
町田市の花
「さるびあ」の妖精
『サルビー君』

は

たら
く　たのしく

秋季の営業日は 
10/9㈰・11/13㈰・12/11㈰

「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9月1日現在の会員数

756事業所／6,411名

入会ご希望の方ご紹介ください

会員WEBアンケートのお願いP13

スマートフォンやパソコンから気軽に
素早くできます！

アンケート回答者全員に
QUOカードPay【200円分】をプレゼント

秋No.148
https://www.salviatown.com/
会員情報誌

2022 10.11.12月

さがみ湖リゾート
プレジャーフォレスト
密着取材レポート！

さつまいも掘り／恋活パーティー in 横浜

KFCカード／くら寿司 お食事券／箱根湯寮／龍宮殿 本館
富士サファリパーク／ヒルトン小田原リゾート＆スパ　etc...

お正月飾り教室

町田ツーリストギャラリーお買物補助券／小田原 ミカン狩り利用券

特集



知って
得する

さるびあタウンクーポンP7～

健康診断補助P16

さるびあタウン通信P13

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

RESOL PRESS（抜粋版）P19～

index
No.148  2022.10.11.12

〒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&美術展等チケット販売

P10～

特集

さがみ湖リゾートプレジャーフォレスト
密着取材レポート！

P2・3

KFCカード／くら寿司お食事券

さつまいも掘り／恋活パーティー in 横浜
P4

お正月飾り教室

町田ツーリストギャラリーお買物補助券
P5

小田原市根府川　矢子みかん園「ミカン狩り」利用券

FUJIYAMA倶楽部切り取り割引券
P6

「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

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
「サンクス・フェスティバルパスポート」のご案内

P14～

（年末年始休 12/29～1/3）

ロログインI 　　パスワード

2



注！申込期限あり

KFCカード（3,000円分チャージ済み）

お得な商品券・お食事券
2 券種共通情報

2022年10月13日㈭ 11:00迄！ 2022年10月28日㈮ 発送または
10月28日㈮～ 11月4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。

ケンタッキーフライドチキン各店でご利用いただけるプリペイド
カードです。10円単位で利用可能です。（おつりはでません）
500円単位50,000円まで繰り返し入金できます。
※「KFCカード取扱店」の掲示がある店舗でのみ、ご利用頂けます。
※「球場、スタジアム、臨時販売店」等の一部店舗ではご利用頂けません。
※KFCネットオーダーのお支払いには、ご利用頂けません。

くら寿司お食事券（3,000円分）

全国の「くら寿司」でご利用いただ
けるお食事券です。
※お釣りは出ません。また現金との引きかえ

はできません。 

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

2024年6月30日使用有効期限

１会員１セット申込可能数
3,000円分チャージ済みカード→ 会員特別価格 2,500円価　　格

2024年10月27日
※ただし、利用またはチャージをすると、有効期限が２年間更新されます。

使用有効期限

１会員１枚申込可能数

※画像はイメージです。

※小雨決行。荒天の場合は10月16日㈰に順延
〔受付時間〕 11：15～11：45（厳守！）

2022年10月15日㈯ と　　き

さつまいも掘り
あじさいメイツ・さるびあタウン共同事業

※申込期限前でも定員に
達した場合は
受付を終了します。

※10月上旬案内文・請求書発送

10月7日㈮
15:00まで

申込期限

会員・家族 ……… １人（１セット）800円
一　　　般 ……１人（１セット）1,000円

参  加  費

※家族…配偶者、子、父母、兄弟、孫
※１セット６株（１株で２～３本の収穫が見込まれます。）
※お子さんなど個々に１セット要らない場合は、無料同伴者（無料同伴者は家族

のみ！）として参加できます。

50名（50セット）
（町田市参加者）

募集人数

相模原市緑区田名地区（※現地集合）会　　場
【公共交通機関】　JR・京王線「橋本駅」南口よりバス⇒

「榎戸」バス停下車徒歩約15分
【車】　［駐車場］「相模原市農協 営農センター」　相模原市緑区田名2436

※収穫物の持ち帰りや、交通の便の観点から「お車」でのお越しを
お勧めいたします。

★新型コロナウイルス感染症対策をとり、実施します。

注！申込期限あり

※写真はイメージです

恋活パーティー in 横浜
（20～30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

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

2022年12月3日㈯ 12:00～15:00（受付開始11:30） 開催日時

男性会員・家族… 4,500円
女性会員・家族… 3,000円
女性同伴友人…… 4,500円

参  加  費 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不可に

なる場合もございます。

2022年11月10日㈭ 17:00迄申込締切日時
※申込締切日後のキャンセルはできません。（コロナ起因を除く）

全団体男女合わせて概ね70名募集人数

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11月16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

