
町田市の花
「さるびあ」の妖精
『サルビー君』
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夏季の営業日は 
7/10㈰・8/14㈰・9/11㈰

「さるびあタウン」は
毎月第２日曜日も営業しています！

2022年６月1日現在の会員数

770事業所／6,433名

入会ご希望の方ご紹介ください

新江ノ島水族館
密着取材レポート！

大人の恋活パーティー in 横浜
ヨットセーリング体験

図書カードNEXT ／サーティワン アイスクリームギフト券
オーシャンスパ fuua（フーア）／木の花の湯
大磯ロングビーチ／サンリオピューロランド
東京ドームシティ 夏休み 昆虫展セット　etc...

手作りシルバー体験教室

南町田・小山田・小野路 ブルーベリー摘み取り補助券

夏
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〒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

さるびあタウン
3つの使い方

直営ホテルや、スポーツクラブ、デジタルケットサービス、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。

「ライフサポート倶楽部」からの提供
福利厚生会社リソルホールディングス㈱運営➡会報誌P19 ～ 31

プリンスホテルグループ、ルートインホテルグループなどの宿泊や、
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/

加盟団体「全福センター」からの提供
各市町村にあるサービスセンターが加盟する全国組織

★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
★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

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 ～ 181
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※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。

商標登録第5974337号

販売チケットのご案内
レジャーパーク＆スパ&イベント等チケット販売

P10～

特集

新江ノ島水族館 密着取材レポート！
P2・3

図書カードNEXT／サーティワンアイスクリームギフト券

手作りシルバー体験教室／大人の恋活パーティー in 横浜
P4

ヨットセーリング体験
南町田・小山田・小野路　ブルーベリー摘み取り補助券

P5

映画チケット販売情報
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

ログインID 　　パスワード
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250円

会員番号（７桁）

会　員　名

-

南町田・小山田・小野路ブルーベリー園（共通）
摘み取り補助券

 2022年7月1日～ 2022年シーズン終了まで有効

一般財団法人 町田市勤労者福祉サービスセンター

注！申込期限あり

図書カードNEXT
（3,000円分）

お得な商品券・お食事券
2 券種共通情報

2022 年7 月 14 日㈭ 11:00 迄！ 2022年7月25日㈪ 発送または
7月25日㈪～ 8月1日㈪ さるびあタウン窓口受渡

受　渡申込期限

※さるびあタウン窓口に直接お越しになっても、在庫はございません。事前にお申し込みをお済ませいただき、「受渡」までお待ちください。
※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締切日前であっても、受付を終了させていただく場合がございます。

注意事項
●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。●会員特別価格は「さるびあタウン」が補助した後の価格です。

南町田・小山田・小野路ブルーベリー園（共通）
入園料・摘み取り料金　補助券全国の「図書カード取扱マーク」のある書店等で使える、

本と雑誌のギフトカードです。

※カードデザインは例です。実際に販売するカードが上記デザインとは限りません。

煌く水面をヨットで駆け抜ける！逗子海岸から出艇して、葉山沖や鎌倉沖
をセーリングします！経験豊富なインストラクターが皆さんを全力で
サポート！ヨットの爽快さをぜひ体験してみましょう！

コピー不可

昼食付 、 アルコール・ソフトドリンク飲み放題
※状況によりアルコール提供不可になる場合もございます。

※感染症対策のため、指定の同意書にご記入いただき、当日受付に
ご提出いただきます。

※来場時の検温と、当日パーティー中の食事以外は、「マスク」を着用してご参加いただきます。
※飲食はバイキング形式となりますが、まん延防止が出た場合スタッフによる配膳形式へ

変更します。
※当日の参加状況や感染症対策により、運営内容が変更となる場合がございます。

着席回転式の自己紹介タイム▶

フリートーク＆食事タイム▶

グループ対抗ゲーム▶

リクエストカード記入▶

カップル発表
※マッチングあり

当日の流れ

新型コロナウイルス感染症対策

※申込締切日時後のキャンセルはできません。（コロナ起因を除く）

①9:50～12:00　②12:30～14:40
2022年7月31日㈰ と　　き

手作りシルバー体験教室
驚きと感動の手作りシルバー体験！

大人の恋活パーティー in 横浜
（40～50代限定）

横浜市他神奈川県サービスセンター、町田市サービスセンター共同事業

※申込期限前でも定員に達した場合は受付を終了します。
2022年7月15日㈮ 17:00迄申込締切日時

会員・家族 2,900円　一般 4,500円参  加  費
※家族・・・配偶者、子、父母、兄弟、孫

① ８人　② ８人（各回最少催行人数 ３人）募集人数

陶 shiraku会　　場
町田市高ヶ坂1-4-15
小田急線町田駅より徒歩約11分／ JR横浜線町田駅より徒歩約15分

初めての方もお気軽にご参加ください。お一人参加歓迎！

注！申込期限あり 注！申込期限あり

注！申込期限ありヨットセーリング体験
川崎市・厚木市・町田市勤労者福祉サービスセンター共同事業

2022年7月29日㈮ 17:00迄申込締切日時

2022年9月10日㈯ 12:00～15:00（受付開始11:30） 開催日時

男女共通 会員・家族 4,500円　参  加  費

全団体男女合わせて概ね70人募集人数

申込受付締切後、申込人数の状況により抽選になります。
正式受付の可否は8月4日㈭迄にメールまたは
お電話でご報告とともに、当選者へは
ご案内文書ご請求書を発送します。

受付可否

40歳～ 59歳の独身の方で、会員または家族。（友人不可）参加資格

横浜駅徒歩３分のカジュアルレストラン会　　場
※詳細開催場所は当選された方のみ発送のご案内文書にて記載。

2022年 8月6日㈯ 9:00～　※小雨決行、荒天中止 開催日時

会員・家族 5,000円　一般 6,000円　参  加  費

3人（３団体合わせて９人で実施）募集人数

水着、マリンシューズ（濡れてもよいスニーカー）
ウインドブレーカーやマリンジャケット、タオル、飲み物

持  ち  物
※ライフジャケットは貸出します。

逗子マリンボックス100場　　所
【電車】JR「逗子駅」より徒歩約15分、京急「逗子・葉山駅」より徒歩約15分
【車】　横浜横須賀道路「逗子IC」より約５分、県営有料駐車場より徒歩約１分

