
No.139
https://www.salviatown.com/
会員情報誌 夏

2020 7.8.9月

は

たら
く　たのしく

町田市の花
「さるびあ」の妖精
『サルビー君』

・サンシャイン水族館
・サンリオピューロランド
・フィールドアスレチック
　横浜つくし野コース

・サンシャイン水族館
・サンリオピューロランド
・フィールドアスレチック
　横浜つくし野コース

Pick
Up!

夏季の営業日は 

7月12日㈰・8月9日㈰・9月13
日㈰

「さるびあタウン」は
毎月第２日曜日も営業していま

す！

2020年6月1日現在の会員数

845事業所／6,751名

入会ご希望の方ご紹介くださ
い



　新型コロナウイルス感染症に罹患された方に
心よりお見舞いを申し上げます。また、医療関
係者、介護従事者のご尽力に感謝と敬意を申し
上げます。
　さるびあタウンでは春から夏にかけての日帰
り旅行、レクリエーション、教室などのイベン
ト開催を自粛させていただきました。
政府による緊急事態宣言は解除されましたが、
新しい生活様式の実践が求められており、会員
の皆様の健康と安全を考慮した事業内容に切り
替えさせていただきました。短い準備期間で事
業を進めておりますので、至らぬ点があるとは
思いますが、会員の皆様のご理解ご協力をお願
い申し上げます。

対象クーポン
※有効期限延長対応していない施設、ホテルもあります
ので、ご注意ください。

▼春号会報誌（2020 年 4.5.6 月号）
　P7掲載さるびあタウンクーポン

▼冬号会報誌（2020 年 1.2.3 月号）
　P7掲載さるびあタウンクーポン

▼冬号会報誌（2020 年 1.2.3 月号）
　P11 掲載グルメクーポン
………………………………………………………
対象チケット

▼さるびあタウンで直接販売したチケットのう
ち、新型コロナウイルス感染症対策で有効期
限に影響があったもの
（ライフサポート倶楽部で購入されたものは、
下記「お知らせ」情報に含まれません。）

さるびあタウン

状況により変動、また施設により対応が異なり
ますので、全てさるびあタウンホームページ
「お知らせ」でご案内します。

https://www.salviatown.com/
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2020冬
グルメクーポン

□に　印をご記入の上、ご希望店舗1つにご提出ください。
事前に「さるびあタウン会員」とお伝えのうえ、ご予約ください。

◆ご利用方法

このクーポン1枚に1名のみ会員料金（同行者料金の1,000円引き）になります。
※家族が使用する場合でも、会員の氏名をご記入ください。
※飲食1名に２枚以上の使用はできません。割引後1,000円未満になる料金区分者に
　対して使用できません。割引外の料金区分や食事プランに使用できません。
同行者（複数名可）は、同行者料金になります。このクーポン未提出の場合、料金適応できません。再発行不可。

◆ご 注 意

新宿プリンスホテル
ランチブッフェ（プリンスマルシェ）／ランチ「ザ スカイ
ハーフブッフェ」（和風ダイニング＆バーFUGA）

小田急ホテルセンチュリー相模大野
ボン・ロザージュブッフェ
（ボン・ロザージュ）

ベストウェスタン レンブラントホテル 東京町田
ブッフェ（パームツリー）/フカヒレの姿煮ランチ・
彩ディナー（龍皇）/天ぷらコース（中津川）

小田急ホテルセンチュリーサザンタワー
ランチ「フランセーズ」
（サザンタワーダイニング ）

帝国ホテル 東京
ランチブフェ（インペリアルバイキング サール）
カレーセット（パークサイドダイナー※予約不可）

ヨコハマ グランド インターコンチネンタル ホテル
「オーシャンテラス」ランチブッフェ
（オーシャンテラス）

ヒルトン東京お台場
ランチ「オリジナルコース」
（日本料理「さくら」鉄板焼カウンター）

横浜ベイホテル東急
「カフェ トスカ」ランチブッフェ
（カフェトスカ）

横浜ベイシェラトン ホテル＆タワーズ
“北海道フェア”ランチブッフェ
（コンパス）

2020冬 グルメクーポン

コピー不可

（必須）7桁

（必須）

（必須）

会員番号

事業所名

会員氏名

利用年月日 2020年　　　月　　　日

有効期間

※会員番号、事業所名、氏名のないものは無効です。

2020年1月～3月の各店舗指定日
★レストランにより指定日・指定曜日が異なります。ご注意ください！

□に   印をご記入の上、ご希望の施設、店舗
等にご提出ください。◆ご利用方法

【ご注意】クーポンを書籍購入時の補助券として使用する場合は
本券を２枚同時に使用することができますが、その他の施設で
使用する場合は１枚で１人（１回）に限り有効です。　

200円おふろの王様 
海老名店・瀬谷店・
高座渋谷駅前店・町田店

150円極楽湯
多摩センター店

200円すすき野
湯けむりの里

100円ヨコヤマユーランド緑
八朔の湯

350円湯快爽快くりひら

無　料こどもの国

1,600円マクセル
アクアパーク品川

200円ズーラシア

無　料金沢動物園

1,800円新江ノ島水族館

2,200円横浜八景島
アクアリゾーツ

1,100円イオンシネマ（6館）
※3D作品は1,400円＋
　メガネ100円

無　料

久美堂（全店舗共通）
書籍購入補助券

（300円分の補助券）

（必須）7桁

（必須）

（必須）

会員番号

事業所名

会員氏名

利用年月日 年　　　月　　　日

有効期間

※会員番号、事業所名、氏名のないものは無効です。

100円ロテン・ガーデン

2020年度

2020年4月1日～6月30日

町田市立室内プール
町田市立総合体育館
サン町田旭体育館

クーポン

クーポン

□に   印をご記入の上、ご希望の施設、店舗
等にご提出ください。◆ご利用方法

【ご注意】クーポンを書籍購入時の補助券として使用する場合は
本券を２枚同時に使用することができますが、その他の施設で
使用する場合は１枚で１人（１回）に限り有効です。　

200円おふろの王様 
海老名店・瀬谷店・
町田店・高座渋谷駅前店

150円極楽湯
多摩センター店

200円すすき野
湯けむりの里

100円ヨコヤマユーランド緑
八朔の湯

350円湯快爽快くりひら

無　料こどもの国

1,600円マクセル
アクアパーク品川

200円ズーラシア

無　料金沢動物園

1,700円新江ノ島水族館

2,200円横浜八景島
アクアリゾーツ

1,100円イオンシネマ（6館）
※3D作品は1,400円＋
　メガネ100円

無　料

久美堂（全店舗共通）
書籍購入補助券
（300円分の補助券）

（必須）7桁

（必須）

（必須）

会員番号

事業所名

会員氏名

利用年月日 年　　　月　　　日

有効期間

※会員番号、事業所名、氏名のないものは無効です。

100円ロテン・ガーデン

2019年度

2020年1月1日～3月31日

町田市立室内プール
町田市立総合体育館
サン町田旭体育館

★利用は2020年1月4日から

※ロテンガーデンは2020年１月４日から

042-851-8942

さるびあタウンオリジナルサービス
直接当事務局が受付しています！➡会報誌P2～ 18・20知って

得する

さるびあタウン
3つの使い方

★健康診断・人間ドック補助、自己啓発受講料補助
慶弔見舞い給付金

加盟団体「全福センター」からの提供

★

2 各市町村にあるサービスセンターが加盟する全国組織➡会報誌P13

プリンスホテルグループ、星野リゾートグループホテル、ルートイン
ホテルグループ、ホテルハーヴェストなどの宿泊や、ユーキャンなど
の学習、物販・保険などお得な情報がたくさんあります！
https://www.zenpuku.or.jp/
ロ

2

3 「ライフサポート倶楽部」からの提供1 福利厚生会社リソルホールディングス㈱運営➡会報誌P19

3 直営ホテルや、スポーツクラブ、コンビニチケットサービス、
介護・育児など全国で働く皆様のためのお役立ち情報満載です。

★さるびあタウンクーポンや、近隣の温浴施設・ゆうえんちの
チケット販売など

さるびあタウンクーポンP7～

さるびあタウン通信P14

加盟団体「全福センター」提供サービスのご紹介P13

レジャーパーク＆スパ等チケット販売P10～

健康診断補助P16

人間ドック補助・自己啓発受講料補助P17

慶弔見舞 給付金P18

index
No.139  2020.07.08.09

〒194-0022 町田市森野2-27-10エムコーポ森野1F ●入　会　金
●会費（月額）
事業所会員
個人会員

営業時間：平　　日 8:30～17:00
第２日曜 9:00～12:00、13:00～17:00

☎042-723-0667 042-720-2242
https://www.salviatown.com/

所在地・電話・営業時間等 ご利用料金

300円（1名）
500円（1名）
700円（1名）

森野南

●JR横浜線・小田急小田原線「町田駅」より  徒歩約15分
●さるびあタウンに駐車場はございませんので、お車でお越しの際は、各自ご負担にて周辺のコイン
パーキングなどをご利用ください。

一般財団法人 町田市勤労者福祉サービスセンター

1

※紙やラミネートフィルムの会員証（旧会員証）にはロゴが足りません。プラスチックカードの会員証を無料で発送いたしますのでお申し付けください。
※プラスチックカードにはピンク色もあります。

町田薬師池公園 四季彩の杜 西園
NEW OPEN

P3

商標登録第5974337号

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」のご案内P6

美術展等チケット販売
P5 映画館チケット販売情報

P4 おトクな商品券・お食事券販売！
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Movie 映画 ※料金は都合により変更となる場合があります。

この夏おすすめの映画はこれだ!

