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旅行企画実施
（一社）日本旅行業協会正会員
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(株)関東バス旅行社
観光庁登録旅行業第９８３号

ＴＥＬ 028－614－４４３３

事業所数
4６３ 社
会 員 数
1,3１６名
（４月３０日現在）

FAX 028－614－４３６１

（一社）全国中小企業勤労者福祉サービスセンター 加盟

① No.2Q052 ザクザクお土産付きお中元大感謝祭！果実の王様
「マスクメロン」狩りと駿河湾三大味覚
② No.2Q051 日本海のおもてなし！豪快桶盛り＆のどぐろ鮨・
活アワビ料理
③ No.0E147 初夏の風物詩「箱根あじさい電車」と豪快！
一人舟盛り海鮮丼

営業時間：平日・土曜日９:３０～１７：３０

会員及

会員及び同居の家族
表記価格より

１，０００円補助
各ツアー１０名

このページのツアーは全て
(株)関東バス旅行社に直接
お申込みください。
※添乗員は同行いたしません。

（各ツアー最少催行人数 ３５名）
１(株)関東バス旅行社にフレンドリーかぬま会員番号・
氏名を告げて予約してください。同居家族参加の場
合は家族名も併せてお知らせください。
２ 予約確認後、(株)関東バス旅行社より申込確認書が
送付されます。申込確認書に振込先が記入されてお
りますので、確認後(株)関東バス旅行社にお振込み
ください。
＊集合場所駐車場の駐車台数には限りがございます。
満車の場合はご容赦ください。
＊最少催行人数に達しない場合、もしくは申込み多数の場合はお断りする場
合がございます。
＊４歳未満のお子様は無料。但し座席を希望される場合は、日帰り 3,500 円
となります。
＊詳しい旅行条件と個人情報のお取り扱いを説明した「旅行条件」をお渡し
いたしますので、事前にご確認の上お申し込みください。

今市旅行センター【P】 下金井【P】

武子車庫【P】
７：０５出発予定

JR 鹿沼駅前

クライミングカーで展望台へ。
1 万株の紫陽花観賞 弥彦山頂
のどぐろ鮨と豪快桶盛り・
活アワビ踊り焼き御膳の昼食

今市旅行センター【P】 下金井【P】

伊豆の新名所！

「マスクメロン」1 玉狩り

鮭はらこわっぱ飯の車内夕食
各指定乗車地 １８：５０～２０：１０到着予定

秘境旭滝

5,000 株のマリー
ゴールドとバラ観賞

秩父宮記念公園

鯛めし弁当の車内夕食
各指定乗車地 １８：５５～２０：１５到着予定

今市旅行センター【P】 下金井【P】
咲き誇る花菖蒲鑑賞

深雪の里

JR 鹿沼駅前

「三大名物」桜エビ釜飯・
金目鯛の野菜あんかけ・
しらすかき揚げの昼食

伊豆の海産物ショッピング

小田原フラワーガーデン

名物栃尾ジャンボ油揚げ１個
プレゼント・魚沼産コシヒカリすくい

武子車庫【P】
７：２５出発予定

沿線に咲き誇るあじさい鑑賞

箱根湯本

強羅駅

武子車庫【P】
７：４０出発予定

JR 鹿沼駅前

漁師直営店で豪快にいただく！

一人舟盛り丼の昼食
箱根仙石原老舗・名店食べ
歩き！お稲荷さん・人形焼の
ティータイム

各指定乗車地 １９：００～２０：１５到着予定

チケットあっせん

●申込方法
●募集期限

電話、ＦＡＸまたはホームページで受付。
（チケット配布は後日連絡。）
平成３０年５月９日（水）～５月２３日（水）
（土・日・を除く。午前９時～午後５時まで。）

２０１８ 新作舞台

ＤＲＵＭ ＴＡＯ 「ＲＨＹＴＨＭ

ＯＦ ＴＲＩＢＥ～時空旅行記～」

２４カ国・５００都市、世界観客動員８００万人に迫る！日本の伝統芸術を更に
進化したエンターテイメントとして、あらゆる想像を覆す最先端の「ＴＨＥ 日本
エンターテイメント」新作舞台をお届けします。
日

