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事業所数
４６１社
会 員 数
1,332 名
（９月３０日現在）
（一社）全国中小企業勤労者福祉サービスセンター 加盟

栃木・神奈川共済会合同事業

特別なプログラムを体験できるパーク・ファン・パ
ーティー！ 抽選会やショー、とっておきのひとときを
ブロードウェイシアターでお楽しみください！

ブロードウェイシアター

１０月１日（月）～ ２２日（月）

平成 30 年

（土・日・祝日を除き午前９時～午後５時まで。最終日は
午後４時まで）
申込書を FAX、ホームページまたは直接事務局へ
提出してください。
※募集人員を超えた場合は、抽選となります。

１２月 ９日（日）
午前 ４ 時 ３０分
市役所職員駐車場

このツアーに関しては式典代を含むため、フレンドリー

（御殿山球場北）

かぬまの窓口にご持参ください。
参加確定後１１月９日（金）までにお支払ください。

４０名

この企画はチケット事前購入のためキャンセルはできま
せん。但し、バス代（3,000 円・3 歳以下 2,000 円）に
ついては、旅行業法により一部払い戻しが受けられる場
合があります。また、交通事情等によりパーティ―に参
加不可能となった場合でも払い戻しはできませんので、
ご了承ください。

参加料金

大人 会員・同居の家族(１８歳以上)

10,500 円

中人 同居の家族(中 学 生 ・高 校 生 ：１２～１７才 )

9,500 円

小人 同居の家族（幼児・小学生：4 歳～11 歳）

9,000 円

関係者 大人

12,500 円

関係者 中人(中 学 生 ・高 校 生 ：１２～１７才 )

11,500 円

関係者 小人（幼児・小学生：4 歳～11 歳）

11,000 円

※３歳以下のお子さまはパーティ―代・保険代として２，０００円となります。

★参加費にはパスポート代・パーティー代が含まれます。
★パーティー会場はブロードウェイシアターです。
★パーティー時間は午前９：１５開場、９：４５～１０：１５まで。
鹿沼

東京ディズニーシー

鹿沼

パーティー終了後は午後９：００の出発まで自由行動となります
※このツアーは、フレンドリーかぬまで募集を行い、旅行会社に依頼
する受注型企画旅行です。 取扱旅行業者：(有)旅ベリーかぬま

チケットあっせん

●申込方法 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。）

●募集期限 「しまじろうコンサート」 １０月２日（火）～１１日（木）
その他の公演
１０月２日（火）～１６日（火）
（土・日を除く。午前９時～午後５時まで。）

しまじろうコンサート サンタのくにの クリスマスキャンドル
お子さまが、物語の世界で活躍できる参加型コンサート！
日

時

平成３０年１１月２５日(日) １4：００（７０分 休憩１０分）

場

所

鹿沼市民文化センター大ホール

入場料金

斡旋価格
２，７００円（一般３，１２０円）

限定３０枚

※会員１人４枚まで。
※３歳以上は有料。
２歳以下は保護者１名につき１名ひざ上鑑賞可

十一月新派特別公演

犬神家の一族
原作：横溝正史 脚色・演出：齋藤雅文
出演：水谷八重子、波乃久里子、河合雪之丞、喜多村緑郎、/浜中文一、佐藤Ｂ作ほか

日

時

平成３０年１１月２３日(金) １１：３０
２４日(土) １１：３０

場

所

新橋演舞場（中央区銀座）

入場料金

各公演
限定１０枚

斡旋価格
１等席８，５００円（一般１２，０００円）
※会員１人２枚まで。

斡旋価格

Ｓ席指定プチギフト付

喜劇 有頂天団地
１２，５００円（一般１３，５００円）
出演：渡辺えり、キムラ緑子、笹野高史、広岡由里子、鷲尾真知子 ほか

日

時

平成３０年１２月 ２日(日) １１：３０
８日(土) １１：３０

場

所

新橋演舞場（中央区銀座）

入場料金

斡旋価格
１等席８，５００円（一般１２，０００円）

各公演
限定１０枚

限定４枚

※会員１人２枚まで。

斡旋価格

Ｓ席指定プチギフト付

が～まるちょば
１２，５００円（一般１３，５００円）
サイレントコメディー ＪＡＰＡＮ ＴＯＵＲ ２０１８
世界中を沸かすエンターテイメントショー「が～まるＳＨＯＷ」、短編ショートスケッチ、
そして爆笑のうちに何故が泣いてしまう感動の新作長編を上演いたします。
日

