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担当者を通じ「事業参加等申込書」・「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」・「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、締切日以降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

ビジネスマナー講座
～ 新入社員・若手社員・新入社員教育担当者向け ～

イベント

掛川花鳥園
掛川市南西郷１５１７　０５３７－６２－６３６３
（東名掛川ICより車で５分）

掛川花鳥園　入園券
チケット
斡旋

毎日／９：００～１６：３０（入場１６：００まで）開園時間

施 設

無期限
３００枚（１会員５枚まで）
２月７日火 １７：００

使用期限
枚 数
締切日

小学生未満入場無料。休園日についてはＨＰ等にてご確認ください年齢制限

ＴＯＨＯシネマズパスポートチケットチケット
斡旋

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）

利用施設

使用期限
枚 数

２月１０日金 １７：００締切日

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、左記近隣
の３施設では対応できます）

その他

画像はイメージです

浜松市勤労会館（Uホール） ２３会議室
浜松市中区城北１丁目８－１　０５３－４７４－３７７１
１０人（わーくん浜松と合同で４０人）
ハルソラ合同会社代表地口 伊智子 氏
２月７日火 １７：００
筆記用具、名刺
昼食（会場隣にコンビニがあります）

4月13日木　１０：００～１６：３０開催期間

会 場

定 員

締切日

講 師

持ち物

本講座は、ビジネスマナーの基本的な知識や言動について１日を通して学び、
今後の業務に生かすことができる内容となっています

画像は
イメージです

「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
2月16日木 １７：００

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
２０２3．4～5月の申込みを受付します

そ の 他

申込後のながれ

申 込 方 法
締 切 日

お知らせ

お知らせ

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

●新型コロナウイルス感染予防のため、ソー
シャルディスタンスと十分に換気された
環境を確保して開催します
●開催当日は「マスク着用」をお願いします

各２０枚（１会員①②の計３枚まで）
２月７日火 １７：００

アクトシティ浜松　大ホール
5月28日日 ①１３：００ 　②１５：３０日 時

枚 数

会 場

締切日

１歳以上有料。１歳未満は保護者１名につき１名まで膝上にて無料その他

ファンターネ！がやってきた
おかあさんといっしょ チケット

斡旋

次回の斡旋より、1枚1,400円となります

台風15号で9月23日に市内各地で大きな被害がありました。会員の居住する家屋が
床下浸水等で建物に被害があり、罹災証明・写真及び修理見積書等で保険会社が判断
し、給付に該当する場合があることが確認されました
該当される場合は2月末までに申請、またはお問合せを事務局までお願いします

価格：1枚
会　　員 一　　般

1,300円 1,900円
＞＞＞＞＞＞
詳細は

しんせつハウス
公式HPより

年齢制限はありませんが、筆を使用できる方のご
参加となります（アクリル絵の具で色付けをするた
め）。汚れてもいい服装にてご参加下さい。

デザインや絵に興味のある方、クリエイ
ティブ関係の仕事を目指す方などのご
参加、大歓迎です！

価格：指定席1枚
会　　員 一　　般

2,300円 3,000円

台風15号による床下浸水の共済給付について

●ビジネスマナーの基本
●身だしなみ・挨拶・報連相
●名刺交換・来客対応
●ビジネス文書・メールのマナー

●話し言葉と言葉遣い・敬語
●知っておきたい個人情報
●電話対応
●セルフコーチング

講座内容（抜粋）

価格：各券1枚
券　　種 会　　員 一　　般
大　人 900円 1,500円
シニア

（65歳以上） 800円 1,100円

小学生 400円    700円

参加費
会員・家族 一　　般
1,000円 1,500円



募 集 チ ラ シ 募 集 チ ラ シ

【　　　　　　】ギフトカードの
ご利用方法

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

  掲載内容は1月15日時点の情報です。新型コロナウイルス感染症拡大状況等により記載内容が変更、中止、延期となる場合があります

ハッピードリームサーカス 浜松公演チケット
斡旋

・チケット等の購入者（又は来場者）の氏名・電話番号を主催者に提出する場合があります
・開催されるコンサート・展覧会・イベント等を自主的に辞退した場合、チケット代金の返金はできません
・感染症予防対策として、座席の間隔が空いたり、前後での並びの席となる場合があります。予めご了承ください

