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～ 取扱中チケットです～先着 定数に達した時点で終了 必ず事前に申込みください。
窓口の混雑を防ぐため お渡し日、時間帯をお伝えします。返金はしません慎重にお申込みください。
事

業

名

有効期間

料金・情報

京王あそびの森HUGHUG

12/29

おとな500円 こども700円 詳細は会報No258をご覧ください。

羽村市動物公園

12/31

おとな200円

映画鑑賞券＜MOVIX昭島＞

2023/1/31

800円

東京・ミュージアムぐるっとパス

2023/3/31

1,400円

よみうりランドワンデーパス

2023/3/31

3,500円 ※1人5枚まで

ムーミンバレーパーク1デーパス

2023/3/31

おとな1,700円 こども900円

湯楽の里

2024/3/31

1セット10枚 4,300円 ※1会員2セットまで

会報掲載以外のチケットやお得情報をホームページにアップしています。新着情報をご覧ください♪
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＜P2・P3・P4・P5＞よくお読みください。
※申込用紙を同封しています。足りない場合は、コピーをしてお使いください。
受付期間 …11月1日 午前9時 から

11月15日 午後3時 まで ＜先着順＞

※直接窓口に来所されても事前申込をしていない方は、購入できません。
申込方法 … FAX、メール
①事業所名 ②会員氏名 ③連絡先④希望数⑤FAX番号（FAXでお申込みの方）を記入しお申込みください。
受付完了の連絡をしますので、受信できるようにしておいてください。
お渡し日をお知らせいたします（窓口の混雑を防ぐため）
～お願い～
～注 意～

お取り寄せの代金は、振込でお願いします。
購入後のキャンセル、返金はできません。購入は慎重にお願いします
他人への譲渡、及びオークション出店等は禁止しましす。
譲渡したことが判明した場合は、補助した代金を請求します。

ホームページ
QR

メール
QR

共済会だより
※お申込み方法は、 P1・P6に掲載しています。

お取り寄せ企画

1．「友好都市岩泉町応援企画」

※限定50個（先着順）1会員2個まで

あっ旋数 30個（1会員2個まで）
申込方法 同封の申込用紙に必要事項を記載し、ＦＡＸ、メールでお申込みください。
お申込み後入金をお願いします。（申込用紙はコピーをしてお使いください。）
発送時期 入金確認後、約10日前後でお手元に届く予定です。
※この企画の取り扱いは「岩泉ホールディングス（株）」が行います。
※写真はイメージです。

種 類

1．岩泉セット

料金（税・送料込）

内

4,900円

短角牛串焼き（50ｇ）5本入×2Ｐ

(通常価格9,300円）

容

ハンバーグ1（60ｇ×2）×2

2．吉野家 3．松屋 4．リンガーハット

※限定100個（先着順）1会員各2個まで

あっ旋数 1会員 2．3．4．各2個まで
申込方法 同封の申込用紙に必要事項を記載し、ＦＡＸ、メールでお申込みください。
お申込み後入金をお願いします。（申込用紙はコピーをしてお使いください。）
発送時期 入金確認後、約10日前後でお手元に届く予定です。
※この企画の取り扱いは「日本デイタムサプライ（株）」が行います。

種 類

料金（税・送料込）

2．吉野家 冷凍食品セット

3．松屋 牛めしの具＜冷凍＞

3,900円
(通常価格6,110円）
3,100円
(通常価格4,800円）

内

容

牛丼の具12食

牛めしの具12食＜US・プレミアム仕様＞
※写真はイメージです。

4．リンガーハットお試しセット＜冷凍＞

2,900円
(通常価格5,300円）

5．老舗一流店の御菓子とコーヒー

野菜たっぷりちゃんぽん6食お試しセット

※限定50個（先着順）1会員各2個まで

あっ旋数 1会員2個まで
申込方法 同封の申込用紙に必要事項を記載し、ＦＡＸ、メールでお申込みください。
お申込み後入金をお願いします。（申込用紙はコピーをしてお使いください。）
発送時期 入金確認後、約10日前後でお手元に届く予定です。
※この企画の取り扱いは「（株）五島トラベル」が行います。
※写真はイメージです。

