
〒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

令和４年３月１日発行

会員向けのお得な情報満載

調布市勤労者互助会
会員数……3,452人
事業所数…519所
（令和4年１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ください

第２６3号

事務局からのお知らせ

★令和４年度・入学祝い金の申請について
　令和４年度の小中学校入学祝い金申請受付は令和４年
４月１日からです。
　対象の方は令和４年度版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、就学通知書の写しを
添付し、お忘れなくご申請ください。

★会費の引き落としについて
　次回の会費（４月・５月・６月分）口座引き落とし日は３月
28日（月）です。
　会費が未納の場合は福利厚生を受けられませんのでご
注意ください。

★チケット等のご応募用の往復はがき記載方法について
　返信宛名面にご自身のご住所と氏名の記載をお忘れな
くお願いいたします。
　返信通信面は互助会事務局がチケットの抽選結果やご案

内を印刷いたしますので、白紙のまま投函してください。
　また会員番号の誤りや必要事項の記載漏れがある場合
は無効とさせて頂きますのでご了承ください。

★斡旋チケット・その他の事業にお申込みキャンセルにつ
いて
　斡旋チケット・その他の全ての事業において、お申込み締
切後のキャンセルは一切お受けできませんのでご注意く
ださい。
　公演・興行・事業自体が開催中止の場合はご返金のご案
内を別途、事務局よりご連絡いたします。
　なお、斡旋したチケットの転売（メルカリ・金券ショップ・ヤ
フオクなど）はお断りしております。チケット番号等で発
覚した場合は施設や企業との契約に支障をきたし今後
はお取り扱いができなくなりますのでご承知おきをお願
い申し上げます。
　他の会員の皆様方にご迷惑が及ぶ行為はご遠慮くださ
い。

１枚につき1,000円の利用補助券を
会員の皆様に年間で１会員２枚、配布いたします。
◆配布期間 令和４年３月30日（水）～令和５年３月31日（金）

◆有効期限 令和４年４月１日（金）～令和５年３月31日（金）

◆申 込 み 互助会事務局窓口にて配布
 （会員証のご掲示をお願いいたします） 
 ※窓口営業時間
 　月曜日から金曜日（祝日は除く）９時～17時

◆利用対象 ①パークチケット　②ディズニーホテル
 ※詳細は東京ディズニーリゾート公式ホームページ
 　より、コーポレートプログラムにてご確認ください。

◆枚　　数 2,000枚　１会員年間２枚まで　

◆期　間 令和４年５月８日（日）～５月22日（日）
◆会　場 両国国技館
◆座　席 イスＡ席
 ※通常8,500円のところ
◆価　格 6,000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４年４月18日以降、入場券のお渡し
 　は４月27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。
◆締切り ３月22日（火）　17時互助会事務局必着
 ※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。

大相撲五月場所 「東京ディズニーリゾート」

原価の値上がりにより、互助会斡旋価格も従来の１枚2,500円から１枚3,000円に
変更させて頂きますので何卒、ご了承ください。
◆配布期間 令和４年３月30日（水）～令和５年３月31日（金）
◆有効期限 令和４年４月１日（金）～令和５年３月31日（金）
◆価　　格 大人・子供共通　１枚3,000円（※４月１日より通常大人5,800円）
◆申 込 み 互助会事務局窓口にて販売（会員証のご掲示をお願いいたします） 
 ※窓口営業時間　月曜日から金曜日（祝日は除く）９時～17時
◆利用対象 入園＋乗り物フリー＋アシカショー（開催時のみ）
 毎年、大人気のジュエルミネーションもこちらのチケットを
 ご利用頂けます。夏季のプールのご利用はできません。
◆枚　　数 300枚　１会員年間４枚まで　※売り切れ次第終了

「よみうりランド」 事務局窓口
販売

事務局窓口
配布

ワンデーパス

指定入場券
コーポレートプログラム利用券

※結果発表：締切後順次返信ハガキ等でお知らせします

ツアー・イベント申込方法

1
2

3
4

イベント名　例：スパリゾートハワイアンズ
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。

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ください。
ホームページからもお申込み出来ます。

往復ハガキにて締切日迄に必着でお申込みください。
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。
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ください。
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