時

平成３０年 ７月２１日(土)１４:００開演
７月２２日(日)１２:００開演

場

所

豊洲 PIT（江東区豊洲）

入場料金

斡旋価格 全席指定
７，３００円（一般８，５００円）

各公演
限定１０枚

※未就学児入場不可

五木ひろしコンサート ２０１８ in 東京国際フォーラム
～ ７０years さらなる挑戦 ～
よこはまたそがれ・夜明けのブルース・長良川艶歌・忘れ宿 他
日

時 平成３０年 ８月 ２７日(月)１５：００開演

場

所 東京国際フォーラム・ホールＡ

入場料金 斡旋価格

全席指定
７，０００円（一般８，６４０円）

限定１０枚

※未就学児入場不可

恐竜どうぶつ園２０１８～Ｅｒｔｈ’ｓ Ｄｉｎｏｓａｕｒ Ｚｏｏ～
ティラノサウルス×トリケラトプスの戦い？！

各公演
限定１０枚

２年間累計１５万人動員！今回は、
大人気草食恐竜「トリケラトプス」が初登場！
大人気ティラノサウルスもやってくる！
２頭が見せるリアルな動きと展開に乞うご期待！
日

時

平成３０年 ７月 ２５日(土)
①１３:００開演

場

所

入場料金

②１５：３０開演

那須塩原市黒磯文化会館
斡旋価格 全席指定
２，２００円（一般３，０００円）
※3 歳以上有料、2 歳以下膝上鑑賞無料。
但し、座席が必要な場合有料。

恐竜どうぶつ園とは？世界各地で上演されている、家族みんなで楽しめる恐竜ショーです。

那須高原

伊香保温泉

洋風旅館ぴのんの入浴＋ランチ
＆ホテル松本楼 温泉入浴
利用対象
利用方法

ホテルサンバレー那須
ランチ＆日帰り温泉入浴

会員及び同居の家族
①フレンドリーかぬまへ「夢味亭ランチ＋
ぴのん＆松本楼入浴券」（利用補助券）を申し込む。
※登録家族数の範囲内で利用補助券を発行します。

②フロントへ利用補助券を提出し、下記の利用
料金でランチ＆入浴をご利用ください。
プランの内容

利用料金

ぴ の ん 内の レ スト ラ
ン夢味亭ランチ
＋
ぴのん又はホテル
松本楼の温泉入浴
（ ど ち らの ご 利用 も
ＯＫ）

一般料金

備

考

利用対象

会員及び同居の家族

利用方法

会員証をフロントに提示してご利用ください。
（料金は現地決済）

会

場

料

金

ホテルサンバレー那須・森のシンフォニー
アラカルトランチ
＊平日・土・日・祝日
大人 １，８００円（中学生以上）
小人 １，０００円（３歳～小学生）

＊３歳以下
は無料。
＊バスタオ

１，１００円

＊特定期間 5/3～5 8/11～14
大人 ２，３００円（中学生以上）
小人 １，５００円（３歳～小学生）

ルは付き

２，０８０円

ません。
（有料にて
ご用意）

時
※このプランは、「フレンドリーかぬま会員証」提示
のみでも１，６２０円でご利用できます。

間

12/31～1/1

ランチ：１１：３０～１４：３０
（７０分制 ラストオーダー１４時００分）

入 浴：アクアヴィーナス１０時～２１時
湯遊天国１０時～２３時

住所 群馬県渋川市伊香保３８３

～利用上の注意～

ＴＥＬ 0279-72-3308

＊事前予約が必要です。

（「ぴのん」への事前予約をお
すすめします。）

＊アクアヴィーナス冬季クローズ期間、
ランチ休館日あり。

ホテルサンバレー那須 予約センター 0287-76-3800

利用時間 １１：３０～１６：００
※ランチは１４：００まで

フレンドリーかぬ
72-3308

カラダ全体のコリや疲れた部位を、セラピストが素手で揉みほぐす
「もみほぐしコース」と、足裏や足首、ふくらはぎの指圧・揉みほぐしの
「足つぼコース」が基本。ココロとカラダの両方をリフレッシュする場
を提供します！

