
応募締切

応募方法
応募対象者

そ の 他

会員のみ （応募は１会員１枚）　※複数の応募は無効

エンジョイライフみと（サービスセンターＮＥＷＳ）２ページに折込の郵便往復ハガキに
郵便番号、応募者の住所、氏名を明記のうえ、ご応募ください。

11月12日(金) 必着

★応募は、１会員１枚の往復ハガキとなります。
　重複の応募は無効となり、抽選の権利がなくなりますのでご了承ください。
★商品は抽選により決定します。（希望商品の指定はできません。）
★ハガキを投函する際は、63円切手を貼ってください。
★当選商品の引換期間は、後日、返信ハガキにてお知らせいたします。

　毎年恒例となっている「クリスマスパーティー」は、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、今年度
の開催も中止にすることになりました。
　楽しみにされていた会員の皆さまには誠に申し訳ありませんが、何卒ご理解ご協力をお願い申し上げます。
　なお、「クリスマスパーティー」に代わり、昨年好評を頂いた応募者全員に当たる「クリスマスお楽しみ
抽選会」を実施することといたしました。たくさんの応募をお待ちしております。
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（25,000円相当）
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クリスマスお楽しみ抽選会クリスマスお楽しみ抽選会



12月8日 （水）

18:30～ 20:30
※講師　カモミールミルク（小林法子）

ケーズデンキスタジアム水戸「会議室」
（水戸市小吹町2058-1）　TEL029-241-8484

会員及び登録家族

20名
※申込者多数の場合は抽選となります。
※先着順ではありません。慌てず申込期間内にお申し込みください。

会　　員　2,000円（通常3,200円）

登録家族　2,500円

ハーブとスパイスなどを使用して、香るクリスマスリースを作りましょう！
はさみ（ワイヤーなど硬いものを切れるもの）、普通のはさみ、お持ち帰り用の袋
（幅30cm程度のものが入る大きさ）
11月１日（月）から11月２日（火）まで

「行事参加申込書（行事名は「クリスマスリース」と記載）」で FAX、 HP またはセンター
持参にてお申し込みください。
抽選後、当選者のみ決定通知書を送付いたします。

日 時

会 場

対 象

募集人数

参 加 料

内 容

用意するもの

申込方法
申込期間

そ の 他

冬を彩る花々を、あなたの手で演出してみませんか。
職場の仲間やご家族で、ぜひご参加ください！

冬のガーデニング教室冬のガーデニング教室

12月18日 （土）

10:00～ 12:00
※講師　水戸市植物公園係長（城山美穂）

水戸市植物公園　作業棟実習室
（水戸市小吹町504）　TEL029-243-9311
※集合場所は、水戸市植物公園料金所前となります。

会員のみ

18名

※申込者多数の場合は抽選となります。
※先着順ではありません。慌てず申込期間内にお申し込みください。

会　　員　1,500円（通常2,700円）
（入場料、材料代込み）

ビオラやパンジーなどを使い、年末年始に室内を飾る寄せ植えを作ります。
（実習前に植物公園の見学があります。）
軍手、エプロン
11月2日（火）から11月4日（木）まで

「行事参加申込書（行事名は「ガーデニング教室」と記載）」でFAX、HPまたはセンター
持参にてお申し込みください。
抽選後、当選者のみ決定通知書を送付いたします。

