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●丸一日かかる大変なお洗濯も、業務用洗濯機のパワフルな洗浄力、
　殺菌効果のある乾燥力で、洗濯から乾燥まで約1時間で完了します
●除菌・消臭コース、防ダニコースを選べば、気になる有害物質も低減
●ホームページから、機械の空き状況がリアルタイムで確認できます
●敷ふとんも洗濯・乾燥できます（市野店・富士見町店・西貝塚店）
●待ち時間も快適なカフェを併設（富士見町店・西貝塚店）

画像はイメージです

１００枚（１会員３枚まで）

４月１１日月 １７：００
年中無休・２４時間営業（見付店のみ６：００～２３：００営業）

期限なし

磐田市内６店舗／
浜松市内１店舗の
計７店舗でご利用
いただけます

枚 数

締切日

その他

使用期限

担当者を通じ「チケット等申込書」にて、申込ください
抽選の場合は、締め切り日以降１週間以内に当落の案内をいたします。案内のない場合は、用意できております

　　掲載の内容は3月15日時点の情報です。新型コロナウイルス感染症拡大防止のため記載内容が変更になることがあります

洗濯というルーティンワークが 心地よいひとときに変わるコミュニティプレイス

　　　　　　　プリペイドカード
第一商事株式会社（とらいあんぐる磐田会員）さんの

とらいあんぐる磐田では、会報または募集チラシにて広告の掲載、商品の斡旋を行っています
事業所支援として、無料で会報誌等に掲載します。掲載につきまして、一定の条件が
ありますので、まずはとらいあんぐる磐田までお気軽にご連絡ください
TEL：０５３８－３７－４５６６　mail:triangle@iwata-fsc.jp

担当者を通じ「チケット等申込書」「リゾートトラスト申込書」にて、申込ください
【チケット斡旋】抽選の場合は、締め切り日以降１週間以内に当落の案内をいたします。案内のない場合は、用意できております

予約枠は各月３グループまでです。申込数が３グループを超えた
場合は抽選となります。締切月の月末までに、リゾートトラストか
ら「回答待ち」「抽選モレ」のお知らせをFAXします。「回答待ち」
の予約確定は、利用日１か月前の同日からで、予約者にお知らせ
します。
連泊及び複数部屋の申込みについては受付いたしますが、１泊の
申込みが優先となります　

「リゾートトラスト予約申込書」に必要事項を記入しFAXください
４月１５日金 １７：００

２０枚（１会員２枚まで）

４月８日金 １７：００
未就学児入場不可

アクトシティ浜松 大ホール
6月4日土 １8：００開演

ディズニー・オン・クラシック  夢とまほうの贈りもの2022
夢とまほうに満ちたディズニー音楽を、物語を紡ぐ映像と共に、日本人ヴォーカリストと
オーケストラの生演奏でお送りする豪華ライブエンターテイメント

２０枚（１会員２枚まで）
４月８日金 １７：００
３歳以上有料、３歳未満は膝上鑑賞可
公演中止の場合を除いて如何なる理由においても払い戻しは
お受けできません。ご理解の上申込み下さい

