
2017年12月1日現在　事業所数：1,649　会員数：4,646人

新年あけましておめでとうございます。
　会員様・ご家族の皆様におかれましては良き正月を迎えられたこととお慶び申し上げます。
　大田区勤労者共済は、中小企業のみなさまが福利厚生制度の充実を図るお手伝いを使命とし、
エンターテイメントや旅行、健康などメニューの強化に取り組んでおります。
永続的なサービス提供のため、本年は給付金を中心に収入と支出のバランスを見直したうえで、
より一層、みなさまの余暇活動を充実するメニュー開拓を進めてまいります。
　本年もお引き立てのほど、よろしくお願い申し上げます。

＊�会員のみなさんからの投稿を募集します。勤労者共済を利用した「思い出」を活字に残しませんか？ 400文字程度の原稿と
写真2枚をメール（kinro@pio-ota.jp）または下記住所までお送りください。（掲載された方にはプレゼントを進呈します。）
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写真はすべてイメージです。



ホテル雅叙園東京
東京都目黒区下目黒1-8-1　TEL：050-3188-7570（レストラン予約直通）

利用期間 �　2018年1月19日（金）～2018年3月11日（日）
申込期間 �　2018年1月4日（木）～1月15日（月）
提供枚数 �　1会員4枚まで　ランチ　100枚　ディナー　50枚
申込方法 �　�☎03-3733-6107�または�窓口　種別と枚数、会員番号、氏名、電話番号をお伝えください。
引き渡し �　1月4日（木）より
注意事項 �　�◦申込後の変更や取り消しはできません。�

◦利用の際は「大田区勤労者共済食事券」利用を各店舗に伝え、予約してください。�
◦特別日や百段階段展示会開催中は、営業時間が異なる場合があります。

ニューアメリカングリル「カナデテラス」
アメリカ料理に留まらず、各国の料理を融合させた 
"New American Cuisine"。 
洋食でありながら日本料理に見る"ひと手間"を加えた 
調理法により引き立つ素材の"旨み"をご堪能ください。

●ラ ン チ●　ブッフェ
時　　間 �　�平　日� 11:00～14:30（90分制）�

土日祝� 11:00～15:00（90分制）
料　　金 �　�大人（全日）　2,500円（一般価格4,039円）

●ディナー●　コース料理
時　　間 �　全　日� 17:30～21:30�
料　　金 �　�大人（全日）�4,000円（一般価格7,128円）

中国料理「旬遊紀」
食べることで健康になる「食医同源」を基本理念に、東京発の滋味深い中国料理をお届けするホテル雅叙園
東京のメインダイニング。今では当たり前になった「回転テーブル」も、雅叙園のおもてなしの心から生まれました。

●ラ ン チ●　コース料理
時　　間 �　全　日� 11:30～16:00�
料　　金 �　�大人（全日）�3,500円（一般価格4,989円）

●ディナー●　コース料理
時　　間 �　全　日� 17:30～21:30�
料　　金 �　�大人（全日）�6,500円（一般価格10,098円）

食事券 先着

☆食事券期間中
　「百段雛まつり」が同時開催
・詳細は雅叙園に直接お問い合わせください。�
・チケットは別売りです。

発明人
材育成セミナー

2



小学生のための

発明人
材育成セミナーこれからの人材育成は、

科学・技術・工学・数学を充分に取り入れた
バランスのよい教育（例えば下記STEM教育（※））が必要です。

※STEM教育（Science,�Technology,�Engineering�and�Mathematics）
本セミナーでは、小学生のうちから科学的な発想でものを考える力を身につけ、考えたものを人に伝え、

