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はとバス日帰りツアー補助券
今春もご好評いただきました「はとバス日帰りツアー補助事業」を秋も実施します。
秋の行楽に是非ご利用ください。
詳しい利用方法は２ページをご覧ください。
申込（仮予約）開始日
補助金額

利用対象
補助要件

平成29年9月21日
（木）正午から先着順に受付し、150枚に達し次第締切

・締切後、FAX、パソコン、Eメールでお申し込みの方にはその旨ご連絡します。

2,000円の補助券を1枚発行（先着150枚）
・１会員４名分まで
・１人１回限り（家族に複数の会員がいる場合でも、重複補助はできません）
1名につき

会員と登録同居家族

・登録同居家族のみが参加した場合も補助の対象となります。
はとバス日帰りツアーで次の３つの要件を満たすもの
①ツアー代金が、1名につき5,000円以上
（子ども代金も5,000円以上）
②サービスセンター指定パンフレットに掲載してあること
③平成29年10月1日〜12月31日の出発であること
はとバス東京・横浜観光
〔9～12月〕

はとバス日帰りバスの旅
〔秋〕

貴賓席の旅
〔秋〕

※日帰りのみ補助の対象

サービスセンター
指定パンフレット
10月1日〜12月31日
出発のツアーに
限ります。

・
「代金を支払い済みのツアー」、「宿泊ツアー」、「シンフォニークルーズ（コース番号がSから始まるコース）」、「ホームページ専用コース」
は補助の対象外です。
・はとバスのパンフレットは、はとバス営業所またはサービスセンター窓口にあります。
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はとバス日帰りツアー補助券 利用方法
サービスセンターへ補助券を仮予約

STEP

1

仮予約は、窓口、電話、FAX、パソコン、Eメールで受け付けます。申込方法は１１ページをご覧ください。

〔ご注意〕
・先着順に受付し、150枚に達し次第締切。
・はとバスへツアーの予約をする前に、補助券を仮予約してください。
・補助券を仮予約した日から５営業日以内にサービスセンターへ補助券の申込がない場合、仮予約は取り消しになります。

はとバスへツアーを予約（補助券の仮予約から５営業日以内）

STEP

2

はとバスへお電話で東京城北勤労者サービスセンターの会員であることと、補助券を利用する旨を伝えて参加
ツアーの予約をしてください。（インターネット申込は補助券利用対象外）

〔ご注意〕
・予約時に、照会番号が伝えられますので、必ずメモをお取りください。
・会員証提示による５％割引（４名まで）もあわせてご利用になれます。
（ただし、一部割引適用外のツアーもありますので、はとバスへ予約の際にご確認ください）

サービスセンターへ補助券の申し込み、受け取り

STEP

3

補助券の仮予約から５営業日以内に、窓口、電話、FAX、パソコン、Eメールでお申し込みください。
申込方法は11ページをご覧ください。

申込必要事項
補助券申し込みの際、11ページ申込書の①～⑤の項目を伺います。
①コース番号
②ツアー名
③出発日
④照会番号
⑤申込枚数、補助券利用者氏名、会員番号、続柄、年齢、性別
受取方法
窓口：会員証をご提示のうえ、補助券をお受け取りください。

※補助券の仮予約からツアー出発日まで２週間以上ない場合は、窓口での受渡しになります。

送付：お申し込み後、１週間以内に会員の自宅または勤務先へ送付します。（送料無料）

〔ご注意〕

・申込必要事項に不備があると補助券の発行ができませんのでご注意ください。
・会費未納（滞納）がある場合は、補助券の発行はいたしません。
・補助券に記名された本人（会員と登録同居家族）のみが利用できます。

STEP

4

はとバスへツアー代金の支払い

下記はとバス営業所にて、会員証・補助券を提示し、割引後のツアー代金を現金でお支払いください。
ツアー出発日の14日前
（ツアー予約日が14日前を過ぎている場合は予約後３日以内）
までにお支払いください。

〔ご注意〕
・ツアー代金のお支払い方法は現金のみです。振り込み、クレジットカードによるお支払いはできません。
・補助券は、キャンセル料のお支払いには利用できません。

はとバスツアーの予約先・問い合わせ先
はとバス予約センター

TEL 03-3761-1100

8：00〜20：00

年中無休

補助券取り扱いはとバス営業所
・池袋営業所（池袋駅東口パルコ側1F出てすぐ左手）
・東京営業所（東京駅丸の内南口出て左）
・新宿営業所（新宿駅東口ルミネエスト1F）
・浜松町総合センター（JR浜松町駅南口・世界貿易センタービル別館1F）

TEL
TEL
TEL
TEL

03-3988-6371
03-3201-2725
03-3356-4270
03-5777-1631

11：00〜18：30
7：10〜19：00
8：00〜18：00
9：00〜18：30

日曜・祝日定休
年中無休
年中無休
年中無休

※お申し込みを取り消す際のキャンセル料は、はとバスの約款に基づきます。
※ツアーに関する契約等は、はとバスと参加者との個人契約となります。サービスセンターではツアーに関する一切の責任を負いかねま
すので、あらかじめご了承ください。
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あっせん情報