静岡エコパアリーナ
7月3日日　１6：００

ゆず YUZU ARENA TOUR 2022 
PEOPLE － ALWAYS with you －

約４年ぶりとなる全国アリーナツアーが決定！！

○ C磐田市  

磐田市イメージ
キャラクター

事業所の広告掲載、または商品を斡旋してみませんか？

リゾートトラスト（エクシブ・リゾーピア・サンメンバーズ）の
２０２２．６～７月の申込みを受付します

いわたを
応援しよう！

日 時

会 場

枚 数

締切日

その他

日 時

会 場

枚 数

締切日

その他

そ の 他

申込後のながれ

申 込 方 法
締 切 日

チケット
斡旋

チケット
斡旋

お知らせ

物資斡旋

利用施設

PRESENTATION LICENSED BY DISNEY CONCERTS. ©DISNEY

価格：指定席１枚

会　　員 一　　般

10,200円 11,000円

詳しいサービス内容は各店舗の
ホームページにてご確認ください
http://ecolaundry.dai1shoji.co.jp/

店　舗　名 住　　　　　　所
ecoランドリーイオンタウン磐田店 磐田市西貝塚3690（イオンタウン磐田店内）
ecoランドリープラザ21見付店 磐田市見付6038-5（プラザ21見付店内）
ecoランドリー上岡田店 磐田市上岡田1062-11
ecoランドリー国府台店 磐田市国府台25-22
ecoランドリー市野店 浜松市東区小池町2425-1（カインズ浜松市野店西側)
ecoランドリープラス富士見町店 磐田市富士見町4-9-3
ecoランドリープラス西貝塚店 磐田市西貝塚545-1（ジャンボエンチョー磐田店東側)NEW

価格：1枚　額面 2,200円相当
会　　員 一　　般

1,500円 2,000円

価格：S席１枚

会　　員 一　般

7,700円 8,900円



募 集 チ ラ シ 募 集 チ ラ シ

全国のスターバックス コーヒーの店舗で使える、繰り返し入金可能な
プリペイドカードです
ギフトとしてもご利用いただけます

デザインは変更になる場合があります

画像はすべてイメージです

枚 数

締切日

その他

使用期限

各１００枚（１会員A～Cの計２枚まで）

４月８日金 １７：００
新型コロナウイルス感染症の拡大等による利用期限の延長はありません
その旨ご承知のうえ、申込みください
チケットの引渡しは４月中旬～下旬予定です

ＴＨＥ ＨＡＭＡＮＡＫＯ （ザ 浜名湖）
浜松市西区雄踏町山崎４３９６－１　【TEL】053-592-2222
【営業時間】１１：３０～１４：００（オーダーストップ１３：３０）　　【定休日】無し

チケット配布 ～ ５月３１日火  利用期間の延長はありません
全日程予約制です。除外日はありません
利用日前日の１９：００までに予約し、「お食事券使用」の旨をお伝えください

ららぽーと磐田、浜松ザザシティ及びサンストリート浜北他
全国のTOHOシネマズ 
４ヶ月以上６ヶ月以内
１，０００枚（１会員４枚まで）
４月８日金 １７：００
インターネット・自動券売機が利用できます
（一部窓口のみの劇場もありますが、上記近隣の３施設では対応できます）

無期限
各１００枚（１会員①・②の計３枚まで）

４月11日月 １７：００
引渡しは５月下旬予定です

担当者を通じ「チケット等申込書」にて、申込ください
【チケット斡旋】抽選の場合は、締め切り日以降１週間以内に当落の案内をいたします。案内のない場合は、用意できております

担当者を通じ「チケット等申込書」にて、申込ください
【チケット斡旋】抽選の場合は、締め切り日以降１週間以内に当落の案内をいたします。案内のない場合は、用意できております

スターバックス カード ①２,０００円 ②１,０００円

ＴＯＨＯシネマズパスポートチケット

ＴＨＥ ＨＡＭＡＮＡＫＯ（ザ 浜名湖）
～SPRING LUNCH FAIR～ 春のランチフェア ～　お食事券

１００枚（１会員計４枚まで）

４月８日金１７：００
高大生は学生証の提示が必要
【年齢制限】未就学児は１８歳以上の保護者１名につき１名まで無料

松坂屋美術館（松坂屋名古屋店　南館７階）

４月23日土～６月11日土 会期中無休
１０：００～１８：００（入館は閉館の３０分前まで）

２０枚（１会員２枚まで）
４月８日金 １７：００
未就学児入場不可

菊川文化会館アエル 大ホール
5月29日日 １４：００

キングダム展　－ 信 －

グランシップ出前公演「グランシップ静岡能」アエル公演

静岡市民文化会館　大ホール
各日２０枚（１会員①・②の計２枚まで）
４月１１日月 １７：００
公演当日３歳以上有料（膝上観劇不可）
２歳以下入場不可
子ども＝公演当日３歳以上、小学６年生以下