種 類

5．シェ松尾の人気No.1特製焼き菓子「シュミネ」＆銀座
にあるカフェ・喫茶店の老舗「銀座カフェーパウリスタ」
の珈琲セット

料金（税・送料込）
2,000円
(通常価格5,410円）

内

容

シュミネ 6個 ＆ 珈琲豆 200ｇ
爽やかな酸味・農薬不使用“森の珈琲深煎り”

※振込先は、P6【お取り寄せ申込方法】に記載しています。窓口で、入金受付はしません（振込手数料分を考慮し補助しているため）

共済会だより
６．日本料理加賀屋 銀座店 ＜お昼の小会席＞
■ 有効期間

2023年

5月31日

◆ 斡旋枚数

20枚 （1会員4枚まで）

◆ 斡旋料金

4,500円（通常料金8,000円）

◆ 申込方法

P1・P6に掲載しています。

◆ チケットのお渡し期間 12月5日～ですが、混雑を防ぐため
受付完了時にお伝えします。
【加賀屋】11：00～15：00（L.O14：00）

＜写真は、イメージです。＞

※営業時間は変更になる可能性があります。

【内容】旬の食材を使用したお任せ料理をご提供。
・お店お任せドリンク1杯付

必ず、事前に予約をお願いします。 【03-3289-6500】

7．「アンティカ・オステリア・デル・ポンテ」ランチ券

ミラノ本店は三ツ星レストランです。
東京駅を真正面に見下ろす丸ビル36階で至福の時間をお楽しみ
ください。JR東京駅丸の内南口徒歩約2分

■ 有効期間

2023年

5月31日

◆ 斡旋枚数

20枚 （1会員4枚まで）

◆ 斡旋料金

4,500円（通常料金7,800円）

◆ 申込方法

P1・P6に掲載しています。

◆ チケットのお渡し期間 12月5日～ですが、混雑を防ぐため
受付完了時にお伝えします。
＜写真は、イメージです。＞

【アンティカ・オステリア・デル・ポンテ】
11：30～15：00（L.O14：00）

【内容】シェフお任せ ランチコース
最初のおたのしみ、アミューズ、パスタ、メインディッシュ、
デザート、プティフール、コーヒー
お店お任せドリンク1杯付

※営業時間は変更になる可能性があります。
必ず、事前に予約をお願いします。【03-5220-4686】

8 ．ヒルトン東京お台場「シースケープ テラス・ダイニング」アフタヌーンティーセット
1部 13:00～15:00／ 2部 15:00～17:00

■ 有効期間

2023年3月31日

除外日：12/17～12/25、12/30～1/4及びホテルが指定する特定日

◆ 斡旋枚数 50枚（1会員4枚まで）
◆ 斡旋料金

3,000円（通常料金6,400円）

◆ 申込方法

P1・P6に掲載しています。

◆ チケットのお渡し期間 12月5日～ですが、混雑を防ぐため
受付完了時にお伝えします。
※必ず、事前に予約をお願いします。
レストラン総合案内【03-5500-5580】受付時間10：00～20：00
※満席等によりご予約いただけない場合があります。
※状況により提供方法及び内容が変更になる場合があります。

＜写真はイメージです。＞

9．ミスタードーナツ商品券【有効期限なし】
全国の各店舖でご利用いただけます。
※デリバリーサービス・ミスドネットオーダー・出張販売先では、ご利用いただけません

■ 会員料金 1セット1,200円（500円券×4枚＝2,000円分）
◆ 斡旋枚数 250セット（※1会員5セット20枚まで）
◆ 申込方法 P1・P6「チケットあっせん」をよくお読みください
◆ チケットのお渡し期間