一般1,800円➡1,300円

一般1,800円➡1,300円

有効期限：要問い合わせ
MOVIX
（松竹系）

販売枚数限定20枚  ※申込日の属する四半期にお1人様 10枚まで。

イオンシネマ

TOHOシネマズ

109シネマズ

● クレジットカード決済のみ　 ● 決済完了後にコード式チケットをメール
にて受取　● インターネット座席指定可

ライフサポート倶楽部
デジタルチケットサービス ▶詳細は、http://www.lifesc.com

一般1,800円➡1,300円

一般1,800円➡1,100円

● セブンイレブンまたはローソン・ミニストップでの取扱い
● インターネットでの座席指定はできません

ライフサポート倶楽部
コンビニ発券サービス ▶詳細は、http://www.lifesc.com

▶詳細は、http://www.lifesc.com

▶詳細Ｐ9

一般1,900円➡1,400円
● クレジットカード決済のみ　 ●決済完了後９時間後にコード式チケットを
メールにて受取　 ●インターネット座席指定可

ライフサポート倶楽部
デジタルチケットサービス

▶詳細は、http://www.lifesc.com

一般1,900円➡1,400円
● クレジットカード決済のみ　 ●決済完了後12時間後にコード式チケット
をメールにて受取　 ●インターネット座席指定可

ライフサポート倶楽部
デジタルチケットサービス

松井愛莉主演の自分を愛するヒン
トが詰まった物語。新卒で入社し
忙しく働く一之瀬里奈（松井愛莉）
だが、心身ともに疲れ果て勢いで
会社を辞めてしまう。そんな時、
転職フェアでカリスマセラピスト
のカレン（藤原紀香）に出会い、
セラピストとしての道を歩むこと
になるが、最初からうまくいくは
ずもなく ......。

さるびあタウン直売

①チケットを事前にさるびあタウンにて購入。
②チケットを有効期間中に各劇場へ提出し、観たい作品の座席券と交換。
※インターネットでの座席指定はできません。※劇場グループ内の全国
共通チケットです。※「新宿ピカデリー」「丸の内ピカデリー」でも利用可。
※３Ｄ作品：+400円現地払い。※特別興行等使用不可。

さるびあタウンクーポン利用  限定6館
クーポン（Ｐ7）
ご持参のうえ劇場窓口払い

Ticket
割引チケ

ットのご
案内

癒しのこころみ～自分を好きになる方法～
2020年7月3日公開予定

『モンスターズ・ユニバーシティ』のダ
ン・スキャンロンがメガホンを取り、“か
つて” 神秘的な魔法が満ち溢れてい
た世界を描くファンタジーアドベン
チャー。はるか昔、世界は魔法に満ち
ていたが、時の流れと共に魔法は忘れ
られていった。 “魔法が消えかけた”
世界に暮らす少年イアンは、自分に自
信が持てず、何をやっても上手くいか
ないことばかりだった。そんな彼の叶
わぬ願いは、彼が生まれる前に亡く

なった父に会う事。16歳の誕生日プレゼントに、父が母に託
した魔法の杖を贈られたイアンは、杖と共に贈られた手紙に
父を24時間だけ蘇らせる魔法が記されていた。だが魔法に
失敗して “半分” の足だけの姿で父を復活させてしまう。魔
法オタクで陽気な兄バーリーの助けを借りて、イアンは父を
完全に蘇らせる魔法を探す旅に出るが、彼らに残された時間
は、あと24時間しかなかった......。

2分の1の魔法
2020年8月21日公開予定

©ドリームパートナーズ

©2020 Disney/Pixar. 
All Rights Reserved.

Museum 美術展・観覧等
※直接現地会場ではあっせん価格でお求めにはなれません。事前にさるびあタウンでの購入が必要です。

Ticket
割引チケ

ットのご
案内

有効期間

販売期間

東京・ミュージアム　ぐるっとパス2020

※施設の詳細はぐるっとパスホームページでご確認ください。https://www.rekibun.or.jp/grutto/

2,200円➡ 1,900円さるびあタウン
事前あっせん価格（ ）定価（大人料金のみ）

チケットブック お1人様四半期に10冊まで。

六義園や旧古河庭園、清澄庭園など都内の文化財庭園が新たに7庭園参加します。
対象施設：99の美術館・博物館・動物園・水族園・植物園・庭園
※各施設指定の展示に１回のみご利用いただけます。　※「入場できる展示」と「割引券として使える展示」があります。

最初に利用した日から2カ月間 ※ただし最終有効期限は2021年3月31日㈬

2021年1月29日㈮ 17:00まで

Gift
certifica

tes

商品券等
の販売

おトクな商品券・お食事券！お申込方法は裏表紙をご覧ください。

500円カード×6枚１セット3,000円分 → 2,500円価　　　　格

マックカード
～全国のマクドナルド店舗でご利用できる商品券～

期間限定販売！
期間限定販売！

期間限定販売！
期間限定販売！

１会員１セットまで購入可能枚数

2020年7月10日㈮ 17:00まで！ 受　　　　付

2020年7月17日㈮発　　　　送

※この事業は予算の範囲でおこなっていますので、申込状況によって
は受付期間内であっても販売を終了させていただく場合がござい
ます。
・マックカードに有効期限はありません。
・個人でのご利用に対するあっせんです。（会社の経費は不可）
・転売は厳禁です。

※画像はイメージです。実際に販売するカードが上記図柄とは限りません。 ※画像はイメージです。実際に販売するカードが上記図柄とは限りません。

500円券×6枚１セット3,000円分 → 2,500円価　　　　格

ジェフグルメカード
～外食産業唯一の 全国共通お食事券 ～

１会員１セットまで購入可能枚数

2020年7月10日㈮ 17:00まで！ 受　　　　付

2020年7月17日㈮発　　　　送

※この事業は予算の範囲でおこなっていますので、申込状況によって
は受付期間内であっても販売を終了させていただく場合がござい
ます。
・ジェフグルメカードに有効期限はありません。
・個人でのご利用に対するあっせんです。（会社の経費は不可）
・転売は厳禁です。

全国35,000店舗の加盟店でお食事をお楽しみいただけます。
詳しくはこちら…https://www.jfcard.co.jp/info.html

全国の百貨店、スーパー、専門店で おもちゃやベビー
子ども用品、文具等にご利用いただけます。加盟店数
は全国約5,500店舗！
詳しくはこちら…https://toycard.co.jp

3,000円カード → 2,700円価 格

図書カード

１会員２枚まで購入可能枚数

2020年7月10日㈮ 17:00まで！ 受 付

2020年7月17日㈮発　　　　送

※この事業は予算の範囲でおこなっていますので、申込状況によって
は受付期間内であっても販売を終了させていただく場合がござい
ます。
・図書カードの使用期限は数年～ 10年間位となります。
・個人でのご利用に対するあっせんです。（会社の経費は不可）
・転売は厳禁です。

※画像はイメージです。実際に販売するカードが上記図柄とは限りません。

500円券×6枚１セット3,000円 → 2,500円価　　　　格

こども商品券
～こどもの“欲しい”を叶えるこどものための商品券～

１会員１セットまで購入可能枚数

2020年7月10日㈮ 17:00まで！ 受　　　　付

2020年7月17日㈮発　　　　送

※この事業は予算の範囲でおこなっていますので、申込状況によって
は受付期間内であっても販売を終了させていただく場合がござい
ます。
・有効期限：2024年12月31日
・個人でのご利用に対するあっせんです。（会社の経費は不可）
・転売は厳禁です。
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Disney
東京ディ

ズニーリ
ゾート

※予算の範囲内での補助のため、年度途中で配布を終了する場合もございます。
その場合、ホームページでお知らせします。

▼１年度（４月～）に１回の受渡しとなり、再発行はできません。

▼来園予定の各会員の方に、１枚お渡しします。

▼ご利用は会員またはご家族に限ります。有償無償問わず第三者へ譲渡することを禁止します。

▼受渡しは、「さるびあタウン窓口（地図はP2参照）」または「送付（往復送料ご負担有）」になります。
　（電話での受付はしません。）
送付を希望の場合（往復送料のご負担有）
①申込書②返信用封筒を一緒にさるびあタウン事務局へ送付してください。（住所はP２参照）
①申　込　書：メモ用紙に「ディズニー希望」と記入のうえ「会員番号」「事業所名」「会員名」「日中連絡可

能電話番号」も記入してください。
②返信用封筒：通常の封筒に、84円切手を貼って、「会員本人居住先住所」をご記入いただき、返信用

封筒としてください。
2020年４月１日以降到着の翌営業日に作成いただいた返信用封筒で発送します。同一居住の会員同士
（例：ご夫婦）の場合は、おまとめいただいても結構です。

パークチケット１枚につき、１枚のみ1,000円引きで購入できる補助券です。
利用可能窓口：現地チケットブース、自動券売機、取扱いディズニーストア、

　東京ディズニーリゾート・オンライン予約・購入サイト

コーポレートプログラム利用券とは…

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

東京ディズニーリゾートをお得に利用できるよう補助券を配布します。（使用期限：2021年3月31日迄）

さるびあタウンホームページ（https://www.salviatown.com/）の「お知らせ」で
配布情報を確認のうえ、お申込ください。（年度途中で配布終了の場合あり）

①「東京ディズニーセレブレーション
ホテル」宿泊割引
利用者専用サイトより本宿泊を
ご予約。

…………………………………………
②「サンクス・フェスティバル」(仮称）
対象期間中の１日パスポートを
利用者専用サイトより特別料金
でご購入。
2020年度予定：2021年１月～３月期
※変更となる可能性あり
…………………………………………
最新情報は利用者専用サイト（dcp. 
go2tdr.com）にてご確認ください。

利用者専用サイト
dcp.go2tdr.com

配布方法

会員特典

【プランパスワード 】

2枚同時利用OK!

