
クオ・カード ペイ
◆有効期限 令和４年10月３日より３年間
◆価　　格 １コード 4,000円（利用可能額5,000円分）
◆数　　量 100コード　１会員２コードまで
◆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 ９月27日（火）　17時互助会事務局必着
※QUOカードPayはスマートフォン以外の携帯電話およびタブレットではご利用できません。

納涼フラパーティー　実施報告
　令和４年７月22日（金）調布クレストンホテルにて調布市勤労者互助会
「納涼ハワイアンフラパーティー」を開催いたしました。
　３年ぶりの開催でしたが、美味しいお食事を頂きながら、バンドの生演奏と素敵な
ハワイアンフラダンスを堪能し、ゆったりと夏気分を味わうことが出来ました。
　長友市長にもご臨席を賜り、全53名の参加者全員に景品が当たる抽選会も盛況でした。
　ご協賛を頂きました事業所の皆様、関連団体の皆様に心より御礼申し上げます。

　令和４年７月22日（金）調布クレストンホテルにて調布市勤労者互助会
「納涼ハワイアンフラパーティー」を開催いたしました。
　３年ぶりの開催でしたが、美味しいお食事を頂きながら、バンドの生演奏と素敵な
ハワイアンフラダンスを堪能し、ゆったりと夏気分を味わうことが出来ました。
　長友市長にもご臨席を賜り、全53名の参加者全員に景品が当たる抽選会も盛況でした。
　ご協賛を頂きました事業所の皆様、関連団体の皆様に心より御礼申し上げます。

• 株式会社 Seven Seas
• 小田急ホテルセンチュリーサザンタワー
• 京王自動車株式会社
• 株式会社サンリオエンターテイメント
• 株式会社セラヴィリゾート泉郷
• 新宿プリンスホテル
• 株式会社東京ドーム
• 株式会社ムーミン物語
• 読売新聞

• 有限会社サンコン
• 株式会社三誠
• 株式会社川又工務店
• 調布市
• 調布市商工会
• 調布クレストンホテル
• 野村不動産ライフ＆スポーツ株式会社
• 株式会社大月カントリークラブ
• 木島平観光株式会社

• 吉田征男 調布市勤労者互助会　会長
• 平井設備株式会社
• 内野長治税理士事務所
• 株式会社フクヤサービス
• 株式会社高橋商事資産管理オフィス
• 株式会社築
• 株式会社やまぐち
• 株式会社田中土質基礎研究所
• 林建設株式会社
• 株式会社山田屋本店

• 吉田征男 調布市勤労者互助会　会長
• 平井設備株式会社
• 内野長治税理士事務所
• 株式会社フクヤサービス
• 株式会社高橋商事資産管理オフィス
• 株式会社築
• 株式会社やまぐち
• 株式会社田中土質基礎研究所
• 林建設株式会社
• 株式会社山田屋本店

令和４年度　調布市勤労者互助会「納涼ハワイアンフラパーティー」協賛一覧

期間限定！東京ドームシティ アトラクションズ

◆価　　格 1,500円
 ※通常価格（最大）3,550円相当

◆有効期間 令和５年２月28日（火）

◆枚　　数 100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 ９月22日（木）
 17時互助会事務局必着

乗り物＆東京ドームグループ利用券セット
東京ドームシティで遊ぶ！食べる！お得なセット券！

≪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
　※アトラクションは天候や点検状況により
　　運休の場合がございます。

●東京ドームシティ全施設利用可能「東京ドームグループ利用券」
　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・ショップにてご利用
　頂ける利用券です。
  （写真：東京ドームホテル内スーパーダイニング
  「リラッサ」ご参考メニュー）