お申し込みの方全員にあっせん！



※金券ショップ、インターネット等による券の転売・譲渡は固くお断りいたします。

申 込 方 法

お申し込みは窓口、電話、FAX、パソコン、Eメールで
受け付けます。詳しくは４ページをご覧ください。
・申込後のキャンセル、変更はできません。

受取方法・料金の支払い方法

お申し込み時に、受取方法をご指定ください。
窓
送

申込締切と券の受け渡し
券によって申込締切日、受け渡し開始日が異なります。
お申し込みされる券の案内をご覧ください。

口：サービスセンター窓口で会員証をご提示のうえ、
ご購入ください。
付：会員本人の自宅または勤務先へ発送します。
券と払込用紙を同封しますので、２週間以内に郵便
局からお支払いください。
送料・払込手数料は会員様のご負担となります。
締切日までにお申し込みされた方全員にあっせん！
窓口お渡し・発送は 10 月16 日（月）から

❶ 図書カードNEXT（5,000円券）
あっせん料金
申 込 枚 数
有 効 期 限
申 込 締 切

1枚 4,400円
1会員

券の受け渡し

10月16日（月）から

2枚まで

約10年
9月29日（金）午後5時必着

イメージ

窓口お渡し・発送は

❷ 区内公衆浴場共通入浴券（回数券）

9月11日（月）から

豊島区、北区、荒川区のそれぞれの区内公衆浴場入浴券を選んで購入できます。
公衆浴場なら、大きな湯船に手足をのばしてゆっくり入浴できます。
お仕事帰りや休日にどうぞご利用ください。

券の有効期限
平成29年12月31日（日）まで

取扱い券種（大人券のみ）
1．豊島区内公衆浴場共通入浴券
2．北 区内公衆浴場共通入浴券
3．荒川区内公衆浴場共通入浴券
※３区共通の入浴券ではありません。ご利用になる
公衆浴場がある区の券を選んでお求めください。
あっせん料金
1セット 3,700円（大人券10枚）
一般料金：大人1回 460円

申込セット数
1．2．3．あわせて１会員４セットまで
・１枚ずつのばら売りはしません。

券 の 内 容
・豊島区、北区、荒川区の浴場組合に加入している各区内
の公衆浴場で利用できます。
・都内銭湯共通入浴券とは異なります。
申 込 締 切
10月31日（火）午後５時必着
※平成29年12月31日までの入浴券のあっせんは今号で最
後になります。次回の入浴券のあっせんは、会報誌1月
号でご案内します。
窓口お渡し・発送は

❸ 池袋演芸場入場券
あっせん料金
大人・シルバー共通券 １枚
一般料金 大人（１～20日の昼・夜の部）
大人（21～30日の昼）
学生・シルバー（昼・夜の部）
申 込 枚 数

１会員

あっせん枚数

200枚

券の有効期間
平成29年10月1日（日）〜
平成30年3月30日（金）

５枚まで

9月11日（月）から

1,500円
2,500円
2,000円
2,000円

ご

注

意

・特別興行、毎月21～30日の夜の部、隔月31日は特別企
画のため利用できません。
・１～20日は昼夜入れ替え制ではありませんが、退場後
の再入場はできません。
・親子割引等、その他の割引と併用はできません。
・スタンプカードの押印はできません。
・有効期間の変更はできません。必ず有効期間内にご使用
ください。
・営業時間、演目、出演者などは池袋演芸場へお問い合わ
せください。

申 込 締 切
平成30年2月28日（水）
午後5時必着

池袋演芸場
豊島区西池袋1−23−1（JR池袋駅西口から徒歩3分）
TEL 03－3971－4545
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Ti ck e t I n f o rm a t i o n

チケットインフォメーション

・金券ショップ、インターネット等による券の転売・
譲渡は固くお断りいたします。
・直接、会場や施設で券を購入されると当日一般料
金になります。事前にサービスセンターでお買い
求めいただき、ご利用ください。

申 込 方 法
電

話……豊 島 区 本 部 03−5961−0520
北
区 営業所 03−5390−1242
荒 川 区 営業所 03−3806−7581
受付時間（平日）9：00〜17：00
F A X……11ページの申込書をご使用ください。
パソコン……サービスセンターホームページ
http://www.tokyo-kinrou.jp
新着情報からお申し込みください。
Ｅメール……info@tokyo-kinrou.jp へ①〜⑤を入力
（ファイルの添付不可）
し、送信してください。
（携帯電話からのEメールも可）

窓

口……会員証をご持参ください。
券によって、申込締切日、受け渡し開始日が
異なります。申し込みされる券の案内をご覧
ください。

申し込み時には①〜⑤の内容が必要です。
①会員番号・氏名 ②希望券名・券種 ③申込数
④受取方法：窓口・送付 送付先の住所・電話番号
（会員本人の自宅または勤務先）
⑤昼間連絡先名・電話番号
・受付確認メールの送信はありません。
・送付ご希望の場合、送料82円と郵便局払込手数料（ATM80円、
窓口130円）は会員様のご負担となります。