※お風呂・映画・
アミューズメント

施設情報はＰ８～９をCHECK！

さるびあタウンＰ７～９で利用したい
サービスや行きたい施設を探しましょう。

切り取って必要事項を記入しましょう！
記入漏れのないように…。

補助額以上の書籍代に利用可

本屋で使える書籍購入補助
久美堂全店舗で利用できます。

久美堂各店舗レジでクーポン提出→
書籍代から補助額（300円／枚）差引で購入！

持っていくだけでサービスが受けられます。
申し込みいらずでとっても簡単！とっても便利！

無料 or 割引施設利用

本…？映画！？それともお風呂…？
さるびあタウンクーポン

2020年7月1日～ 9月30日ご利用いただけます。

How to Use
さるびあタウンクーポンの使い方

step1

step2

step3

□に   印をご記入の上、ご希望の施設、店舗
等にご提出ください。◆ご利用方法

【ご注意】クーポンを書籍購入時の補助券として使用する場合は
本券を２枚同時に使用することができますが、その他の施設で
使用する場合は１枚で１人（１回）に限り有効です。　

200円おふろの王様 
海老名店・瀬谷店・
高座渋谷駅前店・町田店

150円極楽湯
多摩センター店

200円すすき野
湯けむりの里

100円ヨコヤマユーランド緑
八朔の湯

350円湯快爽快くりひら

無　料こどもの国

1,600円マクセル
アクアパーク品川

200円ズーラシア

無　料金沢動物園

1,800円新江ノ島水族館

2,200円横浜八景島
アクアリゾーツ

1,100円イオンシネマ（6館）
※3D作品は1,400円＋
メガネ100円

無　料

久美堂（全店舗共通）
書籍購入補助券

（300円分の補助券）

（必須）7桁

（必須）

（必須）

会員番号

事業所名

会員氏名

利用年月日 年　　　月　　　日

有効期間

※会員番号、事業所名、氏名のないものは無効です。

100円ロテン・ガーデン

2020年度

2020年7月1日～9月30日

町田市立室内プール
町田市立総合体育館

クーポン

□に   印をご記入の上、ご希望の施設、店舗
等にご提出ください。◆ご利用方法

【ご注意】クーポンを書籍購入時の補助券として使用する場合は
本券を２枚同時に使用することができますが、その他の施設で
使用する場合は１枚で１人（１回）に限り有効です。　

200円おふろの王様 
海老名店・瀬谷店・
高座渋谷駅前店・町田店

150円極楽湯
多摩センター店

200円すすき野
湯けむりの里

100円ヨコヤマユーランド緑
八朔の湯

350円湯快爽快くりひら

無　料こどもの国

1,600円マクセル
アクアパーク品川

200円ズーラシア

無　料金沢動物園

1,800円新江ノ島水族館

2,200円横浜八景島
アクアリゾーツ

1,100円イオンシネマ（6館）
※3D作品は1,400円＋
メガネ100円

無　料

久美堂（全店舗共通）
書籍購入補助券

（300円分の補助券）

（必須）7桁

（必須）

（必須）

会員番号

事業所名

会員氏名

利用年月日 年　　　月　　　日

有効期間

※会員番号、事業所名、氏名のないものは無効です。

100円ロテン・ガーデン

2020年度

2020年7月1日～9月30日

町田市立室内プール
町田市立総合体育館

クーポン

✂キリトリ

✂
キ
リ
ト
リ

✂
キ
リ
ト
リ

未加入事業所紹介用紙

加入促進キャンペーン
～さるびあタウン未加入事業所をご紹介ください～

お取引先やお知り合いの事業所で、さるびあタウンに
未加入の事業所はありませんか？

未加入事業所を紹介していただける場合は、下記にご記入のうえ、
FAXでお送りください。電話でお知らせいただいても結構です。

一般財団法人 町田市勤労者福祉サービスセンター TEL 042-723-0667　FAX 042-720-2242

　　　年　　　月　　　日

■紹介者会員氏名 様

■事業所名

下記の事業所を紹介します。

事業所名

住　　所

電話番号

ご担当者氏名

ー ー
■紹介者連絡先 ＴＥＬ ー ー

2020年9月30日までに紹介していただ
いた事業所が2名以上同時に入会された
場合、紹介者に商品券をプレゼントします。

2020年7月～ 9月まで

キャンペーン特典
紹介者には最大40,000円分の商品券を、
新規入会事業所には最大60,000円分の
商品券をプレゼント

2人
3～4人
5～9人
10～19人
20～29人
30～50人
51人以上

2,000円分の商品券
4,000円分の商品券
6,000円分の商品券
10,000円分の商品券
14,000円分の商品券
20,000円分の商品券
40,000円分の商品券

ご紹介者

2人
3～4人
5～9人
10～19人
20～29人
30～50人
51～100人
101人以上

新規入会人数
2,000円分の商品券
4,000円分の商品券
6,000円分の商品券
10,000円分の商品券
14,000円分の商品券
20,000円分の商品券
40,000円分の商品券
60,000円分の商品券

キャンペーン加入者特典新規入会人数 キャンペーン紹介者特典
ご加入事業所

キャンペーン期間にご加入いただくととってもお得！

見
本

見
本
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チケット販売はP12

「3-D」作品は1,400円＋メガネ100円

ライフサポート倶楽部チケット情報はP5

はっ さく

岩風呂（天然温泉）岩風呂（天然温泉）

おふろの王様　海老名店・瀬谷店・高座渋谷駅前店・町田店

天然温泉 極楽湯 多摩センター店

バラエティに富んだお湯とゆったりできる施設が自慢

加水なしの良泉質が
自慢！

➡150円平　日  830円
土日祝  980円

大
人

チケット販売はP12

湯快爽快 くりひら
より上質な癒しと潤いの

時間を…

➡350円平　日  950円
土日祝1,100円

大
人

➡200円平　日  850円
土日祝  950円

大
人 ➡200円平　日  950円

土日祝1,050円
大
人

新江ノ島水族館
幻想的な癒し空間

「クラゲファンタジーホール」も大好評！

町田市立室内プール・町田市立総合体育館
エクササイズでリフレッシュしよう！

イオンシネマ
お好きな６館で使えるクーポン

すすき野 湯けむりの里
日常の喧騒を忘れさせる
「湯【癒】」の空間

➡200円平　日  720円
土日祝  850円

大
人

ヨコヤマユーランド緑 八朔の湯
緑と空を眺めながらの露天
風呂で至福の一時を。ナノ
バブル水素＆炭酸風呂が
人気です。

➡100円平　日  800円
土日祝  900円

大
人

チケット販売はP12

天然温泉 ロテン・ガーデン
男湯・女湯が

毎日入れ替わる！

➡100円平　日  760円
土日祝  930円

大
人

310円➡無料大人 ➡1,100円土日祝1,800円大人

➡1,800円2,500円大人

横浜・八景島シーパラダイス アクアリゾーツ
海のすべてがそろった４つの水族館

➡2,200円3,000円大人
アクアリゾーツパス

マクセルアクアパーク品川
音・光・映像と海の生き物が融合した

都市型エンターテイメント

➡1,600円2,300円大人

4施設ともチケット販売はP12

※高座渋谷駅前店は源泉かけ流し天然温泉ではありません。

海老名店

［おふろの王様 海老名店］ ［おふろの王様 高座渋谷駅前店］
高座渋谷駅前店

➡200円平　日  750円
土日祝  950円

大
人

瀬谷店

［おふろの王様 瀬谷店］

➡200円平　日  850円
土日祝  950円

大
人

［おふろの王様 町田店］
町田店

多摩市落合1-30-1
042-357-8626

〒
☎

川崎市麻生区片平8-2-1
044-989-2644

〒
☎

横浜市瀬谷区目黒町２４-６　 　
045-924-1126

〒
☎

海老名市柏ヶ谷555-１　 　
046-236-0268

大和市福田2021-2 IKOZA5F
046-201-0126

〒
☎

相模原市南区鵜野森1-24-9
042-767-2603

〒
☎

〒
☎

藤沢市片瀬海岸2-19-1
0466-29-9960

〒
☎

横浜市金沢区八景島
045-788-8888

〒
☎

港区高輪4-10-30（品川プリンスホテル内）
03-5421-1111

〒
☎

利用可能施設　•町田市立室内プール•町田市立総合体育館
※サン町田旭体育館は屋内施設9月末日まで休館。 利用可能な6館

新百合ヶ丘　みなとみらい　海老名　多摩センター　港北ニュータウン　茅ヶ崎※テニスコート、町田第一中学校温水プール、南中学校温水プール、
　鶴川中学校温水プールでは使用できません。