順不同・敬称略

（出発）

調布市文化会館「たづくり」横
7:00

（車窓）

もみじロード
10:25～10:55

調布 IC 君津IC川崎浮島JCT

鋸南保田 IC 富浦 IC 富浦IC 調布IC

富津中央IC
（休憩）

海ほたるPA
8:00～8:20

（昼食）

季の音
12:05～13:35

（みかん狩り）

千倉オレンジセンター
14:30～15:10

（買物）

道の駅とみうら 枇杷倶楽部
15:50～16:35

（休憩）

海ほたるPA
17:30～17:50

（見学）

はちみつとミードのはちみつ工房
8:45～9:35

（到着）

調布市文化会館
「たづくり」横

19:00

※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：日帰りバスツアー
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。

Process
行程

旅行取扱：さくらツーリスト㈱

◆実　施　日 

◆交　　　通 大型バス１台
◆募 集 人 数 40名（最小催行人数25名）　※応募多数の場合は抽選となります。
◆参　加　費 会員および令和４年９月１日現在、お届出済みの同居ご家族
 （１名につき）
 大人    8,000円（一般価格12,747円）
 同伴者  12,000円
 ※お子様（小学生以下）の料金設定はありません。
 ※会員以外の方が会員名義でご参加されることは固くお断りいたします、
 　ツアー当日でも会員または同居家族から同伴者へ変更する場合には
 　差額をお支払い頂きますのでご注意ください。

◆申 込 方 法 １頁下段「ツアー・イベント申込方法」を
 ご参照ください。
◆締　切　り ９月30日（金）　17時互助会事務局必着

日帰りバスツアー日帰りバスツアー

千葉・房総の
見学と見学と
懐石ランチ付き！！

令和４年11月20日（日）日帰り

はちみつ工房
ミカン狩り！！

14

〒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９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……3,471人
事業所数…512所
（令和４年７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
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ふるさとの味宅送便
毎年大好評!!

秋の味 !!

アフタヌーンティーチケット

ランチ券

ランチチケット

東京ドームホテル　レストラン

◆日　時 令和４年11月12日（土）
 17時30分開演

◆会　場 有明四季劇場

◆価　格 S席　大人7,000円　子供3,000円
 ※２歳以下入場不可、公演当日
 　３歳以上有料（膝上観劇不可）
 ※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 20枚　※応募多数の場合は抽選となります。

◆申込み　往復はがき
 ※１頁下段「チケット申込方法」をご参照ください。

◆締切り　９月30日（金）　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。

石川さゆり　50周年記念リサイタル
～心おもむくままに～

2022 J１リーグ観戦チケット
FC東京ホームゲーム

◆日　時 令和４年10月29日（土）
 16時開演
◆会　場 ＮＨＫホール
◆価　格 Ｓ席5,500円（通常9,000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 ９月22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。

５kgセット　　あっせん価格 １,７００円（通常価格4,300円） １００セット

北信州『木島平』四季の味シリーズ「秋の味覚」北信州『木島平』四季の味シリーズ「秋の味覚」
木島平村の契約農家から木島平米（こしひかり）の新米をご自宅まで直送します。

９月22日（木）　17時互助会窓口必着　

※今年度は10kgの斡旋はございませんのでご了承ください。
※贈答用ではありませんので会員様ご本人のご自宅用としてお楽しみください。
※応募は１会員１セット、ご家族での応募は１世帯１セットといたします。
※あっせん価格には米代、箱代、送料が含まれます。
※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。
※発送予定日は10月中旬となります。お支払いは振込用紙を同封いたします。

互助会活用ガイドブック（綴込み）「四季の味覚（あっせん販売）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が可能です！！
①「秋の味」５㎏　　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場合のみ）　⑦配達希望時間

申込方法

締 切 り

イオンシネマ映画
観賞券 事務局窓口

販売

◆有効期限 令和５年３月31日（金）
◆販売価格 １枚800円（一般料金1,800円）
◆枚　　数 200枚　１会員年間４枚まで
◆販売期間 ９月28日（水）より
 ※売切次第終了とさせて頂きます。