11/4からですが窓口の混雑を防ぐため
受付完了時にお伝えします。
＜写真はイメージです。＞

注意：会員以外の方が会員の名前を借り、申し込みをした場合、補助した代金を請求します。

共済会だより
10．劇団四季ミュージカル

■日 時

12月25日（日）13：00開演
2023年1月28日（土）13：00開演

『バケモノの子』

■会
場 JR東日本四季劇場［秋］
■ 会員料金 7,000円（通常料金13,200円）
3歳～小学生 3,500円（通常料金6,600円）

事前申込

■ 斡旋枚数

2歳以下入場不可
3歳以上有料（膝上観劇不可）

11．辰巳ゆうとコンサート
2023 -感謝・ありがとうと特別な日ビクターエンタテインメントから2018年1月
17日に20歳でデビュー。演歌が大好きな祖父母
の影響で、 幼少の頃からカラオケ喫茶に通い、
数々の演歌を覚えて歌唱する等、 自然と演歌・
歌謡曲に慣れ親しんだ環境で育つ。デビューシン
グル「下町純情」では、“第60回 輝く！日本レ
コード大賞 最優秀新人賞”を受賞。

事前申込

未就学児入場不可

12．ミュージカル
「チェーザレ」
破壊の創造者
出演

中川晃教 他

各日10枚（先着順）

◆ チケット引渡し期間

■日 時
2ndシングルでは、
新人としては異例
の、オリコン週間
シングル総合ラン
キ ン グ 初 登 場 10
位を獲得。今、大
注目の男性歌手で
ある。

■会

2023年1月9日（月・祝）14：00開演
場 八王子市芸術文化会館いちょうホール 大ホール

■ 会員料金

2,700円（通常料金5,000円）

■ 斡旋枚数

6枚（先着順）

◆ チケット引渡し期間

13．第72回昭島寄席
「新春初笑い」

■日 時

1月14日(土)・15日(日)12：00開演

2023年

■会

場

明治座

■ 会員料金

6,400円（通常料金13,000円）

■ 斡旋枚数

各10枚（先着順）

未就学児入場不可

14．シルク・ドゥ・ソレイユ

■日 時
■会

3歳未満は保護者1名につき
1名まで膝上可
座席が必要な場合は有料

15．明治座150周年記念公演

1月15日（日）14：00開演

KOTORIホール
1,900円（通常料金3,500円）

■ 斡旋枚数

20枚（先着順）

松平健 檀れい

12月5日～ですが、混雑を防ぐため
受付完了時にお伝えします。

公演中止の場合を除き、払い戻しはできません。ご了承のうえお申込みください。

■日 時

2月11日（土・祝）11：30開演
2023年 3月10日（金）18：30開演
2023年

■会
場
■ 会員料金

お台場ビッグトップ
6,600円（通常料金12,800円～13,800円）
3歳～小学生 4,600円（通常料金8,800円～9,800円）
■ 斡旋枚数 各10枚（先着順）
◆ チケット引渡し期間 受付完了時にお伝えします。
公演中止の場合を除き、払い戻しはできません。ご了承のうえお申込みください。