クリスマスリース教室

日 時

会 場

対 象

募集人数

参 加 料

内 容
用意するもの

申込期間
申込方法

そ の 他

ハーブとスパイスで作るクリスマスリースを作ってみませんか！

サービスセンターNEWS２

１２月･１月の事業のご案内

（イメージ）

（イメージ）



季節の果物（サンふじりんご）

12月10日 （金）　14:00～16:00

12月11日 （土）　10:00～12:00

水戸市社会福祉協議会
知的障害者就労支援施設「はげみ」

（水戸市河和田町 123-1）　TEL029-307-4051

会員のみ

300鉢 （１会員２鉢まで）

※申込者多数の場合は抽選となります。
※先着順ではありません。慌てず申込期間内にお申し込みください。

１鉢　　  800円（通常1,000円）

２鉢　1,500円（通常2,000円）

11月8日（月）から11月9日（火）まで

行事名欄に引換日及び希望の鉢数を明記のうえ、「行事参加申込書（行事名は「葉ボタン
○日○鉢」と記載）」でFAX、HPまたはセンター持参にてお申し込みください。

抽選後、当選者のみ決定通知書を送付いたします。

サービスセンターNEWS ３

対 象

内 容

あっせん数

あっせん価格

引換時期

申込方法

申込期間

そ の 他

季節の果物（サンふじりんご）

①サンふじりんご  赤特選３ｋｇ１箱（７玉～１１玉）

②サンふじりんご  赤特選５ｋｇ１箱（１３玉～２０玉）

会員のみ

① 300箱　　② 300箱　（１会員どちらか１箱）
※申込者多数の場合は抽選となります。
※先着順ではありません。慌てず申込期間内にお申し込みください。

① 1,500円（通常2,000円）

② 2,100円（通常3,000円）

11月30日 （火）～12月11日 （土）　まで

※毎週水曜日は定休日となります。

※申込者には、「りんご引換券①又は②」を発行いたしますので、下記、引換場所にて各自お引換ください。

 〔引換場所〕㈱丸岡（水戸市青柳町 4566「青柳市場内」）TEL029-225-5713

11月２日（火）から11月４日（木）まで

希望する商品番号を行事名欄に明記のうえ、「行事参加申込書（行事名は「サンふじりんご
○番」と記載）」で FAX、HPまたはセンター持参にてお申し込みください。

抽選後、当選者のみ決定通知書を送付いたします。

あっ
せん

花いっぱい運動  寄せ植え葉ボタン配布花いっぱい運動  寄せ植え葉ボタン配布

引 換 日

引換場所

対 象

あっせん鉢数

あっせん価格

申込期間

申込方法

そ の 他

冬の花「寄せ植え葉ボタン」を職場やご家庭の庭先に飾りませんか！

（イメージ）

（3kg イメージ）

あっ
せん

（５kgイメージ）



会員のみ

300枚 （１会員４枚まで）　※全スキー場あわせて４枚まで

※申込者多数の場合は抽選となります。
※先着順ではありません。慌てず申込期間内にお申し込みください。

11月８日 (月) から11月９日 (火)まで
希望するスキー場と枚数を行事名欄に明記のうえ、「行事参加申込書（行事名は「○○
スキー場○枚」と記載 )」で FAX、 ＨＰまたはセンター持参にてお申し込みください。
抽選後、当選者のみ決定通知書を送付いたします。

あっせん数
対 象

利用期間

あっせん価格

令和３年11月26日 （金）  から２年間　
※ただし、店頭でご利用またはチャージすると、その日から有効期限が２年間更新されます。
会員のみ

500セット（１会員1セット）
※申込者多数の場合は抽選となります。
※先着順ではありません。慌てず申込期間内にお申し込みください。

4,500円（3,000円カード×２枚）

11月４日 (木) から11月５日 (金) まで
「行事参加申込書（行事名は「ＫＦＣ」と記載 )」で FAX、 
ＨＰまたはセンター持参にてお申し込みください。
抽選後、当選者のみ決定通知書を送付いたします。

サービスセンターNEWS４

あっ
せん

あっ
せん

対 象
あっせん枚数

申込期間
申込方法

そ の 他

場 所
利用期間

あっせん価格

場 所
利用期間

あっせん価格

場 所
利用期間

あっせん価格

いよいよスキーシーズン到来！ご家族、職場の仲間と楽しもう。

ケンタッキー・フライドチキン各店でご利用できます。

スキー場「１日リフト券」

K F C カ ー ドK F C カ ー ド

スキー場「１日リフト券」

栃木県那須郡那須町大字大島　TEL0287-77-2300

令和３年１２月１８日 （土）　～令和４年３月２１日 （月）
※積雪状況や社会情勢等により変更なる場合があります。
　詳しくは、ホームページをご確認ください。

1,500円（通常大人3,400円／シニア・小人3,000円）
※未就学児無料　※シニアは55歳以上となります。

福島県耶麻郡北塩原村桧原荒砂沢山　TEL0241-32-2530

令和３年１２月１日 （水） ～令和４年４月１０日 （日）
※土日祝日及び１２/２７～１/５は利用除外となります。
※積雪状況や社会情勢等により変更なる場合があります。
　詳しくは、ホームページをご確認ください。