全国のイオンシネマで利用できます！！
新宿プリンスホテル

小田急ホテル センチュリーサザンタワー

★営業時間 11時30分～16時（２時間制・ラストオーダー15時）
★内　　容 コース名「フランセーズ」
　　　　　　前菜・スープ・メインディッシュ盛り合わせ・デザート・コーヒーまたは紅茶
★価　　格 2,500円（通常4,500円相当)
★有効期限 令和５年3月31日（金）　※令和５年１月１日（日・祝）～１月３日（火）は除きます。
★募集枚数 100枚　１会員４枚まで　※応募多数の場合は抽選となります。
★申込方法 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 ９月26日（月）　17時互助会事務局必着

高層25階の和風ダイニング＆バー ＦＵＧＡ（風雅）でスイーツタイムを是非お楽しみください！！

地上100メートルからの眺望！！
高層20階「サザンタワーダイニング」での優雅なランチタイムを！！

★時 間 帯 15時～17時30分（ラストオーダー17時）
★価　　格 3,000円(通常料金5,000円税別)
★有効期限 令和５年３月31日（金）
 ※12月23日(金)～12月25日（日）、
 　令和５年１月１日（日・祝）～１月５日（木）は除きます。
★募集枚数 100枚　１会員４枚まで
 ※応募多数の場合は抽選となります。

★申込方法 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 ９月26日（月）　17時互助会事務局必着
※政府・各自治体等の発表に合わせて営業内容を変更する場合がございます。

東京ドームホテル直営のレストランでご利用頂けるお得なランチ券です！！

◆会　　場　味の素スタジアム

◆対象試合 ①10月８日（土）　15時キックオフ　VS．湘南ベルマーレ
 ②11月５日（土）　14時キックオフ　VS．川崎フロンターレ

◆価　　格 Ⓐホーム自由席（大人） 1,500円 （通常2,600円～2,900円）
 Ⓑホーム自由席（18歳未満） 400円 （通常800円～1,000円）
◆枚　　数 各試合・各券種25枚　１会員５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。
 ※ご希望の試合番号①②いずれか・券種ⒶⒷいずれか・必要枚数を
 　必ずご記入ください。記載に不備がある場合には申込無効とさせ
 　て頂きます。

◆締 切 り ９月22日（木）　17時互助会事務局必着
 ※新型コロナウィルス感染症拡大状況により、10,000人未満の入場
 　制限がかかる場合は斡旋を中止といたしますのでご了承ください。
 　また、試合延期や中止、チケット引換期間に変更が生じる場合が
 　ございます。
 ※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。

★時 間 帯 店舗により異なります、ご予約の際に各店舗に
 お問い合わせください。
★店　　名 ●スーパーダイニング「リラッサ」
 ●中華料理「後楽園飯店」
    ※11月14日（月）～11月16日（水）　休業
 ●スカイラウンジ＆ダイニング「アーティスト カフェ」
    ※10月25日（火）～10月31日（月）　休業
★価　　格 2,500 円（通常 4,200 円～ 4,600 円相当 )
 　※お子様が「リラッサ」及び「アーティストカフェ」
 　　ご利用の場合は現地払いの方がお得です。

★有効期限 令和４年10月１日（土）～令和５年３月31日（金）
★募集枚数 100 枚　１会員４枚まで
 ※応募多数の場合は抽選となります。
★申込方法 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 ９月 26日（月）　17時互助会事務局必着 『ライオンキング』劇 団四季

ミュージカル
東京
公演

★内　　容
　▶リラッサ
　　90 分制の洋・中・和・スイーツブッフェ　
　　＜ソフトドリンクバー付き＞

　▶後楽園飯店
　　前菜・料理３品・点心・ご飯・スープ・デザート・
　　コーヒー
　▶アーティスト カフェ「パノラマランチコース」
　　本日のアンティパストミスト・本日のパスタ・
　　選べるメインディッシュ・ドルチェ

写真はイメージです

50
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ふるさとの味宅送便
毎年大好評!!