■日 時

2023年

■会
出演

2023年
場

■ 会員料金

ダイハツ アレグリア-新たなる光東京公演

事前申込
宮﨑駿
不朽の名作を世界初の舞台化
全世界に贈る一大プロジェクト

受付完了時にお伝えします。

公演中止の場合を除き、払い戻しはできません。ご了承のうえお申込みください。

◆ チケット引渡し期間

事前申込

受付完了時にお伝えします。

公演中止の場合を除き、払い戻しはできません。ご了承のうえお申込みください。

◆ チケット引渡し期間

事前申込 未就学児入場不可

受付完了時にお伝えします。

公演中止の場合を除き、払い戻しはできません。ご了承のうえお申込みください。

場

3月 5日(日)・11日(土)12：00開演
明治座

■ 会員料金

6,500円（通常料金13,500円）

■ 斡旋枚数

各10枚（先着順）

コロッケ 久本雅美 他

事前申込 未就学児入場不可
～ご注意～

◆ チケット引渡し期間

受付完了時にお伝えします。

公演中止の場合を除き、払い戻しはできません。ご了承のうえお申込みください。

各種チケット・特別利用券等を他人に譲渡、転売、オークション等は禁止です。
譲渡したことが判明した場合、補助した代金を請求します。

共済会だより
■冬季キャンペーン お得なデイパスポート（入場＋フリーアトラクション）
※事前の来場予約が必要です。詳しくはサンリオピューロランド公式ホームページを
ご覧ください。
■ 有効期限 2023年 1月31日

16 ．

※休館日
11/30・12/1・8・14・15・1/11・12・19

通常料金

■ 会員料金 おとな 1,900円

おとな（18才～64才）
3,600円～4,900円
こども（3才～17才・高校生）
2,500円 ～3,800円

こども 1,300円

のところ

シニア 1,400円
■ 斡旋枚数 100枚（先着順）1人5枚まで

シニア（65才以上）
2,500円 ～3,800円

■ 申込方法 P1・P6をご覧ください。
◆ チケットのお渡し 申込の際、お伝えします
本券を譲渡することを禁止します。（転売、オークションなどを含む）

© 2022 SANRIO CO., LTD. APPROVAL No.P1409145 S/D・G

17．スパ ラクーア 平日限定エステ＆リラクゼーション付きチケット
毎回大好評いただいているスパ ラクーア入館と館内のエステ＆リラクゼーション
サロンの施術（複数メニューから1つ選択可）がセットになった、大変お得な平日限
定チケット。さらにお寛ぎいただけるメニューをラインナップした「プレミアム」
バージョンをご用意しました。

■ 有効期間

2023年 2月28日
詳細はこちら

ベーシックチケット
■ 会員料金 4,000円（通常料金最大10,500円）
■ 斡旋数
20枚（先着順）1人5枚まで
■ チケットお渡し お申込みの際、お伝えします。

＜写真は、イメージです。＞

＜注意事項＞
利用希望日の2週間前～前日までに各店まで電話予約が必要です。
土日祝日・特定日[12月28日(水)～30日(金)、2023年1月3日(火)・4日(水)]は、
利用除外日です。

プレミアムチケット
■ 会員料金 5,900円（通常料金最大13,900円）
■ 斡旋数
20枚（先着順）1人5枚まで
■ チケットお渡し お申込みの際、お伝えします。

詳細はこちら

18．熱海日帰り温泉 オーシャンスパ Fuua（フーア）入館券
熱海後楽園ホテルを中心とする複合型リゾート
「ATAMI BAY RESORT KORAKUEN」内にある熱海最大級の日帰り温泉施設
「オーシャンスパ Fuua（フーア）」。海に浮かんでいるような浮遊感を味わえ
る、全長約２５ｍの「露天立ち湯」をはじめ“海辺のリゾート”をテーマにしたリ
ラックスラウンジ「アタミリビング」、溜まった疲れをリフレッシュできる岩盤浴
やエステ、併設のブッフェレストランなどで、思い思いの熱海の休日をお過ごしい
ただけます。

■ 有効期限

2023年

４月30日

■ 会員料金 1,000円 (通常料金2,750円)※入湯税別途
※プラス330円で土日祝・特定日もご利用できます。
■ 斡旋枚数 20枚（先着順）1人5枚まで
■ 申込方法 P1・P6をご覧ください。

詳細はこちら

◆ チケットのお渡し 申込の際、お伝えします

※写真はイメージです。

※現地にて、入湯税 大人1人150円の支払いが必要です。
※本チケットでのお子様（4歳～小学生）の入場はできません。
※0～3歳は入館不可
詳細については、左記のQRコードからご覧ください。

