
宿泊施設

スパ＆ランチ
チケット

物販情報

『四季倶楽部』
『星野リゾートグループホテル』
『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
『箱根湯本温泉 ホテルおかだ』入浴＆ランチ
『まちだ名産品』
ベストウェスタンレンブラントホテル東京町田
『クリスマスケーキ他パーティーメニュー』

今回ご紹介させていただいた商品は「さるびあタウン」会員の「まちだ名産品」です。
その他、詳しくは…http://www.machida-cci.or.jp/meisan/

手造りハム・ソーセージ独逸屋
まちだソーセージ

1本　約￥1,500（100gあたり￥389）
200gパック ￥720

地元町田で生産された豚肉と野菜を主な原料とし、昔ながらの
製法で造りました。（※ご注文いただいてから７日位かかります。）

住　所 成瀬台2-2-8 電　話 042-721-7401
営業時間 10:00 ～ 19:00 定休日 火 Ｐ 有
URL http://doituya.com

まちだ庵　若葉堂
薬師池 1個￥162

薬師池公園の花菖蒲をイメージ。北海道手亡豆がベースの栗餡に
胡桃を刻み込んだバター風味の焼菓子です。

住　所 中町3-24-6 電　話 042-723-1634
営業時間 9:00 ～ 19:00 定休日 火（月2回） Ｐ 有
URL http://wakabado.co.jp

町田市大賀藕絲館
蓮Ren
～ハスの実ケーキ～

1個 ￥200／ 5個入り￥1,200（箱代込）
10個入り￥2,200（箱代込）

成熟しきらない時期に収穫したハスの実をペースト状にし、上品
な甘さのバターケーキにはさみ、しっとり焼き上げました。

住　所 下小山田町3267 電　話 042-797-1616
営業時間 9:00 ～ 17:00 定休日 土・日・祝 Ｐ 有

町田酒販協同組合
柿ワイン禅寺丸 720ml ￥1,399

昔から町田市一帯で栽培され、糖分が高くワイン作りに適した禅寺
丸柿を原料に選りすぐった酵母と特別な仕込方法で醸造しました。

住　所 旭町1-8-4 電　話 042-722-1151
営業時間 9:30 ～ 16:30 定休日 土・日・祝 Ｐ 無
URL http://www1a.biglobe.ne.jp/sake/

いくた食品
おとうふ屋さんの豆乳スイーツ 竹とうふ 1個￥308

抹茶のやさしい苦み、島砂糖のまろやかな甘み、ふっくら食感
のつぶ小豆。こだわりの素材を使った、豆乳スイーツです。

住　所 南大谷1327 電　話 042-723-4112
営業時間 9:00 ～ 18:30（水・金9:00 ～ 14:00） 定休日 日
Ｐ 無

岡直三郎商店
日本一国産丸大豆しょうゆ 150ml ￥324

500ml ￥576
1787年創業。昔ながらの木桶仕込み天然醸造にこだわり、国産
丸大豆、小麦100％のまろやかなコクと香りのこいくち醤油です。

住　所 旭町1-23-21 電　話 042-722-2024
営業時間 8:30 ～ 17:00 定休日 無 Ｐ 有
URL http://nihonichi-shoyu.co.jp

※今年度からワインボトルの
　ラベルが変わります。

は

たら
く　たのしく

https://www.salviatown.com/

町田市の花
「さるびあ」の妖精
『サルビー君』



小涌谷駅から徒歩5分と好立地。
名湯「宮ノ下温泉」を心ゆくまで堪能。
館内から望む中庭で四季折々の表情を楽しめる宿。

箱根仙泉閣

神奈川県足柄下郡箱根町小涌谷483-2
0460-82-2185
和室10室（8畳+広縁/10畳+広縁/前室3畳+10畳+広縁）
アルカリ性 /無色
JR「小田原」駅または
小田急「箱根湯本」駅下車→
箱根登山バス箱根町行き「蛇骨野」下車→徒歩1分

（直営施設 箱根地区 抜粋）

オールシーズンいつでも お一人様

一泊 5,000円
（朝食500円　夕食2,500円）
※一部施設は除きます。　※表中は全て税抜き価格となります。

お問い合わせ・ご予約は
法人会員専用ダイヤル 03ｰ5695ｰ2500 ※2カ月前の１日から予約が取れます

「どちらの会員様ですか」とお尋ねしますので、「全福センター」とお伝えください。

(9時～ 17時 年中無休)