エンターテインメント
締

❶

切

9月29日（金）午後5時必着

・締切後のキャンセル、枚数の変更は一切できません。
抽選結果

締切後、申込多数の場合は抽選です。
当選の方のみ10月20日（金）までにご通知します。

劇団四季ミュージカル

『アンデルセン』

あなたの街で紡がれる、
世界が愛する
『アンデルセン』
の物語

「アンデルセン」 「ジャニーズ伝説」 「都民劇場能」は
10月5日（木）までにご通知します。
受取方法

窓口：当選の方は会員証をご提示のうえ、
ご購入ください。
送付：当選の方には自宅又は勤務先へ発送します。
券と払込用紙を同封しますので、2週間以内に
郵便局からお支払いください。
＊席種は決まっていますが、座席の位置は未定です。
座席の指定・変更はできませんので、ご了承ください。

2017」

❷ 「ジャニーズ伝説

日
時：10月14日（土） 午後1：00開演
会場（最寄駅）：川口リリア・メインホール（川口駅）
あっせん料金：S1席 7,000円
（一般料金 8,640円）
あっせん枚数：10枚（1会員2枚まで）

❸

都民劇場能

梅若玄祥と山本東次郎の人間
国宝の出演による充実の公演
です。ぬいぐるみ姿の馬役が
登場する楽しい狂言
「止動方
角」
と、平家の勇将景清のその
後を描く
「景清」
をお届けしま
す。

作・構成・演出：ジャニー喜多川
主演：A.B.C－Z
日
時：10月14日（土） 午後6：00開演
会場（最寄駅）：日生劇場（有楽町駅）
あっせん料金：全席指定 9,000円
（定価販売）
あっせん枚数：12枚（1会員2枚まで）
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未就学児
入場不可

演 目 ・ 出 演：
能（観世流）
「景清（かげきよ）」
シテ 梅若玄祥
狂言（大蔵流）
「止動方角（しどうほうがく）」
シテ 山本東次郎
日
時：10月26日(木) 午後6：00開演
会場（最寄駅）：宝生能楽堂（水道橋駅）
あっせん料金：正面席
6,500円（一般料金 7,500円）
脇正面席 5,500円（一般料金 6,500円）
中正面席 4,500円（一般料金 5,500円） 未就 学 児
あっせん枚数：あわせて20枚（1会員あわせて4枚まで） 入場 不 可

❹

 とぴあ国際音楽祭2017
❺ 北

誰か席に着いて（プレビュー公演）

ベートーヴェン、シューマン、ショパンが愛したピアノたち

未来どころか目の前の現実で
精一杯な大人たちへ
人気劇作家・倉持裕が贈る
コメディドラマ！

〜3台のフォルテピアノで聴く贅沢な夜〜

ピアノの歴史を目と耳
で楽しめるコンサート！
ショパンが晩年に弾い
たものと同型のプレイ
エル社製ピアノなど、
貴重な歴史的ピアノが
3台登場！ドイツ歌曲の
名曲も楽しめます！

作・演出：倉持裕
出演：田辺誠一 木村佳乃 片桐仁 倉科カナ
福田転球 富山えり子
日
時：11月12日
（日） 午後1：30開演
会場（最寄駅）：シアター1010
（北千住駅西口 マルイ11階）
あっせん料金：全席指定 5,700円
（一般料金 8,500円） 未就学児
入場不可
あっせん枚数：12枚（1会員2枚まで）

出演：小倉貴久子
（フォルテピアノ） ルーファス・ミュラー
（テノール）
曲目：ベートーヴェン：ピアノソナタ｢月光｣ ショパン：ピアノソナタ第2番｢葬送」
シューベルト：ます、 音楽に寄せて メンデルスゾーン：歌の翼に
シューマン：パピヨン(蝶々)、 献呈
ほか
日
時：11月22日（水） 午後7：00開演
会場（最寄駅）：北とぴあ さくらホール（王子駅）
あっせん料金：全席指定 1,700円（一般料金 2,800円） 未 就 学 児
入場不可
あっせん枚数：10枚（1会員2枚まで）

 団飛行船マスクプレイミュージカル
❻ 劇

 田アキ子 50周年記念コンサート
❼ 和

「オズの魔法使い」

AKIKO WADA 50th ANNIVERSARY THE LEGEND OF SOUL
ソウルフルかつパワフルな歌声で
人々を魅了し続ける
“ジャパニーズ・
ソウル・ディーヴァ”
節目の年を迎えさらに精力的に活
動する和田アキ子の魂の叫びをお
見逃しなく！
本年10月25日より歌手生活50周
年がスタート。

大きな大きな竜巻に巻き上げら
れて、不思議な国に迷い込んで
しまったドロシー。
そこで知恵が欲しいかかし、勇
気が欲しいライオン、心が欲し
いブリキの木こりに出会いオズ
の魔法使いを探す冒険の旅に出
ます。
心の中の大切なもの、
ドロシーた
ちと一緒にさがしてみませんか？
日
時：11月25日（土） 午後2：00開演
会場（最寄駅）：サンパール荒川 大ホール（荒川区役所前駅）
あっせん料金：全席自由 大
 人
1,400円
（一般料金 1,500円）
子ども
（3歳から中学生）
900円
（一般料金 1,000円）
親子ペア 1,800円
（一般料金 2,000円）
あっせん枚数：あわせて30枚（1会員あわせて4枚まで） キッズ
OK！
※２歳以下は保護者の膝上にかぎり無料