19 ．都内共通入浴券＜ 銭 湯 ＞

■ 有効期限

QR

2023年

6月30日

東京都浴場組合に加盟する銭湯約510軒で使用で
きる、入浴券です。
営業時間や定休日などはホームページでご確認く
ださい。

■ 会員料金 1冊（10枚）2,800円 (通常料金5,000円)
■ 斡旋枚数 60冊（600枚）先着順
1人3冊まで

＜参考＞
昭島市：富士見湯、昭和湯、三光湯

◆ チケットのお渡し

立川市：梅の湯、松見湯、美保湯、高砂湯

～ご注意～ 各種チケット・特別利用券等を他人に譲渡、転売、オークション等は禁止です。
譲渡したことが判明した場合、補助した代金を請求します。

申込の際、お伝えします

共済会だより

FUJIYAMA倶楽部に新たにWEBサービスが追加！
富士急グループ各施設をお得に満喫
FUJIYAMA倶楽部に新たに事前にWEBからご購入いただける「FUJIYAMAnetクラブ」のサービスが追加となりました
事前にWEBからご購入いただくことにより、当日チケット窓口へ並んでご購入いただく必要はございません

対象施設一例

※WEB対応施設は随時追加予定
初島乗船券＋R-Asia入園券

さがみ湖プレジャーフォレスト

4,100円
1,500円

フリーパス 大人 通常 4,500円
入園券
大人 通常 1,900円
遊園地ーぐりんぱー

2,900円
1,150円

フリーパス 大人 通常 3,700円
入園券
大人 通常 1,300円

セット券

大人 通常 3,200円

3,000円

※大人プラス600円で
初島乗船券＋R-Asia入園券＋島の湯入湯券のセット券あり

さらにお得な「感謝祭プラン」はWEBをチェック！
FUJIYAMAnetクラブ購入サイトに掲載のない施設は
WEBからのご購入ができません。FUJIYAMA倶楽部
ホームページの「割引券の発行」にて割引券を印刷の
うえ、当日各施設へお持ちください。
（https://www.fujikyu-concierge.com/club/）
もしくは「FUJIYAMA倶楽部でWEB検索」

ご購入はこちら

※URLもしくはQRコードから専用サイトへアクセスしてください

・Webサイトにアクセスするためには勤労市民共済会専用のID・パスワードが必要です。
・初回購入時のみ予め「富士急トラベルWEB会員」への登録が必要となります。

ID

ﾊﾟｽﾜｰﾄﾞ

aksk0001

aksk0002

▶
購入HP

URL：https://www4.fujikyu-travel.co.jp/free3/02-24_akishimashi/view.php

P2～P5

申 込 方 法～よくお読みください。

注意：受付開始日前の申し込みは、無効です。 会員以外の方の申し込みは固くお断りいたします。
共済会は昭島市からの補助金と会員の会費で運営しています、会員と家族のための福利厚生です。
趣旨をよくご理解のうえお申し込みをお願いします。
● チケット郵送希望の方は、申込時にお知らせください。

【事業・チケット申込方法】
FAX、メールでお申込みください
※電話受付はしません
①事業所名
②会員氏名
③事業名及び参加人数、チケット名及び希望枚数
④連絡先
⑤FAX番号（FAXでお申込みの方）
◎必ず、受付完了の連絡をします。受信をできるように
しておいてください。
※申込用紙、同封しています。
※可能な限り、申込書を使用してお申込みください。
※メールの場合は、件名に事業名もしくはチケット名、
本文に上記の①～④まで記載し送信してください。必ず
返信いたします。

【お取り寄せ申込方法】
FAX、メールでお申込みください
※電話受付はしません
①事業所名
②会員氏名
③連絡先、④FAX番号（FAXでお申込みの方）
⑤送付先住所及び連絡先
（間違いのないように記載をお願いします。）
◎必ず、受付完了の連絡をします。受信をできるようにし
ておいてください。
※申込用紙、同封しています。
◎入金確認できた時点で申込の完了です。振込は、申込者
の名前でお願いします。窓口での入金は行っていません。
振込先：中央労働金庫 立川支店
普通口座 1313071
口座名義 昭島市勤労市民共済会