上質な旅を演出することで定評のある、星野リゾートグループが運営する
宿泊施設を特別価格（最低価格保証）の法人価格でご利用できます。
通常価格より1,000円～ 5,000円の割引（時期や施設により異なります。）

特典

①全福センターホームページ https://www.zenpuku.or.jp/ からログイン
　⇒【ログインID kt】　【ログインパスワード zenpuku】
…………………………………………………………………………………………………………………………
②サービス>>>レジャー・トラベル>>>宿泊施設>>>星野リゾートグループホテルと進み、リンク先から
　【PC】 ➡ 星野リゾートグループ契約法人サイト（ご予約はこちらから）をクリック！
　【スマホ・携帯】 ➡ QRコードを読み取りアクセス！
…………………………………………………………………………………………………………………………
③表示された星野リゾートグループ契約法人サイト（PCまたは携帯・スマホ）からご予約ください。
…………………………………………………………………………………………………………………………
④ご希望の施設のプラン名をクリック（プラン予約画面が表示されます。）
…………………………………………………………………………………………………………………………
⑤人数、日程、部屋タイプを選択し、「申込み手続き」へ進みます。
…………………………………………………………………………………………………………………………
⑥画面に沿って必要事項を登録し、最後に契約法人名「全福センター」と登録して予約完了。
　※専用ホームページに掲載された料金が優待価格です。

－ご利用方法－

－対象施設－

北海道
北海道
青森県
青森県
青森県
福島県
栃木県
栃木県
栃木県
神奈川県
石川県
山梨県

星野リゾート トマム ザ・タワー
星野リゾート リゾナーレ トマム
星野リゾート 青森屋
星野リゾート 奥入瀬渓流ホテル
星野リゾート 界 津軽
星野リゾート 磐梯山温泉ホテル
星野リゾート 界 川治
星野リゾート 界 鬼怒川
星野リゾート 界 日光
星野リゾート 界 箱根
星野リゾート 界 加賀
星野リゾート リゾナーレ 八ヶ岳
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長野県
長野県
静岡県
静岡県
静岡県
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京都府
島根県
高知県
大分県
沖縄県
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ホテルブレストンコート
星野リゾート 界 松本
星野リゾート リゾナーレ 熱海
星野リゾート 界 熱海
星野リゾート 界 熱海 別館ヴィラ・デル・ソル
星野リゾート 界 伊東
星野リゾート 界 遠州
星野リゾート ロテルド比叡
星野リゾート 界 出雲
星野リゾート ウトコ オーベルジュ＆スパ
星野リゾート 界 阿蘇
星野リゾート リゾナーレ 小浜島



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

内　　容

チケット料金

申し込み方法

有効期間 2016年12月1日～2017年3月31日
ランチブッフェ＆ソフトドリンク（飲み放題）＋
天然温泉大浴場またはバーデゾーンの利用
※岩盤浴500円割引券付

中学生以上　3,800円（一般料金最大7,821円相当）

小　学　生　2,500円（一般料金最大4,447円相当）
 

 

「さるびあタウン」までお申し込みください（詳細右下）
チケットは11月25日（金）以降発送予定です。

【温泉 or バーデゾーン】9:00 ～ 18:00
【ランチブッフェ】 ①11:30 ～／②13:00 ～（※要予約）
※ランチブッフェはお席の予約が必要です。
　温泉やバーデゾーンは有効期限ならいつでもOK！
　（食事と別の日でも構いません）

【住所】神奈川県小田原市根府川 583-1　TEL 0465-28-1220 　FAX 0465-28-1233
※JR 東海道線「根府川駅（小田原駅より2駅）」より無料シャトルバス約 5分※無料駐車場有り

