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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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※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。

発行：調布市勤労者互助会

★全天候型
アトラクション★
海の生きものたち
が賑やかに暮らす
サンゴの海を舞台
にした、ゲーム性の
あるアトラクショ

お名前： ２９９２

いつもご利用いただきまして誠にありがとうございます。
ご契約企業の皆さまへ日頃の感謝を込めて、特別料金で利用できる「感謝月間」を実施いたします。
この機会に是非かわいい海の動物たちに会いにきてください！！

キリトリ

（水族館４施設パス）

一般料金 感謝月間特別料金

●大人・高校生 ３，０００円

●小・中学生 １，８００円

●幼児 ４才以上 ９００円

●シニア ６５才以上 ２，５００円

（アクアリゾーツパス＋プレジャーランドパス）

一般料金 感謝月間特別料金

●大人・高校生 ５，２００円

●小・中学生 ３，７００円

●幼児 ４才以上 ２，１００円

●シニア ６５才以上 ３，７００円
プレジャーランドパス＝アトラクションパス チケット購入の際、必ず本券をご提出ください
本券１枚で５名様まで有効 コピー可

他の割引券・補助券 等との併用不可 除外日：貸切時、休業日

期間により入場制限を設ける場合がございます。 （除外日にともなう有効期間の期間延長等は実施いたしませんのであらかじめご了承ください。）

天候不良・営業終了・機械点検等により一部アトラクションが運休する場合があります。

施設ご利用の際、マスクの着用が必須となります。（ 才以下は任意）

◇営業時間

期間により異なるため下記までお問合せください。

◇所在地：神奈川県横浜市金沢区八景島

◇問合せ： ﾃﾚﾌｫﾝｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ

◇交通

電 車：横浜シーサイドライン「八景島駅」下車徒歩すぐ

車 ：首都高速湾岸線「幸浦出口」より国道 号線経由

感謝月間特別料金

●大人・高校生 名

●小・中学生 名

●幼児 ４才以上 名

●シニア ６５才以上 名

―
【アトラクション一部長期運休のご案内】 月現在
●シーパラダイスタワー（ までを予定）
●メリーゴーラウンド（ までを予定）
●シートレイン（平日運休） までは終日運休

予告なく変更する場合がございます。

公式 をご確認の上、ご利用ください。

【アトラクション営業終了のご案内】
●ドランケン・バレル
●ピーターパン

をもって営業を終了いたしました。

事務局か ら の
お知らせ

◆価　　格 500円（通常3,570円）

◆有効期間 令和４年３月31日（木）
◆枚　　数 40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常磐線湯本駅から無料送迎バスあり
 ●駐車場完備（普通車１日1,000円・大型車１日2,500円）
 ●東京駅八重洲口より高速バスあり
 ※東京駅発着の無料送迎バス「ハワイアンズエクスプレス」は
 　宿泊者専用のため日帰り利用の方はご乗車いただけません

◆締 切 り ３月24日(水）　17時互助会事務局必着

◆価　　格 500円（通常3,570円）

◆有効期間 令和４年３月31日（木）
◆枚　　数 40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常磐線湯本駅から無料送迎バスあり
 ●駐車場完備（普通車１日1,000円・大型車１日2,500円）
 ●東京駅八重洲口より高速バスあり
 ※東京駅発着の無料送迎バス「ハワイアンズエクスプレス」は
 　宿泊者専用のため日帰り利用の方はご乗車いただけません

◆締 切 り ３月24日(水）　17時互助会事務局必着

調布市勤労者互助会では初めての斡旋です！

スパリゾートハワイアンズスパリゾートハワイアンズ

福島県いわき市の大型レジャー施設でハワイ気分を満喫！！

特別価格にてプール・温泉・ハワイアンショーと１日中、お楽しみください！！

≪ご利用いただける施設一覧≫
★ウォーターパーク（大プール、流れるプール、３種ウォータースライダーなど）
★スプリングパーク（水着のまま楽しめる屋内スパ、12 種の男女別大浴場など）
★江戸情話 与市（世界最大級の広さを誇る男女別の大露天風呂）
★スパガーデンパレオ（水着のまま楽しめる屋外温泉ガーデン）

１日入場券１日入場券

★令和３年度・バスツアー等の事業について
 　調布市勤労者互助会・理事会にて役員協議の結果、令和３年度の「バスツアー」および「納涼ハワイアン

＆フラの夕べ」等の事業は会員の皆様方の安心・安全を第一に、状況に応じて再開時期を判断させて頂き
ますのでご理解の程、お願い申し上げます。

★斡旋チケットお申し込みの際は往復はがきの記載方法にご注意ください。
　返信面にご自身の宛名をお忘れなく記載をお願いいたします。
　なお当選決定後のキャンセルは不可とさせて頂きます。

★転居等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ください。
　同居のご家族も補助の対象となる事業については、届出済の方に限定させて頂きますのでご了承くだ

さい。

★令和３年度の就学祝い金（小・中学校入学）の申請は４月１日からです。
　ガイドブック巻末綴込みの給付申請書に必要事項を記載の上、就学通知書等の写しを添付しご提出くだ

