
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<北関東道>                 <常磐道>     <中央連絡道>      <東関東道>   

   鹿沼    壬生 IC          友部 JCT     つくば JCT      大栄 JCT              

  6:30 出発                                  

   

          <館山道>                                      

        宮野木 JCT        富津金谷 IC    鋸山ロープウェイ  鋸山ハイキング    鋸山ロープウェイ      

                                10:30 発                                 12:30 降        

                              

                            <中央高速> 

「漁師料理かなや」昼食    富津金谷 IC        木更津 JCT          東京湾アクアライン 

12:40～14:10（90 分）  

 

                 <首都高>           <東北道> 

海ほたる          川崎 JCT         都内       川口 JCT              鹿沼 IC    鹿沼 

                                                                    18:30 頃着 

 

 

TEL 63-2204  FAX 60-5772  URL  http://friendlykanuma.com  mail k.kyosai@bc9.jp 

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１１月２０日（日）午前６時３０分出発
●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     ７，５００円 

        関係者（２名まで）    ９，５００円 

●募集人員  ４３名（最少催行人員 ３０名） 

●募集期間  ９月５日(月）～１５日（木）(土・日を除き午前 9時～午後 5時まで。最終日は午後 4時まで） 

●納入期限  ９月３０日（金）（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申込み可） 

       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１１月１１日（金）～平成２８年１１月１９日（土）までの取消し・・ 参加費の ３０％

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

※ 11 月 18 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、必ずご連絡ください。

※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 

 奇岩・名勝の地、鋸山まで約４分の旅。山頂からは、遮るもののない 

大パノラマが広がります。ハイキングはガイドさん同行です♪

 海鮮浜焼き食べ放題（貝・野菜・サラダ・魚・肉 

類・ソフトドリンク飲み放題） 

 休憩＆お買物♪ 

のこぎりやま 



 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

期間 
9/1～12/27  1/4～1/8 

8/17～8/31 

12/28～12/30.1/3 
12/31～1/2 

平日 休前日 全日 全日 

 通常料金 特別料金 通常料金 特別料金 通常料金 特別料金 通常料金 特別料金 

2名 1室 17,500 11,000 21,000 14,500 21,000 18,000 27,000 24,000 

3名 1室 15,500 9,000 19,000 12,500 19,000 16,000 25,000 22,000 

4名～6名 1室 14,500 8,000 18,000 11,500 18,000 15,000 24,000 21,000 

小人(小学生) 大人料金の 2,000 円引き 大人料金の 70％ 

幼児 大人料金の 3,000 円引き 大人料金の 50％ 

 

 

区 分 一般料金(プール期間) 斡旋料金 

大人（18 歳～64 歳） ６，０００円 

３，３００円
中・高校生 ５，３００円 

シルバー（65 歳以上） ５，３００円 

小学生以下（3 歳以上） ５，０００円 

券 種 区 分 一般料金 斡旋料金 

入園料 大人（中学生以上） １，６００円 １，０００円

子供（小学生以下（3 歳以上） ８００円 ５００円

入園料＋ 

ファンタジーパス 

大人（中学生以上） ５，１００円 ４，３００円

子供（小学生以下（3 歳以上） ３，６００円 ２，５００円

割引協定施設のご案内 

モノづくりが体感できる「グッジョバ！！」(日本最大)オープン！新たに１５機種以上のアトラクションが新設！

平成２９年３月３１日（金）まで 

利用対象  会員及び同居の家族(会員 1 人 5 枚まで) 

利用方法   「フレンドリーかぬま」でよみうりランド ワンデーパス引換券を購入してください。 

有効期限  
 

※遊園地入園＋アシカショー＋のりもの乗り放題のセット券です。 

限定２０枚！
（先着順） 

申込方法  平成２８年９月６日（火）午前８時３０分からお電話のみで受付けます。 

１件のお電話で、１会員分（５枚まで）のみとさせていただきます。 

住所 東京都稲城市矢野口 4015－1 

電話 ０４４－９６６－１１１１ 

交通 京王線「京王よみうりランド駅」からゴンドラ 5 分、小田急線 

ワンデーパスで一部ご利用いただけないのりものがございます。 

※プール営業期間（7/1～9/11）はプールＷＡＩの入場が可能です。 

「読売ランド前駅」からバス 10 分 

利用対象  会員及び同居の家族 

フレンドリーかぬま事務局に特別割引券（1 枚で 5 名まで）があります。 

住所 那須郡那須町高久乙３３７５ 

電話 ０２８７－７８－１１５０ 

※ファンタジーパスは、全て乗り放題のチ

ケットです。（リストバンドタイプです。） 

 