営業時間
営業時間

１０：００～翌ＡＭ２：３０ 無休

（最終受付ＡＭ１：３０店により一部異なる。） 割引対象施設

割引対象商品等 ６０分以上のすべてのメニュー

●会員と同伴者が割引対象！
税込価格より２００円割引。

鹿沼店

鹿沼市西茂呂 2－20－8

0289－62－3667

宇都宮戸祭店

宇都宮市中戸祭 1‐2‐10

028－643－0400

宇都宮末広店

宇都宮市末広 2－4－13

小山店

小山市東城南 2 丁目 2－4
0285－28－6667
（「ぴのん」への事前予約をお

大平店

すすめします。）
栃木市大平町下皆川 2022－7
0282－43－3133

※予約優先 ※他サービス、割引併用不可

割引利用方法

会員証を提示してください。

住所 群馬県渋川市伊香保３８３
028－655－3322
ＴＥＬ 0279-72-3308

利用時間 １１：３０～１６：００
※ランチは１４：００まで

割引鑑賞券販売

平成３０年５月２５日（金）全国ロードショー

妻よ薔薇のように 家族はつらいよⅢ
山田洋次監督最新作は、主婦への賛歌！

●割引鑑賞券の販売期間
５月３１日（木）まで
© 2018「妻よ薔薇のように
●斡旋料金
１，０５０円（当日一般料金 １，８００円）

●東京ディズニーシー・パーク・ファン・パー
72-3308
ティ―」の日程が決まりました！
１２月に実施予定の東京ディズニーシー・パー

原作・監督：山田 洋次
出
演
橋爪功、吉行和子、西村まさ彦、夏川結衣、
中嶋朋子、林家正蔵、妻夫木聡、蒼井優、
小林稔侍、風吹ジュン ほか

-

フレンドリーかぬま事務局からのお知らせ

ク・ファン・パーティ―は１２月９日（日）に決定
いたしました。１０月号の会報で詳しくお知らせ
いたします。

●「さくらんぼ祭リと米沢牛の昼食ツアー」
４月号でお知らせした「さくらんぼ祭りと米沢
家族はつらいよⅢ」製作委員会

牛の昼食ツアー」の募集は５月８日（火）から開
始します！ぜひお申込みください。

助成金の申請を忘れていませんか？
助成金

※領収書等は、本人あてのものを必ず添付してください。

助成金の様式は、
「ガイドブック」
または「ＨＰ」記載の最新
のものをお使いください。

●宿泊・日帰り旅行助成【会員対象 年１回】
宿泊施設利用助成

５，０００円以上の国内外宿泊施設

助成金 ３，０００円

日帰り旅行助成

５，０００円以上の日帰り旅行

助成金 ２，０００円

●チケット斡旋・助成【会員対象】
チケット斡旋助成

市民文化センター等の公演

斡旋以外の４，０００円以上の
公演チケット購入

チケット助成

チケットの割引斡旋
１，０００円助成（年３回）

●受講料・参加料助成【会員・一部家族対象（指定講座やスポーツ参加助成）】
「かぬま生涯学習大学
講座」受講料助成

会 員

受講料の３０％以内の助成

限度額 ３，０００円

家 族

受講料の２０％以内の助成

限度額 ２，０００円

さつきマラソン大会参加料助成（会員のみ）

助成金 １，０００円

●健康診断等受診料助成【会員対象 年１回】
健康診断及び人間
ドック・脳ドック
インフルエンザ予防接種

本人負担５，０００円以上１０，０００円未満①

助成金

２，０００円

本人負担１０，０００円以上②

助成金

５，０００円

②の場合で年度末年齢４０歳・５０歳・６０歳の会員（節目健診）

助成金 １０，０００円

会員本人（平成３０年度から新設）

助成金

５００円

フライングガーデン割引券
近隣の店舗
鹿 沼 店

０２８９－６５－５０９９

下戸祭店

０２８－６２５－６８３９

東簗瀬店

０２８－６３８－７２２２

若松原店

０２８－６８８－１６０１

豊郷台店

０２８－６５０－４５３３

下平出店

０２８－６１３－５６５５

栃 木 店

０２８２－２２－６１２３

今 市 店

０２８８－３０－７３３５
こちらからお切り離しください。

コピー可