出演：和田アキ子
日
時：11月27日（月） 午後6：00開演
会場（最寄駅）：NHKホール（原宿駅/渋谷駅）
あっせん料金：S席 4,300円
（一般料金 6,500円）
あっせん枚数：10枚（1会員2枚まで）

 塚歌劇
❽ 宝

 とぴあ国際音楽祭2017
❾ 北

星組公演
ミュージカル

グルック作曲 オペラ《オルフェオとエウリディーチェ》（1774年パリ版）
［セミ・ステージ形式/全3幕/フランス語上演・日本語字幕付］
ⒸErnst Wawra
マリー・アントワネットの音楽教師でも
あった作曲家グルックの傑作オペラ。
バロック・フルートが奏でるクラシッ
クの名曲
〈精霊の踊り〉
が聴ける！
音楽とダンスの絶妙なコラボレーショ
寺神戸 亮 ストゥキン・エルベルス
ンもお楽しみください。
Ⓒ伊藤元彰
ⒸBruno Perroud

『ベルリン、わが愛』
「映画」を愛した人間たちの姿を、
運命的なラブロマンスを織り交ぜ
ながらドラマティックに描き出す
ミュージカル。
タカラヅカレビュー90周年

『Bouquet de TAKARAZUKA
（ブーケ ド タカラヅカ）』

星組メンバーの魅力を一杯詰め込
んだ、豪華絢爛なレビューをお届
けいたします。
出演：紅ゆずる 綺咲愛里 ほか
日
時：12月3日（日） 午後3：30開演
会場（最寄駅）：東京宝塚劇場（日比谷駅/有楽町駅）
あっせん料金：S席 7,300円
（一般料金 8,800円）
あっせん枚数：40枚（1会員2枚まで）

未就 学 児
入場 不 可

Ⓒ宝塚歌劇団

指揮：寺神戸 亮
振付：中原 麻里
合唱・管弦楽：レ・ボレアード（オリジナル楽器使用）
ダンサー：ラ ダンス コントラステ
歌手：マティアス・ヴィダル
（オルフェオ）
ストゥキン・エルベルス
（エウリディーチェ）
鈴木美紀子
（アムール）
鈴木美紀子 マティアス・ヴィダル
日
時：㋐12月 8日（金） 午後7：00開演
㋑12月10日（日） 午後2：00開演
会場（最寄駅）：北とぴあ さくらホール（王子駅）
あっせん料金：㋐SS席 4,700円
（一般料金 7,000円）
㋑SS席 5,400円
（一般料金 8,000円） 未就 学 児
入場 不 可
あっせん枚数：各10枚（1会員あわせて4枚まで）

5

Ticket I nfo r m a t ion

チケットインフォメーション
申込方法

・金券ショップ、インターネット等による券の転売・譲渡は固くお断りいたします。
・直接、会場や施設で券を購入されると当日一般料金になります。
事前にサービスセンターでお買い求めいただき、ご利用ください。

４ページをご覧ください。

＊先着順に受付し、あっせん枚数に達し次第締め切ります。
＊購入（受取）後のキャンセル、枚数の変更は一切できません。
＊サービスセンターで扱っている券は、直接施設、会場にてあっせ
ん料金での購入はできません。

受取方法
窓口：お申し込み後、
2週間以内にサービスセンター窓口で会
員証をご提示のうえ、
ご購入ください。
送付：会員本人の自宅又は勤務先へ、お申し込み後１週間
以内に発送します。券と払込用紙を同封しますので、
２週間以内に郵便局からお支払いください。

ゆうえんち１日フリーパス・スパリゾートハワイアンズ１日入場券
営業時間・休園日等は各遊園地等へお問い合わせください。 

各施設、別途料金が必要なアトラクション等があります。

完全予約制

A としまえんのりもの１日券
入園＋のりもの乗り放題

あっせん料金：大 人（中学生以上） 1,800円
（一般料金
子ども（3歳〜小学生）1,000円
（一般料金
申 込 枚 数：1会員あわせて月10枚まで

4,200円）
3,200円）

申込方法
・完全予約制になります。申込受付期間にお申し込みください。
・受付期間中お申し込みの方には全員にあっせんします。
・お申し込みの月から約6か月間有効です。
利用月
申込受付期間
受渡日
申込
11月 10月2日（月）から10月13日
（金）午後5時まで 10月25日（水）から
スケジュール
12月 11月1日（水）から11月15日（水）午後5時まで 11月24日（金）から
としまえん

TEL 03−3990−8800

B スパリゾートハワイアンズ１日入場券

先着順受付

プール+温泉+イベントショー

平成29年10月1日
（日）〜平成30年3月31日（土）まで有効券
あっせん料金：大人・3歳以上の子ども共通券
600円
一 般 料 金：大
人（中学生以上）
3,500円
子 ど も（小学生）
2,200円
未就学児（3歳以上）
1,600円
あっせん枚数：530枚
申 込 枚 数：1会員10枚まで
・すでに申込枚数を購入されている方は購入できません。
スパリゾートハワイアンズ

