 ※「グッジョバ！！」エリア含む
 ※ 当券にてご入場されたまま、下記掲載
 　「ジュエルミネーション」もご一緒に
 　お楽しみいただけます

◆有効期限 2021年３月31日（水）まで

◆枚　　数 １会員年間８枚まで
 ※売切次第終了とさせて頂きます

事務局
窓口販売
事務局
窓口販売
会員証提示

平日
９時～17時

事務局 からの お知らせ
★調布市商工会定期健康診断を受診された事業所は、受診料の補助申請をお忘れなくお手続き下さい。
　申請期間は令和３年３月末日までです。

★当互助会では、あっせんしたチケット類のインターネット・金券ショップ等への転売は固く禁止しております。
　判明した場合、今後は斡旋を中止とさせていただきます。

★転居などでご住所や家族構成が変わった際には速やかに変更届をご提出下さい。

10kgセット（28玉または32玉入り）限定40箱 あっせん価格 4,000円（通常価格6,500円）

５kgセット（14玉または16玉入り）限定20箱 あっせん価格 2,600円（通常価格4,300円）

北信州『木島平』四季の味シリーズ「りんご」
大好評のお米に引き続き、甘く熟したりんご（ふじ）をお宅まで直送します。 ※箱代・送料込み

11月20日（金）17時互助会窓口必着

※応募は、１会員１セット、ご家族での応募は１世帯１セットとします。
※あっせん価格には、りんご代、箱代、送料が含まれます。
※発送予定日は、12月中旬になります。お支払は、振込用紙を同封いたします。
※応募者多数の場合は、抽選とし、発表は、商品の発送をもって替えさせていただきます。

互助会活用ガイドブック（綴込み）「四季の味（あっせん販売）申込書」に必要事項をご記入の上、
FAX もしくは郵送でお申込み下さい。
①「冬の味」○kg　　②会員番号　　③会員氏名　　④会員住所　　⑤電話番号
⑥配達希望場所（会員住所以外に配達を希望する方のみ） ⑦配達希望時間

申込方法

締め切り ホームページからも

申込みができます！

ＫＩＮＧ＆ＱＵＥＥＮ展  ― 名画で読み解く 英国王室物語 ―

エリザベス女王・チャールズ皇太子・ウィリアム王子夫妻など日本のメディアにも頻繁に登場し、世界中の注目を集め続ける
イギリス王室。その気品の満ちた歴史と伝統の物語を絵画・写真等の肖像から存分にお届けします。
ロイヤルファミリーの魅力を名画にて是非ご堪能ください！！

◆会　　期 令和２年10月10日（土）～令和３年１月11日（月・祝）
◆会　　場 上野の森美術館（東京・上野公園）
◆開館時間 10時～17時
 ※会期中無休／※金曜日は20時まで／※最終入館は、閉館の30分前
◆価　　格 平日1,600円、土日祝1,800円　
 ※月別入場券／※一般のみのあっせんです。
◆販売期間 12月入場券　11月２日（月）～11月30日（月）
◆枚　　数 各月10枚　１会員２枚まで

ロンドン・ナショナル・ポートレートギャラリー所蔵

ワンデーパス

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……3,445人
事業所数…522所

（令和２年9月20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255号

令和２年11月１日発行
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東京ドームシティ アトラクションズ
乗り物 お食事券セット

大相撲 一月場所

期間限定!

≪セット内容≫

●遊園地「東京ドームシティ アトラクションズ」乗り物１回券×３枚
　人気のスカイフラワーやキッズハッカーなどお子様から
　大人の方まで楽しめるアトラクションが盛りだくさん！！

●東京ドームシティ共通「ＴＤＣグルメチケット」1,000円分
　東京ドーム内を含む東京ドームシティ内のレストラン・飲食店にて
　ご利用頂けるご飲食券です。 ※お釣りは出ません。

◆価　　格 1,900円
 ※通常価格（最大）4,600円相当

◆有効期間 令和２年12月１日（火）～令和３年５月31日（月）

◆枚　　数 80枚　１会員４セットまで　
 ※応募多数の場合は抽選となります

◆申 込 み 往復ハガキ
 １頁下段「チケット申込方法」をご参照ください

◆締 切 り 11月20日（金）17時互助会事務局必着

◆価　　格 1,300円　※通常2,750円　
 　　　　　 ※現地にて入湯税150円が必要
 　　　　　 ※土・日・祝および特定日のご利用は、休日割増料金
 　　　　　 　330円（税込）は別途必要になります
◆有効期限 令和２年12月１日（火）～令和３年５月31日（月）
◆枚　　数 80枚　１会員４枚まで　
 ※応募多数の場合は抽選となります
◆申 込 み 往復ハガキ
 １頁下段「チケット申込方法」をご参照ください。
◆交　　通 ＪＲ熱海駅から無料シャトルバスあり・駐車場完備
 （施設利用で５時間無料）
 ※熱海後楽園ホテルの敷地内です
◆締 切 り 11月20日（金）17時互助会事務局必着

東京ドームシティ アトラクションズ
乗り物＆お食事券セット

東京ドームシティ アトラクションズ
乗り物＆お食事券セット

熱海最大級の日帰り温泉 オーシャンスパ Ｆｕｕａ 入館券

全長約25メートルの日本最大級の「露天立ち湯」から相模灘を一望!!
岩盤浴も当券でご利用頂けます。
極上のリラックス空間を是非ご堪能下さい!!