横浜市青葉区すすき野3-2-7
045-905-2641

〒
☎

横浜市緑区西八朔町1201-1 
045-929-1126

〒
☎

町田市相原町358
042-774-2681

〒
☎

こどもの国
四季を通じて楽しめる自然いっぱいの遊び場！

よこはま動物園 ズーラシア
どうぶつで巡る世界一周の旅
生命の共生・自然との調和をメインに地域・気候帯別に生息環境を再現。

金沢自然公園 横浜市立 金沢動物園
横浜市最大級の緑！
珍しい動物と会える！

Coupon
さるびあタ

ウンクーポ
ン

本…？映画！？それともお風呂…？
さるびあタウンクーポン

※７・８ページのクーポン券（水色）を切り取ってご利用
ください。利用方法等、詳しくは７ページをご覧ください。
※営業日時など詳細は各施設にお問い合わせください。

大人 600円➡無料

大人 500円➡無料

〒 ☎横浜市青葉区奈良町700　　045-961-2111

大人 800円➡200円
〒 ☎

〒 ☎

横浜市旭区上白根町1175-1　　045-959-1000

横浜市金沢区釜利谷東5-15-1　　045-783-9100

※土曜日は小・中・高生
入園無料（要学生証等）

※土曜日は小・中・高生
入園無料（要学生証等）

本券は会員とそのご家族が
使用できます

（家族がご使用する場合でも、会員の氏名をご記入ください）

クーポンを書籍購入時の補助券として使用
する場合は本券を２枚同時（600円分の補助
券として）に使用することができますが、
その他の施設で使用する場合は１枚で１人
（１回）に限り有効です。

本券を書籍購入補助券として使用する場合は
補助額以上の購入（支払い）時にのみご使用
いただけます。なお、教科書や図書カードの
購入には使用できません。

表記店舗、施設以外でのご使用はできません。

本券の盗難、紛失、または減失等に対しては、
その責を負いません。

店舗・施設の所在地、営業時間、定休日等に
ついては直接店舗・施設にお問い合わせくだ
さい。

不正使用をした場合、被害額を全額ご負担
いただきます。

その他の割引券との併用はできません。

有効期限を過ぎたものは無効になります。

本券の複写、偽造、加工がおこなわれた場合、
損害賠償請求を致します。

★

★

★

★

★

★

★

★

★

クーポンご使用上の注意！
表面もご覧ください。

本券は会員とそのご家族が
使用できます

（家族がご使用する場合でも、会員の氏名をご記入ください）

クーポンを書籍購入時の補助券として使用
する場合は本券を２枚同時（600円分の補助
券として）に使用することができますが、
その他の施設で使用する場合は１枚で１人
（１回）に限り有効です。

本券を書籍購入補助券として使用する場合は
補助額以上の購入（支払い）時にのみご使用
いただけます。なお、教科書や図書カードの
購入には使用できません。

表記店舗、施設以外でのご使用はできません。

本券の盗難、紛失、または減失等に対しては、
その責を負いません。

店舗・施設の所在地、営業時間、定休日等に
ついては直接店舗・施設にお問い合わせくだ
さい。

不正使用をした場合、被害額を全額ご負担
いただきます。

その他の割引券との併用はできません。

有効期限を過ぎたものは無効になります。

本券の複写、偽造、加工がおこなわれた場合、
損害賠償請求を致します。

★

★

★

★

★

★

★

★

★

クーポンご使用上の注意！
表面もご覧ください。

✂キリトリ

✂
キ
リ
ト
リ

✂
キ
リ
ト
リ

★営業時間などが変更されている場合がありますので、ご利用の際には各施設ホームページ　　で事前にご確認いただくことをお勧めいたします。　　

見 

本

見
本
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10枚
3ヶ月

窓購
OK!

WEB 速達
等OK! 発送

11時平
日

得10（とくてん）チケット

東京都文京区後楽1-3-61　　03-5800-9999〒 ☎

◆2020年9月30日まで有効

野球、遊園地、ボウリングなどのレジャーからスパやレストランまで！

パスポート （入場とアトラクション）

東京都豊島区東池袋3-1 サンシャインシティ ワールドインポートマートビル 屋上　池袋駅（JR・東京メトロ・西武線・東武線）より
徒歩約10分　営業時間は公式HPをご確認ください。　※最終入場は終了1時間前まで　※特別営業時等ご利用頂けない場合がございます

〒

◆2020年７月20日～9月30日まで有効

大好きなキャラクターたちにふれあえる！
屋内型テーマパーク

健康的に自然と戯れる。

ワンデーパス

入園券

◆2020年9月30日まで有効

◆2021年3月31日まで有効

横浜市緑区長津田町4191　　045-983-9254〒 ☎

★営業時間やチケット有効期限の変更、各施設における特別料金(時期によってはさるびあタウン販売価格より安価なケース）が設定されている場 　合もありますので、ご利用の際には各施設ホームページで事前にご確認いただくことをお勧めいたします。

おとな 5,100円
中高生 4,800円

３歳～小学生及び60歳以上 3,800円
1,600円
3歳以上共通

10枚
3ヶ月

窓購
OK!

WEB 速達
等OK! 発送

11時平
日埼玉県南埼玉郡宮代町須賀110　　　0480-93-1200〒 ☎

利用できる施設など詳しくはパソコン・スマホで
チェックできます！
得10チケット対象施設必要ポイント一覧表は・・・

※会員１人10冊までご購入いただけます。8月31日（月）17:00まで受付

１冊（10ポイント分）
（最大6,000円相当） 3,000円

都会の空を飛ぶように泳ぐ姿を見ることができる世界
初の展示方法「天空のペンギン」水槽や、各種パフォー
マンス等見どころ満載！
大人から子供までお楽しみいただける水族館です。

天空のオアシス

稲城市矢野口4015-1　　 044-966-1111〒 ☎

おとな（18歳以上）5,500円
中高生4,400円

小学生・65歳～3,900円
３歳～3,400円

3,400円
3歳以上共通

10枚
3ヶ月

窓購
OK!

WEB 速達
等OK! 発送

11時平
日

WEB

ワンデーパス

◆2021年3月31日まで有効

いわき市常磐藤原町蕨平50　　　0570-550-550〒 ☎

入場券

◆2021年6月30日まで有効（券面記載3月31日より延長）

10枚
3ヶ月

窓購
OK!

WEB 速達
等OK! 発送

11時平
日

ワンデーパス

◆2021年3月31日まで有効

10枚
3ヶ月

窓購
OK!

WEB 速達
等OK! 発送

11時平
日 足柄下郡箱根町ニノ平1297　 　0460-82-4126〒 ☎

ワンデーパス

◆2021年1月31日まで有効

10枚
3ヶ月

窓購
OK!

WEB 速達
等OK! 発送

11時平
日

自然を堪能しながら楽しめる屋外エリア
や、アミューズメント感覚あふれるお風呂
が盛りだくさんの屋内エリアのほか、
都会の喧騒から離れ、ゆったり温泉を
楽しめる「森の湯」など、箱根の一大温泉
アミューズメントパークです。

New

New

New

東京ドームシティを満喫できる1
冊10ポイント綴りのとてもおトク
なレジャーチケットです！
ボウリングや東京ドームホテル、
レストラン、スパラクーア、読売
巨人軍公式戦など、ポイントを自
由に組み合わせ利用できます。

中学生以上 3,570円
小　学　生 2,250円
3歳以上 1,640円

1,100円
3歳以上共通

中学生以上 3,500円
3歳～小学生 1,800円

1,800円
1,200円おとな 900円 800円 中高生 800円 700円 ３歳～小学生 600円 500円

※会員1人10枚まで

※会員1人10枚まで

おとな（高校生以上） 2,200円 1,700円
※このチケットはサンシャイン水族館の窓口ではお買い求めいただけません

7月10日（金）17時まで！ 7月17日（金）受付 発送

注）期間限定販売！

ビッグな遊園地と動物園がドッキングしたハイブ
リッド･レジャーランド。夏もイベント盛りだくさん！

ビッグな遊園地と動物園がドッキングした
ハイブリッド･レジャーランド

復興への願いを込め、「きづなリゾート」としてグラン
ドオープンした「スパリゾートハワイアンズ」。ドー
ム６個分の敷地に５つのテーマパーク。
遊びきれない温泉大陸を思いっきり楽しもう！

温泉だけじゃない！多彩なショーも人気の秘密 はしゃぐ、たのしむ、あたたまる

絶叫系からほのぼの系まで豊富なアトラクションと自然
を生かした作りが自慢のよみうりランド。モノづくりが
体感できる「グッジョバ!!」も大好評！

“モノづくり”が体感できる新遊園地エリア
「グッジョバ!!」も大好評！

窓購
OK!