時

平成３１年 １月５日(土) １８：００

場

所

さいたま市民会館おおみや

入場料金

大ホール

斡旋価格
指定５，０００円（一般６，０００円）
※会員１人２枚まで。※年齢制限：未就学児童入場不可

限定４枚

劇団四季 『恋におちたシェイクスピア』
劇団四季最新作。芝居は、人生は、こんなにも素晴らしい
ロマンあふれる新作ドラマを、あなたに。

。

日

時

平成３０年１１月 １ 日(木)１３：３０ １１月 ６ 日(火)１８：３０
１１月１０日(土)１７：３０ １１月２５日(日)１３：００

場

所

自由劇場（浜松町・大門）

各公演
限定４枚

斡旋価格
Ｓ席８，５００円（一般９，７２０円）

入場料金

※会員１人２枚まで。
※状況により、ご希望の日程が完売の場合もございます。予め、ご了承ください。

利用方法

帝国ホテル 東京 お食事券

受付

販売期間

利用期間

電話と窓口で受付けます。
申し込み後の変更・キャンセル
はできません。

１０月１日（月）～
平成３１年１月３１日（木）
購入後の払い戻しはできません。

１０月１日（月）～
平成３１年３月２０日（水）
ラ ブラスリ―、インペリアルラウンジ アクアは
ご予約ください。

有効期間

平成３０年 １０月 １日(月) ～平成３１年３月２０日(水)

利用対象

会員及び同伴者（会員 1 人各施設合わせて５枚まで）
。

予約の際はフレンドリーかぬまの会員で
食事券を利用することをお伝えください。

お子様の特別料金はございません。

トラディショナルダイニング ラ ブラスリ―（タワー館地下１階）
お問合せ
利用時間
斡旋料金

０３－３５３９－８０７３
１１:３０～１４：３０（ラストオーダー）
除外日：１２月２２日（土）～１２月 ２５日（火）、
１２月３１日（月）～ １ 月 ３ 日（木）
、催事期間中

フランス料理ランチコース
（土・日・祝日について８００円を別途、現地にてお支払ください。）（消費税、サービス料込）

区
分
大人（平日）
大人（土・日・祝）

斡旋料金

一般料金

４，３００円
４，３００円

６，３８０円
６，３８０円

インペリアルラウンジ アクア（本館１７階）
お問合せ

０３－３５３９－８１８６

利用時間

１１:３０～１８：００（ご来店時間）

斡旋料金

除外日：１２月２２日（土）～１２月２５日（月）
１２月３１日（日）～ 1 月 ３ 日（水）、催事期間中
アフタヌーンティー （約３０種類のお飲物はお代わり、飲み替えが自由 ）
（土・日・祝日について３００円を別途、現地にてお支払ください。） （消費税、サービス料込）
）
区
分
斡旋料金
一般料金

大

４，０００円

人

５，３４６円

パークサイドダイナー（本館１階）
お問合せ
利用時間
斡旋料金

０３－３５３９－８０４６

《メニュー例》それぞれ１品ずつお選びください。

１１:００～２３：００

シェフのおすすめオードブル/スモークサーモンとポテトサラダ
本日のスープ/シーザーサラダ/南仏野菜煮込みのタルト仕立て

〈予約不要〉

除外日：１２月２２日（土）～１２月２５日（月）
１２月３１日（日）～ 1 月 ３ 日（水）、催事期間中

選べるランチ＆ディナー
（消費税、サービス料込）

区
分
大 人

斡旋料金

一般料金

３，５００円

５，５００円～７，０００円

～前菜またはスープ（５品）～
～メインディッシュ（７品）～
帝国ホテル特製ビーフカレー/野菜カレー/サーモンのポワレ
ハンバーグステーキ/薄切り牛肉と茸の和風仕立て 温泉卵添え
シーフードピラフ/本日のシェフのおすすめ

～デザート（５種）～
ケーキ各種/プチパンケーキ各種/アイスクリーム/シャーベット
チョコレートサンデー

～コーヒーまたは紅茶～
料理画像はイメージです。

インフルエンザ予防接種受診料に助成します！
今年度から健康維持増進事業として、「インフルエンザ予防接種受診料助成金」が新設されました。
会員ご本人を対象として年に１回５００円の助成となります。

申請用紙は新しい「健康診断等受診料助成金」の様式をご利用ください。
なお、今回申請用紙を同封いたしました。
全福センター
提携サービス

～あなたの介護のお手伝い、暮れの大掃除の強い味方～

＊ニチイ学館（家事代行）

無料介護相談 ＴＥＬ：０１２０－６０５０２５
介護に関するお悩みやご不安は、トータル介護サービスのニチイにご相談ください。
◆ご家族が要介護状態になったときに、介護保険制度のご相談。
◆介護保険における各種申請手続きの代行も対応。

