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2005年「愛・地球博」で約700万人が熱狂した「ユカギルマンモス」が世界初公開の 青梅市上町373-1　

冷凍マンモス標本を連れて、再び日本にやってきます。 TEL　0428-23-0112

近年ロシア連邦サハ共和国の永久凍土から発掘された世界初公開を含む数々の FAX  0428-23-1122

古代の動物たちの冷凍標本を展示します。 時間　8：30～17：00

開催期間  6/7(金）～11/4(月・休） 休日　土日祝日

休 館 日  火曜日（但し 7/23・30・8/6・13・20･27・10/22は開館） 

開催場所  日本科学未来館１階 企画展示ゾーン

価 格  大人（19歳以上）1,800円 → 900円

 中人（小学生～18歳）1,400円 → 700円 2014年3月の開幕以来、連日のスタンディングオベーションが続き、週間興行収入も常にトップクラスに位置している

 小人（4歳～小学生未満）900円 → 450円　※3歳以下は無料 『アラジン』ブロードウェイ公演は、現代の観客からの圧倒的な支持を得る、その名の通りの大ヒットミュージカルです。

販売枚数  各券種 30枚（先着順・なくなり次第終了） 「ホール・ニュー・ワールド （新しい世界へ）」"自由"を求め、大いなる"希望"を胸に、"未来"へと向かうアラジンの物語です 

枚数制限  会員及び家族の合計人数分 開催日時  11/17（日） 13：00開演

購入方法  窓口にて現金と引き換えにお渡しします 開催場所  大同生命ミュージカルシアター電通四季劇場「海」（港区東新橋1-8-2）

販売期間   8/31（土）まで 価　　　格  全席指定 S席 11,880円→  9,000円　※2歳以下お子様の入場はご遠慮下さい。

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ  https://www.mammothten.jp/ 販売枚数  20枚（申込み多数時、抽選の場合あり）

枚数制限  会員及び家族の合計人数分

申込方法  別紙申込書にて、FAXもしくは郵送でお申込みください。締切後ご連絡します。

内     容  旅行代金補助 申込期間  6/14（金）まで

対象期間  会員のみ（旅行参加者のうち、会員の旅行代金のみ補助します） ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ  https://www.shiki.jp/applause/aladdin/

補助金額  1回につき2,000円
利用限度  年度（2019/4～2020/3）内 2 回 まで。

会員確認  会員確認をしますので、旅行参加者名が記載された「旅行参加券」（たま旅会員証）の発行を オリンピック前年に開催される､4年に一度の世界一決定戦｢FIVBワールドカップバレーボール｣。

 事前にニュープリンス観光バス㈱ へ申請し、必ず添付してください。

問 合 せ  「たま旅」ニュープリンス観光バス㈱ 　電話　042-692-0100 世界5大陸から強豪が集結、今後を占う重要な戦いは9月14日横浜で開幕！

 受付時間　（月～金）9：00～19：00　（土）9：00～16：00　土曜日は電話受付のみ。日祝日定休。 開催日程  9/14(土）　※注：女子横浜大会のみの取り扱いです。

申請方法   旅行終了後１ヵ月以内に所定の申請書へご記入の上、旅行参加券を添付して、FAX、郵送、ご持参の 開催場所  横浜アリーナ

 いずれかでご申請ください。ご指定の振込先へお振込いたします。　 開催時間  第1試合12:30、第2試合15:00、第3試合19:20

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ  http://www.tamatabi.jp/ 価 格  SS席 9,800円 →  7,500円
 １枚のチケットで当日の第1試合、第2試合、第3試合の全てをご観戦頂けます。

販売枚数  20枚（申込み多数時、抽選の場合あり）

有効期限  2020/3/31（火)まで 枚数制限  会員及び家族の合計人数分

内 容  指定時間帯に1ゲーム210円でプレー可能　 申込方法  6/14（金）までに別紙の申込み用紙にてお申込みください。締切後ご連絡致します。

枚数制限  会員及び家族の合計人数分（1ゲーム1枚利用可能です） ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ  https://www.fujitv.co.jp/wcv2019/index.html

利用方法  事務局にて割引券を配布いたします。 現地で割引料金にてお支払いください。

配布方法  窓口配布または郵送。

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ  http://ntl-18.com/ 実施期間  6/1（土）～8/31（土）