劇団四季 ディズニーミュージカル
 『リトルマーメイド』 静岡公演（第２期）

原　泰久先生全面監修のもと、「信」の物語を再構築！！主人公・信を中心に４００点以上
の直筆原画や描きおろしのイラスト約２０点を展示し、感動の名場面を生原稿と巨大
グラフィックで再構成してお届けする、これまでにない規模の原画展です

©原泰久／集英社

©Disney

平日限定チケット

A席のみの再募集
期間限定

劇団四季とディズニーが贈る超人気ミュージカル、ついに静岡へ！
華やかな舞台、心に響く名曲の数々。壮大なスケールで描く、圧倒的エンターテイメント！
まるで本当に海の中にいるような驚き、初めての“新次元体験”があなたを待っています！

２０枚（１会員２枚まで）
４月８日金 １７：００
２歳以下入場不可

アクトシティ浜松  大ホール
5月28日土 １5：００

松山バレエ団 「ロミオとジュリエット」
スペシャル バージョン

【台本・構成・演出・振付】
清水哲太郎
【出演】
森下洋子／山川晶子／佐藤明美／
藤本晃子／太細七保／田中朝／石津紫帆／
峠田慎太郎／大谷真郷／本多裕貴
松山バレエ団出演　

松山バレエ団総出演による、今年最大のバレエ芸術祭典

※曲目・曲順は都合により変更となる場合があります

A. 日本料理　鯛ランチ

B. 中国ランチ

C.フランスランチ

物資斡旋

チケット
斡旋

チケット
斡旋

チケット
斡旋

チケット
斡旋

チケット
斡旋

チケット
斡旋

利用施設

使用期限

枚 数

締切日

その他

開催期間

枚 数

会 場

締切日

その他

日 時

枚 数
会 場

締切日
その他

日 時

枚 数

会 場

締切日

その他

枚 数

会 場

締切日

その他

利用期間

枚 数

会 場

締切日

その他

新型コロナウイルス感染症予防対策として、間隔が空いたお席となる場合があります
チケット購入者（又は来場者）の氏名・電話番号を確認する場合があります

平日のみ利用可能なチケットです。GW期間中
（4/29-5/8）に含まれる平日も利用できません

文化会館アエル大ホールにて、本格「能」舞台をご鑑賞ください
演目は、観世流能楽師による解説と能「一角仙人」をごらんいただけます

撮影：前島吉𥙿

価格：１枚

会　　員 一　　般

1,300円 1,900円

価格：GS席１枚

会　　員 一　　般

12,200円 13,000円

価格：各券１枚

申込
番号 種　　類 とらいあんぐる

補助価格
スターバックス
一般価格

① 額面2,000円相当 1,500円 2,000円

② 額面1,000円相当 700円 1,000円

申込
番号 日　　時 券　種 会　　員 四季

一般価格

① 17:30
A席 8,300円 8,800円

A席子ども 3,900円 4,400円

② 13:00
A席 8,900円 9,350円

A席子ども 4,200円 4,675円

価格：各券１枚
券　種 会　員 当　日

一　般 1,100円 1,800円

高大生 800円 1,500円

小中生 350円 700円

価格：各券１枚

申込記号 店　　名 種　　類 会　　員 一　　般

A 遠州灘（１F） 日本料理
（鯛ランチ） 3,000円 3,500円

B 天　壇（１F） 中国料理
（中国ランチ） 2,500円 3,000円

C バンボシュール
（13Fスカイレストラン）

フランス料理
（フランスランチ） 4,400円 4,840円

価格：自由席１枚

券　　種 会　　員 一　　般

一　　般 3,200円 3,800円

こども・学生 500円 1,000円



募 集 チ ラ シ 募 集 チ ラ シ

全国のスターバックス コーヒーの店舗で使える、繰り返し入金可能な
プリペイドカードです
ギフトとしてもご利用いただけます

デザインは変更になる場合があります

画像はすべてイメージです

枚 数

締切日

その他

使用期限

各１００枚（１会員A～Cの計２枚まで）

４月８日金 １７：００
新型コロナウイルス感染症の拡大等による利用期限の延長はありません
その旨ご承知のうえ、申込みください
チケットの引渡しは４月中旬～下旬予定です