＜男性＞20歳～39歳独身の方で、会員または家族。（友人不可）
＜女性＞20歳～39歳独身の方で、会員または家族、同伴の友人。

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。

※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。

新型コロナウイルス感染症対策

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

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。

2022/10/1 ～ 2022/12/30 まで有効

－会員番号
（必須７桁）

事業所名
（必須）

会員氏名
（必須）

一般財団法人 町田市勤労者福祉サービスセンター

町田市名産品・特産品など、まちの案内所 町田ツーリストギャラリーでの
１会計1,000円（税込）以上のお買い物の際に使用できる500円分の補助券
です。
補助券に必要事項をご記入のうえ、切り取って会計の際にご提出ください。
注！）同フロアにある沖縄宝島ぽっぽ町田店や北海道うまいもの館では　
　　　使用できません！ 

〒194-0013 町田市原町田4ｰ10-20　ぽっぽ町田1階
TEL 042-850-9311　FAX 042-850-9312
HP  

まちの案内所 町田ツーリストギャラリー
住　　所

小田急線町田駅徒歩7分／ＪＲ横浜線町田駅徒歩5分交　　通

10:00～19:00営業時間 2022年12月31日～2023年1月3日定休日

まちの案内所
町田ツーリストギャラリー お買物補助券

まちの案内所
町田ツーリストギャラリー

お買物補助券 ￥500

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

✂

★この補助券は町田ツーリストギャラリーでの１会計
1,000円（税込）以上のお買い物の際に使用できる
500円分の補助券です。補助券に必要事項をご記入の
うえ、切り取って会計の際にご提出ください。

注！）同フロアにある沖縄宝島ぽっぽ町田店や北海道
うまいもの館では使用できません！ 

町田ツーリストギャラリー 検索

お正月飾り教室  ～しめ縄～

※定員になりましたら期限前でも受付を終了します。
11月28日㈪ 17:00申込期限

2022年12月18日㈰ 9:30～11:00
（１時間30分位）

と　　き

会員・家族 ……………………… 2,800円
一　　　般 ……………………… 4,500円

参  加  費

※家族…配偶者、子、父母、兄弟、孫

40名募集人数

町田商工会議所会館　第2・3会議室会　　場
町田市原町田3-3-22
小田急線 町田駅（東口）：徒歩9分
JR横浜線 町田駅（ターミナル口）：徒歩４分
※会議室は、２階になります。エレベーターはございません。

ヨーロピアンフラワーデザイン連盟　認定講師　丹羽　律氏講　　師

注！申込期限あり

新たな年に実り多きことがたくさんありますようにと
願いを込めて、自分でしめ縄飾りを作ってみましょう。

※作品〔A華房・B結船〕を申込時にいずれかお選びください。
※持ち物： 文具用ハサミ、セロテープ、ニッパー等(針金が切れるもの。キッチンハサミでも可。

共用での貸し出しも可能です。)、筆記用具、持ち帰り用の袋
※参加者少数の場合は中止となります。　※11月下旬案内文請求書発送

★新型コロナウイルス感染症対策をとり、実施します。

A華房
仕上がりサイズ

約たて32cm×よこ45cm
※台座等は付きません

仕上がりサイズ
約たて30cm×よこ60cm
※台座等は付きません

B結船

【2022年度柿狩りについて】柿の生育不良により催行中止となりました。

「まちだ謎解きゲーム」にも使えます!!１キット 1,000円（税別）
「異星人侵略の危機からの脱出」11月13日（日）まで実施中

見
本
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※画像はイメージです。

10月８日㈯～11月30日㈬頃まで（休園日なし）

9:00 ～ 16:00

利用期間

受付時間

現地で利用券と利用料金をお支払いください。

◎利用券には会員番号と会員名を必ずご記入ください。
◎お持ち帰り用網袋（収穫約３㎏）ご希望の方は現地で別途お買い求めください。
◎５歳以下は入園無料

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。）

利用方法

※「みかん」の生り状況などにより利用期間は変動します。
※雨天時は休園になる場合がありますのでみかん園にお問い合わせください。

【利用料金表（入園料）】

矢子みかん園 TEL 0465-29-0755 ／携帯 090-3346-0933
小田原市根府川450（JR東海道線「根府川駅」徒歩10分）
無料駐車場〔50台〕あり