2,500円（通常大人3,900～5,600円）　※平日１日リフト券となります。

※利用除外日にご利用の方はリフト券売場で５００円を追加する事で利用可能になります。
※大人券となります。
※未就学児（大人１名様に対し、未就学児１名様まで乗車無料）

申込期間
申込方法

そ の 他

マウントジーンズ那須

グランデコスノーリゾート

福島県南会津郡南会津町高杖原535　TEL0241-78-2220

令和３年１２月１８日 （土） ～令和４年３月２７日 （日）
※積雪状況や社会情勢等により変更なる場合があります。
　詳しくは、ホームページをご確認ください。

1,800円（通常大人4,500／小人3,400円）
※大人・小人同様　※４歳未満無料

会津高原たかつえスキー場
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市内ホテル食事券市内ホテル食事券あっ
せん

対 象

利用時間

利用期間

会 場

あっせん枚数

あっせん価格

対 象

利用時間

利用期間

会 場

あっせん枚数

あっせん価格

申込期間

申込方法

そ の 他

申込期間

申込方法

そ の 他

12月17日 （金）～23日 （木）

※必ず予約してからご利用ください。

南欧風南レストラン「アルエット」
（水戸市宮町1-6-1）　TEL029-224-2794

17:30～20:30（ラストオーダー19:30）

会員のみ

50枚 （１会員２枚まで）
※申込者多数の場合は抽選となります。
※先着順ではありません。慌てず申込期間内にお申し込みください。

6,000円（通常8,000円）
※税・サービス料込み・飲み物代別

11月５日 (金) から11月８日 (月) まで

行事名欄に枚数を明記のうえ、「行事参加申込書（行事名は「ホテルレイクビュー水戸
〇枚」と記載)」でFAX、HPまたはセンター持参にてお申し込みください。

抽選後、当選者のみ決定通知書を送付いたします。

12月2日 （木）～1月31日 （月）　※１２/２９～１/３を除く

※必ず予約してからご利用ください。

チャイニーズレストラン滬 （１２Ｆ）
（水戸市城南2-2-2）　TEL029-300-1112

11:30～14:00（ラストオーダー13:30）
※定休日を設けておりますので、ご利用の際は必ず当レストラン
　ＨＰをご確認の上、事前にご予約をお願い致します。