さらに形にすることがとても大事であることを学びます。
大田区勤労者共済は、日本弁理士会関東支部と連携し、弁理士の先生と発明を楽しく・わかりやすく

学ぶためのセミナーを開催します。お父さま・お母さまもぜひご一緒にご参加ください。

電子紙芝居
発明家エフ博士と一緒に
「発明ってなんだろう？」
を考えよう！

日本弁理士会関東支部

みんなも今
きょう

日から発
は つ

明
め い

家
か

®
日本弁理士会キャラクター
はっぴょん

日　　時 �　2018年2月3日（土）9：30～12：00
参加対象 �　�会員様とそのご家族（小学生対象、高学年の場合はお子様のみでも参加可能）
定　　員 �　30組
会　　場 �　大田区産業プラザ（PiO）6階D会議室
参加費用 �　無料
申込期間 �　2018年１月４日（木）9：00から先着順
申込方法 �　電話03－3733－6107　または窓口
注意事項 �　�・当日にご用意いただくものはございません。�

・申込後の変更やキャンセルは一切できません。

第１部：学ぶ−電子紙芝居「特許ってなぁに？」
発明？特許？そんなギモンに、発明家エフ博士がお答えします

第２部：考えて、創る−発明工作授業
「世界に一つのチリトリを発明しよう！」
こんなチリトリがあったらいいな…
工作用紙や紙コップを使って、自分だけのチリトリを考えだそう
お母さんにプレゼントしたら喜ばれるかも!?
（もっと発明したい方には、他にも題材をご用意しております）

発明工作教室
身近な材料でいろんな
発明を体験しよう！
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申込期間 　�1月4日（木）9:00～19日（金）17:00 
※先着対象は完売まで

提供枚数 　�いずれのチケットも1会員3枚まで
申込方法 　�☎03-3733-6107または窓口（FAX・メール不可）�

チケットの種類、枚数、会員番号、氏名、日中に�
連絡の取れる電話番号をお伝えください。

当選連絡 　�抽選対象は1月23日（火）に当選者へのみ電話連絡
注意事項 　�◆P.4、5のチケットが対象です。�

◆申込後の変更や取り消しは一切できません。

Ticket
チケット

インフォメーション

2018年3月、メリー・ポピンズが日本に魔法をかける─。
ウォルト・ディズニー×キャメロン・マッキントッシュ 世界最強
タッグによるミュージカルが日本初上陸！

太陽煌めくアフリカの大地を舞台に、
「サークル・オブ・ライフ（生命の
連環）」をテーマとして繰り広げられ
る壮大なミュージカル『ライオンキン
グ』。1998年12月20日東京公演が
開幕。2016年現在、前人未到の
17年連続の無期限ロングランを更
新中、国内通算上演回数は10000
回を超え、その歴史は留まることな
く続いていきます。かつてない記録を打ち立てながら、こ
れからも【進化・深化】し続けるミュージカル『ライオンキン
グ』。日本演劇界のみならず日本のエンターテインメント業
界にも大きな歴史を刻むこととなるでしょう。 

「シクラメンのかほり」「俺た
ちの旅」「夢芝居」「愛しき
日々」「愛燦燦」等々…数
多くのヒット作品に加え、日
本レコード大賞を始め数々
の賞を受賞!!待望の公演
が開催決定!!

積水ハウスミュージカルシアター�四季劇場［夏］［大井町駅］
S席大人�8,000円（一般10,800円）
S席子ども�4,000円（一般5,400円）
募集枚数：合わせて20枚� ※3歳以上有料

明治座［人形町駅］
S席�9,000円（一般14,000円）
募集枚数：各10枚� ※未就学児入場不可

TBS赤坂ACTシアター［赤坂駅］
S席�7,500円（一般10,800円）
募集枚数：各6枚� ※未就学児入場不可

鎌倉芸術館�大ホール［大船駅］
全席指定�4,500円（一般6,000円）
募集枚数：10枚� ※未就学児入場不可

渋谷区文化総合センター�大和田�さくらホール［渋谷駅］
全席指定�2,000円（一般3,000円）
募集枚数：6枚　※�3歳以上有料、2歳以下膝上鑑賞無料。

但し、座席が必要な場合は有料。

劇団四季ミュージカル
『ライオンキング』

五木ひろし特別公演
坂本冬美特別出演

ミュージカル
「メリー・ポピンズ」

小椋佳「歌談の会」

米村でんじろう
おもしろサイエンスショー in渋谷

3月24日（土） 13:00

3月10日（土） 16:15　3月11日（日） 11:00

3月3日（土） 12:00　3月8日（木） 18:30

3月18日（日）
14:00

抽選

抽選

抽選

抽選

テレビでおなじみの「でんじろう先生」をはじめ、個性豊か
なキャストたちがドキドキわくわくのエンターテイメントショー
を全国各地で行っています。幼児から小学生、そしてパ
パやママ、ご年配の方まで世代を超え、そして時には国
境を越えてご好評をいただいております。