中学生以上

通常料金

400円

利用料金

100円

小　学　生

通常料金

300円

利用料金

50円

NEW

矢子みかん園 利用券
TEL 0465-29-0755／携帯 090-3346-0933

＊2022年10月８日㈯～シーズン終了（11月末位）まで有効
＊１回につき1人一枚限り有効    
＊入園時にハサミの保証料（300円）をお支払いください
　（返却時にお返しいたします）

（一財）町田市勤労者福祉サービスセンター（団体愛称：さるびあタウン）

中学生以上
100円

小学生
50円

会員番号・会員名の
未記入無効！
利用券のコピー不可！

矢子みかん園 利用券
TEL 0465-29-0755／携帯 090-3346-0933

＊2022年10月８日㈯～シーズン終了（11月末位）まで有効
＊１回につき1人一枚限り有効    
＊入園時にハサミの保証料（300円）をお支払いください
　（返却時にお返しいたします）

（一財）町田市勤労者福祉サービスセンター（団体愛称：さるびあタウン）

中学生以上
100円

小学生
50円

会員番号・会員名の
未記入無効！
利用券のコピー不可！

矢子みかん園 利用券
TEL 0465-29-0755／携帯 090-3346-0933

＊2022年10月８日㈯～シーズン終了（11月末位）まで有効
＊１回につき1人一枚限り有効    
＊入園時にハサミの保証料（300円）をお支払いください
　（返却時にお返しいたします）

（一財）町田市勤労者福祉サービスセンター（団体愛称：さるびあタウン）

中学生以上
100円

小学生
50円

会員番号・会員名の
未記入無効！
利用券のコピー不可！

矢子みかん園 利用券
TEL 0465-29-0755／携帯 090-3346-0933

＊2022年10月８日㈯～シーズン終了（11月末位）まで有効
＊１回につき1人一枚限り有効    
＊入園時にハサミの保証料（300円）をお支払いください
　（返却時にお返しいたします）

（一財）町田市勤労者福祉サービスセンター（団体愛称：さるびあタウン）

中学生以上
100円

小学生
50円

会員番号・会員名の
未記入無効！
利用券のコピー不可！

会員番号（７桁）

会　員　名

-

会員番号（７桁）

会　員　名

-

会員番号（７桁）

会　員　名

-

会員番号（７桁）

会　員　名

-
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10月1日～ 12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