秋の味 !!

アフタヌーンティーチケット

ランチ券

ランチチケット

東京ドームホテル　レストラン

◆日　時 令和４年11月12日（土）
 17時30分開演

◆会　場 有明四季劇場

◆価　格 S席　大人7,000円　子供3,000円
 ※２歳以下入場不可、公演当日
 　３歳以上有料（膝上観劇不可）
 ※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 20枚　※応募多数の場合は抽選となります。

◆申込み　往復はがき
 ※１頁下段「チケット申込方法」をご参照ください。

◆締切り　９月30日（金）　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。

石川さゆり　50周年記念リサイタル
～心おもむくままに～

2022 J１リーグ観戦チケット
FC東京ホームゲーム

◆日　時 令和４年10月29日（土）
 16時開演
◆会　場 ＮＨＫホール
◆価　格 Ｓ席5,500円（通常9,000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 ９月22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。

５kgセット　　あっせん価格 １,７００円（通常価格4,300円） １００セット

北信州『木島平』四季の味シリーズ「秋の味覚」北信州『木島平』四季の味シリーズ「秋の味覚」
木島平村の契約農家から木島平米（こしひかり）の新米をご自宅まで直送します。

９月22日（木）　17時互助会窓口必着　

※今年度は10kgの斡旋はございませんのでご了承ください。
※贈答用ではありませんので会員様ご本人のご自宅用としてお楽しみください。
※応募は１会員１セット、ご家族での応募は１世帯１セットといたします。
※あっせん価格には米代、箱代、送料が含まれます。
※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。
※発送予定日は10月中旬となります。お支払いは振込用紙を同封いたします。

互助会活用ガイドブック（綴込み）「四季の味覚（あっせん販売）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が可能です！！
①「秋の味」５㎏　　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場合のみ）　⑦配達希望時間

申込方法

締 切 り

イオンシネマ映画
観賞券 事務局窓口

販売

◆有効期限 令和５年３月31日（金）
◆販売価格 １枚800円（一般料金1,800円）
◆枚　　数 200枚　１会員年間４枚まで
◆販売期間 ９月28日（水）より
 ※売切次第終了とさせて頂きます。

全国のイオンシネマで利用できます！！
新宿プリンスホテル

小田急ホテル センチュリーサザンタワー

★営業時間 11時30分～16時（２時間制・ラストオーダー15時）
★内　　容 コース名「フランセーズ」
　　　　　　前菜・スープ・メインディッシュ盛り合わせ・デザート・コーヒーまたは紅茶
★価　　格 2,500円（通常4,500円相当)
★有効期限 令和５年3月31日（金）　※令和５年１月１日（日・祝）～１月３日（火）は除きます。
★募集枚数 100枚　１会員４枚まで　※応募多数の場合は抽選となります。
★申込方法 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 ９月26日（月）　17時互助会事務局必着

高層25階の和風ダイニング＆バー ＦＵＧＡ（風雅）でスイーツタイムを是非お楽しみください！！

地上100メートルからの眺望！！
高層20階「サザンタワーダイニング」での優雅なランチタイムを！！

★時 間 帯 15時～17時30分（ラストオーダー17時）
★価　　格 3,000円(通常料金5,000円税別)
★有効期限 令和５年３月31日（金）
 ※12月23日(金)～12月25日（日）、
 　令和５年１月１日（日・祝）～１月５日（木）は除きます。
★募集枚数 100枚　１会員４枚まで
 ※応募多数の場合は抽選となります。

★申込方法 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 ９月26日（月）　17時互助会事務局必着
※政府・各自治体等の発表に合わせて営業内容を変更する場合がございます。