チケット申込方法

氏名
切手は
63円です!!
ご注意ください。

【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
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！！

◆価　　格 500円（通常3,570円）

◆有効期間 令和５年３月31日（金）

◆枚　　数 50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 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22日（火）　17時互助会事務局必着
 ※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。

◆価　　格 500円（通常3,570円）

◆有効期間 令和５年３月31日（金）

◆枚　　数 50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 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22日（火）　17時互助会事務局必着
 ※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。

スパリゾートハワイアンズスパリゾートハワイアンズ
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◆日　時 令和４年４月27日（水）
 17時開演
◆会　場 Bunkamura
 オーチャードホール
◆価　格 Ｓ席4,000円
 （通常7,500円）
 ※未就学児入場不可

◆枚　数 10枚　１会員２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22日（火）　17時互助会事務局必着
 ※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。

◆日　時 令和４年３月27日（日）
 15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3,500円
 （通常6,500円）
 ※未就学児童入場不可

◆枚　数 10枚　１会員２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14日（月）　17時互助会事務局必着
 ※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。

◆日　時 令和４年６月４日（土）
 16時開演
◆会　場 明治座
◆価　格 Ｓ席15,000円
 （通常16,500円）

◆枚　数 10枚  １会員２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23日（水）　17時互助会事務局必着
 ※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。

氷川きよし特別公演
あの大ヒット漫画「るろうに剣心」が
IＨIステージアラウンド東京に初登場 ！ 
「るろ剣」ワールドが観客を360°取り囲み、
剣心らが縦横無尽に走る！ 歌う！ 戦う！
◆日　時 令和４年６月４日（土）
 17時30分開演
◆会　場 ＩＨＩステージアラウンド東京（江東区）
◆出　演 小池徹平　黒羽麻璃央　加藤和樹 ほか
◆価　格 全席指定１枚8,500円（通常14,500円）
◆枚　数 20枚　１会員２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。
 ※未就学児童はご入場いただけません。
◆締切り ３月29日（火）　17時互助会事務局必着 
 ※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。

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！！
◆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５年１月31日（火）
◆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。
 ※大人・子供それぞれご希望の枚数を必ずご記入ください。
◆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「強羅駅」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22日（火）　17時互助会事務局必着
 ※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。

三山ひろしコンサート2022
～歌の宝石箱～

森山良子コンサートツアー
～Ｍｙ Ｓｔｏｒｙ～

自然豊かで北欧をイメージしたメッツァにあるムーミンの物語の世界観を
追体験できる大人気のテーマパーク！　ペット同伴も可能です！！　
ご家族で是非おでかけください。
◆価　　格 大人2,000円（通常3,200円）※中学生以上
 子供1,000円（通常2,000円）※４歳～小学生以下
◆有効期間 令和５年３月31日（金）
◆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。
 ※大人・子供それぞれご希望の枚数を必ずご記入ください。

◆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（木）　17時互助会事務局必着
 ※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。

◆日　時 令和４年５月29日（日）　13時開演

◆会　場 KAAT 神奈川芸術劇場＜ホール＞

◆価　格 Ｓ席 大人7,000円（通常12,100円）
 ※２歳以下入場不可
 ※割引での斡旋価格は劇団四季ではなく、当互助会の補助によるものです。

◆枚　数 30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29日（火）　17時互助会事務局必着
 ※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。

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！！
◆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５年３月31日（金）
◆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。
 ※大人・子供それぞれご希望の枚数を必ずご記入ください。

◆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（土）　17時互助会事務局必着
 ※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。