さい。

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   https://www.chofu-kg.jp

調 布 市 会員数……3,415人
事業所数…518所

（令和3年２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257号

令和３年３月１日発行
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『ライオンキング』東京公演

◆価　　格 大人1,000円（通常2,500円） ※中学生以上
 子供500円（通常1,500円） ※４歳～小学生以下

◆有効期間 令和４年３月31日（木）

◆枚　　数 大人・子供　各20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

◆締 切 り ３月26日（金）　17時互助会事務局必着

ムーミンバレーパーク 入園チケット
インスタ映えスポット多数！！北欧をイメージした大人気のテーマパークで
ムーミンと仲間たちとの楽しい時間をお過ごしください！！

◆価　　格 大人1,000円（通常3,500円）※中学生以上
 子供800円（通常1,800円）※３歳～小学生
 ※２歳以下は入場無料
◆有効期限 令和４年１月31日（月）
◆枚　　数 大人・子供　各40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 •箱根登山鉄道強羅から無料送迎バスあり
 •駐車場完備（１日1,300円）
◆締 切 り ３月24日（水）　17時互助会事務局必着

箱根小涌園ユネッサン 日帰りパスポート券
大人も子供もみんなで楽しく温泉へ！！水着で遊べる温泉「ユネッサン」と露天風呂や
檜風呂で箱根の絶景を楽しむ「元湯 森の湯」のどちらもご利用可能な贅沢なパスポート！！

◆期　間 令和３年５月９日（日）～５月23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）をご明記ください
 ※ 結果発送は令和３年４月19日以降・入場券のお渡しは４月26日以降の予定でおりますので、ご了承を頂ける方のみ
 　ご応募ください
 ※ 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 ３月22日（月）　17時互助会事務局必着

大相撲五月場所 　指定入場券

劇 団四季
ミュージカル

◆日　時 令和３年５月15日（土）　13時開演

◆会　場 積水ハウスミュージカルシアター 四季劇場［夏］

◆価　格 Ｓ席 大人6,000円（通常11,000円）
 　　子供3,000円（３歳以上～小学校６年生以下）　
 　　 ※膝上観劇不可、２歳以下入場不可

◆枚　数 20枚　１会員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

◆締切り ３月24日（水）　17時互助会事務局必着

太陽煌めくアフリカの大地を舞台に繰り広げられる壮大な
ミュージカル『ライオンキング』が日本中を生命の歓喜に包みこむ！！

東京ドーム天然温泉

Ⓑ平日限定トリートメント付きチケット
◆価　　格 4,000円（通常10,500円相当）
 ※スパ平日入館料2,900円＋トリートメント
 　施術代6,600～7,600円
◆有効期間 令和３年４月１日（木）～令和３年７月30日（金）の平日
◆枚　　数 各券種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
 ※券種Ⓐまたは券種Ⓑのいずれかの希望枚数を記載
◆締 切 り ３月22日（月）　17時互助会事務局必着

都心にいながら「トータルでキレイがかなう」上質な癒しの空間「スパ ラクーア」
リゾートの雰囲気溢れる館内で思い思いの時間をお過ごしいただけます。

◆価　　格 大人500円（通常1,040円）
 子供200円（通常420円） ※４歳～高校生

◆有効期間 令和４年３月31日（木）

◆枚　　数 大人・子供　各20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

◆締 切 り ３月26日（金）　17時互助会事務局必着

多摩六都科学館 観覧付入館券
世界一に認定されたプラネタリウムと観察・実験・工作が楽しめる体験型ミュージアム！！
ご家族でのお出かけはもちろん、デートやお子様の自由研究テーマにもおすすめです！！

Ⓐ入館券のみ
◆価　　格 休日券2,000円（通常3,250円）
 ※平日もご利用いただけます
◆有効期間 令和３年４月１日（木）
 　～令和３年９月30日（木）

※トリートメント施術イメージ

詳細はこちら
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『ライオンキング』東京公演
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ムーミンと仲間たちとの楽しい時間をお過ごしください！！

◆価　　格 大人1,000円（通常3,500円）※中学生以上
 子供800円（通常1,800円）※３歳～小学生
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檜風呂で箱根の絶景を楽しむ「元湯 森の湯」のどちらもご利用可能な贅沢なパスポート！！

◆期　間 令和３年５月９日（日）～５月23日（日）
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◆締 切 り ３月22日（月）　17時互助会事務局必着

都心にいながら「トータルでキレイがかなう」上質な癒しの空間「スパ ラクーア」
リゾートの雰囲気溢れる館内で思い思いの時間をお過ごしいただけます。
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世界一に認定されたプラネタリウムと観察・実験・工作が楽しめる体験型ミュージアム！！
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Ⓐ入館券のみ
◆価　　格 休日券2,000円（通常3,250円）
 ※平日もご利用いただけます
◆有効期間 令和３年４月１日（木）
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詳細はこちら
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ツアー・イベント申込方法