300円天然温泉すすき野
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

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10月1日～12月末日

ロテン・ガーデン

★ロテンガーデンは2022年12月29日まで

★利用は
2022年12月29日まで

□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

300円天然温泉すすき野
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

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10月1日～12月末日

ロテン・ガーデン

★ロテンガーデンは2022年12月29日まで

★利用は
2022年12月29日まで

✂キリトリ

✂
キ
リ
ト
リ

✂
キ
リ
ト
リ

URL：https://www4.fujikyu-travel.co.jp/free3/05-38_salviatown/view.php

ここちちららかからら専専用用Webササイイトトへへアアククセセススししててくくだだささいい。。
※※貴貴団団体体専専用用

貴貴団団体体ののアアククセセスス

Webサイトにアクセスするためには貴団体のID・
パスワードが必要です。

ををごご利利用用
いいたただだけけまますす

富富士士急急ググルルーーププ各各施施設設ををおお得得にに満満喫喫

貴貴団団体体専専用用WWeebbササイイトトににアアククセセスス

アクセス時には、I D・パスワードが必要です。

IIDD

ﾊﾊﾟ゚ｽｽﾜﾜｰーﾄﾄﾞ゙

フフリリーーパパススななどどチチケケッットト類類ののみみののごご利利用用のの流流れれ
（一部商品、宿泊やバス付きプランは以下の規定と異なる場合がございます）

会会員員登登録録後後、、WWeebbササイイトトでで予予約約・・決決済済

利利用用券券（（QQRRチチケケッットト等等））をを準準備備

クレジットまたはコンビニ決済が可能です。
■ご利用日指定の商品については、利用日前日の
18：00 までは変更できます。（キャンセルは不可）

会員マイページに、利用日の13日前から表示されます。
※会員ページには通常のWeb環境でアクセスできます。
（貴団体イントラからアクセスする必要無し）

【【利利用用当当日日】】施施設設窓窓口口でで利利用用券券ををごご提提示示くくだだささいい

入入園園！！ごご利利用用！！

注意事項

・FUJIYAMA netクラブは、ご登録いただいた団体様
限定で特別優待内容をご利用いただけます。
・そのため、貴団体に所属する個人・組織以外（第三
者）に、FUJIYAMA netクラブの【URL・ID・パスワード】
は開示しないでください。
・また、転売目的の購入は禁止です。
・上記に該当するご利用を発覚した場合には、即時に
利用停止・休止等の対応を図らせていただきます。

チケット売り場に並ばず直接入園口又はチ
ケット窓口へお越しください

FUJIYAMA倶楽部に
新たにWEBサービスが追加！

ささるるびびああタタウウンンのの皆皆様様はは

見
本

見
本

見 本

見 本

見 本

見 本
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Coupon
さるびあタウンクーポン

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！

天然温泉 ロテン・ガーデン
男湯・女湯が
毎日入れ替わる！

天然温泉 すすき野 湯けむりの里
14種類の湯船や
広々空間のサウナ等、
ご家族でお楽しみ
いただけます

大きな大会もできる
50メートル公認プールあり！ 
温浴棟（ジェット湯、寝湯、
炭酸泉、水風呂、サウナ等）、
トレーニング室あり！

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（橙色）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。

〒 ☎町田市図師町199-1　　042-792-7761

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

〒
☎

横浜市青葉区すすき野3-2-7
045-905-2641

〒
☎

町田市相原町358
042-774-2681

〒
☎

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

※各中学校の温水プールでは利用できません。

大人 ➡120円平　日 780円
土日祝 950円

大人 ➡300円平　日 780円
土日祝 920円

チケット販売はP12

※クーポン利用は
12月29日まで

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

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P14

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3,300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

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。

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！

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

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

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…

チケット販売はP12

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

多摩市落合1-30-1
042-357-8626

〒
☎

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
〒
☎

藤沢市片瀬海岸2-19-1
0466-29-9960

〒
☎

港区高輪4-10-30（品川プリンスホテル内）
03-5421-1111

〒
☎

➡150円平　日  930円
土日祝1,030円

大
人

川崎市麻生区片平8-2-1
044-989-2644

〒
☎

➡350円平　日  950円
土日祝1,100円

大
人

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

〒
☎

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。

はっ さく

横浜市緑区西八朔町1201-1 
045-929-1126

〒
☎

➡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

〒
☎

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！

〒 ☎横浜市青葉区奈良町700　　045-961-2111

大人 600円➡無料

➡1,800円2,500円大人

★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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※65歳以上の方は現地払いのシニア料金2,000円がござい
ます。（要証明提示：免許証・保険証等）

入場券

◆2023年9月30日まで有効

静岡県裾野市須山字藤原2255-27　　055-998-1311〒 ☎

◆2022年10月１日～2023年３月31日まで有効

“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！
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！

