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全国15,000ケ所の宿泊施設や生活関連サービスメニューが全福センターホームページや 
ガイドブックから閲覧できます。

ホームページは、全福センターのネットワー
クを活かした各種協定割引施設などを各サー
ビスセンターと全福センターが相互に協力し
て作り上げるホームページとなっています。 
また、サービスセンターの皆様同士が意見交
換できる「みんなの広場」も活用されています。

サービスセンターの皆様は、全国にある全福センター契約の施設やサービスをご利用できます。
働く皆様の「いきいき・わくわく」を応援する、福利厚生サービスメニューをご活用ください！

ご 利 用 方 法

宿泊予約や通信教育をご利用の際にお電話でも可能な場合があります。予約の際は、「全福センターの会員」で
ある旨お申し出ください。精算時に会員証または「協定施設割引券」が必要となります。
コールセンターが設置されている場合は、各コールセンターへお電話下さい。

1．お電話によるご利用

2．会員証（または「協定施設割引券」）の提示によるご利用

4．インターネットによる商品購入、宿泊予約

3．クーポン券等によるご利用

全福センターその場合は ※ＩD、パスワードが必要となります。　　
　ＩＤ、パスワードは所属のサービスセンターへ
　お尋ねください。

一部の施設では「クーポン券」持参による割引対応のところがあります。
）りあ設施の可不ーピコ部一（。いさだく用利ごてしーピコかく抜り切らかクッブドイガは」券ンポーク「 

また、全福センターＨＰにログイン後、対象施設掲載ページからクーポン券をダウンロードしてご利用いただける
施設もあります。

大手飲料メーカーのドリンク類が格安で購入できる「社販マーケット」や期間限定販売の「大山ハム」、
スポーツ用品が割引購入できる「スポーツオーソリティ」、また、宿泊施設の中にはインターネットからの予約で
割引が適用される施設もあります。

宿泊施設や、各種レジャー施設等を会員割引でご利用頂く際には、
会員証（または「協定施設割引券」）の提示が必要となります。

「協定施設割引券」は、Z-141ページに掲載していますので、切り抜くか、コピーしてご利用ください。
また、全福センターＨＰにログインすると右側にデータがでてきますので、そちらからダウンロードください。　
※ご利用の際は、会員番号、会員名、所属団体名をご記入下さい。

宿泊施設 通信教育電話

宿泊施設会員証（または「協定施設割引券」） レジャー施設

etc.

洋服 etc.

COUPON
COUPON

クーポン券 飲食店 レジャー施設 洋服 etc.

宿泊施設 物品販売 etc.インターネット

申込み
（利用方法）

対象
サービス

申込み
（利用方法）

対象
サービス

申込み
（利用方法）

対象
サービス

申込み
（利用方法）

対象
サービス

スマホ
サイト

リニューアル　Point.1

旬のおススメ情報 お得情報はこちら！

スマホも
使いやすいよ！

リニューアル　Point.2

最新情報がいっぱい！

リニューアル　Point.3

分かりやすいメニュー表示

リニューアル　Point.4

バナーからもお得情報をゲット！
ＳＣ相互の意見交換や情報

交換ができる「みんなの広場」
＜正賛助会員ページ＞

2



先着図書カードNEXTを
特別価格で販売します！
申込期間 　 11月5日（月）9:00～
提供枚数 　200枚（1会員3枚まで）
料　　金 　4,500円（額面5,000円、有効期限2030年12月31日）
申込方法 　�☎03-3733-6107�のみ
引き渡し 　 11月6日（火）9:00から窓口で「会員証」 

呈示のうえ代金と引換え。 
郵送ご希望の場合は、別途、簡易書留 
料金（400円）をご負担いただきます。

注意事項 　 申込後の変更や取消はできません。

見本 本
Book
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先着

ホテルメトロポリタン丸の内

東京都千代田区丸の内1-7-12

レストラン予約：03-3211-0141
東京の空を一望しながらフレンチを
休むことなくゲストを迎え入れ、送り出している東京駅。その遥か120ｍ上空に位置するTENQOO
（テンクウ）。徹底的に吟味した安心・安全な食材を、本格的なフレンチの技法で輝かせた料理
の数 を々ご用意しております。

利用期間  　 2018年11月5日（月）～2019年1月31日（木） 
（除外日2019年1月1日～1月3日 ディナーのみ12月21日（金）～25日（火））

申込期間  　2018年11月5日（月）～11月19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  　 11月5日（月）9:00から窓口で「会員証」呈示のうえ代金と 

引換え。郵送ご希望の場合、5000円以上は別途送料400円を 
ご負担いただきます。

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。

●TENQOOビュッフェ＆パスタランチ●
メニュー  　 アミューズブーシュ／前菜＆サラダブッフェ／本日のパスタ／パティシエ特別デザート／スペシャリティーコーヒー
利用時間  　 全日　11:30～14:30（L.O.14:00）
料　　金  　 大人（全日）　2000円 