利用資格

会員及び２親等以内の家族

優待内容

・「スポットプラン」「定期プラン」５％割引 ※一部例外となるプランがございます。

申込方法

①お電話での申し込み ＴＥＬ：０１２０－２１２－２９５（年中無休・２４時間対応）
②ホームページからの申し込み
専用申し込みフォーム「http://www.nichiiweb.jp/kaji/」にてお申込ください。
③ＦＡＸでの申し込み
全福センターホームページより、
「ニチイライフ〈紹介優待〉利用申込書」を印刷し、必要事項を記入の上、
ＦＡＸ：０１２０－２１２－５９６まで送付してください。

・「デビュープラン」１．５時間を３，９８０円（税込）でご利用いただけます。※１家族１回限り

※①～③いずれの場合においても、「一般社団法人全国中小企業勤労者福祉サービスセンター」
での申し込みと申告、もしくは入力してください。

会員ＩＤ（００１８）
」

Nite

＊ダスキン
（家事代行・お掃除）
・

・プロのおそうじ：お見積り料金(税込)より１０％割引
・家事代行：新規契約時のお見積り料金より１０％割引（初回のみ）
・ご高齢者のお手伝いサービス：新規契約時のお見積り料金より１０％割引（初回のみ）
①専用サイトからお申し込み取扱店舗へのご連絡事項」欄に『全福センター割引』と入力
①お電話での申し込み
申込方法
②お申し込みに対し、受信メールが届きます。
（交通機関の空き状況について確認が必要な場合にはその旨通知）
株式会社ダスキン クリーンケアグループ
東日本法人営業部 担当：中村
ＴＥＬ：０３－５９０９－６７２９にて「全福センター」
※この割引は全福センターＨＰ専用サイトから申し込んだ際のみ適用
（「一般社団法人全国中小企業勤労者福祉サービスセンター）会員と申し込んでください。
※お支払はクレジットカードまたは銀行振込み

利用資格

会員および２親等以内の家族

割引内容

＊おそうじ本舗（お掃除）
・

利用資格

会員および２親等以内の家族

申込方法

①お電話での申し込み
ＴＥＬ：０１２０－０３２－１２２にて「全福センター」
（一般社団法人全国中小企業勤労者福祉サービス
①専用サイトからお申し込み取扱店舗へのご連絡事
センター）会員と申し込み、見積り時に全福センターマークのある会員証（フレンドリーかぬま会員証、
項」欄に『全福センター割引』と入力
または全福センター協定施設割引券）を担当者までご提示ください。
②お申し込みに対し、受信メールが届きます。
（交通
②全福センターホームページでの申し込み
機関の空き状況について確認が必要な場合にはその旨通知）

割引内容

見積り金額ならびに一般価格の１０％割引

全福センターホームページ内にある法人専用ホームページにアクセス、「zenpuku」と入力してください。

※この割引は全福センターＨＰ専用サイトから申し

込んだ際のみ適用
※お支払はクレジットカードまたは銀行振込み

・ご希望いただきました品（Ａ常備薬セット・Ｂ歯みがきセット・Ｃさつ

・

１０月３日
（水）から！

きの舞・Ｄ健康補助券）は、それぞれの宅配業者等からの配送と

なります。届きましたら、ご確認ください。なお、希望する品物等
①専用サイトからお申し込み取扱店舗へのご連絡事項」欄に『全福センター割引』と入力
について、９月２０日（木）までに回答いただけなかった会員の皆
「ハンターマウンテン紅葉ゴンドラ」【有効期間：１０月６日（土）～１１月４日（日）】
②お申し込みに対し、受信メールが届きます。（交通機関の空き状況について確認が必要な場合にはその旨通
様には一律「健康補助券」とさせていただきます。
「那須ゴンドラ」【有効期間：１０月２８日(日)まで】
知）
※この割引は全福センターＨＰ専用サイトから申し込んだ際のみ適用
を先着順で各１組２枚プレゼント！お早目にどうぞ。
・１０月４日（木）に第３期（１０月～１２月の３ヶ月分）会費を振替さ
※お支払はクレジットカードまたは銀行振込み・配布する品物について、９月１８日（金）までに回答いただけなかっ
せていただきます。預金通帳等にて引落しをご確認ください。
た会員の皆様には一律「鹿沼商工会議所商品券」とさせていただ
きますので、ご了承ください。ご希望いただきました品の内、Ａ補充
薬セット・Ｂ防災対策セット①・Ｃ防災対策セット②・Ｅさつきの舞は