画像はすべてイメージです

「サーティーワン アイスクリーム」ギフト券
① ②

チケット
斡旋

遠鉄百貨店  本館８階  催会場
２００枚（１会員計５枚まで）
２月７日火 １７：００

3月16日木～3月29日水
１０：００～１９：００（最終入場１８：００）

志村けんの大爆笑展

日 時

会 場

枚 数
締切日

その他 中高生は当日生徒手帳もしくは学生証要提示
小学生以下は必ず保護者同伴で入場ください年齢制限 小学生未満入場無料

イオンモール浜松市野 南側大テント特設会場
浜松市東区中田町754-1 　053－469－0300
５００枚（１会員計５枚まで）
２月７日火 １７：００

3月18日土～5月29日月
【 定休日 】 水曜日
【公演時間】 月・火・木／１１：００～、１４：００　
　　　　　 土・日・祝／１０：００～、１３：００～、１５：３０

開催期間

会 場

枚 数

締切日
その他 お出かけ前にネットまたは電話で日時、座席の指定が

必要です　https://dreamcircus.jp/

伊藤忠食品(株) グルメカード３種
物資斡旋

物資斡旋

新鮮！旨い！をご家庭で
うまさそのまま瞬間凍眠

お取り寄せグルメカード
５２５０A ４７都道府県グルメカード

3０00C凍眠市場ギフトカード
5０00B

引渡しは３月上旬です
商品、注文・受取方法について
は上記の伊藤忠食品㈱ギフト
カード各ＨＰをご覧ください

令和５年８月２７日
各２００枚／計６００枚
（１会員A～Cの計３枚まで）
２月７日火 １７：００

枚 数

使用期限

締切日

その他

サーティーワンの「５００円ギフト券」「バラエティ
ボックスギフト券」は全国のサーティーワンアイス
クリームの店舗（約１,２００店舗）で使用すること
ができます

引渡しは３月上旬です

無期限
３００枚（１会員①②の
組合せ自由計５枚まで）
２月７日火 １７：００

枚 数

使用期限

締切日
その他

価格：1枚
会　　員 一　　般

4,200円 5,250円

価格：1枚
会　　員 一　　般

4,000円 5,000円

価格：1枚
会　　員 一　　般

2,200円 3,000円

画像はイメージです

画像は
イメージです

名古屋港水族館　入館チケットチケット
斡旋

名古屋港水族館
無期限
５００枚（１会員計５枚まで）
２月７日火 １７：００
３歳以下無料
月曜日休館（休日の場合は翌日）
土・日・祝日の入館は事前予約が必要な場合があります
また、混雑状況により、入館制限を行う場合があります。詳しくは施設のホームページにて確認ください

枚 数
使用期限

締切日
年齢制限
その他

施設名 価格：各券1枚
券　　種 会　　員 当　　日
大　　人 1,500円 2,030円

高校生・留学生 1,300円 2,030円
小中学生    600円 1,010円
4歳以上    300円    500円

２０枚（１会員2枚まで）
２月７日火 １７：００

アクトシティ浜松　大ホール
4月5日水 １4：００日 時

枚 数

会 場

締切日  未就学児入場不可 その他

島津亜矢歌怪獣襲来ツアー ２０２３～２０２４チケット
斡旋

●磐田温水プール
 （トレーニング室含む）…第４月曜日定休
●福田屋内スポーツセンター
 （トレーニング室含む）…第４金曜日定休
無期限　
２００セット（１会員組合せ自由２セットまで）
２月７日火 １７：００

１０枚つづりの回数券です
年末年始（12/29～1/3）、プールメンテナンスで休業
あり（磐田温水プールは１０月、福田屋内SCは９月末）
両施設とも７・８月は無休

磐田温水プール・福田屋内スポーツセンター １０回券チケット
斡旋

使用期限

枚 数

施 設

締切日

その他

   価格：各券１セット（10回分）
券　　種 会　　員 通常価格

一　般 3,000円 3,200円

高校生以下 1,800円 2,050円

再募集です

伊藤忠食品㈱
ギフトカードＨＰ
http://isc-giftcard.jp/

一部使用出来ない店舗があります（ホームページにて確認ください）

カード裏面に記載されている番号を、専用交換サイト
で入力し、あとはお好きな商品を選ぶだけです。

特別キャンペーン！

特　　　　徴 価格：指定席1枚
会　　員 一　　般

6,000円 7,500円

価格：各券1枚
券　　種 会　　員 当　　日

一般・大学生 800円 1,200円
中高生 400円    800円
小学生 300円    500円

申込番号 券　　種 会　　員 一　　般 特　　　　徴

① 500円ギフト券 　350円 　540円 おつりがでます

② バラエティボックス
ギフト券 1,700円 2,140円

　　相当

バラエティボックス(レギュラー
サイズ6個入)との引換のため
おつりはでません

  価格：各券1枚（大人：高校生以上、こども：3歳～中学生）
券　　種 会　　員 当　　日

大　人  BOX 2,300円 4,000円
こども  BOX 1,500円 3,000円
大　人  SS 2,000円 3,500円
こども  SS 1,200円 2,500円
SSファミリー（4名まで） 6,000円 なし