※駐車場は県営パーキングをご利用ください。（鎌倉方面へ10m先にあります。）
・「マリンボックス100」は温水シャワー、トイレ完備で女性の方も安心してご利用いただけます。

逗子市新宿2-14-4

注意事項
※申込状況により男女人数差が生じる場合があります。
※ドレスコードはありませんが、清潔感のある服装で

お越しください。

サーティワン
アイスクリームギフト券

（3,000円分）

全国のサーティワンアイスクリームの店舗で使
用することができます。※一部店舗除く。 

500円券×6枚1セット3,000円分 → 会員特別価格2,500円価　　格

なし使用有効期限

１会員１セット申込可能数
3,000円カード→ 会員特別価格 2,700円価　　格

数年～ 10年間位使用有効期限

１会員１枚または２枚申込可能数

南町田ブルーベリー園【必ず事前予約TELを願います】

「南町田ブルーベリー園」「小山田ブルーベリー園」「小野路ブルーベリー園」で使
用できる補助券です。3園の内１園を選び必ず事前予約TEL（「さるびあタウン」
会員であることを伝えてください。）の上、補助券に必要事項をご記入し、切り取っ
てご提出ください。入園料又は摘み取り料金から補助券１枚につき１人・１回
250 円の割引が受けられます。
注）記載以外のブルーベリー園では、使用できません！　
※下記料金は予告なく変更される場合があります。

住　　所　〒194-0004 町田市鶴間5-12-38　TEL 090-9645-5511　HP https://www.inouefarm.com/
交　　通　東急田園都市線「南町田グランベリーパーク駅」下車徒歩12分
受付時間　8:00 ～ 17:00［7月1日(金)受付開始］
開園期間　7月初旬～ 8月中旬　　開園日時　火・木・土・日曜日9:00 ～ 12:00
入  園  料　大人（中学生以上）500円、小学生400円　幼児（３歳以上）300円
摘み取り料金　200円/100ｇ（お1人500ｇ以上でお願いします）

小山田ブルーベリー園【必ず事前予約TELを願います】
住　　所　〒194-0202 町田市下小山田町1014番地［小山田緑地 第一駐車場となり］

TEL 042-719-5486　HP https://ogawafarm.tokyo/blueberry/
交　　通　「町田駅」からバス：多摩丘陵病院行き「扇橋」下車徒歩10分
受付時間　9:00 ～ 16:00　　開園期間　7月中旬～８月下旬（予定）
開園期間　火・木9:00 ～ 12:00 ／土・日9:00 ～ 12:00　13:00 ～ 16:00（ホームページ運営カレンダーでご確認ください。）
入  園  料　大人（中学生以上）500円　子供（小学生以下）300円
摘み取り料金　200円/100ｇ（大人１名500ｇ以上で入園料無料）

小野路ブルーベリー園【必ず事前予約TELを願います】
住　　所　〒194-0064 町田市小野路町1014番地

TEL 090-8302-2209　HP https://drive.jafnavi.jp/facility/131113X04412
交　　通　「鶴川駅」からバス：多摩センター行き「小野神社前」下車徒歩1分
受付時間　9:00 ～ 16:00　　開園期間　７月～ 8月下旬（予定）
開園日時　電話でご確認ください。　　入  園  料　無料
摘み取り料金　200円/100ｇ（お1人400ｇ以上でお願いします）

ご不明な点等ございましたら･･･さるびあタウンまで！
TEL 042-723-0667　FAX 042-720-2242　https://www.salviatown.com

★この補助券は「南町田ブルーベリー園」「小山田ブルーベリー園」「小野路ブルー
ベリー園」で１人・１回使用できる補助券です。
　３園の内１園を選び、必ず事前予約の上、補助券に必要事項をご記入し、切り
取ってご提出ください。
注！）上記以外のブルーベリー園では、使用
　　　できません！

250円

会員番号（７桁）

会　員　名

-

南町田・小山田・小野路ブルーベリー園（共通）
摘み取り補助券

 2022年7月1日～ 2022年シーズン終了まで有効

一般財団法人 町田市勤労者福祉サービスセンター

コピー不可

★この補助券は「南町田ブルーベリー園」「小山田ブルーベリー園」「小野路ブルー
ベリー園」で１人・１回使用できる補助券です。
　３園の内１園を選び、必ず事前予約の上、補助券に必要事項をご記入し、切り
取ってご提出ください。
注！）上記以外のブルーベリー園では、使用
　　　できません！

250円

会員番号（７桁）

会　員　名

-

南町田・小山田・小野路ブルーベリー園（共通）
摘み取り補助券

 2022年7月1日～ 2022年シーズン終了まで有効

一般財団法人 町田市勤労者福祉サービスセンター

コピー不可

★この補助券は「南町田ブルーベリー園」「小山田ブルーベリー園」「小野路ブルー
ベリー園」で１人・１回使用できる補助券です。
　３園の内１園を選び、必ず事前予約の上、補助券に必要事項をご記入し、切り
取ってご提出ください。
注！）上記以外のブルーベリー園では、使用
　　　できません！

250円

会員番号（７桁）

会　員　名

-

南町田・小山田・小野路ブルーベリー園（共通）
摘み取り補助券

 2022年7月1日～ 2022年シーズン終了まで有効

一般財団法人 町田市勤労者福祉サービスセンター

コピー不可

★この補助券は「南町田ブルーベリー園」「小山田ブルーベリー園」「小野路ブルー
ベリー園」で１人・１回使用できる補助券です。
　３園の内１園を選び、必ず事前予約の上、補助券に必要事項をご記入し、切り
取ってご提出ください。
注！）上記以外のブルーベリー園では、使用
　　　できません！

・12 歳未満の方はご参加できません。　・当日の風次第で、航路を変更する場合もあります。
・ヨットにはインストラクターが同乗します。

注意事項

「手づくりシルバー」は純銀の粘土から作るとても不思議な
アクセサリー制作です。
他にはない自分だけのシルバーアクセサリー（リングまたは
ペンダントトップ）を作ってみませんか？