抽選

1971年から走り出して47年。
五木ひろし　
劇場公演5,000回突破！
坂本冬美を迎えて
お贈りする
特別なひととき…

東急シアターオーブ［渋谷駅］
S席�10,000円（一般13,500円）
募集枚数：10枚

ミュージカル「HEADS UP!」
抽選

4月26日（木） 17:00

お台場ビッグトップ［台場駅］
SS席大人�10,000円（一般13,500円）
SS席子供�7,000円（一般9,500円）
募集枚数：合わせて20枚�
※子供は3歳～小学校6年生が対象となります。
　3歳未満でも座席が必要な場合は、子供券をお求めいただきます。
※演出機材により、舞台の一部が見づらい席がございます。
※S席・A席・車イス席の販売はございません。

シルク・ ドゥ・ソレイユ
『ダイハツ キュリオス 』

3月17日（土） 16:30

シルク・ドゥ・ソレイユ、それは世
界が認めるエンターテインメント集
団。彼らが今回、日本で上演す
るのは、既に世界で250万人以
上の動員を記録している『キュリオ
ス』。日本初上陸公演となる『キュ
リオス』にご期待ください。

抽選

中村勘九郎 中村七之助
春暁特別公演 2018

抽選

4月5日（木） 12:00
鎌倉芸術館�［大船駅］
S席�6,500円（一般8,500円）
募集枚数：6枚� ※未就学児入場不可

<演目> ･｢芸談｣ 中村勘九郎 中村七之助 
･｢鶴亀｣　･｢浦島｣ 浦島…中村勘九郎 
･｢枕獅子｣傾城弥生後に獅子の精…中村七之助

人形浄瑠璃 文楽
抽選

3月9日（金）  13:30 
18:00

大田区民プラザ�大ホール
［下丸子駅］
全席指定�各回
　　3,000円（一般3,800円）
全席指定�昼夜セット券
　　5,500円（一般7,000円）
募集枚数：各10枚
※未就学児入場不可

太夫・三味線・人形―三位一体で
醸し出す、ユネスコ無形文化遺産。
昼の部は「桂川連理柵（かつらがわ
れんりのしがらみ）」、夜の部は「曽
根崎心中（そねざきしんじゅう）」をお
届けします。

ラサール石井の願いが込められたミュージカル
「HEADS UP!」。一万人を熱くさせた奇跡の
バックステージ・ミュージカルが帰ってくる！

【出演】
哀川 翔、相葉裕樹、橋本じゅん、青木さやか、池田純矢、
今 拓哉、芋洗坂係長、オレノグラフィティ、陰山 泰、
岡田 誠、河本章宏、井上珠美、新良エツ子、外岡えりか、
大空ゆうひ、中川晃教ほか

4月28日（土） 12:00

Photos: Martin Girard, Pierre Manning / 
shootstudio.ca © 2014 Cirque du Soleil

桂川連理柵©青木信二

曽根崎心中©青木信二

※4歳以上入場可。
　但し、膝上観劇及び
　バルコニー席での
　観劇不可。

第一部　松竹新喜劇十八番より　紺屋と高尾
　口演：一竜斎貞丈　　　　脚本：平戸敬二
　補綴・演出：浅香哲哉　　監修：渋谷天外
　出演：五木ひろし　坂本冬美
　　　　藤山扇治郎　曽我廼家寬太郞　曽我廼家八十吉　
　　　　森山愛子　高田次郎　大津嶺子　井上惠美子　いま寛大
第二部　ビッグショー
　構成・演出：松園明
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華道歴35周年
假屋崎省吾の世界展
2月21日（水）～3月5日（月）　10:30～19:30
※最終日は18:00まで※入館は閉館の30分前まで