大自然の中へ！！
サファリドライブ

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

大人（高校生～64歳）2,700円
小人（4歳～中学生）1,500円

2,200円
1,200円

★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。

足柄下郡箱根町塔ノ澤４　　0460-85-8411　URL http://www.hakoneyuryo.jp〒

大浴場「本殿・湯楽庵」平日限定ご利用券（※小学生は全日ご利用になれます）

◆2023年9月30日まで有効

箱根湯寮のイメージは、「古民家風の里山
温泉」。箱根湯本の里山風趣とともに、格別の
時間を過ごしていただける大規模な日帰り
温泉です。

時を愉しむ里山の湯

注 !申込期限あり
New

注 !申込期限あり
New

☎

※小学生未満のお子様はご利用いただけません。
貸切個室露天風呂「離れ湯屋 花伝」をご利用ください。

中学生以上（平日）1,500円 1,000円
小　学　生（全日）　900円 600円
※会員1人合計5枚まで

10月12日（水）
11：00まで！
10月21日（金）発送

または10月21日（金）～28日（金）
さるびあタウン窓口受渡

受付

受渡

「龍宮殿本館」入浴＆昼食セット券（入浴・昼食・ソフトドリンク等含む）

◆2022年10月21日～2023年4月20日まで有効

箱根17湯の中で
最も新しい蛸川温泉
箱根芦ノ湖畔に佇む「龍宮
殿本館」。雄大な芦ノ湖の
自然と一体となるようなダ
イナミックな景色と、富士
山 も 同 時 に 望 む ロ ケ ー
ションの素晴らしさが特徴
です。

注 !申込期限あり
New

〒 ☎足柄下郡箱根町元箱根139　　0460-83-1126

※幼児（3歳以上）～小学生は、現地で会員証提示により割引が適用されます。お食事、お飲物をご利用の場合は現地払いとなります。
・入浴時間は9:00（土・日・祝は8:00）～ 20:00（最終受付19:00）／食事時間は11:30 ～ 15:30（ラストオーダー 15:00）
・バスタオル、フェイスタオル、浴衣は有料貸し出しとなります。

中学生以上4,640円 3,200円 ※会員1人５枚まで

ランチビュッフェ＆ソフトドリンクバー＋
天然温泉大浴場またはバーデゾーンの利用

小田原市根府川583-1　　0465-28-1220 / FAX 0465-28-1233〒 ☎

※12歳以上の温泉の利用には現地で別途入湯税(100円)が必要となります。
★新型コロナウイルスによる影響で、ビュッフェのサービス様式が事前の告知なく変更になることがございます。来店日までに一度HPをご確認いただくか予約までご連絡ください。

チケット料金

◆2023年3月31日まで有効

中学生以上（一般料金最大9,800円相当） 4,700円
小　学　生（一般料金最大5,120円相当） 2,400円

※会員1人10枚まで

New

内　　容

【温 泉 o r バ ー デ】…   9:00 ～ 20:00（最終受付19:30）
【ランチビュッフェ】… 11:30 ～ 14:00（土日祝は14:30まで）  ※90分制　要予約

※ランチビュッフェはお席の予約が必要です。
（現地レストラン予約電話番号：0465-28-1220）ランチビュッフェと温泉・バーデのご利用
は同日一回に限ります。（※別日の利用は不可）

※未就学児について
ランチビュッフェは保護者の方がお分けになるかたちで無料ですが、温泉大浴場または
バーデゾーンには別途現地にて、通常料金がかかります。（価格等詳細はホテルへご確認ください。）

※他のクーポンや割引との併用は不可とさせて頂きます。
※お食事の内容が変わる場合がございます。ホテルHPを確認してください。

※写真はイメージです。

注 !申込期間あり

10月12日(水)
11：00まで！
10月21日(金)発送

または10月21日(金)～28日(金)
さるびあタウン窓口受渡

受付

受渡※会員1人５枚まで

※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。

会期

会場 Bunkamura ザ･ミュージアム
（渋谷・東急百貨店本店横）

休館日及び開館時間は、美術館サイトで
ご確認ください。
https://www.bunkamura.co.jp/
museum/exhibition/22_iittala/

※さるびあタウンでの取扱は上記の券種のみです。
※他券種、無料対象者等については、美術館サイトでご確認ください。

2022年9月17日（土）
 ～11月10日（木）

一般 1,700円➡ 1，200円さるびあタウン
事前あっせん価格（ ）（当日券価格）

観覧券 会員1人５枚まで。

窓購
OK!

速達
等OK! 受付

11時迄平
日

※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。

会期

休館日及び開館時間は、美術館
サイトでご確認ください。
https://www.bunkamura.co.jp/museum/
exhibition/22_maryquant/

2022年11月26日（土）
　～2023年1月29日（日）

一般 1,700円➡ 1，200円さるびあタウン
事前あっせん価格（ ）（当日券価格）

60年代ストリートカルチャーのパイオニア的存在
マリー・クワントの業績をたどる世界巡回展が日本で開催！

観覧券 会員1人５枚まで。
※10月４日以降平日11時迄受付、当日発送

窓購
OK!

速達
等OK!