★申込時に作成希望の作品１点（ ［Ａ］リング ・［Ｂ］ペンダントトップ ）
いずれかをお選びください

当日のスケジュール

集合

レクチャー

ヨットセーリング体験

写真撮影・着替え

9:00

9:45 ～

10:00 ～ 12:00

12:30 ～

2022年7月12日㈫ 10:00迄申込締切日時

申込受付締切後、申込人数の状況により抽選になります。正式受付の可否は
7月12日㈫午後にメールまたはお電話でご報告とともに、当選者へはご案内文書
ご請求書を発送します。

受付可否

ホームページ
限定受付

※さるびあタウン ホームページのみ受付（メールアドレス必須のため）

見 本

見 本

見 本

見 本
4



Movie 映画 ※料金は都合により変更となる場合があります。

一般1,900円➡1,400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会員 1 人 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➡1,100円

▶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

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

この夏おすすめの映画はこれだ!

最強最悪のボスに仕えることが
生きがいのミニオン。彼らはなぜ、
ひとりの少年グルーをボスに選ん
だのか?
そして、グルーはどのようにして
月をも盗む大悪党になったのか?
すべては・・・
1970年代の〔グルー誘拐事件〕から
始まった！超個性的な新キャラク
ターを巻き込んでミニオンと怪盗
グルー最大の謎が、ついに明らか
になる！

2022年7月15日㈮ 全国公開

行くぞ！これが大将軍への第一歩
だ―― 信は、漂の想いを胸に初陣
に挑む！ 
歩兵として戦に向かうことになった
信が戦場に着く頃には、戦況は最悪。
信が配属された隊を指揮する縛虎申
は、無謀ともいえる突撃命令を
下すー

2022年7月15日㈮ 全国公開

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。
2022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。
取扱い窓口：東京ディズニーリゾート・オンライン予約・購入サイト（取扱い窓口は、

追加変更になる場合があります。詳しくは、東京ディズニーリゾート・
オフィシャルウェブサイトでご確認ください。）

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：2023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）

「東京ディズニーセレブレーション
ホテル」宿泊割引
客室料金10％割引。
利用者専用サイトより本宿泊をご予約。

※プランパスワード有効期限は
2022年４月１日～ 2023年３月30日

……………………………………………

配布方法

会員特典
（配布開始：2022年4月1日）

公開作品は変更になる可能性がございます

利用者専用サイト

【プランパスワード】

最新情報は、利用者専用サイト（
）にてご確認ください。

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

2022年7月1日～ 9月末日まで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１会
計あたり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。 ● 施設側の料金改定などにより有効
期間中であっても現地負担金額が変更となる場合があります。

（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。

2022年度

クーポン

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

150円

120円ロテン・ガーデン

町田市立
室内プール

プ  ー  ル

390円温浴

トレーニング室 無　料

久美堂（全店舗共通）
書籍購入補助券

（300円分の補助券）

無　料町田市立総合体育館
サン町田旭体育館

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

2022年7月1日～9月末日

New

□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１会
計あたり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。 ● 施設側の料金改定などにより有効
期間中であっても現地負担金額が変更となる場合があります。

（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。

2022年度

クーポン

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

150円

120円ロテン・ガーデン

町田市立
室内プール

プ  ー  ル

390円温浴

トレーニング室 無　料

久美堂（全店舗共通）
書籍購入補助券

（300円分の補助券）

無　料町田市立総合体育館
サン町田旭体育館

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

2022年7月1日～9月末日

New

✂キリトリ

✂
キ
リ
ト
リ

✂
キ
リ
ト
リ

見
本

見
本
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Coupon
さるびあタ

ウンクーポ
ン

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！

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！

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
エクササイズで
リフレッシュ
しよう！

大きな大会もできる
50メートル公認プールあり！ 
2022年4月温浴棟OPEN！
ジェット湯、寝湯、炭酸泉、
水風呂、サウナ等

New

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。

〒 ☎藤沢市片瀬海岸2-19-1　　0466-29-9960

〒 ☎横浜市青葉区奈良町700　　045-961-2111

〒 ☎町田市図師町199-1　　042-792-7761

➡1,800円2,500円大人

大人 800円➡200円 ※土曜日は小・中・高生　入園無料（要学生証等）

町田市立総合体育館

310円➡無料大人

テニスコートでは
使用できません。

町田市南成瀬5-12
042‐724‐3440

〒
☎

サン町田旭体育館 町田市旭町3-20-60
042-720-0611

〒
☎

Ｐ2－3 に
特集ページあり！

プール利用時はクーポンに添えて150円を現地払い
トレーニング室利用時はクーポン提出で無料
温浴利用時はクーポンに添えて390円現地払い

プール 460円➡150円 トレーニング室310円→無料 温浴700円→390円大人

大人 600円➡無料

※各中学校の温水プールでは利用できません。

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１会計あたり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１会計あたり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

チケット販売はP12

横浜市最大級の緑！
珍しい動物と会える！

大人 500円➡無料
※土曜日は小・中・高生　入園無料（要学生証等）

横浜市金沢区釡利谷東5-15-1
045-783-9100

〒
☎

「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P6

横浜・八景島シーパラダイス
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・映像と生きものたちが
融合する最先端エンタメ施設