WEB 速達
等OK! 発送

11時平
日〒 ☎多摩市落合1-31　　042-339-1111

2,000円
3歳以上共通

18歳～59歳 [平日] 3,300円
[休日] 3,900円

３歳～17歳・高校生 [平日] 2,500円
[休日] 2,800円

60歳以上 [平日・休日] 2,200円

レジャーパーク＆スパ
LeisurePark & Spa etc...

10～ 12ページに掲載されているものは
全てチケットの販売（さるびあタウンが
販売元）となります。
【ご注意】
①発送１回に購入総枚数１枚でのご注文
の場合、84円送料ご負担いただきます。
②チケットによっては、完売（売切れ）
する場合もございます。
③お申込みいただいたチケット類は原則
キャンセルできません。
④転売は厳禁です。
⑤営業日時など詳細は各施設に直接お問い
合わせください。

アイコン説明

WEB WEBサイトから申込OK！

10枚
3ヶ月

20枚
3ヶ月

３ヶ月（申込日に属する四半期ごと）に
10枚または20枚まで！
※FAX、ホームページからお申込の場合
は、受信した時刻で見ますので、月末
深夜のお申込にはご注意ください。

窓購
OK!

さるびあタウン事務局窓口購入OK！
（要在庫確認）

発送
11時平
日

平日11時に発送
（11時以降や土日祝申込は翌平日発送）

発送
5
後
平日 5平日後に発送

（お申込は来園12日前迄を目安に）

速達
等OK!

発送時、別途有料で「速達（290円）」
「発送翌日午前着（340円）」も指定可
※発送日時は変わりません

Ticket
販売チケットのご案内

とくてん

【重要】
入場が事前抽選制となります。
チケットご購入の前に必ずサンリオ
ピューロランドHPをご覧ください！
https://www.puroland.jp/

豊かな自然環境で、起伏に富む
地形や池を活かした楽しいポイ
ントが盛りだくさんのフィール
ドアスレチック。人気の遊戯施
設トムソーヤ冒険の森やバーベ
キューなど、お子様からご年配
の方まで存分に楽しめます。
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加盟団体「全福センター」提供サービスをご紹介します。
他にもお家で買える物販、通信教育割引がありますのでホームページをご覧ください。→P2

癒し満ち行く憩いのときをあなたに…
美容と健康を助ける『源泉炭酸泉』や、サウナ着で
男女一緒にご利用頂ける『麦飯石サウナ』は50℃

24時間営業の健康ランド
大浴場・露天風呂・サウナ・フィットネスジムが入
館料だけで利用可能！また館内着、タオル、ボ
ディソープ等アメニティー、フィットネスウェア等
も入館料に含まれていますので、手ぶらでお越し
いただけます。
日本全国の温泉

上質なくつろぎが堪能できる
至福の和の温泉空間 お得な

ド
ケ
リンクなどの 社販社販ママーーケケッットト 送料無料！

「湯河原温泉」の源泉
から毎日タンクロー

ース販売の
ほどの低温設
定の為、ゆっ
くりじっくり
発汗できま

リーで運ばれるお湯
は、さらりとした感触な
がら、肌へのあたりが
やさしく、身体を芯から
温め、心までも癒してく
れます。入浴料、浴衣、
バスタオル、手ぬぐい、
館内利用料がセットに
なったお得な入館セッ
ト券なので、手ぶらで
ご利用になれます。

す。そのほか、 成分が楽しめる
人工温泉や裸で
泳ぐプールバス
にはちびっ子
浮き輪も無料貸
し出し中！24時
間営業だから朝
まで仮眠も可能

「こり」や「疲
れ」をほぐし、
キレイを磨く
リラクゼ ー
ションも多数
ご用意してい
ます。

窓購 WEB 速達 11時 10枚 です。 窓購 WEB 速達 11時 10枚 窓購 WEB 速達 11時 10枚
OK! 等OK! 発送 3ヶ月 OK! 等OK! 発送 3ヶ月 OK! 等OK! 発送 3ヶ月

〒厚木市林5-8-12　　046-296-4126☎ 〒相模原市中央区相模原7-1-20　　0120-307-326☎ 〒町田 ☎市鶴間7-3-1　　042-788-4126

入館券 入館券 セット入館券（浴衣等付き）

大 平日 　　　 　 1,375円 1,050円 大 1,595円 1,100円 大 2,530円 1,650円　人 土日祝・特定日  1,595円 　人 　人

加水なしの良泉質と、
充実のお食事処が自慢！

より上質な癒しと潤いの時間を… 男湯・女湯が毎日入れ替わる！

IDとパスワードがご不明の方は 2ページ「さるびあタウン3つの使い方」の②を
ご覧ください。

源泉から直接引いている新鮮な温泉は、ナトリウ
ム炭酸水素温泉で、浴後は清涼感があり、やわら
かな泉質で肌に優しく、なめらかになります。
関節痛、打撲・切り傷、火傷、慢性皮膚疾患などに
もよいとされています。

弱アルカリ性の高温泉は疲労回復のほか、神経
痛・筋肉痛・関節痛などに効果的！11種類の個性
あふれるお風呂をお楽しみください。

屋上の露天風呂からは朝は澄み切った美しい
空、夕方は綺麗な夕焼けが展望できます。1日ゆっ
くり過ごせるのがミソ。

窓購 WEB 速達 11時 20枚 窓購 WEB 速達 11時 20枚 窓購 WEB 速達 11時 20枚
OK! 等OK! 発送 3ヶ月 P9にクーポン情報あり OK! 等OK! 発送 3ヶ月 P9にクーポン情報あり OK! 等OK! 発送 3ヶ月 P9にクーポン情報あり

〒多摩市落合1-30-1　　042-357-8626☎ 〒川崎市麻生区片 ☎平8-2-1　　044-989-2644 〒町田 ☎市相原町358　　042-774-2681

入館券 入館券 入館券
大

大 平　日  830円 平　日     950円
土日祝 1,100円 800円　人 大 平　日  760円

　人 土日祝  980円 600円 円 600円　人 土日祝  930平日22:00以降及び毎月11日・26日は現地購入がお得です！

窓購 WEB 速達 11時 20枚
OK! 等OK! 発送 3ヶ月

P9にクーポン情報あり

バラエティに富んだお湯とゆったりできる施設が自慢
海老名店 瀬谷店 高座渋谷駅前店 町田店 多摩百草店 

〒 海老名市柏ヶ谷555-１ 〒 横浜市瀬谷区目黒町24-６　 　 〒 大和市福田2021-2 IKOZA5F 〒相模原市南区鵜野森1-24-9 〒 東京都多摩市和田1352-1
☎ 046-236-0268 ☎ 045-924-1126 ☎ ☎ 042-311-2603

入浴券 入浴券 入浴券 入浴券 入浴券

大 大 大 大 大平　日 850円
土日祝 950円 650円 平　日 750円

土日祝 950円 600円 平　日    950円
土日祝 1,050円 700円 平　日 850円

土日祝 950円 650円 平　日 800円
土日祝 950円 650円　人 　人 　人 　人 　人
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◆申込月を含む６カ月間有効 ◆申込月を含む６カ月間有効 ◆申込月を含む6ヶ月間有効
※代引き手数料
無 料

※沖縄県除く

◆申込月を含む6ヶ月間有効 ◆申込月を含む1年間有効 ◆申込月を含む6ヶ月間有効

※12月30日～1月3日利用不可

※多摩百草店を除く

◆申込月を含む6ヶ月間有効

046-201-0126 ☎ 042-767-2603
※高座渋谷駅前店は源泉かけ流し
天然温泉ではありません。

★営業時間やチケット有効期限の変更、各施設における特別料金(時期によってはさるびあタウン販売価格より安価なケース）が設定されている
場合もありますので、ご利用の際には各施設ホームページで事前にご確認いただくことをお勧めいたします。

平
日

平
日

平
日

平
日

平
日

平
日

平
日

！



さるびあタウン  広告募集！！― あなたのお店、会社も広告を出してみませんか？ ―

●会報誌「さるびあタウン」（A4・フルカラー）への紙面掲載広告

A5判
A4判1／ 4面

30,000円
15,000円

※各号の広告枠や他の掲載内容
との関係で、掲載回数や掲載
サイズは必ずしもご希望に
添えるとは限りません。

会報誌「さるびあタウン」への紙面掲載広告 ・ チラシ封入

掲載サイズ 金　　額

A4
A3（二つ折り納品）

60,000円
80,000円

掲載サイズ 会員宛て（約7,000部）

30,000円
40,000円

事業所宛て（約1,000部）
●会報誌「さるびあタウン」への広告チラシ（A4またはA3二つ折り）封入

※会員宛て広告の折り込みに際し、人員を派遣し折り
込み作業に従事した場合の折込料は２分の１となり
ます。
※各号の封入物（他の封入物の内容や全体的な数量）
により必ずしもご希望に添えるとは限りません。