箱根湯本温泉 ホテルおかだ
入浴＋ランチ券

内　　容

チケット料金

申し込み方法

有効期間 2016年12月1日～2017年3月31日
湯ing &バイクing（ホテル大浴場＋バイキング）
中学生以上 一般料金3,150円 ⇒ 2,700円

2016年11月24日（木）までに「さるびあタウン」まで（詳細右下）
チケットは11月29日（火）以降発送予定です。

【入浴時間】10:30 ～ 15:00
【ご休憩】無料休憩所（大広間）　10:30 ～ 15:00
【バイキング】11:30 ～ 14:30（入場は 14:00 まで）

【住所】神奈川県足柄下郡箱根町湯本茶屋 191　TEL 0460-85-6000　FAX 0460-85-5774
※箱根湯本駅より湯本温泉郷共同バス「滝通り行き Aコース」100円　※無料駐車場有り

◎客室のご利用は出来ません。
◎バスタオル・フェイスタオルの無料貸し出しはありますが、浴衣の貸し
出しはありません。
◎原則、予約は必要ありませんが、休業日がチケットに記載されているほか、
団体客等で混雑が予想されるときは、ホームページでご案内致しますので
事前のご確認をお勧めいたします。

●発行 2016年11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　　●発行人　井之上賢一さるびあタウン臨時号

〒194-0022 町田市森野2-27-10 エムコーポ森野1F

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/

【チケットの申込・受渡・支払について】
このページに掲載した４種類のチケットは、それぞれ受付締切日、発送日が異なります。
計3万円以上になる場合は、同時発送できませんので、日を分けてお申し込みください。
１）ホームページ、TEL、FAXでお申込受付。
２）チケットと振込用紙を普通郵便にて無料で発送します。（可能送付先：事業所または
会員本人自宅）

３）到着後、１週間以内に振込用紙でご入金ください。（手数料：コンビニ･･･無料／町田
市内八千代銀行窓口…無料/ゆうちょ銀行…80円～ 340円）

観覧券

（当日券価格）一   般1,350円➡ 1,000円

米沢本　川中島合戦図屏風　左隻（部分）米沢市上杉博物館蔵　※前期（11月23日～ 12月25日）展示

休 館 日=毎週月曜日、年末年始
［2016年12月26日（月）～2017年
1月1日（日）］※ただし、2017年1月
2日・9日・16日は開館

開館時間=9:30～17:30（土曜日は19:30まで） 
※入館は閉館の30分前まで

会期：

会場：

2016年11月23日（水・祝）～
2017年1月29日（日）

東京都江戸東京博物館
1階特別展示室（東京・両国）

※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。【詳細右下】

お１人様
10枚まで。

さるびあタウン
事前あっせん価格（ ）

（当日券価格）小･中･高校生・65歳以上680円➡ 400円さるびあタウン
事前あっせん価格（ ）

※未就学児童は無料。※身体障害者手帳・愛の手帳・療育手帳・精神障
害者保健福祉手帳・被爆者健康手帳をお持ちの方と、その付き添いの方
（2名まで）は無料。※常設展は別途観覧料が必要です。

戦国時代展 －A Century of Dreams－

※会期終了まで
販売、平日11時
に発送、事務局
窓口販売も可

「宇宙を感動する」をコンセプトにした、
東京ドームシティの
エンタテインメントミュージアム。

宇宙ミュージアム TeNQ

文京区後楽１-３-６１ 東京ドームシティ黄色いビル６F
ＪＲ・三田線「水道橋駅」／
丸ノ内線・南北線「後楽園駅」／大江戸線「春日駅」など
03-3814-0109

〒
交

☎
施設整備のため休館する場合がございます。

日付指定なし入館券 ◆2016年12月～2017年5月末日まで有効

一般/学生（高校生・大学生・専門学校生）1,800円/1,500円
4歳～中学生/シニア（65歳以上）1,200円

1,500円
1,000円

お申込みはさるびあタウンへ【詳細右下】

【重要！】※ご利用当日にTeNQチケットカウンターにて当日入館券（時間指定券）への引換が必要です。混雑時
ご案内可能な時間までお待ちいただく場合がございます。※４歳未満は入館不可となります。また10歳未満の方の
入館には中学生以上の同伴が必要です。※学生（高校生・大学生・専門学校生）は、現地当日券価格と同一になり
ますので、現地でのお買い求めをお勧めします。

※お1人様10枚まで
※11月24日（木）まで受付 ⇒ 11月30日（水）一斉発送


