
東京ディズニーリゾート

チケット情報

宿泊施設

日帰りツアー

12月お買い物ツアー
12/16（土）沼津港・12/27（水）三崎港

RESOL提携宿泊施設補助大還元祭

コーポレートプログラム利用券抽選プレゼント！
お得な期間
「サンクス・フェスティバル」パスポートご案内

上野動物園
サンリオピューロランド
箱根ユネッサン 等
臨時号特別価格チケット販売！ 

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』



伊豆の玄関口 “ぬまづみなと” には、新鮮な地魚を使ったおいしい
お食事処、沼津が誇る生産量日本一のアジの干物が並ぶおみやげ処
など、楽しいお店がいっぱいです！
大きないちご大福で有名な “いちごプラザ” や、工場見学もできる
“三島わさび工場” など、バリエーション豊かな静岡の名産をお買
物できます。御殿場高原にある緑と光のリフレッシュリゾート「時
之栖」で行われるイルミネーション。トンネルに集まった星たちの
ざわめきが幻想的な世界へといざないます。

町田バスターミナル（9:00頃）→
沼津港魚市場（買物/漁師丼の昼食）
→いちごプラザ（買物）→
三島わさび工場（買物）→
時之栖イルミネーション（見学）→
町田（19:00頃着）

行　　程

2017年12月16日㈯
会　員……………… 4,700円
家　族……………… 5,400円（一般）6,200円
48名（最少催行人数35名）

ご出発日

参  加  費

募集人数

昼食代、
傷害保険料含む

さるびあタウンツアー

●家族料金は「配偶者、子、父母、兄弟、孫」の方が対象になります。
●差しつかえなければ、申込代表者の携帯電話番号を連絡先としてご指定ください。
●未就学児のお子様のご参加をご希望される場合、別途お問い合せください。

●お申込の受付は、「さるびあタウン」で行いますが、ご案内文・請求書は「旅行
会社」から届きます。（11月下旬から12月上旬）
●参加費のご入金先は「旅行会社」になります。その際、旅行代金合計金額
から振込手数料を差し引いてご入金ください。

企画手配旅行会社　株式会社タウンツアーズ

＜注意＞日帰り旅行の取扱について

沼津港魚市場のお買物と
時之栖イルミネーション

ときのすみか

年末年始のご準備にぴったりなお買物ツアーを開催します。三浦・
横須賀の「海の幸」や「新鮮野菜」を効率よくお買物できるコース
です。
昼食は、三崎の割烹旅館で味わう “おさしみ定食” をご用意。
活気あふれる横浜中華街で、中華食材のお買物や散策をお楽しみ
いただけます。

町田バスターミナル（8:30頃）→
農産物直売所すかなごっそ（買物）→
三崎港うらりマルシェ（買物）…
割烹旅館立花（おさしみ定食の昼食）→
横浜中華街
（散策・買物）→
町田（17:00頃着）

行　　程

2017年12月27日㈬
会　員……………… 4,400円
家　族……………… 5,300円（一般）6,400円
23名（最少催行人数20名）

ご出発日

参  加  費

募集人数

昼食代、
傷害保険料含む

年末年始のお買物！
三崎港と横浜中華街

対象日：～ 12/22 まで

提供：横浜中華街発展会協同組合



東京ディズニー
リゾートDisney

東京ディズニーランド スペシャルイベント

クリスマス・ファンタジー
１1月8日㈬～ 12月25日㈪

東京ディズニーシー スペシャルイベント

クリスマス・ウィッシュ
１1月8日㈬～ 12月25日㈪

対象期間のパスポートを特別料金で購入できる“サンクス・フェスティバル”が、12月平日も
対象になり、お得な期間が増えました！この機会に、“さらに”お得にご利用できるようコーポ
レートプログラム利用券の抽選プレゼントを企画しました。ご応募お待ちしております。