日本初、イッタラの大規模巡回展！
140年におよぶ軌跡を450点以上の作品を通して紹介

※本展は会期中すべての日程で【オンラインによる事前予約】が可能です。ご予約なしでもご入場いただけます
が、混雑時にはお待ちいただく場合がございます。予約方法等の詳細はBunkamura ザ・ミュージアムHPに
て最新情報をご確認ください。

会場 Bunkamura ザ･ミュージアム
（渋谷・東急百貨店本店横）

※状況により、会期・開館時間等が変更となる可能性がございます。※一部日程は【オンラインによる入場日時予約】
が必要となる場合がございます。ご来館の際はBunkamura ザ・ミュージアムHPにて最新情報をご確認ください。

※さるびあタウンでの取扱は上記の券種のみです。
※他券種、無料対象者等については、美術館サイトでご確認ください。

10月12日（水）
11：00まで！
10月21日（金）発送

または10月21日（金）～28日（金）
さるびあタウン窓口受渡

受付

受渡

10月12日（水）
11：00まで！
10月21日（金）発送

または10月21日（金）～28日（金）
さるびあタウン窓口受渡

受付

受渡

マリー・クワント展

※中学生以上の方の土・休日・
特定日利用は現地で300円の
割増料金をお支払いください。

ワンデーパス

得10（とくてん）チケット

◆2023年3月31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

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。

車で周遊しながら間近で野生動
物を観察できるサファリゾーン、
かわいい動物にエサをあげたり
触 れ 合 っ た り で き る ふ れ あ い
ゾーンに分かれており、季節ご
とのイベントも盛りだくさん。

10枚
3ヶ月

窓購
OK!

速達
OK! 受付

11時迄平
日

とくてん

※2022年内発送受付12月28日11:00まで

2023年2月28日（火）
17:00まで！

申込
期限

稲城市矢野口4015-1　　044-966-1111〒 ☎
10枚
3ヶ月

窓購
OK!

速達
OK! 受付

11時迄平
日

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。

※2022年内発送受付12月28日11:00まで

◆2023年8月31日まで有効

はしゃぐ、たのしむ、あたたまる
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。

パスポート

10枚
3ヶ月

窓購
OK!

速達
OK! 受付

11時迄平
日足柄下郡箱根町ニノ平1297　　0460-82-4126〒 ☎

※2022年内発送受付12月28日11:00まで

中学生以上 3,500円
3歳～小学生 1,800円

1,800円
1,200円

※2022年内発送受付12月28日11:00まで
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★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。

◆申込月を含む6ヶ月間有効

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

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 

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

窓購
OK!

速達
OK!

20枚
3ヶ月受付

11時迄平
日

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！

P9にクーポン情報ありP9にクーポン情報あり

大

　人
平　日  780円
土日祝  950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

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

〒 ☎

「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 830円
土日祝 950円 650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

※2022年内発送受付12月28日11:00まで
※2022年内発送受付12月28日11:00まで

※2022年内発送受付12月28日11:00まで ※2022年内発送受付12月28日11:00まで ※2022年内発送受付12月28日11:00まで
※12月30日～１月３日利用不可

P8にクーポン情報あり

※2022年内発送受付12月28日11:00まで

大

　人
平　日     930円
土日祝 1,030円 600円

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。

次号のご案内　2022年12月下旬～2023年１月上旬発行予定

新規入会事業所

（8月～9月）
※非掲載希望事業所・個人名事業所除く

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。

2021年度（令和３年度）決算

会員Webアンケートに参加しませんか！

決算額

68,216,563
60

38,898,300
7,287,400

21,000,000
1,030,803

68,295,725
46,974,959
21,320,766

△ 79,162

109,924
0

109,924
30,762

83,500,286
83,531,048

60
△ 60

0
3,000,000
3,000,000

86,531,048

正味財産増減計算書　2021 年 4 月 1 日～ 2022 年 3 月 31 日
決算額

40,073,159
53,711,879

3,000,000
46,952,662

3,759,217
93,785,038

5,572,904
1,681,086
7,253,990

3,000,000
83,531,048
86,531,048
93,785,038

貸借対照表　2022 年 3 月 31 日現在（単位：円） （単位：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