『るろうに剣心　京都編』
ミュージカル多摩六都科学館 

ムーミンバレーパーク 

箱根小涌園ユネッサン 日帰りパスポート券

１デーパス

観覧付入館券

『ノートルダムの鐘』横浜公演劇 団四季
ミュージカル 事務局

オススメ！！

©和月伸宏／集英社

※2021年イベントイメージです。

※一部施設を除く
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◆日　時 令和４年４月27日（水）
 17時開演
◆会　場 Bunkamura
 オーチャードホール
◆価　格 Ｓ席4,000円
 （通常7,500円）
 ※未就学児入場不可

◆枚　数 10枚　１会員２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22日（火）　17時互助会事務局必着
 ※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。

◆日　時 令和４年３月27日（日）
 15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3,500円
 （通常6,500円）
 ※未就学児童入場不可

◆枚　数 10枚　１会員２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14日（月）　17時互助会事務局必着
 ※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。

◆日　時 令和４年６月４日（土）
 16時開演
◆会　場 明治座
◆価　格 Ｓ席15,000円
 （通常16,500円）

◆枚　数 10枚  １会員２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23日（水）　17時互助会事務局必着
 ※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。

氷川きよし特別公演
あの大ヒット漫画「るろうに剣心」が
IＨIステージアラウンド東京に初登場 ！ 
「るろ剣」ワールドが観客を360°取り囲み、
剣心らが縦横無尽に走る！ 歌う！ 戦う！
◆日　時 令和４年６月４日（土）
 17時30分開演
◆会　場 ＩＨＩステージアラウンド東京（江東区）
◆出　演 小池徹平　黒羽麻璃央　加藤和樹 ほか
◆価　格 全席指定１枚8,500円（通常14,500円）
◆枚　数 20枚　１会員２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。
 ※未就学児童はご入場いただけません。
◆締切り ３月29日（火）　17時互助会事務局必着 
 ※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。

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！！
◆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５年１月31日（火）
◆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。
 ※大人・子供それぞれご希望の枚数を必ずご記入ください。
◆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「強羅駅」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22日（火）　17時互助会事務局必着
 ※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。

三山ひろしコンサート2022
～歌の宝石箱～

森山良子コンサートツアー
～Ｍｙ Ｓｔｏｒｙ～

自然豊かで北欧をイメージしたメッツァにあるムーミンの物語の世界観を
追体験できる大人気のテーマパーク！　ペット同伴も可能です！！　
ご家族で是非おでかけください。
◆価　　格 大人2,000円（通常3,200円）※中学生以上
 子供1,000円（通常2,000円）※４歳～小学生以下
◆有効期間 令和５年３月31日（金）
◆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。
 ※大人・子供それぞれご希望の枚数を必ずご記入ください。

◆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（木）　17時互助会事務局必着
 ※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。

◆日　時 令和４年５月29日（日）　13時開演

◆会　場 KAAT 神奈川芸術劇場＜ホール＞

◆価　格 Ｓ席 大人7,000円（通常12,100円）
 ※２歳以下入場不可
 ※割引での斡旋価格は劇団四季ではなく、当互助会の補助によるものです。

◆枚　数 30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29日（火）　17時互助会事務局必着
 ※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。

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！！
◆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５年３月31日（金）
◆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。
 ※大人・子供それぞれご希望の枚数を必ずご記入ください。

◆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（土）　17時互助会事務局必着
 ※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。

『るろうに剣心　京都編』
ミュージカル多摩六都科学館 

ムーミンバレーパーク 

箱根小涌園ユネッサン 日帰りパスポート券

１デーパス

観覧付入館券

『ノートルダムの鐘』横浜公演劇 団四季
ミュージカル 事務局

オススメ！！

©和月伸宏／集英社

※2021年イベントイメージです。

※一部施設を除く
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事務局からのお知らせ

★令和４年度・入学祝い金の申請について
　令和４年度の小中学校入学祝い金申請受付は令和４年
４月１日からです。
　対象の方は令和４年度版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、就学通知書の写しを
添付し、お忘れなくご申請ください。

★会費の引き落としについて
　次回の会費（４月・５月・６月分）口座引き落とし日は３月
28日（月）です。
　会費が未納の場合は福利厚生を受けられませんのでご
注意ください。