対 象  黒茶屋・燈々庵・井中居のいずれか全コース対象

内 容  1,500円割引＆1ドリンクサービス（ソフトドリンクのみ）
 コース内容等の詳細はホームページをご覧ください。

有効期限  2020/3/31（火)まで 使用方法  事務局にて割引券を配布いたします。

内 容  セントラルフィットネスクラブの１回利用料を割引  現地で割引料金にてお支払いください。

価 格  西東京店・福生店 1,512円　東青梅店 972円 枚数制限  会員及び家族の合計人数分

枚数制限  会員及び家族の合計人数分 配布方法  窓口配布または郵送

利用方法  「セントラルフィットネスクラブ利用券」を持参　 ご 注 意  各店へは事前に予約が必要です。

配布方法  窓口配布または郵送。＊互助会ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞからﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞも出来ます。  ご予約の際は当互助会の割引券を使用することをお伝えください。

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ  http://www.central.co.jp/club/nishitokyo/index.html ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ  http://www.kurochaya.com/

　　　　　　　  西東京レーン　ボウリング1ゲーム２１０円券

4 1

             FIVBワールドカップバレーボール2019女子横浜大会

                黒茶屋グループ お食事代割引券 

青梅市中小企業従業員等互助会 会報

互 助 会 だ よ り
2019年初夏号（5月）

https://www.omecci.jp/somu/gojyokai/index.html

                 セントラルフィットネスクラブ割引利用券

             劇団四季ミュージカル「アラジン」　

　「互助会だより」Web版では、記載のＵＲＬをクリックするとレジャー施設や公演内容についてのホームページがご覧になれます。

             企画展「マンモス展」

　　　　　　「たま旅」旅行代金補助 　ニュープリンス観光バス㈱ 　  　　　　　

＊詳しくは同封チラシをご覧ください。

前回は女子上位3チーム、男子2チームが翌年のリオ五輪でメダルを獲得した。

【抽選】

【抽選】

【割引券】

【先着】

【割引券】

【割引券】

【補助】

http://www.tamatabi.jp/
http://www.central.co.jp/club/nishitokyo/index.html
https://www.omecci.jp/somu/gojyokai/index.html


価 格  大人（高校生以上65歳未満）　600円 → 300円
販売枚数  50枚（先着順・なくなり次第終了）

枚数制限  会員及び家族の合計枚数 期間限定　フリーパス特別割引キャンペーン開催！
購入方法  窓口にて現金と引き換えにお渡しします 優待期間  6/17（月）～7/12（金）

有効期限  なし 料　　　　金  ●大　 人  4,700円×　　　　　　名（5,700円） 

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ  http://www.tokyo-zoo.net/zoo/tama/  ●中高生  4,300円×　　　　　　名（5,200円）

 ●小学生  3,600円×　　　　　　名（4,300円）

 ●幼児・シニア・妊婦・障がい者手帳をお持ちの方　1,800円×　　　　　　名（2,000円）　

有効期限 12/31（火）まで 利用方法 本券を切り取り、受付窓口へご提出ください

営業時間 9：00～17：00　※夏休み・年末年始は変更あり 注意事項

休 館 日 年中無休　※但し、施設点検等で臨時休館有

価 格 大　　人　　2,400円 → 1,500円　高　　校　　生　1,500円 → 900円
小・中学生1,000円 → 　 500円　 幼児（3歳以上） 600円 → 300円

ご 注 意 高校生は入場口で生徒手帳の掲示が必要となります。

販売枚数 150枚（申込み多数時、抽選の場合あり）

枚数制限 会員及び家族の合計人数分 内 容 乗船券＋飲み放題（生ビール・サワー・ジュース等）付チケット

申込方法 6/14（金）までに別紙の申込用紙にてお申込みください。締切後ご連絡致します。 期 間 6/30（日）～9/23（月・祝）毎日運航　　　　　　　　　(食事は別途料金)

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.enosui.com/ 価 格 大人（20歳以上)2,600円 → 1,300円
販売枚数 大人　50枚 （なくなり次第終了）

購入方法 事務局にて現金と引き換えに「乗船券引換券」をお渡しします。

有効期限 12/31（火）まで　＊休島日なし　利用除外日：12/31(オールナイト営業) 販売期間 9/13(金)まで

価 格 大人・高校生　　　 　3,000円 → 1,500円 利用方法 要予約のため、納涼船予約係（03-3437-6119）へ
小・中学生　　　　　　1,750円 →　  800円 必ず予約してください。　受付時間　9：30～20：00 （年中無休）