1
2

3
4

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。

1

4

2

会員番号
3

5

※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。

発行：調布市勤労者互助会

★全天候型
アトラクション★
海の生きものたち
が賑やかに暮らす
サンゴの海を舞台
にした、ゲーム性の
あるアトラクショ

お名前： ２９９２

いつもご利用いただきまして誠にありがとうございます。
ご契約企業の皆さまへ日頃の感謝を込めて、特別料金で利用できる「感謝月間」を実施いたします。
この機会に是非かわいい海の動物たちに会いにきてください！！

キリトリ

（水族館４施設パス）

一般料金 感謝月間特別料金

●大人・高校生 ３，０００円

●小・中学生 １，８００円

●幼児 ４才以上 ９００円

●シニア ６５才以上 ２，５００円

（アクアリゾーツパス＋プレジャーランドパス）

一般料金 感謝月間特別料金

●大人・高校生 ５，２００円

●小・中学生 ３，７００円

●幼児 ４才以上 ２，１００円

●シニア ６５才以上 ３，７００円
プレジャーランドパス＝アトラクションパス チケット購入の際、必ず本券をご提出ください
本券１枚で５名様まで有効 コピー可

他の割引券・補助券 等との併用不可 除外日：貸切時、休業日

期間により入場制限を設ける場合がございます。 （除外日にともなう有効期間の期間延長等は実施いたしませんのであらかじめご了承ください。）

天候不良・営業終了・機械点検等により一部アトラクションが運休する場合があります。

施設ご利用の際、マスクの着用が必須となります。（ 才以下は任意）

◇営業時間

期間により異なるため下記までお問合せください。

◇所在地：神奈川県横浜市金沢区八景島

◇問合せ： ﾃﾚﾌｫﾝｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ

◇交通

電 車：横浜シーサイドライン「八景島駅」下車徒歩すぐ

車 ：首都高速湾岸線「幸浦出口」より国道 号線経由

感謝月間特別料金

●大人・高校生 名

●小・中学生 名

●幼児 ４才以上 名

●シニア ６５才以上 名

―
【アトラクション一部長期運休のご案内】 月現在
●シーパラダイスタワー（ までを予定）
●メリーゴーラウンド（ までを予定）
●シートレイン（平日運休） までは終日運休

予告なく変更する場合がございます。

公式 をご確認の上、ご利用ください。

【アトラクション営業終了のご案内】
●ドランケン・バレル
●ピーターパン

をもって営業を終了いたしました。

事務局か ら の
お知らせ

◆価　　格 500円（通常3,570円）

◆有効期間 令和４年３月31日（木）
◆枚　　数 40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常磐線湯本駅から無料送迎バスあり
 ●駐車場完備（普通車１日1,000円・大型車１日2,500円）
 ●東京駅八重洲口より高速バスあり
 ※東京駅発着の無料送迎バス「ハワイアンズエクスプレス」は
 　宿泊者専用のため日帰り利用の方はご乗車いただけません

◆締 切 り ３月24日(水）　17時互助会事務局必着

◆価　　格 500円（通常3,570円）

◆有効期間 令和４年３月31日（木）
◆枚　　数 40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常磐線湯本駅から無料送迎バスあり
 ●駐車場完備（普通車１日1,000円・大型車１日2,500円）
 ●東京駅八重洲口より高速バスあり
 ※東京駅発着の無料送迎バス「ハワイアンズエクスプレス」は
 　宿泊者専用のため日帰り利用の方はご乗車いただけません

◆締 切 り ３月24日(水）　17時互助会事務局必着

調布市勤労者互助会では初めての斡旋です！

スパリゾートハワイアンズスパリゾートハワイアンズ

福島県いわき市の大型レジャー施設でハワイ気分を満喫！！

特別価格にてプール・温泉・ハワイアンショーと１日中、お楽しみください！！

≪ご利用いただける施設一覧≫
★ウォーターパーク（大プール、流れるプール、３種ウォータースライダーなど）
★スプリングパーク（水着のまま楽しめる屋内スパ、12 種の男女別大浴場など）
★江戸情話 与市（世界最大級の広さを誇る男女別の大露天風呂）
★スパガーデンパレオ（水着のまま楽しめる屋外温泉ガーデン）

１日入場券１日入場券

★令和３年度・バスツアー等の事業について
 　調布市勤労者互助会・理事会にて役員協議の結果、令和３年度の「バスツアー」および「納涼ハワイアン

＆フラの夕べ」等の事業は会員の皆様方の安心・安全を第一に、状況に応じて再開時期を判断させて頂き
ますのでご理解の程、お願い申し上げます。

★斡旋チケットお申し込みの際は往復はがきの記載方法にご注意ください。
　返信面にご自身の宛名をお忘れなく記載をお願いいたします。
　なお当選決定後のキャンセルは不可とさせて頂きます。

★転居等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ください。
　同居のご家族も補助の対象となる事業については、届出済の方に限定させて頂きますのでご了承くだ

さい。

★令和３年度の就学祝い金（小・中学校入学）の申請は４月１日からです。
　ガイドブック巻末綴込みの給付申請書に必要事項を記載の上、就学通知書等の写しを添付しご提出くだ

さい。

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   https://www.chofu-kg.jp

調 布 市 会員数……3,415人
事業所数…518所

（令和3年２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257号

令和３年３月１日発行
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