東京ドームホテル直営のレストランでご利用頂けるお得なランチ券です！！

◆会　　場　味の素スタジアム

◆対象試合 ①10月８日（土）　15時キックオフ　VS．湘南ベルマーレ
 ②11月５日（土）　14時キックオフ　VS．川崎フロンターレ

◆価　　格 Ⓐホーム自由席（大人） 1,500円 （通常2,600円～2,900円）
 Ⓑホーム自由席（18歳未満） 400円 （通常800円～1,000円）
◆枚　　数 各試合・各券種25枚　１会員５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。
 ※ご希望の試合番号①②いずれか・券種ⒶⒷいずれか・必要枚数を
 　必ずご記入ください。記載に不備がある場合には申込無効とさせ
 　て頂きます。

◆締 切 り ９月22日（木）　17時互助会事務局必着
 ※新型コロナウィルス感染症拡大状況により、10,000人未満の入場
 　制限がかかる場合は斡旋を中止といたしますのでご了承ください。
 　また、試合延期や中止、チケット引換期間に変更が生じる場合が
 　ございます。
 ※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。

★時 間 帯 店舗により異なります、ご予約の際に各店舗に
 お問い合わせください。
★店　　名 ●スーパーダイニング「リラッサ」
 ●中華料理「後楽園飯店」
    ※11月14日（月）～11月16日（水）　休業
 ●スカイラウンジ＆ダイニング「アーティスト カフェ」
    ※10月25日（火）～10月31日（月）　休業
★価　　格 2,500 円（通常 4,200 円～ 4,600 円相当 )
 　※お子様が「リラッサ」及び「アーティストカフェ」
 　　ご利用の場合は現地払いの方がお得です。

★有効期限 令和４年10月１日（土）～令和５年３月31日（金）
★募集枚数 100 枚　１会員４枚まで
 ※応募多数の場合は抽選となります。
★申込方法 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 ９月 26日（月）　17時互助会事務局必着 『ライオンキング』劇団四季

ミュージカル
東京
公演

★内　　容
　▶リラッサ
　　90 分制の洋・中・和・スイーツブッフェ　
　　＜ソフトドリンクバー付き＞

　▶後楽園飯店
　　前菜・料理３品・点心・ご飯・スープ・デザート・
　　コーヒー
　▶アーティスト カフェ「パノラマランチコース」
　　本日のアンティパストミスト・本日のパスタ・
　　選べるメインディッシュ・ドルチェ

写真はイメージです
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クオ・カード ペイ
◆有効期限 令和４年10月３日より３年間
◆価　　格 １コード 4,000円（利用可能額5,000円分）
◆数　　量 100コード　１会員２コードまで
◆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 ９月27日（火）　17時互助会事務局必着
※QUOカードPayはスマートフォン以外の携帯電話およびタブレットではご利用できません。

納涼フラパーティー　実施報告
　令和４年７月22日（金）調布クレストンホテルにて調布市勤労者互助会
「納涼ハワイアンフラパーティー」を開催いたしました。
　３年ぶりの開催でしたが、美味しいお食事を頂きながら、バンドの生演奏と素敵な
ハワイアンフラダンスを堪能し、ゆったりと夏気分を味わうことが出来ました。
　長友市長にもご臨席を賜り、全53名の参加者全員に景品が当たる抽選会も盛況でした。
　ご協賛を頂きました事業所の皆様、関連団体の皆様に心より御礼申し上げます。

　令和４年７月22日（金）調布クレストンホテルにて調布市勤労者互助会
「納涼ハワイアンフラパーティー」を開催いたしました。
　３年ぶりの開催でしたが、美味しいお食事を頂きながら、バンドの生演奏と素敵な
ハワイアンフラダンスを堪能し、ゆったりと夏気分を味わうことが出来ました。
　長友市長にもご臨席を賜り、全53名の参加者全員に景品が当たる抽選会も盛況でした。
　ご協賛を頂きました事業所の皆様、関連団体の皆様に心より御礼申し上げます。