ＴＨＥ ＨＡＭＡＮＡＫＯ （ザ 浜名湖）
浜松市西区雄踏町山崎４３９６－１　【TEL】053-592-2222
【営業時間】１１：３０～１４：００（オーダーストップ１３：３０）　　【定休日】無し

チケット配布 ～ ５月３１日火  利用期間の延長はありません
全日程予約制です。除外日はありません
利用日前日の１９：００までに予約し、「お食事券使用」の旨をお伝えください

ららぽーと磐田、浜松ザザシティ及びサンストリート浜北他
全国のTOHOシネマズ 
４ヶ月以上６ヶ月以内
１，０００枚（１会員４枚まで）
４月８日金 １７：００
インターネット・自動券売機が利用できます
（一部窓口のみの劇場もありますが、上記近隣の３施設では対応できます）

無期限
各１００枚（１会員①・②の計３枚まで）

４月11日月 １７：００
引渡しは５月下旬予定です

担当者を通じ「チケット等申込書」にて、申込ください
【チケット斡旋】抽選の場合は、締め切り日以降１週間以内に当落の案内をいたします。案内のない場合は、用意できております

担当者を通じ「チケット等申込書」にて、申込ください
【チケット斡旋】抽選の場合は、締め切り日以降１週間以内に当落の案内をいたします。案内のない場合は、用意できております

スターバックス カード ①２,０００円 ②１,０００円

ＴＯＨＯシネマズパスポートチケット

ＴＨＥ ＨＡＭＡＮＡＫＯ（ザ 浜名湖）
～SPRING LUNCH FAIR～ 春のランチフェア ～　お食事券

１００枚（１会員計４枚まで）

４月８日金１７：００
高大生は学生証の提示が必要
【年齢制限】未就学児は１８歳以上の保護者１名につき１名まで無料

松坂屋美術館（松坂屋名古屋店　南館７階）

４月23日土～６月11日土 会期中無休
１０：００～１８：００（入館は閉館の３０分前まで）

２０枚（１会員２枚まで）
４月８日金 １７：００
未就学児入場不可

菊川文化会館アエル 大ホール
5月29日日 １４：００

キングダム展　－ 信 －

グランシップ出前公演「グランシップ静岡能」アエル公演

静岡市民文化会館　大ホール
各日２０枚（１会員①・②の計２枚まで）
４月１１日月 １７：００
公演当日３歳以上有料（膝上観劇不可）
２歳以下入場不可
子ども＝公演当日３歳以上、小学６年生以下

劇団四季 ディズニーミュージカル
 『リトルマーメイド』 静岡公演（第２期）

原　泰久先生全面監修のもと、「信」の物語を再構築！！主人公・信を中心に４００点以上
の直筆原画や描きおろしのイラスト約２０点を展示し、感動の名場面を生原稿と巨大
グラフィックで再構成してお届けする、これまでにない規模の原画展です

©原泰久／集英社

©Disney

平日限定チケット

A席のみの再募集
期間限定

劇団四季とディズニーが贈る超人気ミュージカル、ついに静岡へ！
華やかな舞台、心に響く名曲の数々。壮大なスケールで描く、圧倒的エンターテイメント！
まるで本当に海の中にいるような驚き、初めての“新次元体験”があなたを待っています！

２０枚（１会員２枚まで）
４月８日金 １７：００
２歳以下入場不可

アクトシティ浜松  大ホール
5月28日土 １5：００

松山バレエ団 「ロミオとジュリエット」
スペシャル バージョン

【台本・構成・演出・振付】
清水哲太郎
【出演】
森下洋子／山川晶子／佐藤明美／
藤本晃子／太細七保／田中朝／石津紫帆／
峠田慎太郎／大谷真郷／本多裕貴
松山バレエ団出演　

