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大ヒットミュージカルツアーをＳ席で！

劇団四季の大ヒットミュージカル「アラ
ジン」。魔法の絨毯がまさに魔法のように
縦横無尽に飛び回ります！華やかな舞台
はまさに必見です。 まだ観ていない方
は、この機会にぜひ！
平成 29 年

撮影：荒井健

撮影：荒井健

７ 月 ８日（土）

５月９日（火）～ ２３日（火）

午前 ８ 時

（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）

市役所職員駐車場

申込書を FAX または直接事務局へ提出してくださ
い。
（HP からの申込み可）その際、参加料金支払
方法（窓口現金払/郵便振替払）をご記入くださ
い。募集人員を超えた場合は、抽選となります。

（御殿山球場北）

２６名

平成２９年 ５月 ３１日（水）

参加料金（Ｓ席で観劇）

会員・同居の家族

１5,500 円

このツアーはチケット買取りのため

同居の家族(3 歳～小学生)

10,000 円

キャンセル料が 100%かかります。

関係者（中学生以上）

1８,500 円

関係者（3 歳～小学生）

13,000 円

※７月７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。

※関係者は 1 会員 2 名までとなります。

〈東北道〉

鹿沼
8：00 出発

〈首都高〉

鹿沼 IC

川口 JCT

銀座ランプ

ミュージカル超大作をお楽しみください！

「くすのき御膳」の昼食

皇居外苑「楠公レストハウス」

カレッタ汐留「アラジン」鑑賞
12:30（開演 13:00～15:45 途中 20 分休憩）

11:15～12:15

〈首都高〉

〈東北道〉

川口 JCT

鹿沼 IC

※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。

鹿沼
19:00 頃着
取扱旅行業者：ユーミ.プランニング

グルメチケットのご案内

全福センター
新規提携

＊KFC カード

斡旋価格

「KFC カード」は、全国のケンタッキーフライド
チキン（約 1,150 店舗）の店頭でご利用いただ
けるプリペイドカードです。

一般料金

斡旋料金

３，０００円→２，７００円
1０円単位で利用可能。
お釣りはでませんが、店頭でチャージ
も可能です。
有効期限は有効化日より２年間

申込枚数

会員１人２枚まで（限定３０枚販売）

申込期間

５月１０日（水）～６月９日（金）

配布時期

６月２６日（月）からお渡し（配布後有効化）

（店頭チャージでさらに２年間延長）

グルメギフトカード４種（伊藤忠(株)からの選りすぐりのギフトカード）

＊アサヒスーパードライ鮮度ギフトカード
製造後３日以内に工場から出荷したアサヒスーパードラ
イ」をクール便にてご指定日にお届けします。

斡旋価格
一般料金

５，０００円→ ４，５００円

＊お取り寄せグルメカード
全国の選りすぐりのおいしいグルメの中から、銘品の
こだわり商品や地域特産品など様々なギフトを１つ交
換いただけます。季節によって６０商品以上の中から
お選びください。