（一般価格2800円）

●特別ディナーコース●�
（グラススパークリングワイン一杯付）

メニュー  　 アミューズブーシュ／前菜／魚料理／肉料理／アヴァンデセール／デセール／スペシャルコーヒー／プティフール
利用時間  　 全日　17:00～22:00
料　　金  　 大人（全日）　5500円（一般価格7500円）

食事
券

※掲載の写真はイメージです
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女優として魅せる芝居、
ゲストと共にお届けする
コンサート
芸能生活50周年を迎え
て輝きを増す由紀さお
りの多彩な世界　上演
決定！

申込期間 　 11月1日（木）9:00～11月16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 　 電話のみ ☎03-3733-6107 

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 　 11月20日（火）午前中に当選者へのみ電話連絡
注意事項 　 ◆P5～7のチケットが対象です。 

◆申込後の変更や取消は一切できません。

Ticket
チケット

インフォメーション

デビュー50年を過ぎ
て尚、天性の美しい
声と抜群の歌唱力で
日本のトップシンガーと
して活躍を続ける森
山良子が、その魅力
を名曲と共にお届け
します！

本場アメリカからお届けする極上の映画音楽エンタテイン
メント！完売続出。銀幕の感動が蘇る最高のニューイヤー
コンサート！

世界26ヵ国・500都市・観
客動員数800万人に迫る。
日本の伝統芸術を、更に
進化したエンターテイメント
として表現。異次元の衣
装は7年目となるコシノジュ
ンコがデザイン、TAOが
繰り広げるパフォーマンス
と大迫力の映像テクノロ
ジーの融合。2018年、全
国250本の公演を終えて、
FINAL公演として進化し
て戻ってきた作品は必見。

Bunkamuraオーチャードホール［渋谷駅］
S席 5,000円（一般7,000円）
募集枚数：6枚 ※未就学児入場不可

浅草公会堂［浅草駅］
1等席 6,000円（一般9,000円）
募集枚数：各10枚 ※未就学児童入場不可

①1月5日（土） 14:00
　横浜みなとみらいホール［みなとみらい駅］
　S席 5,500円（一般7,800円）
②1月20日（日） 15:00
　Bunkamura オーチャードホール［渋谷駅］
　S席 6,000円（一般8,500円）
募集枚数：各6枚 ※未就学児入場不可

Bunkamuraオーチャードホール［渋谷駅］
S席 5,500円（一般8,500円）
募集枚数：各6枚� ※6歳未満入場不可

神奈川県民ホール［日本大通り駅］
S席 3,000円（一般3,800円）
募集枚数：10枚 ※未就学児童入場不可

森山良子 
Concert Tour 2018-2019

由紀さおり 
50周年記念公演

DRUM TAO 2019
「RHYTHM of TRIBE～時空旅行記～FINAL」

新春落語名人会
春風亭小朝・三遊亭円楽

1月16日（水） 17:00

1月4日（金） 11:00　1月12日（土） 15:00 1月12日（土） 15:00

抽選

抽選

抽選

抽選

抽選

出演：�尾上松也、中村歌昇、坂東巳之助、�
坂東新悟、中村種之助、中村隼人、中村橋之助

明治座［人形町駅］
S席 7,500円（一般12,000円）
募集枚数：各10枚 ※未就学児童入場不可

2月6日（水） 19:00
2月7日（木） 19:00
2月8日（金） 13:00

三越劇場［三越前駅］
1等席 6,000円（一般9,000円）
募集枚数：各10枚 ※未就学児童入場不可

初春花形新派公演「日本橋」

1月5日（土） 
11:00
1月14日（月・祝）
13:00

出演：�喜多村緑郎、�
河合雪之丞�
河合宥季、�
田口守�
勝野洋、�
高橋惠子

抽選

三遊亭小遊三・春風亭昇太
特選爆笑二人会

抽選

1月15日（火） 13:00
鎌倉芸術館　大ホール［大船駅］
S席 3,000円（一般3,900円）
募集枚数：10枚 ※未就学児童入場不可

アプリコ・クリスマス・フェスティバル2018
ようこそ！“音楽”と“バレエ”の国へ

12月24日（月祝） 15:00
大田区民ホール・アプリコ 大ホール［蒲田駅］
S席（一般） 3,000円（一般4,000円）
S席（中学生以下） 1,000円（一般2,000円）
募集枚数：10枚 ※4歳以上入場可能（有料）

煌めく“音楽”、華麗な“バレエ”オシャレで極上
のクリスマス・イヴをプレゼント♪第1部はオーケ
ストラによる“音楽”、第2部はオーケストラをバックにKバレ
エカンパニーのダンサーによる舞をお楽しみください。
出演　�青島広志（指揮・おはなし）、宮尾俊太郎（バレ