日本橋三越本店�新館７階催物会場［三越前駅］

先着

美輪明宏氏より「美をつむぎだす手を持つ人」と評される、華道家・假屋崎省吾。繊細
かつ大胆な作風と独特の色彩感覚は国際的にも高く評価されています。本展では、華
道歴35周年を迎えた假屋崎省吾による「華道歴35年の歩みとこれからのKariyazakiスタ
イル」をテーマに、花、器、空間、この3つの出会いから新たな「美」をつむぎ出す、豪
華絢爛な美の世界を展覧いたします。

一般［20枚］�300円（前売600円）

ディエゴ・ベラスケス
《王太子バルタサール・カルロス騎馬像》
1635年頃　マドリード、プラド美術館蔵

©Museo Nacional del Prado

プラド美術館展
ベラスケスと絵画の栄光
2月24日（土）～5月27日（日）※月曜日休館（ただし3月26日（月）、4月30日（月）は開館）
9:30～17:30（金、土曜日は20:00まで）※入館は閉館の30分前まで

国立西洋美術館［上野駅］

先着

日本スペイン外交関係樹立150周年を記
念し、スペイン・マドリードにあるプラド美
術館の数多ある至宝のなかから、17世
紀スペイン絵画の黄金時代を築いた巨
匠ベラスケスの作品を中心に、ティツィアー
ノ、ルーベンス、ムリーリョらの作品など
61点の油彩画と9点の資料を展示いたし
ます。≪王太子バルタサール・カルロス
騎馬像≫（日本初公開）をはじめ、ベラス
ケスの傑作が7点も来日するのは前代未
聞であるだけではなく、当時の国王らに
よって収集されたスペイン、フランドル、イ
タリアといった国際的な一級のコレクショ
ンが集結。スペイン宮廷の香りそのまま
に、17世紀絵画の黄金時代をご堪能い
ただきます。

一般［30枚］�1,000円（前売1,400円）

至上の印象派展
ビュールレ・コレクション
2月14日（水）～5月7日（月）※毎週火曜日（ただし5月1日（火）は除く）
10:00～18:00
※毎週金・土曜日、
　4月28日（土）～5月6日（日）は午後8時まで�
※入場は閉館の30分前まで

国立新美術館�企画展示室1E［六本木駅］

先着

本展ではドラクロワ、ドガ、マネ、ルノ
ワール、ファン・ゴッホ、ゴーギャン、モネ、
セザンヌ、マティス、ピカソ…「この絵は
ビュールレ・コレクションにあったのか！」と
驚く、豪華な作家たちの競演が繰り広げ
られます。特に印象派・ポスト印象派の
作品は傑作揃いで、絵画史上、最も有
名な少女像ともいわれるルノワールの《イ
レーヌ・カーン・ダンヴェール嬢（可愛いイ
レーヌ）》とセザンヌの《赤いチョッキの少
年》は印象派の中でも人気の高い両巨匠
の「最高傑作」として知られています。

一般［20枚］�1,000円（前売1,400円）

ブリューゲル展
画家一族 150年の系譜
1月23日（火）～4月1日（日）※毎週月曜日、2/13（火）は休室。ただし2/12（月）は開室。
9:30～17:30（金曜日は20:00まで）※入室は閉室の30分前まで

東京都美術館�企画展示室［上野駅］

先着

16世紀フランドル（現在のベルギーにほぼ相当する地域）
を代表する画家、ピーテル・ブリューゲル1世に始まり、
150年にわたって画家を生み出した、ブリューゲル一族。
その系譜を辿りながら、風景画、風俗画、花の静物画
など、一族やその追随者たちが手がけた作品を通して、
16、17世紀フランドル絵画の魅力に光をあてます。本
展は通常見ることができない個人所蔵の絵画など約100
点により構成され、出展される作品のほとんどが日本初
公開となります。

