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宿泊施設・お得なチケット 特集



全長17メートルの「天空大露天風呂」は開放感抜群！
頭上を遮るものはなく、箱根の豊かな四季を眺めながら、
湯浴みをお愉しみいただけます。
お食事は「すくも御膳」をご用意しています。

箱根の豊かな四季を望みながら、
温泉を楽しむ贅沢なひととき

「箱根湯本温泉 天成園」食事付き日帰り温泉入館券

◆2020年６月30日（火）まで有効

「湯本富士屋ホテル」
湯三昧ランチブッフェプラン

「箱根湯本温泉 天成園」 
食事付き日帰り温泉入館券

大広間での休憩と、ランチブッフェと温泉入浴がついた
日帰りプラン。約40種のバラエティ豊かな料理が並ぶ
ランチブッフェを思う存分味わった後は、箱根湯本温泉
でゆっくりとおくつろぎください。
★ご利用可能時間 11:30～15:00

温泉とランチブッフェを満喫して
日ごろの疲れをリフレッシュ

「湯本富士屋ホテル」 湯三昧ランチブッフェプラン

◆2019年12月1日(日)～2020年5月31日(日)まで有効

「箱根湯本温泉 箱根パークス吉野」
日帰り温泉＋お気軽昼食プラン

開放感と風趣に満ちた湯処で日々の疲れを癒し、心までぬくもるひととき
をお愉しみください。バスタオル、フェイスタオル、浴衣は無料貸し出し
です。お食事は季節の和食膳(ソフトドリンク付き）を個室料亭で召し
上がっていただきくつろげます。   ★ご利用可能時間 11:00 ～ 15:00

天平年間に源を発す癒しと
安らぎの湯と季節の和食膳

「箱根湯本温泉 箱根パークス吉野」 日帰り温泉＋お気軽昼食プラン

◆2019年12月1日(日)～2020年5月31日(日)まで有効

「modern 湯治 おんりーゆー」 
バイキング＋入浴セット券

体にやさしい38℃のぬるゆで開放感あふれる景観です。
バイキングは、旬の食材を使用したヘルシーな創作料理
です。一度、入館しても外出が可能なので、近くの大雄
山最乗寺など散策をして再び入浴や休憩ができます。
一日ゆっくりくつろげる大人の施設です。

一日ゆっくりくつろげる大人の施設

「modern 湯治 おんりーゆー」 バイキング＋入浴セット券

◆2020年5月31日（日）まで有効

11月18日（月）正午まで！ 11月25日（月）受付 発送

11月18日（月）正午まで！ 11月25日（月）受付 発送

11月18日（月）正午まで！ 11月25日（月）受付 発送
11月18日（月）正午まで！ 11月25日（月）受付 発送

神奈川県足柄下郡箱根町湯本682　　小田急線「箱根湯本駅」より徒歩約12分、または
シャトルバス（片道100円／Aコース「滝通り行き」）５分　　
0460-83-8500　https://www.tenseien.co.jp/

DATA
〒 交

☎

おとな（中学生以上）4,950円 4,200円

神奈川県足柄下郡箱根町湯本256-1　　小田急線「箱根湯本駅」より徒歩約３分
0460-85-6111　https://www.yumotofujiya.jp/

DATA
〒 交
☎

おとな（中学生以上）4,670円 4,200円

神奈川県足柄下郡箱根町湯本茶屋139-5　　小田急線「箱根湯本駅」より
徒歩約12分、またはシャトルバス（片道100円／Aコース「滝通り行き」）５分
0460-85-8111　http://www.pax-yoshino.com/

DATA
〒 交

☎

おとな（中学生以上）4,780円 3,900円

神奈川県南足柄市広町1520-1
小田急線「開成駅」、大雄山線「大雄山駅」より無料送迎シャトルバス
0465-72-1126　http://www.ashigara-only-you.com/

DATA
〒
交
☎

おとな（中学生以上）3,960円 2,900円
こども（小学生）2,365円 1,500円

【ガーデンレストラン「姫沙羅」ランチブッフェ】
11:30 ～ 12:50又は13:00 ～ 14:20　※80分の入替制
★ランチブッフェはお席の予約が必要です！（☎ 0460-85-6111）
【休憩】11:30 ～ 15:00  大浴場近くの大広間のご用意となります。
【入浴】12:00 ～ 15:00  バスタオル・フェイスタオルはホテルにてご用意いたします。

★全国有数の参拝者数を誇る成田山新勝寺に初詣。参道には、様々な土産屋など木造の商店が軒を連ねます。

★清らかな大気と緑のなかで、養豚農家が始めた筑波ハム。自社ブランド豚
「つくば豚」、茨城県産ブランド「ローズポーク」を中心にハム、ベーコン、
チーズ、ヨーグルト等を製造販売。ご試食をご用意しておりますので、
お好みの商品をお求めください。