エ・おはなし）、シアターオーケストラ　トーキョー（演
奏）、Kバレエカンパニー選抜ダンサー（バレエ）

1月12日（土） 
16:00
1月20日（日） 
11:00

ハリウッド・
フェスティバル・オーケストラ

抽選

抽選
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横浜の新しい顔として発展めざましい最先端都市みなとみらいに、和の情緒あふれる温泉空間が生まれま
した。肌をうるおし、心と身体を解き放つ、熱海・湯河原温泉の豊かな天然の恵み。地上8階建てののび
やかな空間に、この上ない安らぎを創出するわの意匠。そして彩り豊かな美味の数々。「横浜みなとみらい 
万葉倶楽部」は、温泉郷の楽しみを身近で手に入れる贅沢をお届けします。
有効期限 　約5ヶ月
引き渡し 　12月1日（木）9:00～
料　　金 　 フリーセット入館券（大人）：2,000円（一般：3,337円相当） 

※チケット内容　入館料（タオル・手ぬぐい・浴衣付）＋ワンドリンク
所 在 地 　神奈川県横浜市中区新港2-7-1［みなとみらい駅 徒歩5分］
募集枚数 　30枚
注意事項 　 ※子ども料金の取扱はございません。 

※当日、入湯税別途100円頂戴いたします。 
※深夜3時以降は、別途深夜料金がかかります。 
※入れ墨あるいは入れ墨シールをされている方、暴力団関係者、泥酔されている方、ペットを連れての 
　ご入館は固くお断りしております。 
※他の割引券との併用不可。

横浜みなとみらい 万葉倶楽部

横浜駅直結のスカイスパYOKOHAMAは、思い立ったらすぐ行けるアクセス抜群のスパ＆サウナです。ロ
ウリュのパフォーマンスが人気のドライサウナや、眼下に横浜の絶景を眺めながらのお風呂など、ヨーロッ
パ・スタイルの本格的スパ＆サウナで、日常の喧騒を離れた寛ぎの時間をお過ごしいただけます。
有効期限 　約5ヶ月
引き渡し 　12月1日（木）9:00～
料　　金 　 特別利用券入浴券（大人）：1,800円（一般：2,830円相当） 

※チケット内容　入館料、1オーダー制ドリンク券、フェイス＋バスタオル付き
所 在 地 　神奈川県横浜市西区高島2-19-12　スカイビル14階［横浜駅 徒歩3分］
募集枚数 　30枚
注意事項 　 ※子ども料金の取扱はございません。 

※他の割引券との併用不可。 
※中学生未満の方のご利用不可。 
※入れ墨・タトゥーのある方のご利用不可。

スカイスパ YOKOHAMA

抽選

抽選
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本展は、書の普遍的な美しさを法
則化した唐時代に焦点をあて、顔
真卿の人物や書の本質に迫ります。
また、後世や日本に与えた影響に
も目を向け、唐時代の書の果たし
た役割を検証します。
※中学生以下は無料
※�障がい者とその介護者1名は無料
（入館の際に障がい者手帳などを
ご提示ください）
※�会期中1枚につき1名様1回限り有
効
※�本券の変更・払戻・再発行は致し
ません
※�今後の諸事情により、開室日、開
室時間等を変更する場合がござい
ます。
最新情報は、展覧会公式サイトにて
ご確認ください。
　　https://ganshinkei.jp
※駐車場はございませんので、車で、のご来場はご遠慮ください。

世界遺産 国立西洋美術館開館60周年記念
ル・コルビュジエ
絵画から建築へーピュリスムの時代

モダン美人誕生─岡田三郎助と近代のよそおい

※中学生以下は無料。
※�心身に障害のある方と付添者1名は無料
（入館の際に障害者手帳をご提示ください）。
※会期中１枚につき１名様１回限り有効。
※本券の変更・払戻・再発行は致しません。
※�今後の諸事情により、開館日、開館時
間等を変更する場合がございます。�
最新情報は、展覧会公式サイトにてご確
認ください。

　https://www.lecorbusier2019.jp/
※�駐車場はございませんので、お車でのご
来場はご遠慮ください。

本展では、近代の女性のよそおいや美
意識の変遷を絵画やポスター、化粧道
具、染織史料などで辿りながら、近代
洋画の大家である岡田が女性たちの生
き方に寄り添い、新時代の「美」を紡ぎ
出していった様子をご紹介いたします。

2月19日（火）～5月19日（日）
休室日：毎週月曜日、5月7日(火)
ただし、3月25日(月)、4月29日(月・祝)、�
5月6日(月・祝)は開館
9:30～17:30
※毎週金・土曜日は20時まで
※入室は閉館の30分前まで