★チケット等のご応募用の往復はがき記載方法について
　返信宛名面にご自身のご住所と氏名の記載をお忘れな
くお願いいたします。
　返信通信面は互助会事務局がチケットの抽選結果やご案

内を印刷いたしますので、白紙のまま投函してください。
　また会員番号の誤りや必要事項の記載漏れがある場合
は無効とさせて頂きますのでご了承ください。

★斡旋チケット・その他の事業にお申込みキャンセルにつ
いて
　斡旋チケット・その他の全ての事業において、お申込み締
切後のキャンセルは一切お受けできませんのでご注意く
ださい。
　公演・興行・事業自体が開催中止の場合はご返金のご案
内を別途、事務局よりご連絡いたします。
　なお、斡旋したチケットの転売（メルカリ・金券ショップ・ヤ
フオクなど）はお断りしております。チケット番号等で発
覚した場合は施設や企業との契約に支障をきたし今後
はお取り扱いができなくなりますのでご承知おきをお願
い申し上げます。
　他の会員の皆様方にご迷惑が及ぶ行為はご遠慮くださ
い。

１枚につき1,000円の利用補助券を
会員の皆様に年間で１会員２枚、配布いたします。
◆配布期間 令和４年３月30日（水）～令和５年３月31日（金）

◆有効期限 令和４年４月１日（金）～令和５年３月31日（金）

◆申 込 み 互助会事務局窓口にて配布
 （会員証のご掲示をお願いいたします） 
 ※窓口営業時間
 　月曜日から金曜日（祝日は除く）９時～17時

◆利用対象 ①パークチケット　②ディズニーホテル
 ※詳細は東京ディズニーリゾート公式ホームページ
 　より、コーポレートプログラムにてご確認ください。

◆枚　　数 2,000枚　１会員年間２枚まで　

◆期　間 令和４年５月８日（日）～５月22日（日）
◆会　場 両国国技館
◆座　席 イスＡ席
 ※通常8,500円のところ
◆価　格 6,000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４年４月18日以降、入場券のお渡し
 　は４月27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。
◆締切り ３月22日（火）　17時互助会事務局必着
 ※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。

大相撲五月場所 「東京ディズニーリゾート」

原価の値上がりにより、互助会斡旋価格も従来の１枚2,500円から１枚3,000円に
変更させて頂きますので何卒、ご了承ください。
◆配布期間 令和４年３月30日（水）～令和５年３月31日（金）
◆有効期限 令和４年４月１日（金）～令和５年３月31日（金）
◆価　　格 大人・子供共通　１枚3,000円（※４月１日より通常大人5,800円）
◆申 込 み 互助会事務局窓口にて販売（会員証のご掲示をお願いいたします） 
 ※窓口営業時間　月曜日から金曜日（祝日は除く）９時～17時
◆利用対象 入園＋乗り物フリー＋アシカショー（開催時のみ）
 毎年、大人気のジュエルミネーションもこちらのチケットを
 ご利用頂けます。夏季のプールのご利用はできません。
◆枚　　数 300枚　１会員年間４枚まで　※売り切れ次第終了

「よみうりランド」 事務局窓口
販売

事務局窓口
配布

ワンデーパス

指定入場券
コーポレートプログラム利用券

※結果発表：締切後順次返信ハガキ等でお知らせします

ツアー・イベント申込方法

1
2

3
4

イベント名　例：スパリゾートハワイアンズ
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。

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ください。
ホームページからもお申込み出来ます。

往復ハガキにて締切日迄に必着でお申込みください。
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。
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ください。
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

チケット申込方法

氏名
切手は
63円です!!
ご注意ください。

【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
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！！

◆価　　格 500円（通常3,570円）

◆有効期間 令和５年３月31日（金）

◆枚　　数 50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 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22日（火）　17時互助会事務局必着
 ※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。

◆価　　格 500円（通常3,570円）

◆有効期間 令和５年３月31日（金）

◆枚　　数 50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 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22日（火）　17時互助会事務局必着
 ※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。

スパリゾートハワイアンズスパリゾートハワイアンズ
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