➡1,600円2,300円大人

天然温泉 ロテン・ガーデン
男湯・女湯が毎日入れ替わる！

イオンシネマ
お好きな６館で使える

クーポン

➡1,100円1,800円大人

※時期により、整理券が必要となる場合があります。
詳しくは施設公式Webサイトをご覧ください。

※時期により、整理券が必要となる場合があります。
詳しくは施設公式Webサイトをご覧ください。

金沢自然公園 横浜市立 金沢動物園よこはま動物園 ズーラシア

大
人 ➡120円平　日 780円

土日祝 950円

チケット販売はP12

天然温泉 極楽湯 多摩センター店
加水なしの良泉質が自慢！

チケット販売はP12

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

岩風呂（天然温泉）

湯快爽快 くりひら
より上質な癒しと潤いの時間を…

➡200円平　日  720円
土日祝  850円

大
人

大
人 ➡350円平　日  950円

土日祝1,100円

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。

おふろの王様　海老名店・瀬谷店・高座渋谷駅前店・町田店

バラエティに富んだお湯とゆったりできる施設が自慢

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。

［おふろの王様 海老名店］

海老名店

［おふろの王様 瀬谷店］

瀬谷店

［おふろの王様 高座渋谷駅前店］
高座渋谷駅前店

［おふろの王様 町田店］

大人 ➡200円平　日  850円
土日祝  950円 大人 ➡200円平　日  750円

土日祝  950円

大人 ➡200円平　日  950円
土日祝1,050円 大人 ➡200円平　日  850円

土日祝  950円

町田店

はっ さく

町田市相原町358
042-774-2681

〒
☎

多摩市落合1-30-1
042-357-8626

〒
☎

横浜市青葉区すすき野3-2-7
045-905-2641

〒
☎

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

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

〒
☎

➡150円平　日  880円
土日祝  980円

大
人

川崎市麻生区片平8-2-1
044-989-2644

〒
☎

横浜市緑区西八朔町1201-1 
045-929-1126

〒
☎

横浜市瀬谷区目黒町24-６　 　
045-924-1126

〒
☎

相模原市南区鵜野森1-24-9
042-767-2603

〒
☎

大和市渋谷5-22 IKOZA5F
046-201-0126

〒
☎

海老名市柏ヶ谷555-１　 　
046-236-0268

〒
☎

➡100円平　日  880円
土日祝  980円

大
人

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。

大人 800円➡200円
※土曜日は小・中・高生　入園無料（要学生証等）

横浜市旭区上白根町1175-1
045-959-1000

〒
☎

★営業日時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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東京ドームシティ 得10チケット

得10（とくてん）チケット

◆2022年9月30日まで有効

文京区後楽1-3-61　　03-5800-9999〒 ☎

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！

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・・・・・・・・・

１冊（10ポイント分） 3,000円

カワスイ 川崎水族館

入場券

◆2022年10月31日まで有効

川崎市川崎区日進町1-11川崎ルフロン9-10F　　044-222-3207〒 ☎

五感で感じる新感覚エンターテインメント水族館

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
2,100円

3歳以上共通

埼玉県南埼玉郡宮代町須賀110
0480-93-1200　　

〒
☎

アトラクションパスセット

◆2022年4月1日～2023年3月31日まで有効

足柄下郡箱根町ニノ平1297
0460-82-4126　　

〒
☎

パスポート

◆2023年1月31日まで有効

稲城市矢野口4015-1
044-966-1111

〒
☎

ワンデーパス

◆2022年4月1日～9月30日まで有効

おとな（18歳～64歳） 5,800円
中高生 4,600円

小学生・シニア（65歳以上） 4,000円

5,000円
3,900円
3,400円

※3歳～未就学児の通常料金は2,400円ですがさるびあタウンでの
割引チケットの取り扱いはありません。

※３ヶ月（申込日の属する4半期ごと）に会員１人５枚まで

※３ヶ月（申込日の属する4半期ごと）に会員１人５枚まで

サンリオピューロランド

パスポート （入場とアトラクション）

◆2022年7月16日～9月30日まで有効

多摩市落合1-31　　042-339-1111〒 ☎

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。

東京ドームシティ 夏休み 昆虫展セット
◆2022年7月8日～9月4日まで有効

東京ドームシティで夏休み
イベントとアトラクションを
同時に楽しむ！
＜セット内容＞
東京ドームシティ ギャラリー アーモ

《ファーブルに学ぶ！ 体感する昆虫展 TOKYO》
入場チケット＆東京ドームシティ アトラクションズ
アトラクション券(2枚)

「世 界 の 美 し い 水 辺」
をテーマに、様々な環
境に暮らす生きもの約
300 種を展示。最先端
の照明・音響・映像技
術を駆使した演出で、
霧や雨、滝などがリア
ルに再現され、都会に
いながら世界の水辺を
散歩するように楽しむ
ことができます。

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

東武動物公園 （プール利用不可！）

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。

はしゃぐ、たのしむ、あたたまる

箱根小涌園ユネッサン

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！

よみうりランド（プール利用不可！）

大好きなキャラクターたちに会える！屋内型テーマパーク

© 2022 SANRIO CO., LTD. APPROVAL No.P1406106

入場には事前の来場予約が必要となり
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のホームページを
ご覧ください。
https://www.puroland.jp/

期間中の休館日  9/1,7,8,14,15,28,29

【重要】

New

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。
（商品券除く）
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

10枚
3ヶ月

20枚
3ヶ月

３ヶ月（申込日の属する四半期ごと）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）

受付
11時迄平
日

平日11時迄受付、当日発送
（11時以降や、土日祝申込は翌平日発送）

速達
OK!

発送時、追加料金で速達を指定可。
※発送日時は変わりません！
・速達：260円

Ticket
販売チケットのご案内

10枚
3ヶ月

窓購
OK!

速達
OK! 受付

11時迄平
日

窓購
OK!

速達
OK! 受付

11時迄平
日

窓購
OK!

速達
OK! 受付

11時迄平
日

10枚
3ヶ月

窓購
OK!

速達
OK! 受付

11時迄平
日

9月30日（金）
17：00まで！

申込
期限

8月31日（水）
17:00まで！

申込
期限

8月26日（金）
17:00まで！

申込
期限

７月1日(金)
9：00から！

受付
開始

大磯ロングビーチ
◆2022年7月9日～9月11日まで有効

New

とくてん

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(18歳～64歳)[通常料金]3,600円～4,900円
こども(3歳～17歳・高校生)[通常料金]2,500円～3,800円

シニア(65歳以上)[通常料金]2,500円～3,800円

3,000円
2,000円
2,000円

窓購
OK!

速達
OK! 受付

11時迄平
日

10枚
3ヶ月

窓購
OK!