TEL 0570−550−550

C 西武園ゆうえんち１日フリーパス
入園+のりもの乗り放題

平成30年4月30日（月）まで有効券 ［有効期限が1か月延長！］
あっせん料金：大人・3歳以上の子ども共通券
1,000円
一 般 料 金：大 人（中学生以上）
3,300円
子ども（3歳以上）
・シニア（60歳以上要証明）
2,800円
あっせん枚数：800枚
申 込 枚 数：1会員15枚まで
・すでに申込枚数を購入されている方は購入できません。
西武園ゆうえんち

TEL 04−2922−1371

10月2日
（月）
お申し込み受付分から、あっせん料金が1枚900円になります。
（1会員15枚まで）

6

先着順受付

先着順受付

D 東武動物公園ハッピーフリーパス
入園+のりもの乗り放題

平成30年3月31日
（土）まで有効券
あっせん料金：大人・3歳以上の子ども共通券
1,500円
一 般 料 金：大 人（中学生以上）
4,800円
子ども（3歳以上）
・シニア（60歳以上）
 3,700円
あっせん枚数：600枚
申 込 枚 数：1会員10枚まで
東武動物公園

TEL 0480－93－1200

E あらかわ遊園回数券
チケット種類
のりもの回数券
（1セット12枚綴り）
親子セット券（大人+未就学児）

（大人入園券
+のりもの回数券16枚綴り）

親子セット券（大人+小中学生）

（大人・小中学生入園券
+のりもの回数券16枚綴り）

有効期限はありません
あっせん料金 一般料金

500円

1,000円

800円

1,300円

900円

1,400円

先着順受付

申込数
1会員年度内
12セットまで
1会員年度内
あわせて
12セットまで

・すでに申込枚数を購入されている方は購入できません。
・入園料は大人200円、65歳以上および小中学生は100円。
（小中学生は春、夏、冬休みを除く平日は入園無料）
あらかわ遊園

TEL 03−3893−6003

展覧会
フランス人間国宝展
あっせん料金：一般 700円
（一般料金：当日1,400円）
あっせん枚数：170枚
（1会員4枚まで）
会期：9月12日
（火）
〜11月26日
（日）
会場：東京国立博物館
表慶館（東京・上野公園）
締切：10月31日（火）午後5時必着

フランス伝統工芸の最高技能者に与えられる「メートル・ダール」
の称号。本展はその称号を持つ作家を中心に、伝統を継承しつつ
革新的に芸術的工芸の世界を牽引する作家15名の作品、約200件
を紹介します。

北斎とジャポニスム

HOKUSAIが西洋に与えた衝撃
あっせん料金：一般 900円
（一般料金：当日1,600円）
あっせん枚数：260枚
（1会員4枚まで）
会期：10月21日（土）〜
平成30年1月28日
（日）
会場：国立西洋美術館
（東京・上野公園）
締切：11月30日（木）午後5時必着

モネ、ドガ、セザンヌ、ゴーガンをはじ
め西洋美術の名品約200点と、北斎の
錦絵約30点、版本約60冊の計90点（出
品点数は予定、会期中展示替えあり）
エドガー・ドガ《踊り子たち、ピンクと緑》
による“東西・夢の共演”で北斎が西洋 1894年 パステル、紙（ボード裏打）
66×47cm 吉野石膏株式会社
（山形美術館寄託）
に与えた衝撃をご覧いただきます。

興福寺中金堂再建記念特別展

「運慶」

あっせん料金：一般 900円
（一般料金：当日1,600円）
あっせん枚数：200枚（1会員4枚まで）
会期：9月26日（火）〜11月26日
（日）
会場：東京国立博物館
平成館（東京・上野公園）
締切：10月31日（火）午後5時必着

各地にのこる名品が東京に集結する、
史上最大の運慶展。
かつてない規模で、天才仏師・運慶の
初期から晩年にいたる軌跡をたどりま （左）国宝 無著菩薩立像［部分］
運慶作 鎌倉時代・建暦2年（1212）
頃
奈良・興福寺蔵 写真：六田知弘
す。奇跡の55日間にご期待ください。

（右）
国宝 八大童子立像のうち制多伽童子
［部分］
運慶作 鎌倉時代・建久8年（1197）
頃
和歌山・金剛峯寺蔵 写真：高野山霊宝館

ゴッホ展

巡りゆく日本の夢
あっせん料金：一般 900円
（一般料金：当日1,600円）
あっせん枚数：260枚
（1会員4枚まで）
会期：10月24日（火）〜
平成30年1月8日（月・祝）
会場：東京都美術館（東京・上野公園）
締切：11月30日（木）午後5時必着

ゴッホ美術館や世界中の名だたる美術
館などが所蔵する油彩画やデッサン、
そのほか厳選した資料により、日本を
愛したゴッホ、そしてゴッホに憧れた日 《花魁》（渓斎英泉による）
フィンセント・ファン・ゴッホ
本人という相互関係を通じて、ゴッホ 1887年 油彩・綿布 ファン・ゴッホ美術館
（フィンセント・ファン・ゴッホ財団）蔵
の魅力を紹介します。
©Van Gogh Museum, Amsterdam
（Vincent van Gogh Foundation）
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インフルエンザ予防接種費用補助