松山バレエ団総出演による、今年最大のバレエ芸術祭典

※曲目・曲順は都合により変更となる場合があります

A. 日本料理　鯛ランチ

B. 中国ランチ

C.フランスランチ

物資斡旋

チケット
斡旋

チケット
斡旋

チケット
斡旋

チケット
斡旋

チケット
斡旋

チケット
斡旋

利用施設

使用期限

枚 数

締切日

その他

開催期間

枚 数

会 場

締切日

その他

日 時

枚 数
会 場

締切日
その他

日 時

枚 数

会 場

締切日

その他

枚 数

会 場

締切日

その他

利用期間

枚 数

会 場

締切日

その他

新型コロナウイルス感染症予防対策として、間隔が空いたお席となる場合があります
チケット購入者（又は来場者）の氏名・電話番号を確認する場合があります

平日のみ利用可能なチケットです。GW期間中
（4/29-5/8）に含まれる平日も利用できません

文化会館アエル大ホールにて、本格「能」舞台をご鑑賞ください
演目は、観世流能楽師による解説と能「一角仙人」をごらんいただけます

撮影：前島吉𥙿

価格：１枚

会　　員 一　　般

1,300円 1,900円

価格：GS席１枚

会　　員 一　　般

12,200円 13,000円

価格：各券１枚

申込
番号 種　　類 とらいあんぐる

補助価格
スターバックス
一般価格

① 額面2,000円相当 1,500円 2,000円

② 額面1,000円相当 700円 1,000円

申込
番号 日　　時 券　種 会　　員 四季

一般価格

① 17:30
A席 8,300円 8,800円

A席子ども 3,900円 4,400円

② 13:00
A席 8,900円 9,350円

A席子ども 4,200円 4,675円

価格：各券１枚
券　種 会　員 当　日

一　般 1,100円 1,800円

高大生 800円 1,500円

小中生 350円 700円

価格：各券１枚

申込記号 店　　名 種　　類 会　　員 一　　般

A 遠州灘（１F） 日本料理
（鯛ランチ） 3,000円 3,500円

B 天　壇（１F） 中国料理
（中国ランチ） 2,500円 3,000円

C バンボシュール
（13Fスカイレストラン）

フランス料理
（フランスランチ） 4,400円 4,840円

価格：自由席１枚

券　　種 会　　員 一　　般

一　　般 3,200円 3,800円

こども・学生 500円 1,000円



zenpukutk（一社）全国中小企業勤労者福祉サービスセンター（全国ネット）加盟
全福センターのWEBサイト　URL：https://www.zenpuku.or.jp パスワードログインID

募 集 チ ラ シ 磐田市の中小企業で働く皆さんと
その事業主が加入できます

会 員
募集中

印　　　刷印　　　刷

編集：発行編集：発行

とらいあんぐる磐田

一般財団法人 磐田市勤労者福祉サービスセンター
〒438-0077　磐田市国府台7番地9　TEL（0538）37-4566　FAX（0538）37-4602　E-mail ： triangle@iwata-fsc.jp

URL　https://www.iwata-fsc.jp/株式会社 大進堂

2022年4月

第49号

●丸一日かかる大変なお洗濯も、業務用洗濯機のパワフルな洗浄力、
　殺菌効果のある乾燥力で、洗濯から乾燥まで約1時間で完了します
●除菌・消臭コース、防ダニコースを選べば、気になる有害物質も低減
●ホームページから、機械の空き状況がリアルタイムで確認できます
●敷ふとんも洗濯・乾燥できます（市野店・富士見町店・西貝塚店）
●待ち時間も快適なカフェを併設（富士見町店・西貝塚店）

