
 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 〈東北道〉 休憩 1 回    〈首都高〉                               

   鹿沼       鹿沼 IC          川口 JCT     銀座ランプ 

    8:00 出発                                                       

   

 

     カレッタ汐留３階ラ・ベファーナ汐留        劇団四季「アラジン」東京公演観劇          

        11:30～12：20                           12:30～16:00（開演 13:00～15:50）         

              

 〈首都高〉          〈東北道〉 休憩 1 回  

         銀座ランプ       川口 JCT      鹿沼 IC           鹿沼 

                                                  19：00 頃着 

TEL 63-2204  FAX 60-5772       URL   http://friendlykanuma.com 

com

編集・発行：公益財団法人 鹿沼市勤労者福祉共済会 〒322-0054 鹿沼市下横町 1302-5 

●実 施 日  平成２８年４月２３日(土) 午前８時出発 

●集合場所    市役所職員駐車場（御殿山球場北） 

●参加料金   会員・同居の家族 

大 人（中学生以上）      １３，５００円 

          小 人 (３歳～小学生)      ８，０００円 

        関係者 （２名まで） 

大 人（中学生以上）     １６，５００円 

                小 人(３歳～小学生)          １１，０００円 

●募集人員   ４０名（最少催行人員 ３０名） 

●募集期間   ２月３日（水）～１７日（水）(土・日・祝を除き午前 9 時～午後 5 時まで。最終日は午後 4 時まで） 

●納入期限   ２月２９日（月）（直接現金納入もしくは口座振込み可） 

●申込方法   申込書をＦＡＸまたは直接事務局へ提出してください。（ホームページからの手続可） 

FAX６０－５７７２ その際、参加料金支払方法（窓口現金払/郵便振込払）をご記入ください。 

        募集人員を超えた場合は、抽選とさせていただきます。抽選結果は、後日ご連絡します。 

●取 消 料      平成２８年３月  １日（火）～３月２２日（火）までの取消し・・・・・参加費の３０％ 

平成２８年３月２３日（水）～４月２２日（金）までの取消し・・・・・参加費の５０％ 

           当日の取消し・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・参加費の１００％ 

        （ 4 月 22 日(金)午後 5 時以降の連絡先は 携帯 090-4927-2170 となります。） 

※参加者の変更は、前日までに必ずご連絡ください。 

魔法の絨毯に乗って、果てしない彼方へ。超一流 クリエイター

の手で蘇った伝説のファンタジーをお楽しみください！ 

ピッツァ・パスタ＋ドリンクのランチ

※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：ユーミ・プランニング 

 S 席で観劇♪



ＡコースまたはＢコースから選べる会員さん向けのお得なサービス他、色々な特典があります！ 

受付の際、フレンドリーかぬまの会員証を提示してください。その後、シダックスの「法人・団体カード」

が発行されます。 

 

 

●期  間  平成２８年２月２７日（土）１０:００～１６：００ 

             ２８日（日） ９：３０～１６：００ 

             ２９日（月） ９：３０～１５：００ 

●場  所 鹿沼市花木センター 

●内   容 ・会場を彩るフラワーディスプレイ・体験教室（寄せ植えなど） 

        ・フラワーデザイン作品、生け花作品の展示・新鮮な切り花、植物、 

         地元農産物などの販売・栃木県花の展覧会（県内最大規模の花の 

         品評会・その他多彩な催し物 

●入場料金 斡旋価格３００円（一般前売り５００円 当日７００円） 

●販売場所 フレンドリーかぬま事務局 

●販売期間 ２月２６日（金）まで 先着６０枚（土・日・祝日を除く。午前９時～午後５時まで） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

先着 60 枚！ 

利用期間  平成２８年１月４日（月）～３月２１日（月・祝）まで 

利用対象 会員及び同居の家族（会員 1 人につき５枚まで） 

＊料金は、すべてサービス料・税金込です。 

＊利用期間を超えてのご利用はできません。 

販売場所  フレンドリーかぬま事務局 

※購入後の払い戻しはできません。 

帝国ホテル パークサイドダイナー（本館１階） 

明るく開放的な店内でカウンター席や広くゆったりとしたベンチ

シート、窓側のラウンドシートなど、思い思いにお過ごしいただ 

ける帝国ホテル流ダイナースタイルをお楽しみください。 

区 分 会員料金 一般料金 

昼夕食   １１:００～２３：００ 3,000 円 6,000 円～7,500 円

夕食    １７：００～２３：００ 

（プラス飲み放題付 １２０分) 
4,400 円 8,200 円～9,700 円

※飲み放題（生ビール・赤白ワイン・ソフトドリンク） 

メニュー一例（洋風プリフィックスメニュー） 

＊前菜またはスープ 
○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 

○シーザーサラダ ○本日のスープ 

TEL０３-３５３９-８０４６  

＊メインディッシュ 

○帝国ホテル特製ビーフカレー ○浅利・トマトとマッシュルームの

スパゲティ ○シーフードピラフ ○海老フライ タルタルソース 

○ハンバ―グステーキ ○薄切り牛肉と茸の和風仕立て 温泉卵添え 

○本日のシェフのおすすめ 

＊デザート 
○ケーキ各種 ○プチパンケーキ各種 ○アイスクリーム各種 

＊ドリンク

○コーヒーまたは紅茶 

※食材の都合により予告なくメニューが変わる場合がございます。 
※ご予約は承っていません。 

○シャーベット各種 

（それぞれ一品ずつお選びいただけます。） 

料理画像はイメージです。 

※来店時にお食事券を入口にて係の者にお渡し下さい。 

１月から好評販売中のお食事券



             