速達
OK! 受付

11時迄平
日

熱海市和田浜南町10-1　　0557-82-0123〒

オーシャンスパ fuua（フーア）

平日入館券

◆2023年1月31日まで有効

露天立ち湯とかけ流し露天湯の天然温泉、そして圧倒的な絶景が心と身体を癒す旅。
自家源泉を使用した湯はあたたかく、吹き渡る潮風が優しく吹き渡ります。
大自然と一体となった、熱海温泉の魅力を心ゆくまでお愉しみください。

注 !申込期限あり
New

☎

中 学 生 以 上2,750円 1,700円 会員１人５枚まで
４歳～小学生1,980円

～7月13日(水)
11：00まで！
7月20日(水)発送

または7月21日(木)～7月28日(木)
さるびあタウン窓口受渡

受付

受渡
オーシャンスパ fuua（フーア）の平日入館券は今回募集の期間限定販売のチケットがお得ですが、この
販売期間終了後など、RESOLホームページからも購入できます。
詳しくはRESOLホームページをご覧ください。

御殿場市深沢2839-1　　0550-81-0330〒

木の花の湯（このはなのゆ）

平日入館券

◆2023年7月31日まで有効

御殿場プレミアム・アウトレット敷地内にあり、屋内風呂も露天風呂も充実した自家源泉の温泉です。露天
風呂は絶景の富士山ビューで、世界遺産・富士山の雄大な姿を眺めながら温泉を堪能いただけます。

全長140mの「ウォータースライダー」をはじめ、「ダイビングプール」、「流れるプール」や「波の
プール」など、おとなも子どももプールリゾートを満喫できるウォーターパラダイス

注 !申込期限あり
New

☎

中 学 生 以 上1,600円 1,100円
500円 会員１人５枚まで

３歳～小学生   800円
～7月13日(水)
11：00まで！
7月20日(水)発送

または7月21日(木)～7月28日(木)
さるびあタウン窓口受渡

受付

受渡
★このチケットを利用しない場合でも、施設に13:00までに入館すると中学生以上400円引き、3歳～小学

生200円引き、加えてプレミアム・アウトレットでの買物レシートを提示すると1,000円分で1人200円
引きなどの割引がございます。詳しくは施設ＨＰをご覧になるか、直接施設にお問い合わせください。

●昆虫展入場チケット※3歳以下は無料※再入場不可　※会期中1枚につき1名1回限り有効
●アトラクションズ券※使用対象外：スーパー戦隊ランド/ぶるぶるアイスルーム/他、期間限定

の特別興行は対象外。※使用可能施設は東京ドームシティへお電話でお問合せください。
※各アトラクションには年令・身長などの利用規定、天候や点検状況による運休の場合あります。

★営業時間および各アトラクション運行状況については、東京ドームシティ アトラク
ションズ公式サイトにてご確認ください。

神奈川県中郡大磯町国府本郷546　　0463-61-7726〒

一日券

☎

おとな 4,200円 1,800円 会員１人10枚まで

会員１人5セットまで

中・高校生 2,800円
※ 7月1日9：00から先着で販売します。大変お得なチケットのため早目に売切れとなる場合もあります。
※ 3歳以上未就学児（定価1,000円）と小学生・65歳以上シニア（定価2,200）は、 右記の「全福センター契約・プリンスホテル

ご優待プラン」による割引券提出での現地購入をお勧めします。なお、さるびあタウン直売の当前売券をご注文された場合、
発送（お渡し）する際にプリントアウトした割引券もサービスで同封させていただきます。

※３歳以上未就学児は７月無料。　※刺青・タトゥ（アートメイク・シール含む）をされた方の入場はお断りします。

※土日祝・特別日（年末年始・GW・夏季シーズン）利用は中学生以上300円、3歳～小学生150円
の割増料金を現地でお支払いください。

※土日祝・特定日利用は中学生以上330円、4歳から小学生220円の割増料金を現地でお支払いください。
※中学生以上は入湯税150円を現地でお支払いください。

男性大浴場 女性大浴場

★天候・社会情勢等により営業内容が変更になる場合があります。 ご利用の際には施設ホームページをご確認ください。

湘南の海を望む絶景とバラエティ豊かな大型レジャープール

窓購
OK!

速達
OK! 受付

11時迄平
日

窓購
OK!

速達
OK! 受付

11時迄平
日

昆虫展１枚【当日】
一般 1,600円 / 中・高校生 1,300円 / こども(4歳以上) 1,000円

＆
乗り物券２枚【例】
サンダードルフィン 1,200円＋ビッグ・オー 850円

昆虫展入場とアトラクション券２枚のセット

文京区後楽1-3-61　　03-5800-9999〒 ☎

2,000円
（中学生以上）

1,400円
（4歳～小学生）

大　人 2,000円
高校生 1,500円

小・中学生 1,200円
幼児 (4歳以上)    600円

1,800円
1,300円
1,000円

400円

全福センター契約

プリンスホテルご優待プラン
加盟団体「全福センター」では、プリンスホテルと契約し、宿泊や
レジャー施設の割引、期間限定のプランなど提携しています。

ご利用の際には契約団体名は「全福センター」と
ご記入またはお伝えください。

専用WEBサイト

上記WEBサイトで割引券をプリントアウトしてご利用ください。
（例）大磯ロングビーチ
　おとな4,200円→3,400円／中・高校生2,800円→2,100円

　　小学生・65歳以上シニア2,200円→1,700円
　　3歳以上未就学児1,000円→850円
他にも「箱根園水族館」「箱根 駒ヶ岳ロープウェー」など割引券を
掲載しています。
宿泊の場合、プリンスホテル予約センター（

）へお電話でご予約もできます。

全福センターではプリンスホテル以外の提携もあります。詳しく
はホームページをご覧ください。
https://www.zenpuku.or.jp/
ログインID パスワード
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◆申込月を含む6ヶ月間有効