◆仙川・湯けむりの里10回券　１枚5,500円（一般6,500円） １会員、月３枚購入可能

◆よみうりランド・丘の湯５回券　１枚2,000円（一般2,850円） １会員、月４枚購入可能

◆イオンシネマ・シアタス調布　１枚800円（一般・大人1,800円）売切次第終了 １会員、年８枚購入可能

◆ぐるっとパス　１冊1,000円（一般2,000円）売切次第終了 １会員２冊購入可能

◆メガロス調布　１枚500円　※現地にて別途1,100円の利用料発生（一般3,300円） １会員、月４枚購入可能

◆よみうりランド・ワンデーパス　１枚2,500円（一般5,500円）売切次第終了 １会員、年８枚購入可能

◆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　1000円割引券　年間１会員２枚まで配布

◆ＫＩＮＧ＆ＱＵＥＥＮ展11月入場券　平日券1,600円・土日祝日券1,800円 １会員２枚購入可能

東京ドームシティで遊ぶ！食べる！お得なセット券！東京ドームシティで遊ぶ！食べる！お得なセット券！

東京ドームホテル3Fスーパーダイニング
「リラッサ」イメージ

事務局窓口販売のご案内事務局窓口販売のご案内 ※令和２年10月26日現在

★平日９時～17時、事務局窓口にて会員証のご掲示でご購入いただけます。ご不明な点はお電話にてお問い合わせ下さい。

使い捨てマスクを
あっせんいたします。
使い捨てマスクを
あっせんいたします。

前回ご好評につき、使い捨てマスクを
会員様価格にてご提供いたします。
数量限定50箱のみとなっておりますので
是非ご活用ください。

価格 １箱500円（50枚入り)
あっせん数 １会員１箱
  ※応募多数の場合は抽選となります

申込み 往復ハガキ　
 １頁下段「チケット申込方法」をご参照ください

締切り 11月17日(火)17時互助会事務局必着

◆期　間 令和３年１月10日（日）～１月24日（日）
◆会　場 両国国技館
◆座　席 イスＡ席
◆価　格 6,000円　※通常8,500円のところ

◆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」をご参照ください
 ※第１希望・第２希望のお日にち（あれば）をご明記下

さい
 ※結果発送は令和２年12月15日以降・入場券のお渡

しは12月21日以降の予定でおりますので、ご了承を
頂ける方のみご応募下さい

 ※締め切り後のキャンセルはいかなる場合でもお受け
できません

◆締切り 11月17日（火）17時互助会事務局必着

フ ー ア

オーシャンスパFuua HP
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10kgセット（28玉または32玉入り）限定40箱 あっせん価格 4,000円（通常価格6,500円）

５kgセット（14玉または16玉入り）限定20箱 あっせん価格 2,600円（通常価格4,300円）

北信州『木島平』四季の味シリーズ「りんご」
大好評のお米に引き続き、甘く熟したりんご（ふじ）をお宅まで直送します。 ※箱代・送料込み

11月20日（金）17時互助会窓口必着

※応募は、１会員１セット、ご家族での応募は１世帯１セットとします。
※あっせん価格には、りんご代、箱代、送料が含まれます。
※発送予定日は、12月中旬になります。お支払は、振込用紙を同封いたします。
※応募者多数の場合は、抽選とし、発表は、商品の発送をもって替えさせていただきます。

互助会活用ガイドブック（綴込み）「四季の味（あっせん販売）申込書」に必要事項をご記入の上、
FAX もしくは郵送でお申込み下さい。
①「冬の味」○kg　　②会員番号　　③会員氏名　　④会員住所　　⑤電話番号
⑥配達希望場所（会員住所以外に配達を希望する方のみ） ⑦配達希望時間

申込方法

締め切り ホームページからも

申込みができます！

ＫＩＮＧ＆ＱＵＥＥＮ展  ― 名画で読み解く 英国王室物語 ―

エリザベス女王・チャールズ皇太子・ウィリアム王子夫妻など日本のメディアにも頻繁に登場し、世界中の注目を集め続ける
イギリス王室。その気品の満ちた歴史と伝統の物語を絵画・写真等の肖像から存分にお届けします。
ロイヤルファミリーの魅力を名画にて是非ご堪能ください！！

◆会　　期 令和２年10月10日（土）～令和３年１月11日（月・祝）
◆会　　場 上野の森美術館（東京・上野公園）
◆開館時間 10時～17時
 ※会期中無休／※金曜日は20時まで／※最終入館は、閉館の30分前
◆価　　格 平日1,600円、土日祝1,800円　
 ※月別入場券／※一般のみのあっせんです。
◆販売期間 12月入場券　11月２日（月）～11月30日（月）
◆枚　　数 各月10枚　１会員２枚まで

ロンドン・ナショナル・ポートレートギャラリー所蔵

ワンデーパス

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……3,445人
事業所数…522所

（令和２年9月20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
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