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事務局長

収受印

振込先   みずほ銀行   渋谷支店   普通   1045067

振込名   公益社団法人   渋谷区勤労者福祉公社

～きんぷくからのお願い「ご協力ください」～

※払い戻しはありません。申込後のキャンセル・変更、支払い遅延は他の会員様の迷惑になります。

※窓口支払いの方は1か月程度でお引取りください。お支払いが確認できない場合、他の事業のお申込みをお断りすることがあります。

申   込   内   容

□犬吠埼ホテル　　□たかの友梨スパ＆ホテル桜庵　　□かんぽの宿　青梅

□万座プリンスホテル　□天成園　□有明ガーデン　□竜宮殿本館

事務処理欄

☎　　　　　　　　（　　　　　　　　　）

公益社団法人 渋谷区勤労者福祉公社 行き

FAX : 03-3780-0878
コピーしてご利用ください。番号のかけ間違えにご注意ください。

NO.

  年   　　月       日

送付票     11月号ユッタリート

会員番号 会員氏名

事業所名 日中連絡先

送付先（□に✔を入れてください。） FAX (　　　　　　　　　）

□事業所 □自宅 □窓口支払
（E-mailアドレス）

＠

お支払い方法
（□に✔を入れてください）

送付先住所（ご自宅郵送の場合、ご記入ください）

□　口座振込（簡易書留代320円含む）  □窓口支払
〒

合計
枚 円

□DHC赤沢日帰り温泉館　□ニューウェルシティ湯河原　□ヴィラージュ伊豆高原

お申込みされる方は、必ずご一読ください。

①お申込後、きんぷくからご連絡します。

②銀行振込＆郵送希望の方は、簡易書留代320円をプラスして下記まで振込してください。

※期日までに入金確認ができない場合、販売できないことがあります。

※事業所でまとめて申し込まれる際は、名簿を添付してください。※各チケット、カード類の転売は、法律で禁止されております。

11月号販売

代済・代未事務局次長 確認者 受付者/担当 発送日

備考欄
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事務局長

事業所名 日中連絡先 ☎　　　　　　（　　　　　　　　　）

送付先（□に✔を入れてください。） FAX

公益社団法人 渋谷区勤労者福祉公社 行き

FAX : 03-3780-0878
コピーしてご利用ください。番号のかけ間違えにご注意ください。

NO.

2021   年   　月       日

送付票     11月号スキーリフト券申込書

会員番号 会員氏名

お支払い方法
（□に✔を入れてください）

送付先住所（ご自宅郵送の場合、ご記入ください）

□　口座振込（簡易書留代320円含む）  □窓口支払
〒

お申込みされる方は、必ずご一読ください。

□事業所 □自宅 □窓口支払
（E-mailアドレス）

＠

※払い戻しはありません。申込後のキャンセル・変更、支払い遅延は他の会員様の迷惑になります。

※窓口支払いの方は1か月程度でお引取りください。お支払いが確認できない場合、他の事業のお申込みをお断りすることがあります。

※事業所でまとめて申し込まれる際は、名簿を添付してください。※各チケット、カード類の転売は、法律で禁止されております。

11月号販売

希望枚数 販売価格申   込   内   容 券種

①お申込後、きんぷくからご連絡します。限定数に達した場合、お申込みいただいてもお断りすることがあります。

②銀行振込＆郵送希望の方は、簡易書留代320円をプラスして下記まで振込してください

※期日までに入金確認ができない場合、販売できないことがあります。

振込先   みずほ銀行   渋谷支店   普通   1045067

振込名   公益社団法人   渋谷区勤労者福祉公社

～きんぷくからのお願い「ご協力ください」～

１・２・（　） 　1枚　1,900円

１・２・（　） 1セット3,800円

１・２・（　） 　1枚　3,800円

１・２・（　） 　1枚　2,400円

１・２・（　）
１・２・（　）

　1枚　2,400円

　1枚　3,400円

備考欄

大人1日券

ジュニア（小学生）1日券

シニア（60歳以上）1日券

石打丸山スキー場　　　（～2/28まで販売）

１・２・（　） 　1枚　2,000円

事務処理欄
収受印

代済・代未事務局次長 確認者 受付者/担当 発送日

１・２・（　） 1セット3,000円

１・２・（　） 　1枚　3,300円

ムイカスノーリゾート　(12/23まで販売）

前売（大人）

前売（大人１小学生１）

赤倉温泉スキー場　(12/11～2/28まで販売）

１・２・（　） 　1枚　2,300円

舞子スノーリゾート　（12/16まで販売） 前売券（大人）

前売（大人）

湯沢中里スノーリゾート　(12/17まで販売）
前売（大人１小学生１）

白樺湖ロイヤルヒル　(12/11～2/28まで販売）

大人1日券 １・２・（　） 　1枚　3,300円
中学生・シニア（60～） １・２・（　） 　1枚　2,000円

大人1日券

中学生・シニア（60～）

奥利根スノーパーク（12/18～2/28まで販売）

大人1日券 １・２・（　） 　1枚　3,500円
中学生・シニア（60～） １・２・（　） 　1枚　2,200円
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事務局長

会員番
号

会員氏名

事業所
名

日中連絡先

公益社団法人 渋谷区勤労者福祉公社 行き

FAX : 03-3780-0878
コピーしてご利用ください。番号のかけ間違えにご注意ください。

NO.