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。

入館券
多摩市落合1-30-1　　042-357-8626〒 ☎

◆申込月を含む6ヶ月間有効

加水なしの良泉質と、
充実のお食事処が自慢！

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。

入館券
川崎市麻生区片平8-2-1　　044-989-2644〒 ☎

◆申込月を含む1年間有効

より上質な癒しと潤いの時間を…

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。

入館券
町田市相原町358　　042-774-2681〒 ☎

◆申込月を含む6ヶ月間有効

男湯・女湯が毎日入れ替わる！

バラエティに富んだお湯とゆったりできる施設が自慢

P9にクーポン情報あり
※多摩百草店を除く

P9にクーポン情報ありP9にクーポン情報ありP9にクーポン情報あり

大和市渋谷5-22 IKOZA5F
046-201-0126

〒
☎

横浜市瀬谷区目黒町24-６　 　
045-924-1126

〒
☎

相模原市南区鵜野森1-24-9
042-767-2603

〒
☎

海老名市柏ヶ谷555-１
046-236-0268

〒
☎

※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。

入浴券

海老名店 

入浴券

瀬谷店

入浴券

高座渋谷駅前店

入浴券

町田店

多摩市和田1352-1
042-311-2603

〒
☎

入浴券

多摩百草店 

★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。

大

　人
平　日 850円
土日祝 950円 650円 大

　人
平　日 750円
土日祝 950円 600円 大

　人
平　日    950円
土日祝 1,050円 700円 大

　人
平　日 850円
土日祝 950円 650円 大

　人
平　日 800円
土日祝 950円 650円

〒 ☎

「湯河原温泉」の源泉
から毎日タンクロー
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。

セット入館券（浴衣・バスタオル・手ぬぐい付き）

町田市鶴間7-3-1　　042-788-4126〒 ☎

◆申込月を含む6ヶ月間有効

上質なくつろぎが堪能できる至福の和の温泉空間

2,530円 1,850円大

　人

多摩丘陵の自然豊かな環境で緑に囲まれながら、美肌効果のある源泉かけ流
し露天風呂が楽しめる、まるで温泉地のような風情ある温浴施設です。

入館券
町田市小山ヶ丘1-11-5　　042-860-1026

♦申込月を含む６ヶ月間有効

身近に楽しめる“温泉地”日帰り源泉かけ流し天然温泉

大

　人
平　日  880円
土日祝  980円 600円 大

　人
平　日  780円
土日祝  950円 650円

大

　人
平　日 780円
土日祝 930円 650円

毎月11日・26日は現地購入がお得です。その他平日の夜間割引などは施設HPでご確認ください。

大

　人
平　日     950円
土日祝 1,100円 800円

10枚
3ヶ月

窓購
OK!

速達
OK! 受付

11時迄平
日

20枚
3ヶ月

窓購
OK!

速達
OK! 受付

11時迄平
日

窓購
OK!

20枚
3ヶ月

速達
OK! 受付

11時迄平
日

窓購
OK!

20枚
3ヶ月

速達
OK! 受付

11時迄平
日

窓購
OK!

20枚
3ヶ月

速達
OK! 受付

11時迄平
日

窓購
OK!

速達
OK!

20枚
3ヶ月受付

11時迄平
日

※12月30日～1月3日利用不可

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。

▼株式会社 MIYAGI

▼有限会社 長田工業

▼社会福祉法人 ボワ・すみれ福祉会

▼もりのおうち保育園

▼社会福祉法人 まちだ育成会 ひかり療育園
～よろしくお願いいたします～

新規入会事業所

（3月～4月）
※非掲載希望事業所・個人名事業所除く

次号のご案内　2022年９月下旬～2022年10月上旬発行予定

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.146のどこが良かったですか？悪かったですか？
•４月から様々な値上げが発表されるなか、クーポンや購入斡旋

が掲載されているのは本当に助かります。図書カードの斡旋も
またやって下さい。子供がおりますと、本当に本屋さんにお世
話になることが多く、図書カードはあっという間に消費してし
まいます。今後も期待しています。
•商品券などお得に買えて良かったです。チケットの申し込み期

間も長くて良かった。いちご狩りもお得なので行ってみたいが、
もう少し近くのところだともっとありがたいです。もっともっ
とお得なものを増やしていただけると嬉しいです。いつもあり
がとうございます。
•初めて加入して会報誌をみました。とてもわかりやすく必要な

情報が読み取れました。
•流行りのポイ活に関する講習（P4）の案内があり、先進的なと

ころ
•こども商品券。孫に使わせていただきます
•ウェルカムベビーのお宿:子供がまだ小さいためとても参考に

なった！
•全体に安定感があります。地元町田のお店のお買い物補助券を数多

く取り入れ、withコロナ下の消費を盛り上げるといいと思います。
•クーポンが多種あって嬉しい。苔玉教室にそそられます。
•今回は内容が少し寂しかったですが、コロナが落ち着きこれか

ら紙面も盛り上がることを期待しています！
•ページをめくったら、ズーラシアに記事が目に入ってきて興味

を持って読みました。今号はさるびあクーポンが多かったよう
に思いました。季刊になった為でしょうか。
•グルメカードが安く買えて良かったです。あとは、クーポンを

利用出来る施設が増えるとありがたいです。
•新しく開始された物も含め、チケットが充実していた
•ランチ＆リフレッシュプランがあったので良かったです。悪かっ

た点はありません。これからも興味のあるイベントとかを期待
しています。
•映画や食事と温泉が安くなったり、とても使いやすいです。
•ズーラシアの情報が載っていたり、いちご狩りの割引券があっ

たり、春休み、ゴールデンウィークに子供と出かけるきっかけ
になりそうで良かったです。
•ゴールデンウィークに活用できる地域密着型でちょうどいい距離

のプチ遠出に活用できました。たまに足を伸ばした、バス旅行な
どのプランやUSJなど期間限定物もあったらいいなと思います。
•町田ツーリストのクーポンが嬉しかったです！町田の銘品を買

いました。ありがとうございました。
•蔓延防止解除にあたりイベントに参加しやすくなったので街コ

ンみたいな交流できるイベントがあるのはいいことです。もっ
と増やしてください。
•今回もお得情報盛りだくさんで、どこから読もうか迷ってしま

いました。特集の「横浜ズーラシア」は是非出かけてみたいです。
中距離にある動物園に、ホットしました。心も体もリフレッシュ
できそうです。あと、お風呂のクーポンも色々選べるので、気
に入った施設を開拓したいです。
今年度も、自己啓発にチャレンジしたいと思います。
•毎号楽しみに拝見させていただいております。我が家は子供が3