会員本人が受けたインフルエンザの予防接種費用の一部を補助します。
補助対象者

会員本人

・インフルエンザ予防接種日および補助金請求日の両日ともサービスセンターの会員であること。
・インフルエンザ予防接種費用として自己負担していること。
（市区町村、健康保険組合等で助成を受け、自己負担のない方は請求できません）
補 助 金 額

１会員 年度内１回 1,000円まで
インフルエンザ予防接種費用の自己負担が1,000円未満の場合は自己負担額が請求額です。（100円未満は切り捨て）
請 求 期 限
予防接種日から１年以内
補助金請求・受領方法

窓口：会員証、必要書類、印鑑をサービスセンター窓口にお持ちください。書類確認後、補助金をお渡しします。
代理人の方の窓口受領は、同じ名字でも別々の印鑑が必要です。
郵送：必要書類をサービスセンターへ郵送してください。会員本人の口座へ１か月以内に振り込みます。
必要書類
❶インフルエンザ予防接種費用補助金請求書
用紙は窓口にあります。サービスセンターホームページからもダウンロードできます。
❷医療機関発行の領収書を添付（コピー可） 領収書に下記の①～⑤の記載があることをご確認ください。
①予防接種者名（会員氏名）
②インフルエンザ予防接種代と記載があること
③予防接種日（領収日）
④予防接種費用額（診療や複数の方の費用が合算されている場合は内訳が必要）
⑤予防接種を受けた医療機関名
※会費未納（滞納）がある場合は会費完納まで支給できません。

小学校・中学校入学祝金

請求受付中

平成29年4月に小学校・中学校に入学されたお子様がいる会員の方に、お祝い金を給付しています。
該当している会員の方はお手続きください。
請求資格
平成29年1月1日現在会員の方で、請求時に会員であること。
なお、平成28年4月2日〜平成29年1月1日の間に入会された方は給付金額が半額になります。
平成29年1月2日以降に入会された方は対象になりません。
給 付 金 額

小学校・中学校入学

10,000円

請 求 期 限

平成30年3月30日（金）
給付金請求・受領方法

窓口：「給付金請求書」の表裏に必要事項を記入し、会員証、証明書類、印鑑をお持ちください。
代理人の方の窓口受領は、同じ名字でも別々の印鑑が必要です。
郵送：
「給付金請求書」の表裏に必要事項を記入し、押印のうえ、証明書類を添えてサービスセンターに郵送してください。
会員本人の口座へ1か月以内に振り込みます。
必要書類
❶「給付金請求書」

用紙は窓口にあります。サービスセンターホームページからもダウンロードできます。

❷証明書類(コピー可）次のいずれか１つを必ず添付してください。
○就学(入学)通知書
○健康保険証
○在学証明書
○生徒手帳（生年月日の記載があるもの）
※義務教育終了祝金は廃止されましたが、旧豊島区、旧北区の会員については、経過措置として平成30年3月卒業のお子様まで、
5,000円が給付されます。
※会費未納（滞納）がある場合は会費完納まで支給できません。
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会員証提示

デパート優待利用のご案内

下記のデパートで優待サービス等が受けられます。
利 用 対 象

会員・登録同居家族
利 用 方 法

①各デパートのご優待取扱い場所で、サービスセンター会員証を提示して、「ご優待券」または「ご優待カード」等を
お受取りください。
②店舗にて会計の際、販売員の方に「ご優待券」または「ご優待カード」等を渡してからお支払いください。
「ご優待券」は切り離すと無効になる場合があります。表紙とともに販売員の方にお渡しください。
＊優待の対象外の品目があります。ご利用の際は、券面記載の注意事項をご確認ください。
デパート名
小田急百貨店
髙島屋
松坂屋

優待利用対象店

優待券等発行場所

新宿店
TEL 03−3342−1111

本館11階
OPカードカウンター

町田店
TEL 042−727−1111

6階
OPカードカウンター

藤沢店
TEL 0466−26−6111

4階
OPカードカウンター

日本橋店
TEL 03−3211−4111

7階
サービスカウンター

新宿店
TEL 03−5361−1111

10階
購買会カウンター

大宮店
TEL 048−643−1111

6階
ギフトサロン

柏店
TEL 04−7144−1111

8階
友の会サロン

上野店
TEL 03−3832−1111

本館6階
サービスカウンター

優待内容
OPポイント専用カード入会時特典
300ポイント付与
（発行手数料として100円）
OPポイント専用カードは初年度３％のポイント付与、
次年度からは前年のお買い上げ額に応じて３～１０％の
ポイント付与（奉仕品・食品・飲食は１％）