「さるびあタウン」ホームページへの
バナー広告もございます。
会報誌「さるびあタウン」への紙面掲載広告 ・ チラシ封入も含め、お申込みや詳細は…「さるびあタウン」ホームページTOPページ右下方の『広告募集中！』バナーをクリック！

会員割引
あり

１日1,200人にアプローチできる 

タクシー車内の
デジタル広告
掲載費１ヶ月7,700円先着

５社様
限定

さるびあタウン
限定特典

スマフォ版
町トレはこちら公共交通機関である地元タクシーによる信頼度アップ

タクシーに乗る方は比較的に富裕層のお客様が多いのが特徴です。

（デザインや面倒くさいことは弊社が代行します）
初期設定費用22,000円相当を無料

町トレ

お問い合わせはこちら
東日本タクシー町トレ公式パートナー
担当：堀場　090-6168-2850

次号のご案内　2020年9月下旬～2020年10月上旬発行予定

さるびあタウン通信
さるびあタウン通信は会員の皆さまと
当サービスセンターとの
コミュニケーションスペースです。

▼猪野設備

▼アルテック

▼社会福祉法人友愛十字会　友愛荘
～よろしくお願いいたします～

新規入会事業所

（3月～5月）
※非掲載希望事業所・個人名事業所除く

皆さまからのメッセージ　アンケート結果から…
さるびあタウンNo.137&138のどこが良かったですか？悪かったですか？
•イベント案内が豊富で楽しませてもらいました！
•2020冬グルメクーポン（…が良かった？）
•見やすい。冬特集では いつか行きたいとインプット。大人の街歩きでは 
空いた時間で外に出るキッカケにと 活用してます。ただ お一人様なので 
施設にも制限があり残念なところでは有ります。
•種類が豊富で選択肢が多い
•毎回、お風呂のチケットを利用しています。利用施設が増えるとありがた
いです。
•会員の娘です。気功教室に行ってみたいと母に頼まれて申し込みしました。
ホームページから申し込めるのがよかったです。
•かなり久しぶりにイベントに申込みました。今から楽しみです。グルメクー
ポンも魅力的で利用してみたいと思いました。デジタルチケットサービス
の利用法のページもわかりやすくて良かったです。
•人間ドック補助制度がいい。このようなものをどんどん利用したい。
•いつもどおりクーポンがたくさんで、良かったです！ 3か月に1度の楽し
みです！
•レストランクーポン付属はとても良いです。参加型イベント案内も興味が
湧いて良いです。
•40代～ 50代向けのイベント内容やグルメクーポン内容が良かった。

•グルメクーポンは毎年楽しみにしております。ホテルバイキングは大好き
なので、今回はどこに行こうか迷っています！
•毎号楽しみにしており、必ず配布されるとおふろの王様瀬谷店へ家族で
ゆっくりしに行っています。今回はホテルバイキング(ボンロザージュ？ )
などのお知らせも目にとまりました。
•リソルの宿泊ホテルの割引情報や宿の紹介がもう少し充実してほしい。
チケットの使える温泉施設等が減ってきたのでもう少し充実すると嬉しい。
•さるびあタウンクーポンを温泉割引で利用しています。温泉好きにはたま
らないです。
•ホテルビュッフェ特集がうれしい。毎年利用しています。
•久美堂で300円クーポンを利用してます。ありがとうございます。
•しょうがないけどコロナ蔓延の中ではリソル系のページはむなしい。
•スポーツクラブ施設の案内に興味を持ちました。利用してみたいと思いま
す。また、冬号のクーポンの使用期限の延長の配慮は嬉しかったです！
•こんなご時世で有効活用ができませんが、コロナが終息したらあれしよう
これしようと、ワクワク感を少し持つことができました。ありがとう。
•スポーツクラブを丁寧に案内されているのが良かったです。早く旅行にと
フル活用したいです。
•興味のあるイベントが載っていた事や、活用できるクーポンが付いていた
事が嬉しかったです。

2020年度（令和２年度）事業計画・予算
2020年度事業計画 2020年度予算書 （単位:千円）

科　　目
Ⅰ一般正味財産増減の部
　１．経常増減の部
　　⑴経常収益
　　　①基本財産運用益
　　　②掛金収益
　　　③事業収益
　　　④受取補助金等
　　　⑤雑収益

経常収益計
　　⑵経常費用
　　　①事業費
　　　②管理費
　　　③返還金

経常費用計
　　　　当期経常増減額
　２．経常外増減の部
　　⑴経常外収益

経常外収益計
　　⑵経常外費用

経常外費用計
　　　当期経常外増減額
　　　当期一般正味財産増減額
　　　一般正味財産期首残高
　　　一般正味財産期末残高
Ⅱ指定正味財産増減の部
　　　①基本財産運用益
　　　②一般正味財産への振替額
　　　　当期指定正味財産増減額
　　　　指定正味財産期首残高
　　　　指定正味財産期末残高
　　　　正味財産期末残高

予算額

1
41,708
6,671
22,000
1,123
71,503

49,248
22,254

1
71,503

0

0

0
0
0

81,309
81,309

1
△ 1
0

3,000
3,000
84,309

テニス教室【中止】
ミニ盆栽教室 【中止】
クリスマスリースまたは正月飾り教室
手作り味噌教室
ヨガ・気功教室

山梨さくらんぼ狩り・清里テラス【中止】
旬の果物狩り【中止】
成田山初詣
いちご狩り

9地区SC共同事業　地引網 【中止】
ボウリング大会 【中止】
相模原SC共同事業　さつまいも掘り
相模原SC共同事業　柿狩り

…………………………… 2020年5月17日㈰・24日㈰・31日㈰
……………………………………………… 2020年  5月31日㈰

………………………… 2020年11月 or 12月
……………………………………………………………… 2021年 1月
……………………………………………………………… 2021年 2月

……………………… 2020年  6月14日㈰
………………………………………………………… 2020年 8月

………………………………………………………… 2021年  1月10日㈰
………………………………………………………… 2021年  3月  7日㈰

……………………………… 2020年  5月24日㈰
…………………………………………… 2020年  9月  2日㈬

………………………… 2020年10月18日㈰
…………………………………… 2020年10月25日㈰

※記載の事業、時期は予定です。予告なく日程変更・改廃・追加される場合があります。

研修会・教室

日帰りツアー

スポーツ大会レクリエーションその他イベント
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利 用 方 法

一般料金料　金 家族料金（割引） 会員料金（補助後）

❶提携の医療機関（4箇所）の中からお選びいただき、「町田市勤労者
福祉サービスセンターの会員または家族」であることを告げ、ご予約
ください。
❷予約後、当事務局まで予約内容（受診者名、受診日、日帰りまたは
宿泊）をお知らせください。（電話番号等連絡先の詳細はP2右下参照）
❸後日、当事務局より人間ドック利用券をお送りいたします。
❹当日、医療機関の窓口に書類をご提出のうえ受診してください。

相模野病院 相模原市中央区淵野辺1-2-30 ☎042-751-1265

47,850円

67,100円

日帰り

1泊2日

44,000円

66,000円

39,000円

61,000円

一般料金料　金 家族料金（割引） 会員料金（補助後）

多摩丘陵病院 町田市下小山田町1491 ☎042-797-1512

47,300円

69,300円

日帰り

1泊2日

40,700円

62,700円

35,700円

57,700円

一般料金料　金 家族料金（割引） 会員料金（補助後）

あけぼの病院健診部 町田市中町1-23-3 ☎042-728-4010

42,900円日帰り 38,500円 33,500円

一般料金料　金 家族料金（割引） 会員料金（補助後）

ふくいんクリニック 町田市山崎町2200 ☎042-791-1307

44,000円日帰り 38,720円 33,720円

■ 40歳が受診年齢  
生活習慣病は40代から増加する傾向が。病気を早期発見
するためにも、できれば元気な30代のうちから健診の受診
習慣を。 

■ 年に１回は必ず受ける 
昨年異常がなかったからといって安心は禁物。この1年の
間に新しい病気がすみついている可能性が。 

■ 「要精検」をこわがらない  
もともと健診とは、自分では気づかない病気を見つけるため
のもの。健診結果の「要精検」をこわがらずに必ず受けま
しょう。 

■ 結果を今後の生活に活かす 
検査結果と照らし合わせ、今までの生活を振り返ってみ
ましょう。悪い生活習慣が思い当たったら、早めに改善する
ことが健康の秘訣です。

ちゃんと
健康チェック
していますか？
覚えておこう！
健診や人間ドックを

より活かすためのポイント ［ ］

１年度（4月～3月）に１回の受診が対象となります。
会員に対しては、家族料金（割引料金）より5,000円を補助しています。
受診日までに退会された場合、一般料金でのご受診になります。