シニア（65歳以上）　2,450円 → 1,000円 チケットは、当日竹芝の窓口で乗船券と引き換えてからご利用ください。

幼児（4歳以上）　　　　850円 →  　300円 枚数制限 会員及び家族の合計人数分

販売枚数 100枚（申込み多数時、抽選の場合あり） コ ー ス 竹芝桟橋発（19：15）～レインボーブリッジ～お台場～大井埠頭～羽田空港

枚数制限 会員及び家族の合計人数分 ～東京ゲートブリッジ・折返し～竹芝客船ターミナル（21：00）帰着

申込方法 6/14（金）までに別紙の申込み用紙にてお申込みください。締切後ご連絡致します。 ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.nouryousen.jp/

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.seaparadise.co.jp/

開催日時  7/2(火）18：30開演（17：45開場）

内 容  遊園地入園(ｸﾞｯｼﾞｮﾊﾞ!!ｴﾘｱ含む)＋のりものフリー(ｱｼｶｼｮｰは開催時のみ可)は①②どちらもついています 開催場所  オリンパスホール八王子

価 格  【①プール付きワンデーパス】 価 格  全席指定8,000円 → 6,000円　※3才未満の入場はご遠慮ください。

 おとな（18歳～64歳) 6,000円、シルバー(65歳以上)　5,300円 販売枚数  10枚（申込み多数時、抽選の場合あり）

 中高生4,800円、3歳～小学生 4,400円のところ 枚数制限  会員及び家族の合計人数分

 　全年齢共通　3,000円 申込方法  別紙申込書にて、FAXもしくは郵送でお申込みください。締切後ご連絡します。

 　有効期限： 6/29（土）～9/16(月)（期間中休園日なし） 申込期間  6/14（金）まで

 【②ワンデーバス】＊プールは利用できません

 おとな（18歳～64歳) 5,400円、シルバー(65歳以上)　4,500円 

 中高生4,300円、3歳～小学生 3,800円のところ 開催日時  8/8(木）14：00開演（13：30開場）

 　全年齢共通　2,500円 開催場所  オリンパスホール八王子

 　有効期限： 2020/3/31(火)まで 価 格  全席指定S席2階席6,000円 → 4,500円　※未就学児の入場はご遠慮ください。

販売枚数  ①30枚②20枚（先着順・なくなり次第終了） 販売枚数  10枚（申込み多数時、抽選の場合あり）

枚数制限  会員及び家族の合計人数分 枚数制限  会員及び家族の合計人数分

購入方法  窓口にて現金と引き換えにお渡しします。 申込方法  別紙申込書にて、FAXもしくは郵送でお申込みください。締切後ご連絡します。

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ  http://www.yomiuriland.com/ 申込期間  6/14（金）まで
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             Hiromi Go Concert Tour2019

　　　　　　横浜・八景島シーパラダイス「アクアリゾーツパス」（水族館4施設パス）

　　　　　　東京湾納涼船2019　乗船引換券
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            山内惠介 全国縦断コンサー トツアー2019
             ～Japan 季節に抱かれて 歌めぐり～

　　　　　　　富士急ハイランド特別感謝デー（切り取って施設窓口へご提出ください）

             よみうりランドワンデーパス

※幼児：1歳～未就学児、シニア：65歳以上※１枚で5名様まで利用可能です（コピー可）
※「絶凶・戦慄迷宮」は別途料金がかかります※住所：山梨県富士吉田市新西原5-6-1
※TEL：0555-23-2111 ※休園日等お問合せください
※転売等の不正防止のため身分証提示を求めることがあります

　　　　　　新江ノ島水族館　「入場券」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　     

　　　　　　多摩動物公園入園券

青梅市中小企業従業員等互助会

※園外施設のゴンドラおよびコイン遊技機、バンジージャンプ、 ev-グランプリ、

マイニット、 グッジョバ!!ワークショップ、その他指定 する施設はご利用になれません。

※休園日・営業時間は季節により異なります。 詳細は施設ホームページでご確認ください。

※プールWAIでは入れ墨、タトゥー(ワンポイント・シール含む)をされた方の入場を

固くお断りいたします。またお断り退場に伴う一切の補償・返金はいたしかねます。

【抽選】

【抽選】

【先着】

【先着】

【抽選】

【抽選】

【先着】

【割引券】

【注意事項 】

http://www.tokyo-zoo.net/zoo/tama/
http://www.nouryousen.jp/
http://www.seaparadise.co.jp/
http://www.yomiuriland.com/