斡旋価格
一般料金

北海道から沖縄まで、１日の製造数限定の全国の有名
なスイーツと交換できるカードです。大事な方への日
頃の感謝の気持ちを贈るのに最適です。

斡旋料金

５，２５０円→ ４，８００円

＊全国お取り寄せスイーツカード

＊東北支援

斡旋料金

斡旋価格
一般料金

斡旋料金

３，５００円→ ３，０００円

００円

うめぇどカード

斡旋価格

東北各地の美味しいもの、特に被災地である福島、宮城、
岩手の三県の名産品が交換できるカードです。

一般料金

※売上の一部は、東北被災地への義援金として寄付します。

００円

斡旋料金

５，０００円→ ４，５００円

ギフトカードのご利用方法
カード裏面に記載されてい
る番号を、専用交換サイトで
入力し、あとはお好きな商品
を選ぶだけです。
申込枚数

会員１人各種合わせて５枚まで（限定各１０枚販売）

申込期間

５月１０日（水）～６月９日（金）

配布時期

６月２６日（月）からお渡し（配布後有効化）

伊藤忠食品㈱ギフトカードＨＰ
http://isc-giftcard.jp/
有効期限は有効化日より１８０日間

お得な海外旅行等のご案内

全福センター
提携旅行会社

＊(株)日本旅行

新規提携！
商品名

利用資格

会員及び２親等以内の家族

特

典

国内旅行
海外旅行

利用方法

割引率

赤い風船

３％割引

ＭＡＣＨ（マッハ）

５％割引

ＢＥＳＴ／ＢＥＳＴ ＥＸ

３％割引

全福センターＨＰ「日本旅行」掲載ページの「全福センター会員専用サイト」からお申し込み
ください。 https://www.zenpuku.or.jp/service/detail?id=15007&preview=true
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。
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。）
③予約成立時点での「予約完了メール」では優待価格適用前の旅行代金表示となります。その
後、対応店より優待価格適用料金のメールが改めて届きます。
※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
④お支払はクレジットカードまたは銀行振込み。

＊東武トップツアーズ(株)
商品名
利用資格

利用方法

会員及び２親等以内の家族

特

典

国内旅行

自社商品パッケージ

海外旅行

ツアー

割引率
３％割引

「全福センター会員」であることを伝え、トップツアーＷＥＢ販売センターまたは各支店まで
お申し込みください。※ ＷＥＢ限定販売及び他社商品は割引対象外です。※ カード決済可。

＊ＪＴＢ(エース・ルックの会員割引)
商品名
利用資格

利用方法

特

会員及び２親等以内の家族

典

国内旅行

エースＪＴＢ

海外旅行

ルックＪＴＢ

割引率
３％割引

ＪＴＢの支店に、「会員証」または「協定施設割引券」
（「フレンドリーかぬまガイドブック」
P47～48、または全福センターＨＰ参照）の提示。
「会員証」提示の際、併せて「全福センター会員」
である旨、申し出てください。
※旅行代金のお支払いは現金・振込み・ＪＴＢ旅行券・ＪＴＢカードに限定。
※エースＪＴＢの商品は宿泊を伴う交通手段の付いたパッケージ旅行（添乗員同行のコースを含む）
が適用の対象。宿泊のみのプランは対象外。

＊ＪＡＬパック
ＪＡＬパック、ＪＡＬパックスペシャル
基本料金５～３％割引（商品ごとに異なります。
）

利用資格

会員

利用方法

・電話でのお申込み
「全福センター会員」であることを伝え、利用するツアーを申し込んでください。
ＴＥＬ 050-3155-3333（ＩＰ電話を利用できない場合は 03-5460-8211）

特

典

・インターネットでのお申込み
http://jal.co.jp/tourlink/zenpuku/にアクセス、キーワード（zenpuku）
・パスワード(minasama)
を入力しログイン後、ご希望のツアーをお申込みください。
※旅行代理店経由での割引はお取扱いできません。手続きの際、
「会員カード」のコピーが必要。

レジャー情報

ひたち海浜公園
プレジャーガーデン(遊園地)
のりもの券の販売
利用対象
斡旋価格
利用方法

会員及び同居の家族
（会員１人につき５セット）

５月はネモフィラが見頃！「みはらしの丘」が
４５０万本のブルーで染まります。

有効期限なし

８００円（１セット １００円券×１１枚）
（通常価格 １，０００円）
事務局でのりもの券を購入。
※入園料金・駐車料金は別途必要です。

のりもの券でシーサイドトレイン
(１日券 500 円)もＯＫ！
５

鹿沼市民文化センター友の会の会員料金について
フレンドリーかぬまは、
「鹿沼市民文化センター友の会」に加入しています。フレンドリーかぬまの
会員の皆様は、
「鹿沼市民文化センター友の会」の事業に友の会会員料金でご参加できます。
（ただし、フレンドリーかぬまのチケット斡旋事業に該当するものは、より格安にご利用できます。
）
＊利用方法：フレンドリーかぬまの会員証を鹿沼市民文化センター窓口に提示してください。
（チケット斡旋事業に該当するものは、フレンドリーかぬま事務局で、事前にお求めください。
）

マウントジーンズ 那須ゴンドラ
利用資格
利用方法

会員

特

典