⑵経常費用
①事業費
②管理費

当期経常増減額
　２経常外増減の部

⑴経常外収益
⑵経常外費用

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

Ⅲ正味財産期末残高

科　　目
Ⅰ　資産の部
　１．流動資産
　２．固定資産

⑴基本財産
⑵特定資産
⑶その他固定資産

資産合計
Ⅱ　負債の部
　１．流動負債
　２．固定負債

負債合計
Ⅲ　正味財産の部
　１．指定正味財産
　２．一般正味財産

正味財産合計
負債及び正味財産合計

2021 年度、皆様からお預かりしている会
費はグラフのように使用しています。なお、
決算関係の詳細は、さるびあタウンホーム
ページ又は事務局で確認できます。

情報提供事業
生活安定事業
健康維持増進事業
自己啓発事業

■
■
■
■

指定宿泊事業
指定遊園事業
観覧・鑑賞事業
レクリエーション事業

■
■
■
■

62円
5円

28円
21円

66円

134円

46円

139円
会費

500円の
使い道

「スマートフォン」や「パソコン」から気軽に、素早くできる「さるびあタウン」【会員Ｗebアンケート】に
参加しませんか！回答された会員の方全員にQUOカードPay【200円分】をプレゼントします‼ 会員
Webアンケートは「さるびあタウン」のサービス改善に活用します。

対　象　者　会員ご本人のみ
回答期間　2022年９月30日(金)10時～ 10月17日(月)15時
参加方法　記載されているQRコードを読み取りご参加ください。パソコンの方はさるびあタウンホーム

ページ「お知らせ」からご参加ください。
※アンケート回答をスマートフォンで自動受信する際には、「google.com」ドメインからの

メールを受信できるよう設定をお願いします。

★アンケート回答者全員にQUOカードPay【200円分】をプレゼント★

▼あすか

▼株式会社Empty-Box

～よろしくお願いいたします～

（2018年/日本/103分）

6才～発売中

©2018「ねことじいちゃん」製作委員会10月18日㈫
①10:30上映／②14:30上映 入場料500円

動物写真家・岩合光昭
映画初監督！
落語家・立川志の輔
初主演!!

町田市民ホール 催し物案内

会場：町田市民フォーラム3Fホール

℡ 042-728-4300
お問合せ・お申込み

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」への紙面掲載広告 ・ チラシ封入
「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。

TEL 042-723-0667
詳細は「さるびあタウン」までお問い合わせください
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（契約団体名：一般財団法人町田市勤労者福祉サービスセンター）

当ページの右下枠内「契約団体番号」「プランパスワード」をご覧ください。

契約団体番号 ： 
◆プランパスワード : 

Ⓒ

◆

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。

※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

……………………………………………
「東京ディズニーリゾート・コーポ
レートプログラム ウォークラリー」＆
プレゼントキャンペーン
2022 年 10 月 11 日（火）～ 2023 年 3 月 12 日（日）
利用者専用サイト内の特設ページから参加
できます。ウォークラリーをクリアした参
加者はパークグッズ等が抽選で当たるキャ
ンペーンに応募できます。「団体番号」と当
日来園時の「パークチケット番号」が必要
です。

利用者専用サイト
dcp.go2tdr.com

配 布 方 法

会員特典
（配布開始：2022年4月1日）

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：2023年1月31日上映分まで
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

この秋おすすめの映画はこれだ!

扉の向こうには、すべての時間が
あった―――

『君の名は。』『天気の子』の新海誠
監督 最新作
国境や世代の垣根を超え、世界中
を魅了し続けるアニメーション監
督・新海誠。全世界が待ち望む最
新作『すずめの戸締まり』は、日
本各地の廃墟を舞台に、災いの元
となる “扉” を閉めていく少女・
すずめの解放と成長を描く現代の
冒険物語。

2022年11月11日㈮ 全国公開

奪われるのは、目か、心か。
それは、「観る」を超えた映像体験
監督：ジェームズ・キャメロン
出演：サム・ワ―シントン　
　　　ゾーイ・サルダナ　
　　　シガニー・ウィーバー

2022年12月16日㈮ 全国公開

公開作品は変更になる可能性がございます

利用者専用サイトより本宿泊をご予約。
【プランパスワード】

【団体番号】

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

9,680円

9,196円

相模原市中央区淵野辺1-2-30 TEL 042-751-1265

1,600円

7,596円

2,400円

6,796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 044-987-9716 ※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
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。