募 集 チ ラ シ 募 集 チ ラ シ

【　　　　　　】ギフトカードの
ご利用方法

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

  掲載内容は1月15日時点の情報です。新型コロナウイルス感染症拡大状況等により記載内容が変更、中止、延期となる場合があります

ハッピードリームサーカス 浜松公演チケット
斡旋

・チケット等の購入者（又は来場者）の氏名・電話番号を主催者に提出する場合があります
・開催されるコンサート・展覧会・イベント等を自主的に辞退した場合、チケット代金の返金はできません
・感染症予防対策として、座席の間隔が空いたり、前後での並びの席となる場合があります。予めご了承ください

画像はすべてイメージです

「サーティーワン アイスクリーム」ギフト券
① ②

チケット
斡旋

遠鉄百貨店  本館８階  催会場
２００枚（１会員計５枚まで）
２月７日火 １７：００

3月16日木～3月29日水
１０：００～１９：００（最終入場１８：００）

志村けんの大爆笑展

日 時

会 場

枚 数
締切日

その他 中高生は当日生徒手帳もしくは学生証要提示
小学生以下は必ず保護者同伴で入場ください年齢制限 小学生未満入場無料

イオンモール浜松市野 南側大テント特設会場
浜松市東区中田町754-1 　053－469－0300
５００枚（１会員計５枚まで）
２月７日火 １７：００

3月18日土～5月29日月
【 定休日 】 水曜日
【公演時間】 月・火・木／１１：００～、１４：００　
　　　　　 土・日・祝／１０：００～、１３：００～、１５：３０

開催期間

会 場

枚 数

締切日
その他 お出かけ前にネットまたは電話で日時、座席の指定が

必要です　https://dreamcircus.jp/

伊藤忠食品(株) グルメカード３種
物資斡旋

物資斡旋

新鮮！旨い！をご家庭で
うまさそのまま瞬間凍眠

お取り寄せグルメカード
５２５０A ４７都道府県グルメカード

3０00C凍眠市場ギフトカード
5０00B

引渡しは３月上旬です
商品、注文・受取方法について
は上記の伊藤忠食品㈱ギフト
カード各ＨＰをご覧ください

令和５年８月２７日
各２００枚／計６００枚
（１会員A～Cの計３枚まで）
２月７日火 １７：００

枚 数

使用期限

締切日

その他

サーティーワンの「５００円ギフト券」「バラエティ
ボックスギフト券」は全国のサーティーワンアイス
クリームの店舗（約１,２００店舗）で使用すること
ができます

引渡しは３月上旬です

無期限
３００枚（１会員①②の
組合せ自由計５枚まで）
２月７日火 １７：００

枚 数

使用期限

締切日
その他

価格：1枚
会　　員 一　　般

4,200円 5,250円

価格：1枚
会　　員 一　　般

4,000円 5,000円

価格：1枚
会　　員 一　　般

2,200円 3,000円

画像はイメージです

画像は
イメージです

名古屋港水族館　入館チケットチケット
斡旋

名古屋港水族館
無期限
５００枚（１会員計５枚まで）
２月７日火 １７：００
３歳以下無料
月曜日休館（休日の場合は翌日）
土・日・祝日の入館は事前予約が必要な場合があります
また、混雑状況により、入館制限を行う場合があります。詳しくは施設のホームページにて確認ください

枚 数
使用期限

締切日
年齢制限
その他

施設名 価格：各券1枚
券　　種 会　　員 当　　日
大　　人 1,500円 2,030円

高校生・留学生 1,300円 2,030円
小中学生    600円 1,010円
4歳以上    300円    500円

２０枚（１会員2枚まで）
２月７日火 １７：００

アクトシティ浜松　大ホール
4月5日水 １4：００日 時

枚 数

会 場

締切日  未就学児入場不可 その他

島津亜矢歌怪獣襲来ツアー ２０２３～２０２４チケット
斡旋

●磐田温水プール
 （トレーニング室含む）…第４月曜日定休
●福田屋内スポーツセンター
 （トレーニング室含む）…第４金曜日定休
無期限　
２００セット（１会員組合せ自由２セットまで）
２月７日火 １７：００

１０枚つづりの回数券です
年末年始（12/29～1/3）、プールメンテナンスで休業
あり（磐田温水プールは１０月、福田屋内SCは９月末）
両施設とも７・８月は無休