利用期間  

利用方法  

平成２９年１月８日まで(以降は料金の改定あり) 

予約の際に、フレンドリーかぬま会員とお伝えください。 

 
利用方法  

（那須ハイランドパーク隣接） 

＊特別料金（1 泊２食 消費税・入湯税別）お１人様の料金です。※幼児・・・３歳～未就学児 

＊ご宿泊の方は、滞在中「那須ハイランドパーク」入園料無料となります。（専用入口より園内まで３分） 

＊夕食は「洋食フレンチ」、「和食会席」、「しゃぶしゃぶ食べ放題」、「バーベキュー食べ放題」より 選択してください。 

宿泊日により一部変更がありますので、ご予約の際、お確かめください。 

住所   那須郡那須町高久乙３３７５     電話 ０２８７－７８－１１６４ 

特別料金で購入できます。 

利用方法  
フレンドリーかぬま会員であ
ることを告げ、手続きをしてく
ださい。 

＊購入割引特典 

①那須ハイランド売主物件 

 販売価格から  0.5％割引 

②仲介物件 

 仲介手数料から 10％割引 

＊購入者特典 

＊TOWA ピュアコテージ内「ディスクゴルフ場」

が無料。「ドッグラン」が優待料金。 

＊TOWA ピュアコテージ内「温泉・テニスコート」

が半額で利用できます。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大 人 

（平日） 

斡旋料金 一般料金 

４，０００円 
 平日  ６，０５０円

土・日・祝日 ６，６００円

大 人 

（平日） 

斡旋料金 一般料金 

４，０００円 ６，３８０円 

新規割引協力店のご案内 

ITSupport パソコン太郎(株)ではお客様のご要望に応じて PC や IT 機器等の 
お悩みごとへのサポートをご提供しています。 
お困りの時はお気軽にお問合せを！（詳しくは同封のチラシをご覧ください。）
 

IT Support パソコン太郎(株) 

鹿沼市上野町２９７ 

０２８９－７８－４７７７ 
http://www.pasotaro.com 

事業部一覧 パソコン太郎事業部 
（年間契約ＩＴコンサルサポート) 

パソコン事務子事業部 
（内務システム支援＆Ｅｘｃｅｌ支援) 