人間ドック補助制度
健康診断だけでなく、しっかりと体をチェック
してみたい！
という方は人間ドックをどうぞ。

［ご注意］●書籍類、（CD・DVD等を含む）の物品購入のみの場合は対象外となります。●個人が自発的に受講した講座に限ります。会社の業務命令で
受講するものや、会社が費用負担した場合は補助の対象となりません。●予算事業でおこないますので、申請数（金額）によっては年度途中でも終了する
場合があります。●補助金の支給は年度内（4月～3月）1回となります。また、補助金を請求できるのは1つの講座に限ります。（複数講座を合算しての請求
はできません。）●補助対象となるのは、入会日以降の在会期間中に受講を開始～修了された講座となります。●在会中にご申請ください。詳しくはお問合せください。

◆受講料に対する補助金の額

請　求　
書

講座修了後、「自己啓発受講料補助金請求書」（さるびあ
タウンホームページよりダウンロード、またはさるび
あタウンに請求書を請求）に必要事項をご記入。

スクール（通信教育を含む）などでご希望の
講座を受講する。

受　講　料 30,000円以上

補　助　金 5,000円 3,000円
10,000～30,000円未満

電話

TEL 042-723-0667
FAX 042-720-2242

FAX

ホームページ

https://www.salviatown.com
TOPページ>>>サービスのご案内
>>>自己啓発補助

★審査のうえ、申請日の翌月25日（または翌営業日）に
　ご指定の口座に振り込みます。

NHK学園生涯学習通信講座は受講料￥2,000引き！
詳しくは、ライフサポート倶楽部へ ▼P19下段
ユーキャンは通常価格より15％還元価格
詳しくは全福センターへ ▼P2（インターネット申込のみ対応）

1
2

必要事項を記入した「自己啓発
受講料補助金請求書」と受講料
等領収書のコピー（会員本人の
氏名・講座名、支払った受講料
金・受講期間等の記載のあるもの）
を講座終了後１年以内に「さる
びあタウン」に提出。（窓口・
郵送・FAX）

3
補助金請求書と領収書等

耳より
情報

自己啓発受講料補助制度のご案内
仕事でもオフでもスキルアップを目指して頑張りたい！そんなポジティブな気持ちを応援します。

どこのスクールでもOK!

健康診断受診料補助有利な補助で出費を削減し、社員の健康チェック！

ご利用ください会員の皆さまのためのお得な制度

協会けんぽ 健康診断補助（※どこの医療機関でもOK!）

補 助 額

申請方法

会員1名につき1律800円　★被保険者（本人）が対象となります。
被扶養者の特定健診等は対象外となります。　

提携料金から、さらに補助金をお支払いします。

★会員100名以上（４月１日現在）の事業所は、指定10病院以外でも補助を行います。また、全項目健康診断は1人あたり2,400円補助致します。

全国健康保険協会の生活習慣病予防健診にも補助金をお支払します。
従業員の皆様の健康管理にお役立てください。

受診後、次の書類を提出してください。①健康診断補助金請求書（さるびあ
タウンホームページからからダウンロード）　②領収書（写）　③生活習慣病
予防健診申込書（写）（「受付番号」欄の左余白に会員番号を記入してください。）

ご
利
用
方
法

①申　　　込 下記指定10医療機関の中から、受診を希望する医療機関へ、①「サービスセンターの会員」で
あること、②事業所名、③受診コース、④受診日、⑤人数などをお申し出の上、ご予約ください。

②書類送付＆受診 指定医療機関から送付される受診票などをご持参の上、原則として会員全員が受診してください。

③お 支 払 い 受診の際、「提携料金」で受診料金をお支払いください。

④補 助 請 求 ①健康診断補助金請求書（さるびあタウンホームページからダウンロード）、②請求明細書（会員名の
隣に会員番号を記入）を郵送またはFAXしてください。

⑤補助金支払 センターにて、書類の確認を行い補助金を支払います。

※出張健診は30名以上。
　保健師・看護士による事業所での無料健康相談有り。

一般料金

（提携料金）

センター補助

会員料金

簡易項目
健康診断

全項目健康診断
（会員100人以上）（会員99人以下）

町田胃腸病院

11,000円

9,350円

町田市旭町1-17-21 TEL 042-726-6511 ※出張健診はお問合せください。

5,500円

4,950円

800円

4,150円

1,600円

7,750円

2,400円

6,950円

一般料金

（提携料金）

センター補助

会員料金

全項目健康診断
（会員100人以上）（会員99人以下）

相模原総合健診センター（渕野辺総合病院）

12,100円

相模原市中央区淵野辺3-2-8 TEL 042-753-3301 ※出張健診は30名以上。

（出張健診  7,920円）（現地健診12,100円）

1,600円

6,320円 10,500円

2,400円

5,520円 9,700円

一般料金

（提携料金）

センター補助

会員料金

全項目健康診断
（会員100人以上）（会員99人以下）

相模野病院

9,185円

8,800円

相模原市中央区淵野辺1-2-30 TEL 042-751-1265

1,600円

7,200円

2,400円

6,400円

一般料金

（提携料金）

センター補助

会員料金

簡易項目
健康診断

全項目健康診断
（会員100人以上）（会員99人以下）

南町田病院 ［担当：健診係］

12,650円

10,350円

町田市鶴間1008-1 TEL 042-799-6161 ※出張健診は実施しておりません。

6,270円

5,170円

800円

4,370円

1,600円

8,750円

2,400円

7,950円

一般料金

（提携料金）

センター補助

会員料金

簡易項目
健康診断

全項目健康診断
（会員100人以上）（会員99人以下）

鶴川記念病院（新富士病院グループ健康管理センター）

12,430円

9,075円

町田市三輪町1059-1 TEL 044-322-9152 ※出張健診は20名以上。詳しくはお問い合わせください。

6,380円

5,830円

800円

5,030円

1,600円

7,475円

2,400円

6,675円

一般料金

（提携料金）

センター補助

会員料金

簡易項目
健康診断

全項目健康診断
（会員100人以上）（会員99人以下）

やました内科・脳神経クリニック

11,000円

8,800円

町田市山崎町2055-2 グランハート町田B-107 TEL 042-794-6327

4,400円

3,520円

800円

2,720円

1,600円

7,200円

2,400円

6,400円

提携医療機関割引補助サービス

一般料金

（提携料金）

センター補助

会員料金

簡易項目
健康診断

全項目健康診断
（会員100人以上）（会員99人以下）

原町田診療所

10,450円

8,800円

町田市原町田4-17-11 TEL 042-722-6665 ※出張健診は30名以上。

4,950円

4,400円

800円

3,600円

1,600円

7,200円

2,400円

6,400円

一般料金

（提携料金）

センター補助

会員料金

簡易項目
健康診断

全項目健康診断
（会員100人以上）（会員99人以下）

あけぼの病院健診部

11,550円

8,250円

町田市中町1-23-3 TEL 042-728-4010 ※出張健診は実施しておりません。
★提携料金で受診できるのは1人年1回のみです。

4,950円

3,850円

800円

3,050円

1,600円

6,650円

2,400円

5,850円

一般料金

（提携料金）

センター補助

会員料金

簡易項目
健康診断

全項目健康診断
（会員100人以上）（会員99人以下）

ふくいんクリニック

11,000円

8,800円

町田市山崎町2200 TEL 042-791-1307 ※出張健診はお問合せください。

4,400円

3,520円

800円

2,720円

1,600円

7,200円

2,400円

6,400円

一般料金

（提携料金）

センター補助

会員料金

簡易項目
健康診断

全項目健康診断
（会員100人以上）（会員99人以下）

ふれあい町田ホスピタル

10,450円

7,700円

町田市小山ヶ丘1-3-8 TEL 042-798-1121 ※出張健診は実施しておりません。

4,400円

3,300円

800円

2,500円

1,600円

6,100円

2,400円

5,300円

本制度は会員の個人的な受診ではなく、事業所が会員に対して行った健康診断が対象となります。
よって、補助金の申請は事業所がおこない、センターからの補助金も原則事業所に対して支給されます。
35歳未満及び36歳～39歳の方も、35歳及び40歳以上を想定した検査を受診することが出来ます。
補助金も受診された検査に準じます。
個人会員の方は受診料金・検査項目の点から各自治体が実施する住民対象の健康診断をお勧めします。

■

■

■

（35歳未満及び36歳～39歳を想定）

（35歳及び40歳以上を想定）

●

●

●

●

―

●

―

●

●

●

―

●

●

●

簡易項目健康診断

全項目健康診断

検査項目
問診健診種別 検尿 生化学心電図胸部X線 血液一般一般計測

★健康診断補助は会員１名に対し、年度１回となります。事業所全体で退会された場合、事業所退会後の申請はできません。

❶

❷
［2019年度ご利用者数：2,845人］

※若年層など、
医師の判断に
より検査項目
の省略があった
場合の補助金
は800円となり
ます。
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火災等による災害
 
 
 