磐田温水プール・福田屋内スポーツセンター １０回券チケット
斡旋

使用期限

枚 数

施 設

締切日

その他

   価格：各券１セット（10回分）
券　　種 会　　員 通常価格

一　般 3,000円 3,200円

高校生以下 1,800円 2,050円

再募集です

伊藤忠食品㈱
ギフトカードＨＰ
http://isc-giftcard.jp/

一部使用出来ない店舗があります（ホームページにて確認ください）

カード裏面に記載されている番号を、専用交換サイト
で入力し、あとはお好きな商品を選ぶだけです。

特別キャンペーン！

特　　　　徴 価格：指定席1枚
会　　員 一　　般

6,000円 7,500円

価格：各券1枚
券　　種 会　　員 当　　日

一般・大学生 800円 1,200円
中高生 400円    800円
小学生 300円    500円

申込番号 券　　種 会　　員 一　　般 特　　　　徴

① 500円ギフト券 　350円 　540円 おつりがでます

② バラエティボックス
ギフト券 1,700円 2,140円

　　相当

バラエティボックス(レギュラー
サイズ6個入)との引換のため
おつりはでません

  価格：各券1枚（大人：高校生以上、こども：3歳～中学生）
券　　種 会　　員 当　　日

大　人  BOX 2,300円 4,000円
こども  BOX 1,500円 3,000円
大　人  SS 2,000円 3,500円
こども  SS 1,200円 2,500円
SSファミリー（4名まで） 6,000円 なし
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担当者を通じ「事業参加等申込書」・「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」・「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、締切日以降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

ビジネスマナー講座
～ 新入社員・若手社員・新入社員教育担当者向け ～

イベント

掛川花鳥園
掛川市南西郷１５１７　０５３７－６２－６３６３
（東名掛川ICより車で５分）

掛川花鳥園　入園券
チケット
斡旋

毎日／９：００～１６：３０（入場１６：００まで）開園時間

施 設

無期限
３００枚（１会員５枚まで）
２月７日火 １７：００

使用期限
枚 数
締切日

小学生未満入場無料。休園日についてはＨＰ等にてご確認ください年齢制限

ＴＯＨＯシネマズパスポートチケットチケット
斡旋

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）

利用施設

使用期限
枚 数

２月１０日金 １７：００締切日

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、左記近隣
の３施設では対応できます）

その他

画像はイメージです

浜松市勤労会館（Uホール） ２３会議室
浜松市中区城北１丁目８－１　０５３－４７４－３７７１
１０人（わーくん浜松と合同で４０人）
ハルソラ合同会社代表地口 伊智子 氏
２月７日火 １７：００
筆記用具、名刺
昼食（会場隣にコンビニがあります）

4月13日木　１０：００～１６：３０開催期間

会 場

定 員

締切日

講 師

持ち物

本講座は、ビジネスマナーの基本的な知識や言動について１日を通して学び、
今後の業務に生かすことができる内容となっています

画像は
イメージです

「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
2月16日木 １７：００

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
２０２3．4～5月の申込みを受付します

そ の 他

申込後のながれ

申 込 方 法
締 切 日

お知らせ

お知らせ

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

●新型コロナウイルス感染予防のため、ソー
シャルディスタンスと十分に換気された
環境を確保して開催します
●開催当日は「マスク着用」をお願いします

各２０枚（１会員①②の計３枚まで）
２月７日火 １７：００

アクトシティ浜松　大ホール
5月28日日 ①１３：００ 　②１５：３０日 時

枚 数

会 場

締切日

１歳以上有料。１歳未満は保護者１名につき１名まで膝上にて無料その他

ファンターネ！がやってきた
おかあさんといっしょ チケット

斡旋

次回の斡旋より、1枚1,400円となります

台風15号で9月23日に市内各地で大きな被害がありました。会員の居住する家屋が
床下浸水等で建物に被害があり、罹災証明・写真及び修理見積書等で保険会社が判断
し、給付に該当する場合があることが確認されました
該当される場合は2月末までに申請、またはお問合せを事務局までお願いします

価格：1枚
会　　員 一　　般

1,300円 1,900円
＞＞＞＞＞＞
詳細は

しんせつハウス
公式HPより

年齢制限はありませんが、筆を使用できる方のご
参加となります（アクリル絵の具で色付けをするた
め）。汚れてもいい服装にてご参加下さい。

デザインや絵に興味のある方、クリエイ
ティブ関係の仕事を目指す方などのご
参加、大歓迎です！

価格：指定席1枚
会　　員 一　　般

2,300円 3,000円

台風15号による床下浸水の共済給付について

●ビジネスマナーの基本
●身だしなみ・挨拶・報連相
●名刺交換・来客対応
●ビジネス文書・メールのマナー

●話し言葉と言葉遣い・敬語
●知っておきたい個人情報
●電話対応
●セルフコーチング

講座内容（抜粋）

価格：各券1枚
券　　種 会　　員 一　　般
大　人 900円 1,500円
シニア

（65歳以上） 800円 1,100円

小学生 400円    700円

参加費
会員・家族 一　　般
1,000円 1,500円