一般財団法人
町田市勤労者福祉サービスセンター

1 2 8 6

500円券4枚１組が200名様に当たる！

2018年3月31日迄（サンクス・フェスティバル期間中でも、期間外でもご利用できます。）
コーポレートプログラム利用券500円券４枚１組を抽選で200名の会員の方に。
さるびあタウンホームページhttps://www.salviatown.com
または裏表紙FAX申込シートから、来園予定の各会員の方がお申込ください。
(事業所単位でのお申込はお受けできません。)
※既に、2017年度分として３枚１組を受け取った会員の方も、抽選に参加できます。
2017年11月21日㈫まで
当選された方のみ11月24日㈮発送します。（落選された方にはお知らせしません。）

利用券使用期限
プレゼント内容
応　募　方　法

応　募　期　間
当　選　発　表

※入園制限中のパークではご利用いただけません。※「コーポレートプログラム利用券＠５００」をお持ちの方は、併せてご利用いただけます。

大人 通常料金￥7,400→
中人 通常料金￥6,400→
小人 通常料金￥4,800→

￥6,400
￥5,500
￥4,100

「購入申込書」を販売窓口（各パーク、取扱ディズニーストア）に提出してお求めください。購入申
込書は、当ページ下部を切り取ったもの、または、利用者専用サイトdcp.go2tdr.comから【ＩＤ】
dcp2017【パスワード】thanks02を入力し印刷したもの、いずれかをご使用ください。※購入
申込書の記載事項も必ずお読みください。※ご購入の際、勤務先が確認できる物のご提示をお願いする
場合がありますので「さるびあタウン会員証」をご持参されることをお勧めします。 

コーポレートプログラム「サンクス・フェスティバル」パスポートお得な
期間 2017年12月１日㈮～12月29日㈮の平日 2018年１月５日㈮～２月28日㈬の全日
購
入
申
込
書

を
提
出

左記からさらに500円差引！

コーポレートプログラム利用券＠500も
併せて提出（パスポート１枚に１枚のみ使用可）

パスポート１枚につき、１枚のみ500円引きで
購入できる補助券で、販売窓口（各パーク、
取扱ディズニーストア）でご提出いただきます。
※ご申請の会員へ2017年度内３枚１組で
お渡ししているものと同じものです。2017年
度受取られていない方は秋号会報誌等で受取
方法をご確認ください。 

コーポレートプログラム利用券とは…

見 本



速達（別途280円）
発送翌日午前着（別途330円）

旅 　 　 行
参 加 者 名

申込日 会員番号
（7桁）

※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 2017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さるびあタウン 臨時号

【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５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）

〒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/

サービス名 料金と申込数（必要数をご記入ください）
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特別
価格

特別
価格

上野動物園

サンリオピューロランド

新海誠展

ふるさとまつり東京2018

箱根小涌園ユネッサン

※11月21日迄受付　一般300円×　　　枚

※特別価格は今回のパスポートのみ適応　2,000円×　　　枚

一般1,000円×　　　枚／大学生900円×　　　枚
高校生500円×　　　枚     ※11月10日17時迄受付

※2018年1月11日17時迄受付　1,000円×　　　枚

中学生以上1,500円×　　　枚／３歳～小学生1,000円×　　　枚
※特別価格は申込日11月1日～2018年2月28日迄の特別期間適応
会員4,700円×　　　人／家族5,400円×　　　人