貯めたポイントは１ポイント＝１円として１ポイントから使用可

お買い物1口
（ただし消費税を除く価格3,000円以上）
につき、
その値札金額の5%を割引

ご優待券のご利用で5%割引

三越

現金･商品券でお買い上げ1回につき1,000円以上に限ります
（1,000円未満端数は切り捨て）

国内全店

伊
勢
丹
三越伊勢丹

現金優待カードの発行・
新宿本店
TEL 03−3352−1111 更新手続き店舗
☆日本橋三越本店
立川店
新館2階外国顧客カウンター
TEL 042−525−1111
お買い上げ金額が、一品3,000円（税抜）以上の場合、
TEL 03-3241-3311
店頭価格の5%（セール品、食品、飲食等除外品目あり）を
松戸店
TEL 047−364−1111 ☆銀座三越
現金優待カード（発行・更新は☆の店舗のみ）提示で優待
地下1階手荷物預かり所
（伊勢丹各店では、
現金優待カードの発行・更新は承っておりません）
浦和店
TEL 03-3562-1111
TEL 048−834−1111
☆恵比寿三越
相模原店
1階インフォメーション
TEL 042−740−1111
TEL 03-5423-1111
府中店
TEL 042−334−1111

『慶事ギフト』『弔事返礼品』特別ご優待
三 越カタログ（ギフト担当）0120−03−3254
伊勢丹カタログ（ギフト担当）0120−123−691
※直接来店でのご用命は優待除外
受付：10時〜18時

【対象商品・割引内容】

①『ギフトカタログ（慶事）』
『ご返礼品カタログ（弔事）』掲載商品
商品情報欄内に（♭）の記載
5％割引
上記に電話のうえ、
「東京城北勤労者サービスセンターの会員」
であ
商品情報欄内に ♭ の記載
10％割引
ることを告げて、カタログをお取り寄せください。ご都合のよい日
商品情報欄内に ♭ の記載
15％割引
時に、ギフトコンサルタントがお伺いすることも可能です。
②エムアイカードのご利用で、上記割引後の価格にポイ
専用ホームページから、内容の確認･お申し込みができます。
ントを付与
URL http://mi-gift.jp/9004t/
③商品により全国無料配送（対象：送料無料マーク、ま
たは★マーク）
フレンドリーげんき 三越伊勢丹ギフト 検 索
④ご挨拶状無料サービス（弔事のみ：ご用命件数分を無
料作成）
※割引特典はカタログ掲載商品に限ります。他との併用はできません。
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フレンドリーげんき申込書
申込方法

（申込方法に指定がある場合を除く）
サービスセンター窓口、電話、FAX、パソコン、Eメールで受け付けます。

【豊島区本部】

FAX
TEL

【北区営業所】

03−5961−0522
03−5961−0520

パソコン サービスセンターホームページ

http://www.tokyo-kinrou.jp
新着情報からお申し込みください。

会員番号

−

FAX
TEL

03−3806−7588
03−3806−7581

Ｅメール info@tokyo-kinrou.jp へ必要事項を入力し

送信してください。携帯電話からのメールも可。

（ファイルの添付は不可・受付確認メールの送信はありません）
フ リ ガ ナ

−

様

会員氏名

昼間の連絡先名
受取方法

【荒川区営業所】

03−5390−1177
03−5390−1242

FAX
TEL

電話番号
豊島区本部

窓 口→

北区営業所

（東部区民事務所２F）

（要会員証）

送 付→

荒川区営業所

（北とぴあ 11Ｆ）

自宅

勤務先

（荒川区役所 6Ｆ）

勤務先名

送 付 先
〒

電話番号
・送付ご希望の場合、送料82円と郵便局払込手数料（ATM80円、窓口130円）は会員様のご負担となります。
チケットを数種類お申し込みの場合、納品の都合により発送が別々になることがあります。
送料、払込手数料はその都度、会員様のご負担となります。ご了承ください。
・複数をとりまとめて送付ご希望の場合は、その旨および代表者氏名をわかるようにご記入ください。

［希望するチケット・商品等］ ※コンサートなどは、公演日時および種別・席種を、フリーパスは区分をお書きください。 例：としまえん大人 2 枚、子ども1枚
商

品

名

公演日時

種別・席種

（大人・子ども等）

数量

代

金

［はとバス日帰りツアー補助券］
STEP

1

STEP

2

STEP

3

はとバス日帰りツアー
補助券仮予約

枚

枚

①コース番号

STEP

2

STEP

3

は仮予約から 5 営業日以内にお済ませください。

・ツアーを予約後、下の事項をご記入のうえサービスセンターへ
補助券をお申し込みください。
・必要事項に不備があると補助券の発行ができませんのでご注意
ください。

②ツアー名

③ツアー出発日
⑤

・

はとバスへツアーを予約してください。
はとバス日帰りツアー
補助券申込

・サービスセンターへ補助券の仮予約をしてから、はとバスへ
ツアーの予約をしてください。

月

） ④照会番号

日（

補助券利用者氏名（フリガナ）

会員番号

続

柄

年

齢

性

別

（

）

男 ・ 女

（

）

男 ・ 女

（

）

男 ・ 女

（

）

男 ・ 女

・補助券の利用対象は、会員と登録同居家族です。参加する本人名義でお申し込みください。借名による補助券の利用はできません。

［個人情報の取扱いについて］

当事業等のお申し込みに際し、ご記入いただいた個人情報は、当該事業の案内、チケット等の送付の目的
以外には利用いたしません。
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豊島区本部事務所移転のお知らせ
東京城北勤労者
サービスセンター