画像はイメージです

１００枚（１会員３枚まで）

４月１１日月 １７：００
年中無休・２４時間営業（見付店のみ６：００～２３：００営業）

期限なし

磐田市内６店舗／
浜松市内１店舗の
計７店舗でご利用
いただけます

枚 数

締切日

その他

使用期限

担当者を通じ「チケット等申込書」にて、申込ください
抽選の場合は、締め切り日以降１週間以内に当落の案内をいたします。案内のない場合は、用意できております

　　掲載の内容は3月15日時点の情報です。新型コロナウイルス感染症拡大防止のため記載内容が変更になることがあります

洗濯というルーティンワークが 心地よいひとときに変わるコミュニティプレイス

　　　　　　　プリペイドカード
第一商事株式会社（とらいあんぐる磐田会員）さんの

とらいあんぐる磐田では、会報または募集チラシにて広告の掲載、商品の斡旋を行っています
事業所支援として、無料で会報誌等に掲載します。掲載につきまして、一定の条件が
ありますので、まずはとらいあんぐる磐田までお気軽にご連絡ください
TEL：０５３８－３７－４５６６　mail:triangle@iwata-fsc.jp

担当者を通じ「チケット等申込書」「リゾートトラスト申込書」にて、申込ください
【チケット斡旋】抽選の場合は、締め切り日以降１週間以内に当落の案内をいたします。案内のない場合は、用意できております

予約枠は各月３グループまでです。申込数が３グループを超えた
場合は抽選となります。締切月の月末までに、リゾートトラストか
ら「回答待ち」「抽選モレ」のお知らせをFAXします。「回答待ち」
の予約確定は、利用日１か月前の同日からで、予約者にお知らせ
します。
連泊及び複数部屋の申込みについては受付いたしますが、１泊の
申込みが優先となります　

「リゾートトラスト予約申込書」に必要事項を記入しFAXください
４月１５日金 １７：００

２０枚（１会員２枚まで）

４月８日金 １７：００
未就学児入場不可

アクトシティ浜松 大ホール
6月4日土 １8：００開演

ディズニー・オン・クラシック  夢とまほうの贈りもの2022
夢とまほうに満ちたディズニー音楽を、物語を紡ぐ映像と共に、日本人ヴォーカリストと
オーケストラの生演奏でお送りする豪華ライブエンターテイメント

２０枚（１会員２枚まで）
４月８日金 １７：００
３歳以上有料、３歳未満は膝上鑑賞可
公演中止の場合を除いて如何なる理由においても払い戻しは
お受けできません。ご理解の上申込み下さい

静岡エコパアリーナ
7月3日日　１6：００

ゆず YUZU ARENA TOUR 2022 
PEOPLE － ALWAYS with you －

約４年ぶりとなる全国アリーナツアーが決定！！

○ C磐田市  

磐田市イメージ
キャラクター

事業所の広告掲載、または商品を斡旋してみませんか？

リゾートトラスト（エクシブ・リゾーピア・サンメンバーズ）の
２０２２．６～７月の申込みを受付します

いわたを
応援しよう！

日 時

会 場

枚 数

締切日

その他

日 時

会 場

枚 数

締切日

その他

そ の 他

申込後のながれ

申 込 方 法
締 切 日

チケット
斡旋

チケット
斡旋

お知らせ

物資斡旋

利用施設

PRESENTATION LICENSED BY DISNEY CONCERTS. ©DISNEY

価格：指定席１枚

会　　員 一　　般

10,200円 11,000円

詳しいサービス内容は各店舗の
ホームページにてご確認ください
http://ecolaundry.dai1shoji.co.jp/

店　舗　名 住　　　　　　所
ecoランドリーイオンタウン磐田店 磐田市西貝塚3690（イオンタウン磐田店内）
ecoランドリープラザ21見付店 磐田市見付6038-5（プラザ21見付店内）
ecoランドリー上岡田店 磐田市上岡田1062-11
ecoランドリー国府台店 磐田市国府台25-22
ecoランドリー市野店 浜松市東区小池町2425-1（カインズ浜松市野店西側)
ecoランドリープラス富士見町店 磐田市富士見町4-9-3
ecoランドリープラス西貝塚店 磐田市西貝塚545-1（ジャンボエンチョー磐田店東側)NEW

価格：1枚　額面 2,200円相当
会　　員 一　　般

1,500円 2,000円

価格：S席１枚

会　　員 一　般

7,700円 8,900円