• 株式会社 Seven Seas
• 小田急ホテルセンチュリーサザンタワー
• 京王自動車株式会社
• 株式会社サンリオエンターテイメント
• 株式会社セラヴィリゾート泉郷
• 新宿プリンスホテル
• 株式会社東京ドーム
• 株式会社ムーミン物語
• 読売新聞

• 有限会社サンコン
• 株式会社三誠
• 株式会社川又工務店
• 調布市
• 調布市商工会
• 調布クレストンホテル
• 野村不動産ライフ＆スポーツ株式会社
• 株式会社大月カントリークラブ
• 木島平観光株式会社

• 吉田征男 調布市勤労者互助会　会長
• 平井設備株式会社
• 内野長治税理士事務所
• 株式会社フクヤサービス
• 株式会社高橋商事資産管理オフィス
• 株式会社築
• 株式会社やまぐち
• 株式会社田中土質基礎研究所
• 林建設株式会社
• 株式会社山田屋本店

• 吉田征男 調布市勤労者互助会　会長
• 平井設備株式会社
• 内野長治税理士事務所
• 株式会社フクヤサービス
• 株式会社高橋商事資産管理オフィス
• 株式会社築
• 株式会社やまぐち
• 株式会社田中土質基礎研究所
• 林建設株式会社
• 株式会社山田屋本店

令和４年度　調布市勤労者互助会「納涼ハワイアンフラパーティー」協賛一覧

期間限定！東京ドームシティ アトラクションズ

◆価　　格 1,500円
 ※通常価格（最大）3,550円相当

◆有効期間 令和５年２月28日（火）

◆枚　　数 100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 ９月22日（木）
 17時互助会事務局必着

乗り物＆東京ドームグループ利用券セット
東京ドームシティで遊ぶ！食べる！お得なセット券！

≪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
　※アトラクションは天候や点検状況により
　　運休の場合がございます。

●東京ドームシティ全施設利用可能「東京ドームグループ利用券」
　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・ショップにてご利用
　頂ける利用券です。
  （写真：東京ドームホテル内スーパーダイニング
  「リラッサ」ご参考メニュー）

順不同・敬称略

（出発）

調布市文化会館「たづくり」横
7:00

（車窓）

もみじロード
10:25～10:55

調布 IC 君津IC川崎浮島JCT

鋸南保田 IC 富浦 IC 富浦IC 調布IC

富津中央IC
（休憩）

海ほたるPA
8:00～8:20

（昼食）

季の音
12:05～13:35

（みかん狩り）

千倉オレンジセンター
14:30～15:10

（買物）

道の駅とみうら 枇杷倶楽部
15:50～16:35

（休憩）

海ほたるPA
17:30～17:50

（見学）

はちみつとミードのはちみつ工房
8:45～9:35

（到着）

調布市文化会館
「たづくり」横

19:00

※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：日帰りバスツアー
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。

Process
行程

旅行取扱：さくらツーリスト㈱

◆実　施　日 

◆交　　　通 大型バス１台
◆募 集 人 数 40名（最小催行人数25名）　※応募多数の場合は抽選となります。
◆参　加　費 会員および令和４年９月１日現在、お届出済みの同居ご家族
 （１名につき）
 大人    8,000円（一般価格12,747円）
 同伴者  12,000円
 ※お子様（小学生以下）の料金設定はありません。
 ※会員以外の方が会員名義でご参加されることは固くお断りいたします、
 　ツアー当日でも会員または同居家族から同伴者へ変更する場合には
 　差額をお支払い頂きますのでご注意ください。

◆申 込 方 法 １頁下段「ツアー・イベント申込方法」を
 ご参照ください。
◆締　切　り ９月30日（金）　17時互助会事務局必着

日帰りバスツアー日帰りバスツアー

千葉・房総の
見学と見学と
懐石ランチ付き！！

令和４年11月20日（日）日帰り

はちみつ工房
ミカン狩り！！
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