一般［20枚］�1,000円（前売1,400円）
65歳以上［10枚］�600円（前売800円）

ピエール＝オーギュスト・ルノワール《イレーヌ・カーン・
ダンヴェール嬢（可愛いイレーヌ）》

1880年 油彩、カンヴァス65×54cm
©Foundation E.G. Buhrle Collection,

Zurich （Switzerland）
Photo: SIK-ISEA, Zurich （J.-P. Kuhn）

ピーテル・ブリューゲル2世 《野外での婚礼の踊り》 
1610年頃 Private Collection

ヤン・ブリューゲル1世、ヤン・ブリューゲル2世
《机上の花瓶に入ったチューリップと薔薇》
1615−1620年頃 Private Collection

猪熊弦一郎展 猫たち
3月20日（火）～4月18日（水）※会期中無休
10:00～18:00（入館は17:30まで）※毎週金･土曜日は21:00まで（入館は20:30まで）

Bunkamura�ザ・ミュージアム［渋谷駅］

先着

猪 熊 弦 一 郎（1902-1993年 ）は、
百花繚乱の昭和の画壇にあって
試行錯誤を繰り返しながらも、常
に独自の境地を維持し、極めて
個性的な作品群を残した画家で
す。本展は彼が愛した猫達を描
いた作品をまずは堪能していた
だき、猪熊弦一郎の奥深い世界
に触れるきっかけとなるよう企画さ
れた展覧会であり、丸亀市猪熊
弦一郎現代美術館所蔵の猫を描
いた油彩、水彩、素描を中心に、
猫以外の主題の作品も若干加え
た百数十点によって構成されます。
猫好きの人には「猫の画家」のまま
でよく、更に興味をもった人には大
画家としての猪熊弦一郎を追い求
めていただきたい。

一般［20枚］�800円（前売1,100円）

世界らん展日本大賞2018
2月17日（土）～2月23日（金）

【販売期間：2月16日（金）】
9:30～17:30
（入場は閉場の30分前まで）

東京ドーム［水道橋駅］

先着

世界最大級の蘭の祭典、今年も開
催！会場の東京ドームは、世界20カ
国・地域から集められた洋蘭、東
洋蘭、日本の蘭など、約3000種・
10万株で彩られます。今回も栄えあ
る日本大賞を目指して、1年かけて
育ててきた蘭が各地より集結します。
蘭で埋め尽くされたステージショーや
特別展示などは圧巻。蘭に親しむ
ワークショップや稀少な蘭の販売も行
うオーキッドマーケットなど、世界ら
ん展でしか見られない盛りだくさんな
内容で、ご来場のみなさまをお迎え
します。

一般［20枚］�1,400円（前売1,900円） ※中学生（要学生証提示）および
　保護者同伴の小学生以下無料

前回の様子

猪熊弦一郎 《猫と食卓》1952年
油彩・カンヴァス
©The MIMOCA Foundation

猪熊弦一郎 《青い服》1949年
油彩・カンヴァス
©The MIMOCA Foundation

猪熊弦一郎 題名不明 1987年
インク・紙　©The MIMOCA Foundation
作品はすべて丸亀市猪熊弦一郎現代美術館所蔵
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給付事業の見直しについて
　勤労者共済事業給付事業の見直しについてご報告させていただきます。
　皆様にご利用いただいている共済事業は大きく分類して、福利厚生事業（映画券、鑑賞券、宿
泊補助等）と給付事業（結婚、入学祝金、入院、火災見舞金、死亡弔慰金等）がございます。福利
厚生事業につきましては、すでに宿泊補助において宿と新幹線のセット割引商品を導入するな
ど、随時、メニューの充実に取り組んでおります。今後も皆様に人気のあるディズニーランド
入園券や映画チケット関連などの企画で魅力アップを検討して参ります。
　本協会の給付事業につきましては昭和60年度のスタートから現在まで、東京23区の勤労者
共済事業のなかで最高水準のサービスを維持して参りました。従業員の皆様の高齢化などの要
因もあり、会費収入を支出が上回り、直近の4期（平成25年度～平成28年度）は連続して準備積
立金の取り崩しを行っております。運営体制の効率化を進めたうえで、収入と支出のバランス
の取れた持続可能な事業運営の構築が緊急の課題となっております。
　そのため、平成30年度において給付事業の全体的な見直しをさせていただくこととなりまし
た。今回の見直しで、会員の皆様への給付金の減額が生ずるところでございますが、本勤労者
共済事業の持続可能な制度とし、加入いただいている区内中小企業の福利厚生の充実を図ると
の主旨をご理解いただきますよう、心よりお願い申し上げます。
※�本見直しについては平成29年5月10日の勤労者共済事業運営協議会並びに11月7日の大田区
産業振興協会理事会においてご承認をいただいたうえで、会員の皆様にお知らせするものです。