パソコン伝子事業部 
（企業ブランディング＆写真撮影）

パソコン音ノ助事業部 
（音楽・曲制作＆音響支援） 

パソコン絵美事業部 
（デザイン・ノベリティ作成）

パソコン頁次郎事業部 
（ホームページ作成、作り直し）

パソコン直助事業部 
（スポット対応パソコン修理、設定） 

 上野町交差点近く 

で営業中です。 

 ＊割引内容  

＊利用方法  会員証を提示してください。 

http://facebook.com/pasotaro 

インペリアルバイキング サール（本館１７階） 

 日本で初めて“バイキング”という食のスタイルを生み

出した帝国ホテルのブフェレストランです。ロースト料理

や焼きたての香ばしいパイ料理などを、経験豊かなシェフ

が目の前で仕上げ、ご提供します。 

有効期限  平成２８年９月３０日（金）まで 

利用対象   

１ 「フレンドリーかぬま」に「お食事券」申込みの電話をする。 

・事業所名・会員名・電話番号・ホテル食事券の種類・枚数をお知

らせください。 

・購入期限：お申込後２週間以内。 

・購入後の変更・払い戻し等はできませんので、ご了承ください。 

２ レストランへ利用日等を予約する。 

 「フレンドリーかぬま」会員であることを告げて、 

利用日・人数等を予約してください。 

（好評につきお早めにご予約ください。） 

 利
用
方
法 

会員及び同居の家族（会員 1 人５枚まで）

「インペリアルバイキング サール」＆

「トラディショナルダイニング ラ ブラスリー」 

 帝国ホテル歴代のレストランで受け継がれてきた伝統の味を

ご用意しております。開業より続く「おもてなしの心」を受け継

ぎ、確かな技術に裏打ちされたサービスと味をどうぞお楽しみく

ださい。 

ラ ブラスリー（フランス料理コース タワー館地下 1 階） 

お問合せ ０３－３５３９－８１８７ 

利用時間 利用時間午前 11:30～午後 2:30(ラストオーダー) 

斡旋料金 

※土・日・祝日の利用は、別途追加料金９００円がかかり

お問合せ

ます。追加料金を現地でお支払ください。 

※お子様の特別料金はありません。 

０３－３５３９－８０７３ 

(西洋料理バイキング) 

午前 11:30～午後 2:30（ラストオーダー）
(フランス料理コース) 

斡旋料金

 どちらかのレストラン

を選んでお申込み 

（※一部除外日があります。） 

※催事期間及び特別営業日は除外日となります。 

 

※催事期間及び特別営業日は除外日となります。 

（消費税、サービス料込） （消費税、サービス料込）

ください。 

パソコン修理・設定 料金の１０％割引 

・Wi-Fi 無線子機設定費            4,000 円   

・PC が正常に起動しない状態からの復旧    20,000 円～    

・データ復旧（軽度）            25,000 円～  

・出張費                     8,000 円～  

※その他パソコンのお困りごとも料金の 10％割引で承ります。

※中度、重度の場合も受付しております。      

＊利用資格  会員及び家族 

通常料金



 

 

 

 

 

 

 

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

給付内容 件数 給付金額 給付内容 件数 給付金額 

祝 金 

結婚祝金 4 40,000 死亡 

保険金 

会員死亡 71 歳未満 2 200,000

出生祝金 8 80,000 会員死亡 71 歳以上 2 100,000

入学祝金(小) 29 145,000

弔慰金 

配偶者死亡 3 150,000

入学祝金(中) 44 220,000 子死亡 0 0

成人祝金 0 0 親死亡 21 210,000

還暦祝金 11 110,000
傷病休業 

保険金 

休業 14 日～29 日 0 0

〃  30 日～89 日 3 45,000

〃  90 日以上 4 80,000

住宅災害 自然災害(20％未満の災害) 1 9,000

小 計 96 595,000 小 計 36 794,000

合 計 132 1,389,000

こちらからお切り離しください。

１ ７ ５ １ 

（公財）鹿沼市勤労者福祉共済会 

＊利用期間  ２０１６年９月１日～９月３０日の平日 （※コーポレートプログラム利用券も併用できます。） 

今年度は、補充薬セット・防災対策セット①・防災対策セット②・お肉＆お食事券・さつきの舞（鹿沼産コシ

ヒカリ）及び商品券（福田屋・鹿沼商工会議所・粟野商工会）の８点の中からご希望の品を贈呈いたします。

詳しくは、別途送付した「健康補助品等の贈呈について」をご覧になり、お申込みください。 

東京ディズニーリゾート・パーク・ファン・パーティーについて 
毎年ご好評いただき実施してきた栃木・茨城５共済会合同事業「東京ディズニーリゾート パーク・ファン・パーティー」

は、今年度は実施しないこととなりましたので、お知らせいたします。 
なお、「ディズニーリゾート・コーポレートプログラム」では、平成２８年１２月２８日（水）にディズニーランド及びシー
でそれぞれ開催されるパーク・ファン・パーティーに会員の皆様ご自身での参加申込みを受付ています。 
詳しくは、コポレートプログラム利用者専用サイト：dcp.go2tdr.com に申込み方法が掲載されていますので、ご覧ください。

※お申し込みの際、ID/パスワードが必要です。   ID:dcppfp16  パスワード:dcp-1751 