一般6,200円×　　　人
会員4,400円×　　　人／家族5,300円×　　　人

一般6,400円×　　　人
抽選（　申込します　）←申込される場合、○で囲んでください。

※11月21日迄受付
事業所単位でのお申込はお受けできません。来園予定の各会員の方がお申込ください。

沼津港魚市場のお買物と時之栖
イルミネーション〈2017年12月16日（土）〉
年末年始のお買物！三崎港と
横浜中華街〈2017年12月27日（水）〉

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　抽選申込

観覧券

（当日券価格）一   般1,600円➡ 1,000円

©2016「君の名は。」製作委員会　©Makoto Shinkai/CoMix Wave Films ©Makoto Shinkai/CMMMY

休 館 日=毎週火曜日
開館時間=10:00～18:00（毎週金曜日、土曜日

は20:00まで。）※入場は閉館の30分
前まで

会期：

会場：

2017年11月11日（土）～
12月18日（月）

国立新美術館 企画展示室2E
（東京・六本木）

※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。

会員１人
10枚まで。

さるびあタウン
事前あっせん価格（ ）

（当日券価格）大学生1,200円➡ 900円さるびあタウン
事前あっせん価格（ ）

（当日券価格）高校生  800円➡ 500円さるびあタウン
事前あっせん価格（ ）

※中学生以下は入場無料※障がい者手帳をご持参の方（付添いの方1名含む）は入場無料
※11月17日㈮～19日㈰は高校生無料観覧日（学生証の提示が必要）

新海誠展「ほしのこえ」から「君の名は。」まで
国立新美術館開館10周年

※平日11時発送
※受付期間
11月10日(金）
17時まで。

香香（シャンシャン）に
会いに行こう！

上野動物園

東京都台東区上野公園9-83
JR上野駅（公園口）から徒歩５分
毎週月曜日（月曜日が祝日、都民の日にあたるときはその翌日）
年末年始（12/29～1/1）
03-3828-5171

〒
交
営

☎

入　園　料 ◆有効期限なし

一般600円 300円
※小学生以下、都内在住・在学の中学生は無料です。
65歳以上［300円］・中学生（都内在住・在学以外）
［200円］のチケットは現地でご購入ください。

入場券
（当日券価格）1,700円➡　  

1,000円

開催時間=10:00～21:00
※最終日は18:00閉場
※入場は閉場30分前まで

会期：

会場：

2018年1月12日（金）～
21日（日）

東京ドーム（東京・文京区）
※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。

会員１人 10枚まで。

さるびあタウン
事前あっせん価格（ ）
※小学生以下は、大人1名の付き
　添いにつき4名まで無料。

ふるさと祭り東京2018 日本のまつり・故郷の味

※平日11時発送　※受付期間1月11日（木）17時まで。

臨時号
特別価格

臨時号
特別価格

臨時号
特別価格

約350種2,500点の動物を飼育し、
日本を代表する動物園として機能する
上野動物園。ジャイアントパンダ
の香香（シャンシャン）に早く会い
たい！

★11/21㈫まで受付 ⇒ 11/24㈮発送
★会員１人 10枚まで

11月10日（金）～12月25日（月）【ピューロクリスマス】を開催！

サンリオピューロランド

多摩市落合1-31
京王線・小田急線・多摩モノレール「多摩センター駅」より徒歩5分
042-339-1111

〒
交
☎

パスポート（入場とアトラクション） ◆2017年 11/18日（土）～2018年1/31（水）まで有効

ポップなクリスマスソングとイルミネー
ション、ダンスがシンクロする初の
参加型イルミネーションショーを上演。
夜は幻想的な青い雪の世界に入り
込んだかのようなロマンティックな
時間が過ごせます。昼と夜でテイスト
が異なるショーで、ピューロランドで
しか体験できないクリスマスを！

ⓒ（公財）東京動物園協会

期間中の休館日：12/6・7・8・13・14　1/10・11・17・24・25
★会員１人 10枚まで　★平日11時発送　★年内発送受付は12/27㈬まで

18歳以上［平日］3,300円［休日］3,800円
３歳～17歳［平日］2,500円［休日］2,700円

2,000円
3歳以上共通

NewNew

©'76,'96,'99,'01,'17 SANRIO APPROVAL No.P0910137

風変わりなお風呂で人気の箱根小涌園ユネッサン。
9/30～11/30までは「永谷園 お茶づけ風呂」が
OPEN！

風変わりなお風呂で人気の
箱根小涌園ユネッサン

箱根小涌園ユネッサン

DATA

DATA

DATA 〒
交
足柄下郡箱根町ニノ平1297　  　1,000台
小田急線「箱根湯本駅」よりバス20分  　 0460-82-4126

P
☎

11月18日~2018年１月31日

※画像はイメージです

臨時号
特別価格

パスポート（ユネッサン＆森の湯） ◆2018年8月31日まで有効

中学生以上 4,100円 1,500円
3歳～小学生 2,100円 1,000円

臨時号
特別価格

11月1日（水）～2018年2月28日（水）特別価格販売期間

★会員１人 四半期に10枚まで（通常価格枚数を合わせて）
★平日11時発送　★年内発送受付は12/27㈬まで

FAX申込シート 042-720-2242