2021   年   11月       日

送付票     11月号　サンロッカーズチケット販売申込書（申込  ～11/15、お渡し 11/25～）

☎　　　　　　（　　　　　　　　　）

送付先（□に✔を入れてください。） FAX （ 　　）

□事業所 □自宅 □窓口支払
（E-mailアドレス）

＠

～きんぷくからのお願い「ご協力ください」～

お支払い方法
（□に✔を入れてください）

送付先住所（ご自宅郵送の場合、ご記入ください）

□　口座振込（簡易書留代320円含む）  □窓口支払
〒

お申込みされる方は、必ずご一読ください。

①お申込後、きんぷくからご連絡します。限定数に達した場合、お申込みいただいてもお断りすることがあります。

②銀行振込＆郵送希望の方は、簡易書留代320円をプラスして～ 11/15までに下記まで振込してください。

※振込期日厳守してください。期日までに入金確認ができない場合、販売できないことがあります。

振込先   みずほ銀行   渋谷支店   普通   1045067

振込名   公益社団法人   渋谷区勤労者福祉公社

※払い戻しはありません。申込後のキャンセル・変更、支払い遅延は他の会員様の迷惑になります。

※窓口支払いの方は1か月程度でお引取りください。お支払いが確認できない場合、他の事業のお申込みをお断りすることがあります。

※事業所でまとめて申し込まれる際は、名簿を添付してください。※カード類の転売は、法律で禁止されております。

申   込   内   容 希望枚数 販売価格

１・２・３・４ 小中学生1枚 900円

１・２・３・４ 大人1枚　　1,800円

１・２・３・４ 大人1枚　　1,800円

１・２・３・４ 大人1枚　　1,800円

小中学生1枚 900円

合計
枚 円

１・２・３・４ 小中学生1枚 900円

１２/19(日）１5：０５～　VS　琉球ゴールデンキングス
１・２・３・４

大人1枚　　1,800円

大人1枚　　1,800円

小中学生1枚 900円

大人1枚　　1,800円

小中学生1枚 900円

発送日

１・２・３・４

１/9(日）１5：０５～　VS　川崎ブレイブサンダース
１・２・３・４

１・２・３・４
１・２・３・４

１・２・３・４

１/8(土）１7：０５～　VS　川崎ブレイブサンダース
１・２・３・４

備考欄

小中学生1枚 900円１・２・３・４
１２/5(日）１７：０５～　　　VS　滋賀レイクスターズ

１２/11(土）１７：０５～　　VS　新潟アルビレックス

１２/12(日）１5：０５～　　VS　新潟アルビレックス

１２/１８(土）１７：０５～　VS　琉球ゴールデンキングス
１・２・３・４ 大人1枚　　1,800円

事務処理欄

収受印

代済・代未事務局次長 確認者 受付者/担当

小中学生1枚 900円



— —

事務局長 代済・代未事務局次長 確認者 受付者/担当 発送日

備考欄

事務処理欄

収受印

④東京レプタイルズワールド２０２１冬　池袋サンシャインシティ １・２・３ 1枚　　700円

⑤フォレスタコンサートinオーチャードホール １・２ 1枚　5,800円

⑥ららら♪クラッシックコンサートVOL.12  サントリーホール １・２ 1枚　7,900円

合計
枚 円

②「ザ・フィンランドデザイン展」Bunakamura　ザ・ミュージアム １・２・３ 1枚　1,000円

③新宿　末廣亭（平日券）　　限定30枚 １・２・３ 1枚　1,500円

会員番
号

会員氏名

事業所
名

日中連絡先

公益社団法人 渋谷区勤労者福祉公社 行き

FAX : 03-3780-0878
コピーしてご利用ください。番号のかけ間違えにご注意ください。

NO.

2021   年   11月       日

送付票     11月号展覧会・イベント・コンサート申込書

☎　　　　　　（　　　　　　　　　）

□事業所 □自宅 □窓口支払
（E-mailアドレス）

＠

送付先（□に✔を入れてください。） FAX

お支払い方法
（□に✔を入れてください）

送付先住所（ご自宅郵送の場合、ご記入ください）

□　口座振込（簡易書留代320円含む）  □窓口支払
〒

お申込みされる方は、必ずご一読ください。

①お申込後、きんぷくからご連絡します。限定数に達した場合、お申込みいただいてもお断りすることがあります。

②銀行振込＆郵送希望の方は、簡易書留代320円をプラスして下記まで振込してください

※期日までに入金確認ができない場合、販売できないことがあります。

振込先   みずほ銀行   渋谷支店   普通   1045067

振込名   公益社団法人   渋谷区勤労者福祉公社

～きんぷくからのお願い「ご協力ください」～

※払い戻しはありません。申込後のキャンセル・変更、支払い遅延は他の会員様の迷惑になります。

①「聖徳太子　日出づる処の天子」サントリー美術館 １・２・３ 1枚　　800円

※事業所でまとめて申し込まれる際は、名簿を添付してください。※各チケット、カード類の転売は、法律で禁止されております。

11月号販売

申   込   内   容 希望枚数 販売価格

※窓口支払いの方は1か月程度でお引取りください。お支払いが確認できない場合、他の事業のお申込みをお断りすることがあります。
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