都

田
新
線
鴨
川
巣
荒
←
電

豊島区本部事務所は、豊島区立生活産業プラザの改修工事に伴い、
豊島区東部区民事務所へ移転しました。
電話番号、ＦＡＸ番号も変わりましたのでご注意ください。

※エレベーターはありません

巣鴨警察署入口交差点
コンビニエンスストア

JR 山手線

南口

巣鴨駅→

向
←

新規入会事業所紹介キャンペーン実施中！
期間延長！
！

紹介した会員様にも、紹介された事業所の方にも特典があります。
是非、このキャンペーンをお知り合いの方にご紹介ください。

ご紹介くださった会員様への特典
ご紹介の事業所が、期間中に入会すると、入会者１人に
つき、1,000円分の「クオ・カード」または「図書カード」の
どちらかをプレゼントします。

キャンペーン期間 平成30年 3月31日
（土）
まで
キャンペーン期間中に入会された事業所への特典
特典1 入会金無料（通常期 1人200円）

※事業所入会時の入会者全員入会金無料です。

特典2 入会者1人につき、1,000円分の「クオ・カード」

※プレゼントは、ご紹介事業所が入会後に進呈します。

または「図書カード」のどちらかを進呈します。

（入会後進呈）

ご紹介いただきたい事業所

サービスセンターの入会対象は、区内（豊島区、北区、荒川区）の従業員500人以下の
事業所や商店、自営業の方です。
〇事業所で働く従業員と事業主の方全員で入会していただきます。
〇長期継続して雇用しているパートの方も入会できます。

サービスセンター入会金・会費
入会金／１名200円（入会時のみ）
会 費／１名500円（月額）
※キャンペーン期間中は入会金が無料！

※キャンペーン期間中に入会された事業所の、入会後１年以内の事業所退会はお断りします。
※すでに入会している事業所、入会後のお申し出の場合はキャンペーン対象外です。
※プレゼントおよび特典は事業所入会時に入会した方が対象です。
後日、入会された方は対象外です。

伝言板

■ 会費の引き落としについて

10月～12月分の会費を10月23日（月）に指定の口座から引き
落としさせていただきます。

■ 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」パスポートのご案内

9月30日（土）まで実施中！
詳しくは「フレンドリーげんきタイム７月号」をご覧ください。

■ スパ ラクーア 10月5日（木）リニューアルオープン
10月4日（水）まで工事の為、休館中です。

［事業の利用対象］

サービスセンターの事業・券のあっせん・
催事等をご利用できるのは、会員本人と登録
同居家族です。
ただし、会費未納（滞納）がある場合には
会費完納まで利用できません。

［お願い］

折込広告募集
会報誌の折込広告を募集しています。
会員の皆様の事業所・商品のPRにご活
用ください。

※誌面への広告掲載をご希望の場合はご相
談ください。
折込料金／A4判以内

会員事業所割引料金
１枚５円（一般料金 1枚10円）

サービスセンターが取り扱う各種チケット、遊園地等のフリーパス券は、会員
の皆様にご利用いただくよう、サービスセンターが法人券として購入している
ものです。金券ショップ、インターネット等での転売および譲渡は禁止されて
います。ルールを逸脱した行為はサービスセンターの信用を低下させ、各施設
との契約ができなくなる恐れがあります。ほかの会員の皆様に多大な迷惑を及
ぼすことになりますので、絶対にしないようお願い申し上げます。

［個人情報の取扱い］

当事業のお申し込みに際し、
ご記入いただいた個人情報
は、当該事業の案内チケッ
ト等送付、事業の保険申し
込みの目的以外には利用い
たしません。

次号予告 11月11日発行予定 ○日帰りバスツアー ○冬の食事券 ○クオ・カード ○チケットインフォメーション ほか
お問い合わせ

一般財団法人 東京城北勤労者サービスセンター

豊 島 区 本 部 〒170-0004 豊島区北大塚1-15-10 豊島区東部区民事務所2階
北
区 営業所 〒114-8503 北区王子１-11-１
北とぴあ11階
荒 川 区 営業所 〒116-8501 荒川区荒川２-２-３
荒川区役所６階（産業経済部内）
URL http：//www.tokyo-kinrou.jp
E-mail info@tokyo-kinrou.jp
［営業時間］午前9時〜午後5時
［休業日］土曜、日曜、祝日、年末年始
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TEL 03-5961-0520 / FAX 03-5961-0522
TEL 03-5390-1242 / FAX 03-5390-1177
TEL 03-3806-7581 / FAX 03-3806-7588

本号に掲載の写真は全てイメージです。

一般財団法人 東京城北勤労者サービスセンター 〒170-0004 豊島区北大塚1-15-10 豊島区東部区民事務所2階

原

大塚駅前停留場

編集発行

JR 大塚駅

巣鴨
警察署

月号

←池袋

9

北口

2017

新 住 所：〒170−0004 豊島区北大塚1−15−10
豊島区東部区民事務所2階
電話番号：03−5961−0520
FAX番号：03−5961−0522
営業時間：午前9時〜午後5時
休 業 日：土曜、日曜、祝日、年末年始
アクセス：JR大塚駅北口下車 徒歩5分 ※駐車場はありません

（豊島区東部区民事務所2階）