12月8日(土)～3月17日(日)
※会期中無休、�
　但し2019年1月30日（水）は
　展示替えのため企画展示室は休室
9:00～17:00
※入館は閉館の30分前まで

国立西洋美術館本館［上野駅］

ポーラ美術館［強羅駅］

一般［20枚］ 1,000円（前売1,400円）

大人［20枚］ 1,200円（前売1,600円）

先着

先着

特別展「顔真卿 王羲之を超えた名筆」

Bunkamura 30周年記念
国立トレチャコフ美術館所蔵
ロマンティック・ロシア

1月16日（水）～2月24日（日）
※月曜日は休館。ただし、2月11日（月・祝）は開館、翌12日（火）は休館。
9:30～17:00※入館は閉館の30分前まで。ただし、金曜・土曜は、午後9時まで。

11月23日（金・祝）～2019年1月27日（日）
※2018/11/27（火）、12/18（火）、2019/1/1（火・祝）のみ休館
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）

東京国立博物館 平成館［上野駅］

Bunkamura ザ・ミュージアム［渋谷駅］

先着

本展では、ロシア美術の殿堂と言われる国立ト
レチャコフ美術館が所蔵する豊富なコレクション
より、19世紀後半から20世紀初頭の激動のロシ
アを代表する作家の風景画、風俗画、人物画、
静物画を、自然や人物像に内在するロシア的な
ロマンに思いを馳せて紹介します。

一般［20枚］ 1,000円（前売1,400円）

一般［20枚］ 900円（前売1,300円）

①イワン・クラムスコイ 《忘れえぬ女（ひと）》
1883 年 油彩・キャンヴァス　© The State Tretyakov Gallery

②イワン・クラムスコイ 《月明かりの夜》 
1880 年 油彩・キャンヴァス

© The State Tretyakov Gallery

岡田三郎助《あやめの衣》1927年 ポーラ美術館蔵

開催期間   平成31年1月13日（日）～1月27日（日）の15日間 
開場8:00－打出し18:00

場　　所  両国国技館［両国駅］
申込期間  11月1日（木）9:00 ～11月19日（月）17:00
提供枚数  1会員イス席は2席、マスは1マスまで
申込方法  電話のみ ☎03-3733-6107
当選連絡  12月18日（火）午前中当選者へのみ電話連絡
注意事項   ◆チケットの入手状況が確定するのは、12月中旬の予定です。 

　お申込みいただいてからしばらく時間が空きます。 
◆申込後の変更や取り消しはできません。 
◆希望の日と席種を第三希望まで決めてからお申し込みください。 
◆席代には４千円相当のお弁当や飲物代が含まれています。

大相撲1月場所 抽選

提供価格  （ ）内は一般価格

イスA席 11,000円 
（13,000円） 1名あたり

イスB席 8,200円 
（9,600円） 1名あたり

マスB 51,600円
 （60,400円） 最大4名まで

マスC 47,600円 
（56,000円） 最大4名まで

平日マスC 23,800円 
（28,000円） 最大2名まで

先着
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大森青色申告会からのお知らせ
公開講座
消費税改正の準備について
～他人事ではすまされません。すべての事業者に関係します～

日　時 ：11月19日（月）14:00～16:00
場　所 ： 大田文化の森 5 階 大田区中央2-10-1
費　用 ： 無料
予　約 ： 不要

お問い合わせ ： 一般社団法人 大森青色申告会 
大田区中央3-10-18　☎03-3771-8859

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。

郵送サービス  

ご来館が難しい場合は、チケット類と振込用紙を自宅または事業所にお送りします。 
〇合計金額が5,000円未満：普通郵便で翌営業日に投函 
〇合計金額が5,000円以上：簡易書留郵便（送料400円は会員ご負担）で翌水曜日に投函

今年度の給付金請求はお済みですか？  

特にお子様が平成30年度に小・中学校へ入学された方は、3月29日（金）までにお手続きをお願いします。

チケットの転売等について  

購入されたチケットについては、譲渡・転売を禁止しております。譲渡・転売の事実が明らかになった場合は、当
共済会員除名の対象となりますのでご注意ください。

会員証について  

窓口でチケットをご購入の際は必ず会員証の呈示をお願いします。

定員150名�定員になり次第締切ます

平成31年10月1日～
目前に迫っている消費税改正の
準備はできていますか？
平成31年10月から消費税が8%から
10%に引き上げられます。すべてが
10%になるわけではなく飲食料品等
は8%のままです。このため事業者
が行う記帳や請求書領収書の表記に
も注意が必要となってきます。新し
くレジを購入しようとお考えならレ
ジに対する助成金制度もあります。
制度を理解して早めの準備をお勧め
します。