人いる子育て世代なので、さるびあタウンの冊子を使ってお出
かけの計画を立てて、とても重宝しております。

2022年度（令和４年度）事業計画・予算
2022年度事業計画 2022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
38,177

9,303
35,700

853
84,034

63,908
21,925

1
85,834

△ 1,800

0

0
0

△ 1,800
81,500
79,700

1
△ 1

0
3,000
3,000

82,700

苔玉教室

ポイント活用術セミナー

手作りシルバー体験教室

季節の飾り物作り教室

陶芸教室

………………………………………………………………2022年4月24日㈰

……………………………………………2022年5月29日㈰

……………………………………………2022年7月31日㈰

…………………………………………2022年11月～ 12月頃

……………………………………………………………………2023年1月頃

※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

レクリエーション　その他イベント
他SC共同事業　恋活パーティー in 横浜

他SC共同事業　ヨットセーリング体験

他SC共同事業　大人の恋活パーティー in 横浜

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

他SC共同事業　恋活パーティー

…………………………2022年6月25日㈯

……………………………2022年8月6日㈯

…………………2022年9月10日㈯

……………………………2022年10月16日㈰

………………………………………2022年10月23日㈰

…………………………………………2023年2月頃
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※会員になった日からPCR検査を受けることができます【無料検査・無料検査に伴う陰性証明書費用等は対象外です】

厚生労働省「自費検査を提供する検査機関一覧」（令和4年5月25日時点版/厚生労働省HP掲載順）
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19-jihikensa_00001.html

入院見舞金（通常支給額） 新型コロナウイルス感染症臨時入院見舞金

３,０００円 １０,０００円
５,０００円 １５,０００円
１５,０００円 ３０,０００円

　会員ご本人が「自費検査を提供する検査機関一覧」掲載検査機関(町田市外も可)で2022年4月1日以降に
自費検査を受けた場合、PCR検査費用(陰性証明書・変異株検査・迅速検査等のオプション料金も含みます)
を還付します。還付額は上限２万円（検査費用と２万円を比べ低い方の額）で年度１回限りです。【検査
機関毎に料金・陰性証明書発行など条件が大幅に異なります。事前確認をしてご納得の上受検願います】

　会員ご本人が新型コロナウイルス感染症陽性と診断され、５日以上入院(公的機関から療養証明書が発行される
自宅・施設療養も含みます。)し、2022年4月1日以降に退院又は療養終了された場合、退院等後に入院見舞金(通
常支給額)より増額された「新型コロナウイルス感染症臨時入院見舞金」をお支払いします。新型コロナウイルス
感染症臨時入院見舞金支給限度額は同一年度内通算して30,000円までです。

さるびあタウンホームページ (https://www.salviatown.com/)からダウンロードするか、さるびあタウン事務局
(☎042-723-0667　FAX042-720-2242　<info@salviatown.com>)までお問合せください。

※新型コロナウイルス感染症臨時入院見舞金は入会された翌月以降の在会中に退院（終了）された期間が対象となり、入会月
を含む在会月数が同一事業所で６か月を超えた後、申請ができます。【診断日から退院等日までが入院等の期間になり、
2022年3月31日以前に退院等された場合は、入院見舞金(通常支給額)となります。】

※PCR検査臨時補助金・新型コロナウイルス感染症臨時入院見舞金は全て口座振込となります。

参考例（市内承諾機関のみ掲載） 受付時間（オプション等） URL/電話

平日9:00 ～ 16:00（土日祝休み）
※必ずHPで事前登録を願います。

月・火・木・金9:30-11:30　14:00-16:30
土・日9:30-11:30(水曜/土日午後/祝日休診)
月～土曜8:30-11:30月～金曜13:30-16:30
（土曜午後・日祝休診）

月～金9:00-17:00（土日祝対応不可）
※海外渡航用陰性証明書も発行可能です。

9:00～19:00　超迅速検査9:00 ～ 13:00
休日：日・木曜

原町田3-9-9

忠生3-20-2

鶴間4-4-1

木曽東4-21-43

原町田6-21-24
松沢ビル2階

町田PCRステーション
[(株)町田予防衛生研究所内]

久田内科・呼吸器内科
クリニック
社会医療法人社団正志会　
南町田病院
医療法人社団創生会　
町田病院

町田駅前PCR検査センター

https://www.mhcl.jp/service/other/
sarscov2.html 

http://daiichiho.byoinnavi.jp/pc/

https://www.mmhp.jp 

http://www.machidahospital.jp/

https://rapid-pcr.com/machida 

新給付制度始めました！
中小企業で働く皆さまの

「安心」「安全」を更にサポート！

連続５日以上10日未満
連続10日以上30日未満
連続30日以上

入院期間

町 田 市

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？

2022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！

2022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。

8月20日㈯ 13:30開演　入場料 3,000円 6才～発売中

トークゲスト：三浦しをん　 司会：徳間書店編集 国田昌子

（2014年／日本／116分）

出演：染谷将太、長澤まさみ、伊藤英明、優香、西田尚美
マキタスポーツ 他

監督：矢口史靖

© 2014「WOOD JOB！～神去なあなあ日常～」製作委員会

「ウォーターボーイズ」の矢口監督が、直木賞作家・
三浦しをんの「神去なあなあ日常」を映画化。

WOOD JOB !映画

上映会 & 三浦しをんトークショー
～神去なあなあ日常～

和光大学ポプリホール鶴川 催し物案内

℡ 042-728-4300お問合せ・お申込み

町田市スポーツ振興社会福祉チャリティー

入場料金

新日本プロレスリング株式会社　http://www.njpw.co.jp

2022年8月13日（土）
18:0０～ 試合開始（開場16：30）
町田市立総合体育館（町田市南成瀬）

ＳＳ席 13,500円
Ｓひな壇席 12,500円

Ｓ席 11,500円
アリーナ席   9,500円

２階指定Ａ席 8,500円
２階指定Ｂ席 6,500円

売上金の一部を町田市及び町田市体育協会へ
寄付します。

☎ 0465-23-0905
チケットのお申込みお問い合わせは…
株式会社 創

1514



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ダウンロード）②領収書（受診者の氏名が記載されて
いるもの）または受診者が複数の場合などは受診者明細書（受診者の氏名が
記載されているもの）※添付書類はいずれも写しで可。