20％以上

10％以上

5％以上

5％未満

70％以上

20％以上70％未満

20％未満

自然災害

焼　失

全壊
半壊
床上浸水・一部壊

給付一覧（2016年４月一部改正）

成　　　人
結　　　婚
銀婚（結婚25周年）
珊瑚婚（結婚35周年）
金婚（結婚50周年）
出　　　産
小・中学校入学

円

円

円

円

円

円

円

10,000
20,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000

祝金
新しい門出に心からのおめでとうを

入院連続  5日以上
入院連続10日以上
入院連続30日以上
住宅災害

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

3,000
5,000
15,000

100,000
60,000
30,000
10,000

60,000
30,000
10,000

見舞金
健康って本当にありがたいですね

弔慰金
悲しい時はともに悲しみ…

円

円

円

円

円

50,000～100,000

30,000～50,000
30,000
15,000
10,000

会員本人死亡65歳未満（在会年数により）

会員本人死亡65歳以上（在会年数により）

配偶者死亡
子死亡（同居）
親死亡（実・養父母のみ）

（福）町田市社会福祉協議会 学童

安達　朋恵さん
【ご誕生】

正次郎（しょうじろう）くん
R1年12月生まれ

（公社）町田市シルバー人材センター

石田　圭二さん
【ご入学】

葵（あおい）くん
R2年4月小学校入学

おめでとうございます
皆さまの“Happy”な
写真をご紹介します。

給付資格 会員ご本人が対象となります。入会された翌月から発生した事由が対象となり、入会月を含む在会月数が同一事業所で
６ヶ月を越えた後、申請できます。
本人死亡以外の給付申請は、在会中にご申請ください。詳しくはお問合せください。 

申請期間 給付事由が発生後、２年以内が申請期間になります。

ご 注 意 弔慰金、見舞金に関して発生原因に災害救助法（地震災害、火山災害は適用除外）が適用された場合は予算等の
範囲内での給付となります。

本　担　配　他

給付方法 ①窓口受取りの場合：この用紙にご記入・押印後、証明書類（コピー可・年金用不可）とともにご持参ください。

②振込の場合：この用紙にご記入・押印後、証明書類（コピー可・年金用不可）とともにＦＡＸまたは郵送してください。
　原則として毎月末日までの受付を翌月２５日（又は翌営業日）に振込ます。
申請書類に不備等なければ、当方から受理済の連絡はしませんので、気になる方は電話でご確認ください。
証明書類の返却はしません。（一定期間後、適切に廃棄します。）

※給付事由が複数ある場合でもこの用紙１枚でご申請いただけます。（例：結婚祝金と出産祝金など）ただし、
　同一の給付事由で受給者が複数の場合は、それぞれ別々にご申請いただきます。（例：夫婦で会員の祝金など）

原則として３万円未満の給付金についてはその場でお支払いいたしますが、３万円以上の給付金については振込になります。
各種給付金の
ご案内

会員のみなさまの人生
の

さまざまな出来事に

給付金をお支払いしま
す。

ご申請をお忘れなく
ライフサポート倶楽部 http://www.lifesc.com メンバーズナビ

リソルプレス

あなたのオフを、もっとスマイルに。

※受付時間は10:00～18:00
（土日祝は17:00まで）

※受付時間は10:00～17:00

今号はRESOL PRESS抜粋版の掲載は見送りと
なりました。
RESOLのサービスにつきましては、【会員専用】
リソルライフサポート倶楽部 メンバーズナビ 
http://www.lifesc.com/ をご利用ください。

※受付時間は10:00～18:00
（土日祝は17:00まで）

※受付時間は10:00～17:00



平日 8:30～17:00　第2日曜 9:00～12:00、13:00～17:00

②さるびあタウン窓口受取・支払い（地図はP2）

ライフサポート倶楽部（P19）の申込は［宿泊］0120-837-330　［生活］0120-208-330注

＜送付方法＞事業所かご自宅に、普通郵便で発送。（送料無料）
　　　　　　　※有料で「速達」「発送翌日午前着」も指定可（発送日は変わりません）
＜同 封 物＞チケットと振込用紙を同封。イベントの場合は、案内文と振込用紙を同封。

クリック！

各種サービスのお申込み方法

インターネット 電話

FAX

https://www.salviatown.com
24時間受付
「申込日・月」は、受信した時刻を基準とします。月末深夜の申込にはご注意ください。

「申込日・月」は、受信した時刻を基準とします。月末深夜の申込にはご注意ください。yahoo, google etc ...でラクラク！

042-723-0667

042-720-224224時間受付

①ご希望のサービス名、会員名をお伝えください。

②郵送受取 ③支払い

5万円未満
5万円以上

ATM
152円
366円

窓口
203円
417円

窓口
さるびあタウン窓口（地図はP2）※到着した振込用紙をご持参ください。

その他主要
コンビニも可

コンビニ
コンビニ振込手数料無料

速達（別途290円）
発送翌日午前着（別途340円）

イ ベ ン ト
参 加 者 名

申込日 会員番号
（7桁）

ご回答の必要なものは、別途ご回答させて頂きます。https://www.salviatown.com

５名様に1,000円分の図書カード、またはグルメカードをプレゼント

※発送１回に購入総枚数１枚でのご注文の場合、84円送料をご負担いただきます。
※自宅郵送の場合、会員本人居住先に限ります。（別居家族居住先は不可）
※チケットの場合、発送日後平日２、３日経過しても郵送物が未着の場合、必ずご連絡ください。

発行 2020年7月1日　一般財団法人町田市勤労者福祉サービスセンター 編集・製作　タイヨー印刷株式会社年4回発行さるびあタウン 139号

サービス名 料金と申込数（必要数をご記入ください） 有効期間
または開催日

申込制限・締切
※四半期＝申込日の属する期

発送日
※チケット＆振込用紙
※イベント案内文＆振込用紙

詳細

MOVIX（松竹系） 販売枚数限定20枚　1,300円×　　　枚

おふろの王様
海老名650円×　　　枚／瀬谷600円×　　　枚

高座渋谷駅前700円×　　　枚／町田650円×　　　枚
多摩百草650円×　　　枚

※200円切取クーポン（P7）も有。詳細はP9

天然温泉 極楽湯　多摩センター店 600円×　　　枚
※150円切取クーポン（Ｐ７）も有。詳細はＰ９

天然温泉 ロテン・ガーデン 600円×　　　枚
※100円切取クーポン（Ｐ７）も有。詳細はＰ９

湯快爽快　くりひら 800円×　　　枚
※350円切取クーポン（Ｐ７）も有。詳細はＰ９

東京・湯河原温泉　万葉の湯 1,650円×　　　枚

JNファミリー 1,100円×　　　枚

湯花楽　厚木店 1,050円×　　　枚

箱根小涌園ユネッサン 中学生以上1,800円×　　　枚
3歳～小学生1,200円×　　　枚

スパリゾートハワイアンズ 1,100円×　　　枚

 サンリオピューロランド 2,000円×　　　枚

 サンシャイン水族館 おとな（高校生以上）1,700円×　　　枚

 フィールドアスレチック
　 横浜つくし野コース

おとな800円×　　　枚
中高生700円×　　　枚

3歳～小学生500円×　　　枚

よみうりランド　ワンデーパス ※プール入場不可　3,400円×　　　枚

東武動物公園　ワンデーパス 1,600円×　　　枚

東京ドームシティ　得10チケット 3,000円×　　　冊

ぐるっとパス2020 1,900円×　　　冊

 マックカード　500円券×6枚 ※3,000円分　2,500円×　　　セット

 ジェフグルメカード　500円券×6枚 ※3,000円分　2,500円×　　　セット

 こども商品券　500円券×6枚 ※3,000円分　2,500円×　　　セット

 図書カードNEXT　3,000円カード ※3,000円分　2,700円×　　　枚

※要問合せ

申込月を含む6ヶ月間

申込月を含む6ヶ月間
※12月30日～1月3日利用不可

申込月を含む1年間

申込月を含む6ヶ月間

2021年1月31日迄

2021年6月30日迄

2020年7月20日～
9月30日

2020年9月30日迄

2021年3月31日迄

2020年9月30日迄

最初に利用した日から2カ月間
※ただし最終有効期限は
2021年3月31日

―

2024年12月31日迄

数年～10年間位

四半期に10枚迄

四半期に各施設20枚迄

四半期に各施設10枚迄

10枚迄

10枚迄
※7月10日17時迄受付

四半期に各施設10枚迄

四半期に10冊迄
※8月31日17時迄受付

四半期に10冊迄
※2021年1月29日17時迄受付

各券種1セット限定
※7月10日17時迄受付

2枚迄
※7月10日17時迄受付

映
画
館

温
　
　
　
浴

P12

遊
園
地
等

P11

観  

覧

商
品
券
等

P5

P4

P10

P11

P6平日11時発送
（さるびあタウン窓口も可）

平日11時発送
（さるびあタウン窓口も可）

7月17日発送

平日11時発送
（さるびあタウン窓口も可）

平日11時発送
（さるびあタウン窓口も可）

7月17日発送

事前購入チケット類はキャンセルできません。チケットによっては完売の場合もございます。営業日時等、予告なく変更される場合がありますので、お出かけの際には必ず各施設にお問い合わせください。
※チケットをお申込で計3万円以上になる場合は、同時発送できませんので、日を分けてお申込みください。