※必ず折り返し受付完了のお知らせをいたします。申込が土日祝の場合の返信は、休み明けになります。
2～3日経過しても連絡がない場合は、事務局までご連絡ください。

共済会だより
給付金申請時の注意点

必ずお読みください。

■給付金の申請期間は３年以内です。
給付金事項が発生しましたら、お早目に申請してください。
■給付金申請に必要な書類
給付金の制度に伴い以下の事由で申請をされる方はよくご確認の上、申請をお願いします。
申請事由と給付金請求証明添付書類
会員本人の死亡弔慰金

（1）死亡診断書または死体検案書等死因及び死亡日の確認できるもの（写し可）

疾病死亡/交通事故/不慮の事故

（2） 全部事項証明 （戸籍謄本）

自然死（老衰）・自殺は対象外

（3）その他全労済協会が必要とする書類
（1）傷病休業保険金請求書（全労済協会指定用紙）
（2）「診断書」または病院等の「領収書」で、傷病期間が確認できる書類

傷病見舞金

（3）「出勤簿」（タイムカード）の写し等で休業期間が確認できる書類
結婚/銀婚/珊瑚婚/金婚 （再婚は1回）

「戸籍謄本等」で夫婦の氏名と結婚届年月日を確認できる書類

二十歳の祝金
保険証、免許証等で生年月日が確認できる書類
還 暦（満60歳）
出 生

出生証明書、健康保険証、戸籍謄本、住民票等で子の出産が確認できる書類

・会員または配偶者が出産したとき
小学校入学 または 中学校入学

「入学通知書」「在学証明書」「生徒手帳」等の写しで子の就学が確認できる書類
(1) 死亡診断書または死体検案書
(2) 全部事項(戸籍謄本)などで対象者との関係が確認できる書類

配偶者、子、親の死亡

(3) 「変更届」 家族登録している場合

注
意

会員本人死亡弔慰金と傷病見舞金は、全労済協会指定用紙にも記入していただきます。
必ず 印 鑑 (シャチハタ不可)をお持ちください。※給付申請には事業所印が必要です。

補助金申請時の注意点

必ずお読みください。

■補助金の申請期間は1年以内です。
補助金事由発生後は、速やかに申請をしてください。申請する時点で、退会されていますと補助金申請できません.
■補助金申請に必要な書類
補助金申請に伴い、添付書類が必要になります。以下の事由で申請をされる方はよくご確認の上、申請をお願いします。
申請事由

添付書類

主な注意点

年度内申請限度

医療機関または主催者発行の領収書
健康診断

【会員氏名（フルネーム）】と受診者名簿

◎健康診断の領収書に（人間ドック差額代として）と記載されている場
合の申請は「人間ドック」ではなく健康診断の補助となります。基本、健

人間ドック
脳 ドック

医療機関発行の領収書
【会員氏名 （フルネーム）】

◎ＰＥＴ検診は、健康診断として補助。

《契約保養施設のご案内》
トラベル予約センター（営業時間：月～金曜10：00～17：00／土・日・祝・年末年始は定休）
https://www.my489.com/akishima/

会員1人1回

康診断であるため(医療機関確認済)

電 話：０３－５２０７－２８１４

※ 予約センターにお申込の無い場合は、
補助の対象外となります。
●年度内会員１人１回：４０００円補助

１．お問合せ

「ご利用者」 → 「トラベル予約センター」にお問合せ（ホームページのメールフォーム or ＴＥＬ）

２．空室状況の回答

「トラベル予約センター」 → 「ご利用者」に空室状況のご回答（メールor ＴＥＬ）

３．予約の確定

「ご利用者」予約を正式に申込む（メールor ＴＥＬ） → 「トラベル予約センター」にて予約確定

４．利用許可書の申請

「ご利用者」 →「勤労市民共済会窓口」に補助の申請
（申請書フォームは共済会又は当予約サイトﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞから印刷）→利用許可証発行