給付金制度の変更（平成30年4月1日から）
（1）給付金額　　　　　次ページの表をご覧ください。
（2）添付資料　　　　　次ページの表をご覧ください。
（3）給付資格発生時期　入会日から4ヵ月目
（4）請求期限　　　　　�事由発生日から1年以内（金婚・銀婚含む）�

※入学祝及び継続会員祝の請求は対象年度内です。

（5）請 求 書　　　　　�平成30年4月に発行する新給付金ガイドブックおよびダウンロードか
ら入手してしてください。

（6）受取方法　　　　　�窓口または指定口座�
※会員死亡弔慰金は請求者の指定口座のみです。

受給資格なし 給付請求期間

受給資格の開始
4ヵ月目

請求期限
1年以内

入会日

事由発生日

期限切れ
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注意事項
◦�平成30年3月31日以前に発生した事由については従前の金額になります。旧申請書式と旧添
付資料で請求してください。

◦�特に、平成30年３月31日以前の金婚・銀婚については従前の金額となりますが、3年以内の
事由であっても平成31年3月31日までの請求期限となります。

◦�平成30年4月1日から給付金請求時に必要な謄本や証明書類は全てコピー可能です。
◦�入学祝（家族登録している場合）及び継続会員祝の対象の方には4月以降に事務所へご案内を
お送りします。

給付金品の
種類 給　付　事　由 給付金額等 給付金請求時に必要な書類

祝
金

結　婚 会員が結婚したとき 20,000円 ・婚姻届受理証明書もしくは夫婦の戸籍謄本
※1回に限ります。

出　生 会員又は会員の配偶者が出産したとき 10,000円 ・�母子健康手帳、出生届受理証明書、戸籍謄本
のいずれか一つ

成　人 会員が満20歳になったとき 10,000円 ・健康保険証又は運転免許証

銀　婚 会員が結婚して満25年を迎えたとき 10,000円
・入籍日から25年・50年経過後の戸籍謄本

金　婚 会員が結婚して満50年を迎えたとき 10,000円

祝
品

入　学 会員の子が小学校・中学校に入学したとき 5,000円
相当

・�就学通知書、健康保険証、在学証明書のいず
れか一つ

継続会員

会員期間が満５年を経過したとき
5,000円

相当 ・最長30年経過まで会員期間が満10年を経過したとき

以降10年経過した毎に

見
舞
金

入　院 会員が連続して14日以上入院したとき 10,000円

・�入院期間が記載されている病院の領収書又は
診断書

※�傷病及び回数にかかわらず同一年度内に１回
に限ります。

障　害
会員期間中に生じた傷病により、身体障害
者福祉法施行規則に定める身体障害状態に
なったとき

20,000円
・身体障害者手帳
※�入会後に生じた事由により、初めて身体障害
者になったときに請求できます。

住宅災害 会員の居住する家屋及び家財が、火災によ
り損害をうけたとき 10,000円 ・消防署で発行する罹災証明書

弔
慰
金

会員死亡
会員期間５年以上 30,000円 ・�死亡事項と請求者との続柄が記載されている

戸籍謄本又は住民票
・振込先の口座番号会員期間５年未満 10,000円

家族死亡

会員の配偶者が死亡したとき

10,000円

・�死亡事項と請求者との続柄が記載されている
戸籍謄本又は住民票

・�24週以上の死産のときは、医師の証明書又は
死産届出受理証明書

※�父母の場合、実父母・義父母にかかわらず、父母それ
ぞれ1回に限ります。

会員の実父母・養父母が死亡したとき

会員の子が死亡したとき

（重要）給付金請求時に必要な謄本や証明書類はコピー可能です。
※次の場合は、給付を制限又は停止します。
◦�会員死亡弔慰金は、同一家族に複数の会員がいる場合、家族死亡弔慰金との重複給付はしません。会員死亡�
弔慰金のみの給付になります。又、入院され退院することなく死亡された場合は、入院見舞金を給付しません。