一般料金料　金 家族料金（割引） 会員料金（補助後）

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円日帰り 40,700円 35,700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

新型コロナウイルス
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。

今後、取扱が変更
となる場合がござい
ます。
最新情報、必要書類
等、さるびあタウン
ホームページにて
必ずご確認ください。



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（秋号）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10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 148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

P11

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。※12月29日（木）～1月3日（火）は年末年始休みのため、電話受付及びチケット発送はありません。

MOVIX（松竹系）

 箱根湯寮

 龍宮殿本館　入浴＆昼食セット券

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

箱根小涌園ユネッサン

 ヒルトン小田原リゾート＆スパ
　  ランチ＆リフレッシュプラン

 富士サファリパーク　入場券

東京ドームシティ　得10チケット

よみうりランド　ワンデーパス

 イッタラ展

 マリー・クワント展

 さつまいも掘り

 恋活パーティーｉｎ横浜
　  ※20歳～39歳独身

 お正月飾り教室
　  【A】華房　【B】結船

 KFCカード　3,000円分チャージ済み

 くら寿司お食事券　500円券×6枚

販売枚数限定20枚　1,400円×　　　枚

中学生以上（平日）1,000円×　　　枚
小学生（全日）   600円×　　　枚

中学生以上3,200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P8

800円×　　　枚
※350円切取クーポン（P7）も有。詳細はP9

1,850円×　　　枚

中学生以上1,800円×　　　枚／3歳～小学生1,200円×　　　枚

中学生以上4,700円×　　　枚／小学生2,400円×　　　枚

大人（高校生～64歳）2,200円×　　　枚
小人（4歳～中学生）1,200円×　　　枚

3,000円×　　　冊

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

一般1,200円×　　　枚

一般1,200円×　　　枚

会員・家族（1セット）800円×　　　人
※１セットは６株　　　一般（1セット）1,000円×　　　人

セット無し同伴家族　無料×　　　人

男性会員・家族4,500円×　　　人
女性会員・家族3,000円×　　　人
女性同伴友人4,500円×　　　人

【A】会員・家族2,800円×　　　人　/　一般4,500円×　　　人
【B】会員・家族2,800円×　　　人　/　一般4,500円×　　　人

※1枚限定　2,500円×　　　枚

※1セット限定　2,500円×　　　セット

2023年1月31日上映分迄

2023年9月30日迄

2022年10月21日～2023年4月20日

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8月31日迄

2023年3月31日迄

2023年9月30日迄

2023年3月31日迄

2022年10月1日～
2023年3月31日

2022年9月17日～11月10日

2022年11月26日～
2023年1月29日

2022年10月15日

2022年12月3日

2022年12年18日

2024年10月27日迄

2024年6月30日迄

四半期に10枚迄
2022年内発送受付12月28日11時迄

各施設5枚迄
受付期限10月12日11時迄

四半期に各施設20枚迄
2022年内発送受付12月28日11時迄

四半期に各施設10枚迄
2022年内発送受付12月28日11時迄

10枚迄
受付期限10月12日11時迄

5枚迄
受付期限10月12日11時迄

四半期に10冊迄
2022年内発送受付12月28日11時迄

最終受付2023年2月28日17時迄

四半期に10枚迄
2022年内発送受付12月28日11時迄

５枚迄

５枚迄
2022年内発送受付12月28日11時迄

有料50人
受付期限10月7日15時迄

全団体男女合わせて概ね70人迄
受付期限11月10日17時迄

40名迄
受付期限11月28日17時迄

受付期限10月13日11時迄
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P14平日11時迄受付、当日発送
（さるびあタウン窓口も可）

10月21日発送
（さるびあタウン窓口
受渡10月21日～28日）

平日11時迄受付、当日発送
（さるびあタウン窓口も可）

10月21日発送
（さるびあタウン窓口受

渡10月21日～28日）

平日11時迄受付、当日発送
（さるびあタウン窓口も可）

10月４日以降平日11時
迄受付、当日発送

（さるびあタウン窓口も可）

10月上旬発送

正式受付可否連絡
11月16日迄に

11月下旬発送

10月28日発送
（さるびあタウン窓口受
渡10月28日～11月4日）

P10

P12

P11

P10

P11

P4

P5

P4