★日本の宇宙開発の中枢として最先端研究が行われる筑波宇宙センター。
50mもある本物のロケットの迫力もぜひ体感してください。

2020年 １月５日㈰ご出発日

参  加  費

※昼食代、傷害保険料含む。
※小人料金の設定はありません。
大人同額です。（昼食内容も同じ）
※当日、護摩札の受付をいたします。

会員 … 5,700円
家族 … 6,200円

（一般）6,700円

募集人数 48名（最少催行人数　35名）

町田バスターミナル（7:15頃）→成田山新勝寺（参拝）→ホテルグランド
東雲（昼食）→筑波ハム（買物）→筑波宇宙センター（見学）→町田
（18:15頃着）

行　　程

＜注意＞日帰り旅行の取扱について
 ・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。
 ・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。（12月中旬）
 ・参加費のご入金先は「旅行会社」になります。その際、参加費合計金額から振込
手数料を差引いてご入金ください。

企画手配旅行会社／富士急トラベル株式会社　神奈川支店
前日までの
予約必要

©大本山成田山新勝寺

★ホテルグランド東雲
冬限定弁当

New 注 !
申込期限
あり

New 注 !
申込期限
あり

New 注 !
申込期限
あり

New 注 !
申込期限
あり

※お１人様10枚までご購入いただけます。　※現地にて別途入湯税50円が必要です。
※こども料金等は施設にお問い合わせください。

※利用不可日：12/30～1/3・1/10・1/12～13・5/3～5/5

※お１人様10枚までご購入いただけます。　※利用不可期間：12/28～1/3
※こども料金等は施設にお問い合わせください。

※お１人様10枚までご購入いただけます。
※利用不可日：毎週金曜日・12/5・12/28～1/2・3/5
※こども料金等は施設にお問い合わせください。

※お１人様10枚までご購入いただけます。　※小学生未満の料金は施設にお問い合わせください。

成田山新勝寺初詣
筑波ハムのお買物と筑波宇宙センター

2 3



全福センター宿泊施設のご紹介
全福センターホームページのご紹介【全福センターとは…各市町村にあるサービスセンターが加盟する全国組織で、さるびあタウンも加盟しています。】
さるびあタウン会員証に「全福センターロゴ画像
しますので、さるびあタウンまでご連絡ください。

 」が無い、古い会員証をお手元にお持ちの場合、最新のプラスチックカードの会員証を無料で発行

ログインID：
パスワード：

上記ログインID・パスワードにて
ログインしてください。
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★全幅センターホームページ
（詳細P4）よりお進みください。

JCS_ol.indd   1 2019/01/10   11:01



全福センター宿泊施設のご紹介 全福センター宿泊施設のご紹介
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※施設は2019年10月１日現在の情報です。



発行 2019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】
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／ゆうちょ銀行…152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（年末年始休12/28～1/5）
　　　　　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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FAX申込シート 042-720-2242
成田山新勝寺初詣　
筑波ハムのお買物と筑波宇宙センター
＜2020年１月５日(日)＞

天成園

おんりーゆー

上野動物園

サンリオピューロランド

多摩動物公園

会　　員5,700円×　　人
家　　族6,200円×　　人
一　　般6,700円×　　人

※11月18日正午迄受付　中学生以上2,900円×　　枚
小学生1,500円×　　枚

※11月18日正午迄受付　4,200円×　　枚

箱根パークス吉野

湯本富士屋ホテル

※11月18日正午迄受付　3,900円×　　枚

※11月18日正午迄受付　4,200円×　　枚

2,000円×　　枚

※11月18日正午迄受付　400円×　　枚

※11月18日正午迄受付　400円×　　枚

「PURO WHITE CHRISTMAS」 2019年11月8日㈮～12月25日㈬
今年のクリスマスは、リトルツインスターズ (キキ＆ララ)が主役。
宝石のように輝く「ホワイトクリスマス」がテーマです。
50万球の電飾が彩るイルミネーションショーやプロジェクション
マッピング、雪が降る演出のショーなど屋内施設ならではの煌びやか
な演出にご注目ください。
冬でもあたたかいサンリオピューロランドでクリスマスの想い出を
つくりましょう。

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

交多摩市落合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（9：30～17：00　※休館日を除く）

DATA
〒
☎

パスポート （入場とアトラクション）

◆2019年11月16日（土）～2020年２月２日（日）

New

※会員1人10枚まで　※平日11時発送　※2019年内発送受付は12月26日まで

期間中の休館日
11/19～21，26～28、12/3～6，11，12、1/8，9，15，16，22，23

©'76,'90,'93,'96,'99,'01,'10,'19 SANRIO APPROVAL No.P1110182

豊かな自然が多く残った50haを超える世界
屈指の広さを持つ、「多摩動物公園」。アリから
ゾウまで…300種を超える動物達がみなさんを
待っています！

アリからゾウまで出会えるところ TAMA ZOO

日野市程久保７-１-１　　京王線／多摩モノレール「多摩動物公園駅」から徒歩１分　　042-591-1611
DATA
〒 交 ☎

入園料

◆有効期限なし

一般  600円 400円 ※会員1人10枚まで
※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。

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。

日本を代表する日本で最初の動物園

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　　03-3828-5171
DATA
〒 交 ☎

入園料

◆有効期限なし

一般  600円 400円 ※会員1人10枚まで
※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。

11月18日（月）正午まで！ 11月25日（月）受付 発送 11月18日（月）正午まで！ 11月25日（月）受付 発送

NewNew

ⓒ（公財）東京動物園協会

注 !
申込期限
あり

注 !
申込期限
あり

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

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）

※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。

ホームページ
からのお申込は
こちらから

歳 歳