◦住宅災害見舞金は、生計を一にする家族に、複数の会員がいる場合、1件のみの給付になります。
◦会費の納入が滞っている会員からの請求には応じません。
◦不正行為により給付を受けたときは、その返還を請求します。
◦すべての見舞金・弔慰金は、給付事由の発生原因に災害救助法が適用されたときは給付しません。
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スパ ラクーア リニューアル記念！
「平日限定 トリートメント付きチケット」
2017年10月5日（木）にリニューアルオープンしたスパ�ラクーア。�
これを記念して、スパ�ラクーア入館料と館内の�
トリートメント＆ビューティー店舗の施術（7つのメニューから1つ選択可）が�
セットになった“お得な平日限定チケット”を販売します。
申込期間 　1月4日（木）9:00～1月19日（金）17:00　<先着順>
提供枚数 　50枚（1会員4枚まで）
提供価格 　�6,000円�

※定価�スパ平日入館料2,850円＋トリートメント施術代�
　（6,000円～7,500円相当）

有効期限 　～4月27日（金）
申込方法 　�☎03-3733-6107または窓口（FAX・メール不可）
引き渡し 　1月29（月）9:00～
注意事項 　申込後の変更や取り消しは一切できません。

＜トリートメント施術 メニュー内容＞
店舗名 分数 ジャンル メニュー内容 定価（相当額）

ボディケア＆リフレクソロジー スパ�ラフィネ 60 ボディ 全身ボディケア 6,480
60 フット リフレクソロジー 6,270

アロマオイルリンパ�ケア ユーロフィア 30 フェイシャル 生コラーゲンフェイシャル 7,468
骨洗いリンパエステティックサロン ラピスクーナ 35 ボディ 骨洗いリンパボディ 6,171
ハワイアンロミロミ ラニカイ・ハワイ 40 ボディ ロミロミ（背面全身） 6,600
フィジカルケア CURE�BODY 60 ボディ・フット ボディケア又はボディ＆フットケアセット 6,480
タイ古式ヒーリングサロン Ra.Ku.Sa 60 ボディ タイ古式ボディ 7,600

※上記7つのメニューから1つ選択可。�
※利用希望日の2週間前～前日までに、各店舗に電話で事前予約が必要です。（予約受付時間／12:00～21:00）�
※予約可能時間（施術開始希望時間）は、11:30～22:00となります。
※各店の予約電話番号、その他細かい注意事項は、チケット裏面にてご確認ください。

事務局からのお知らせ
退会手続は毎月25日まで！

退会時には「退会届」を窓口または郵送でお送りいただく必要があります。（ＦＡＸ不可）�
※書式はガイドブックまたはダウンロードで。退会届の到着が25日を過ぎた場合、翌月退会となりますのでご注意ください。

宿泊旅行利用補助（3,000円）終了のお知らせ
窓口で申請する宿泊旅行利用補助（3,000円）が2018年3月30日で終了となります。�
※ライフサポート倶楽部の宿泊補助（年度6回）は継続いたします。

カルチャー補助（3,000円）終了のお知らせ
窓口で申請するカルチャー補助（3,000円）が2018年3月30日で終了となります。

土曜日受取サービス終了のお知らせ
ガイドブック7ページでご案内している土曜日受取サービスは5月31日をもって終了となりました。ご了承ください。

簡易書留料金は会員様ご負担です
4月から5,000円以上のチケット類の送付に係る簡易書留料金（400円）が会員様のご負担になりました。

第4期会費引落しは1月26日！
引落口座の残高を今一度ご確認くださいますようお願いいたします。�
前納が基本です。引落しができない状態が続くと予告なしに強制退会となります。

毎年2月は会報休刊月です！
最新情報やお知らせは、ウェブサイトでご確認ください。http://www.pio-ota.jp/fureai/