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4-4-1 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

11,000円

8,800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

3,520円

800円

2,720円

1,600円

7,200円

2,400円

6,400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
［2021年度ご利用者数：2,563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。

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!
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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・2022年4月一部改正）

会員満２０歳
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
10,000
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
父母死亡（実・養父母のみ）

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

新型コロナウィルス
感染症による

入院見舞金について

新型コロナウィルス感染
症と診断された場合、医
療機関への入院の代わり
に施設での宿泊療養や自
宅療養が行われるケース
があるため、これらの
ケースでも入院見舞金の
対象として扱います。

申請には医師の証明書ま
たは保健所、自治体等が
発行する「宿泊・自宅療
養証明書」や、「新型コ
ロナウイルス感染者等情
報把握・管理支援システ
ム［HER-SYS］」（画面印
刷）が必要です。

★2022年4月1日以降に
退院または療養を終了
された場合は入院見舞
金の増額を行っており
ます。

（※詳しくはP14）



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）

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。

コンビニエンスストア
コンビニ払込手数料無料

速達（別途260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今号（夏号）の会報誌はいかがでしたか？

※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。（商品券除く）
※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 2022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 147号

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。

＜同封物＞

※普通郵便は土・日・祝日の配達はありません。発送日の翌々平日、
遅くとも平日３日程度でお手元に届きます。（例）木曜発送→月曜到着

※有料で「速達」を指定可（発送日は変わりません）

現金で支払う場合下記の表に
110円加算されます

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

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。

MOVIX（松竹系）

 fuua（フーア）　平日入館券

 木の花の湯　平日入館券

箱根小涌園ユネッサン

森乃彩

おふろの王様

極楽湯　多摩センター店

ロテン・ガーデン

湯快爽快　くりひら

東京・湯河原温泉　万葉の湯

 新江ノ島水族館

 大磯ロングビーチ

 サンリオピューロランド

 昆虫展セット
※東京ドームシティアトラクションズ乗り物券２枚付

東京ドームシティ　得10チケット

カワスイ 川崎水族館

よみうりランド　ワンデーパス
※プール利用不可

東武動物公園 アトラクションパスセット
※プール利用不可

 手作りシルバー体験教室
【参加回を午前午後で選択】
【作品をAかBで1人1個選択】

 大人の恋活パーティーin横浜
※40歳～59歳独身　会員・家族限定

 図書カードNEXT　3,000円カード

 サーティワン アイスクリームギフト券
　  500円券×6枚

販売枚数限定20枚　1,400円×　　　枚

1,700円×　　　枚

中学生以上1,100円×　　　枚／3歳～小学生500円×　　　枚

中学生以上1,800円×　　　枚／3歳～小学生1,200円×　　　枚

　650円×　　　枚

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

600円×　　　枚
※150円切取クーポン（P7）も有。詳細はP9

650円×　　　枚
※120円切取クーポン（P7）も有。詳細はP9

800円×　　　枚
※350円切取クーポン（P7）も有。詳細はP9

1,850円×　　　枚

大人1,900円×　　　枚／高校生1,300円×　　　枚
小・中学生900円×　　　枚／幼児（3歳以上）600円×　　　枚

※大人1,800円切取クーポン（P7）も有。詳細はP8

1,800円×　　　枚
（幼児・小学生・シニアは割引券提出で現地購入推奨。詳細はP10）

大人(18歳～64歳)3,000円×　　　枚
小人(3歳～高校生)2,000円×　　　枚／シニア(65歳以上)2,000円×　　　枚

中学生以上2,000円×　　　セット／4歳～小学生1,400円×　　　セット

3,000円×　　　冊

大人1,800円×　　　枚／高校生1,300円×　　　枚
小・中学生1,000円×　　　枚／幼児（4歳以上）400円×　　　枚

おとな（18歳～64歳）5,000円×　　　枚
中高生3,900円×　　　枚

小学生・シニア（65歳以上）3,400円×　　　枚

2,100円×　　　枚

会員・家族（午前）2,900円×　　　人/（午後）2,900円×　　　人
一般（午前）4,500円×　　　人/（午後）4,500円×　　　人

【Ａリング 　　　個／Ｂペンダントトップ　　　個】

男性4,500円×　　　人／女性4,500円×　　　人

※1枚または2枚　2,700円×　　　枚

※1セット限定　2,500円×　　　セット

要問い合わせ

2023年1月31日迄

2023年7月31日迄

2023年1月31日迄

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

2023年1月31日迄

2022年7月9日～9月11日

2022年7月16日～9月30日

2022年7月8日～9月4日

2022年9月30日迄

2022年10月31日迄

2022年9月30日迄

2023年3月31日迄

2022年7月31日

2022年9月10日

数年～10年位

―

四半期に10枚迄

各施設5枚迄
受付期限7月13日11時迄

四半期に10枚迄

四半期に各施設20枚迄

四半期に10枚迄

5枚迄
受付期限7月13日11時迄

10枚迄
受付開始7月1日9時から

10枚迄

5セット迄
受付期限8月26日17時迄

四半期に10冊迄
受付期限8月31日17時迄

四半期に5枚迄
受付期限9月30日17時迄

四半期に10枚迄

四半期に5枚迄

各回8人迄
受付期限7月15日17時迄

全団体男女合わせて概ね70人迄
受付期限7月29日17時迄

受付期限7月14日11時迄

映
画
館

温

浴

遊
園
地
・
他

商
品
券
等

イ
ベ
ン
ト

P6平日11時迄受付、当日発送
（さるびあタウン窓口も可）

7月20日発送
（さるびあタウン窓口受
渡7月21日～7月28日）

平日11時迄受付、当日発送
（さるびあタウン窓口も可）

7月20日発送
（さるびあタウン窓口受
渡7月21日～7月28日）

平日11時迄受付、当日発送
（さるびあタウン窓口も可）

7月中旬発送

正式受付可否連絡
8月4日迄に

7月25日発送
（さるびあタウン窓口受

渡7月25日～8月1日）

P10

P11

P12

P2・3

P10

P11

P4

P4