 

 

 

 

 

利用方法  会員証を窓口に提示してご利用ください。(料金は現地清算) 

利用範囲  会員及び同居の家族 

会  場  ホテルサンバレー那須・オランジュリー館「高原のテーブル」 

料  金  大人 ２，３００円（中学生以上） 

      小人 １，４００円（３歳～小学生） 

時  間  ランチ：11 時～15 時（70 分制 ラストオーダー14 時 30 分） 

      入浴：アクアヴイーナス 10 時～21 時 湯遊天国 10 時～23 時 

利用上の ＊10 名様以上のご利用の際は、事前に予約センタ－へ。 

注  意   

 

 

 

 

 

 

 

●対  象 会員及び同居の家族【対象外の方のご利用（譲渡）は固く禁じられております】 

●利用方法 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。 

  

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。 

 

 

 

                         

群馬県渋川市伊香保町３８３ 

   現地ＴＥＬ    

   利 用 時 間    １１:３０～１６：００ ※ランチは１４:００まで 

            

 

 

 

プランの内容 利用料金 一般料金 備  考 

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) 

１，１００円 ２，０８０円 

＊3歳以下は無料 

＊タオル・バスタオルは付きません。

（有料にてご用意。） 

＊ＧＷ／夏休み期間特定日・年末年始は除外日となります。

高原のテーブル  

こだわりのイタリアンと和食

旬菜。ビュッフェスタイルで高原の味をお楽しみ

ください。 

アクアヴィーナス  

ジャグジーバスを中心に、寝 

湯やアクアスポット（洞窟風呂）

シェイプアップバスやエステバスなど 22 種類の 

スポットで、ご家族一緒に楽しめます。（水着着用）

湯遊天国 

大きな露天風呂でのんびりと 

温泉を楽しめます。庭木の樹木が自然の中での温

泉入浴を演出します。 

（季節により営業時間変更あり）除外日に関しては、予約セン 

ターにお問い合わせください。予約センター 0287－76－3800

ちょっと足をのばしてリフレッシュ♪

伊香保温泉 

※ぴのんは松本楼の姉妹店です 

０２７９－７２－３３０８（事前予約をおすすめします。） 

ご予約は「洋風旅館ぴのん」まで 

※下記のプランは、「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。 

                                            

 

 ※登録家族数の範囲内で利用補助券を発行いたします。 

所 在 地 

この他にも日帰り温泉入浴の施設と割引提携をしています。詳しくは、ガイドブックやＨＰをご覧ください。 

ＵＲＬ http://friendlykanuma.com 



 

 

 

 

 

１施設の先行予約ができます。（２ヶ月前の１日から可能） 

２下記の会員専用電話で予約してください。 

３期間限定の「特別優待プラン」（直営施設のみ）1,000 円引（税別）を利用することができます。 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊利用資格 会員及びその家族 

＊対象施設及び割引率 

ホテルルートイン 
各ホテルが各宿泊日に設定するスタンダードプランの料金より

８％割引にて提供（飲食代、電話代、コピー代等除く） 
ルートイングランディア 

ホテルルートイングランド 

アークホテル 
各ホテルが定める法人会員特別料金にてご提供 

グランヴィリオホテル 

＊特典 

 ①朝食無料サービス 

 ②Ponta カードをお持ちの方なら、ローソンやケンタッキーフライドチキン等でも使える「Ponta ポイント」 

  を 100 円に付き 3ポイント付与します。 

＊利用方法 

 インターネットからの予約に限ります。 

 ご利用の際は、全福センターHP(http://www.zenpuku.or.jp)にユーザーID 「kt 」 パスワード「 zenpuku」と

入力してログイン、宿泊施設→ルートインホテルズ「法人専用サイト」からご予約ください。 

 ルートインホテル HP http://www.route-inn.co.jp 

四季倶楽部は、全国２５の直営施設と約４０余りの提携施設を持

つ(株)四季リゾーツが運営する宿泊ネットワークです。 

嬉しい会員特典 

 
対象期間(土曜日を除く) 平成 28 年 6 月 1日～30 日  12 月 1 日～20 日  平成 29 年 1 月 4日～2月 28 日

………優待プラン利用方法……… 

①電話予約の際、「全福センターの会員」であることと「優待プランでの宿泊希望」の旨、オペレーターにお伝えください。

②インターネット予約でのお申込みの際は、「優待プランでの宿泊希望」の旨、備考としてお書き添えください。 

おひとり様１泊朝食付 5,000（税別） 

会員専用予約ダイヤル  ０３－５６９５－２５００ 

パートナー企業コード  ３５２-３３４ 

オンライン予約(マイページ) 団体名：全福センター 

四季倶楽部 HP     http://www.shikiresorts.com 

※詳しくは、 

全福センターHP(http://www.zenpuku.or.jp)に、

ユーザーID 「kt 」 パスワード「 zenpuku」 と

入力してログイン、宿泊施設→四季倶楽部 を 

ご参照ください。 

 ★四季倶楽部「直営施設 ゴールデンウィーク期間（平成 28 年 5 月 3 日～7 日宿泊分）の抽選予約について★ 

フレンドリーかぬま 2 月臨時号と同封した別紙をご参照のうえ、メールまたはＦＡＸにて抽選予約の申込みをしてください。 

全福センターでは、ホテルルートインやアークホテルを主体に全国約２５０施設を展開するルートイン

ジャパン(株)と最低価格保証の法人契約を結びました。出張やご旅行にぜひご利用ください！ 