５．利用許可証をホテルに提出 「ご利用者」 → 施設フロントに利用許可証を提出 → 補助額を差引いて精算

詳しくはコチラ
共済会専用HP↓

共済会だより

～事務局からのお知らせ～
● 10月6日「第3回理事会」が開催され、会員の入退会承認、令和5年度福利厚生事業他、協議されました。
● 1月号予告 「お年玉抽選会」を実施します。お楽しみに！！はがきでの申し込みになります。

● 会員や事業所の登録情報が変更になった場合は、「変更届」が必要です。
会員の結婚、登録家族の変更、転居や事務所の移転等があり、入会時に登録した情報に変更が生じ た場合は、
早急に「変更届」をご提出ください。

ＨＰ用ＱＲ

変更届は窓口またはホームページ（http://www.akishima-ksk.jp)でご用意しております。
● 給付金・補助金の申請時は、必ず印鑑（シャチハタ不可）をお持ちください。
給付金申請の場合、事業所の印鑑（角印等）も必要です。
給付金・補助金の申請には、添付書類が必要です。詳しくは、事務局までお問い合わせいただくか、

メール用ＱＲ

ホームページ（http://www.akishima-ksk.jp)をご覧ください。
印漏れ、添付書類不足がありますと受付できませんので、ご注意ください。
＜添付書類の戸籍謄本は、取得してから3か月以内のものに限ります。＞

＜あっ旋ツアーのお知らせ＞
「綾小路きみまろライブと築地場外市場」ツアーのチラシを同封しました。このツアーは、共済会主催ではありません。一般の方も参加し
ます。お申込みの際は、 「昭島市勤労市民共済会の会員」と伝えてください。（参加は、会員と登録家族です。）
会員・登録家族以外の方が、会員料金で参加したことが判明した場合は、補助した金額を請求します。
不明点や質問などは、直接、旅行会社へお問い合わせください。

事業主の皆様へ
共済会は、市内事業所で働く方のための福利厚生事業を行うことを主な目的としています。
よって、就労の確認ができない場合は、会員の資格は喪失されます。このため、事業所所在地及び就労の確認をさせていた
だいておりますので、よろしくお願いいたします。

ただマシンをこなしていくジムではなく、コーチが正しい動作、
トレーニング方法をお伝えし、「動けるカラダ」を作るアメリカ発祥
のトレーニングです。
(当ジムはアメリカクロスフィット本部認定ジムです)

昭島市共済会会員の皆様へのご優待
① 無料体験会にご参加頂きますとプロテインをサービス致します。
詳細はこちら
② ご入会の場合、当ジムオリジナルTシャツをプレゼントいたします。
③月４回コース 通常13,200円が
12,200 円になります！！
所在地：昭島市昭和町２－２－９ 昭島駅南口徒歩2分 りそな銀行前

無料体験お試しください！！
042‐519‐７５７４
昭島市勤労市民共済会の会員とお伝えください。

～会員の方からのお便り～

会員限定プランで宿泊1泊1人ディナー付12,014円駐車場無
料（22時間）。プールも無料で利用可能でしたが、水着を持っ
て行かず今回は利用せず。次回宿泊する機会があったら利用
してみたいな～( *´艸｀)
ぐるっとパスで「日本未来科学館」「葛西臨海水族園」へ行きま
した。科学館・水族館どちらも人・人・人…結構な込み具合でし
た。ディナーはブッフェ お肉からデザートまでお腹がはちきれ
そうなほど食べたのは久しぶりでした。休みを満喫しました。
No.258・No261で取り扱いました。

新規！事業所入会募集中！
会員の加入促進を行っております。お知り合いの事業所をご紹介ください。
会員が増えるとスケールメリットにより、さらに充実した事業が展開できます。
入会は、事業所単位です。入会金及び会費は原則して、事業主負担になります。
なお、事業主が負担した会費・入会金は、事業所の福利厚生費として、税法上の損金または
必要経費として処理することができます。