会員のみ

150枚 （１会員２枚まで）
※申込者多数の場合は抽選となります。
※先着順ではありません。慌てず申込期間内にお申し込みください。

2,000円（通常3,850円）
※税込み

11月５日 (金) から11月８日 (月) まで

行事名欄に枚数を明記のうえ、「行事参加申込書（行事名は「プレジデントホテル水戸
○枚」と記載)」でFAX、HPまたはセンター持参にてお申し込みください。

抽選後、当選者のみ決定通知書を送付いたします。

ホテルレイクビュー水戸ホテルレイクビュー水戸

プレジデントホテル水戸プレジデントホテル水戸

ふう

（イメージ）

（イメージ）

 〔MENU〕
　オードブル、スープ、　
　魚料理、肉料理、デザート、
　パン、コーヒー

※クリスマスディナーになります。

フカヒレ姿煮土鍋チャーハンセット

〔MENU〕
　前菜、点心、
　フカヒレ土鍋チャーハン、
　スープ、デザート



あっ
せん Ｂリーグ観戦「茨城ロボッツ」

水戸京成ホテル「スイーツ食べ放題」

Ｂリーグ観戦「茨城ロボッツ」

対 象
利用時間

利用期間

会 場

あっせん枚数

あっせん価格

申込期間

申込方法

そ の 他

対 象

会 場

日 時

あっせん枚数

あっせん価格

申込期間
申込方法

そ の 他

1月4日 （火）～2月28日 （月）

水戸京成ホテル「レストラン＆ｍｅ」
（水戸市三の丸 1-4-73）　TEL029-226-3111

15:00～17:30
会員のみ

300枚 （１会員２枚まで）
※申込者多数の場合は抽選となります。
※先着順ではありません。慌てず申込期間内にお申し込みください。

大人 1,200円（通常1,850円）

中人（中・高校生） 1,000円（通常1,500円）

小人（小学生）      500円（通常　800円）
※小学生以下は無料
※食べ放題は安全衛生上の一環から、スタッフ提供の食べ放題方式となる場合がございます。

11月９日 (火)から11月10日 (水)まで
行事名欄に区分及び枚数を明記のうえ、「行事参加申込書（行事名は「スイーツ食べ放題
大人○枚、中人○枚、小人○枚」と記載)」でFAX、ＨＰまたはセンター持参にてお申し
込みください。
抽選後、当選者のみ決定通知書を送付いたします。

サービスセンターNEWS６

あっ
せん

12月11日 （土） ・12日 （日） ・15日 （水）

〔11日（土）〕　対　島根スサノオマジック（試合開始）17:05
〔12日（日）〕　対　島根スサノオマジック（試合開始）14:05
〔15日（水）〕　対　レバンガ北海道　　　 （試合開始）19:05

アダストリアみとアリーナ
（水戸市緑町 2-3-10）

会員のみ

各日50枚 （１会員４枚まで）　※各日あわせて４枚まで

※申込者多数の場合は抽選となります。
※先着順ではありません。慌てず申込期間内にお申し込みください。

大人 2,000円（通常3,500円）

小人（小・中・高校生） 1,300円（通常2,300円）
※いずれも１階指定席Ｅになります。（座席位置はお選びできません。）
※新型コロナウイルス感染症対策として前後左右を１席空けての着席となります。
※開催概要が変更になる場合があります。最新の情報は茨城ロボッツ公式ホームページでご確認ください。
※会場併設の駐車場は有料・事前予約制となっております。予約方法など詳細は茨城ロボッツホームページでご確認
　ください。

11月４日 (木)から11月５日 (金)まで
行事名欄に希望日、区分及び枚数を明記のうえ、「行事参加申込書（行事名は「Ｂリーグ
○日、大人○枚、小人○枚」と記載)」でFAX、ＨＰまたはセンター持参にてお申し込み
ください。
抽選後、当選者のみ決定通知書を送付いたします。

優しい甘い香りが漂う店内で、苺をふんだんに使用したスイーツを
ご家族やご友人、職場の仲間と心ゆくまでご堪能ください！

今シーズンよりＢ１へ昇格した茨城ロボッツ。
大物選手の加入で注目の島根、同地区対決となる北海道をホームで迎え撃つ！

120分食べ放題

（イメージ）

水戸京成ホテル「スイーツ食べ放題」水戸京成ホテル「スイーツ食べ放題」
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あっ
せん 水戸市屋内プール回数券

水戸市体育施設 トレーニングルーム回数券

水戸市屋内プール回数券

対 象

利用時間

利用期限

利用できる施設

あっせん枚数

あっせん価格

申込期間

申込方法

そ の 他

対 象

利用時間

利用期限

利用できる施設

あっせん枚数

あっせん価格

申込期間

申込方法

そ の 他

無期限

東町運動公園（アダストリアみとアリーナ）
（水戸市緑町2-3-10）　TEL029-303-6335

青柳公園市民体育館（リリーアリーナＭＩＴＯ）
（水戸市水府町864-6）　TEL029-225-6931

内原ヘルスパーク 健康増進センター
（水戸市内原町1384-2）　TEL029-259-6889

9:00～ 22:00
※毎週月曜日は休館日（月曜日が祝日の場合は翌日が休館日となります。）

会員のみ

100セット（１会員 1セット）　※１セット１１枚綴
※申込者多数の場合は抽選となります。
※先着順ではありません。慌てず申込期間内にお申し込みください。

大人　　　　　　　1,200円（通常2,000円）

小人（高校生以下）　  700円（通常1,200円）
・上記３施設共通券になります。
・利用の際は、ＩＤ登録（施設共通）が必要になります。※初回のみ
・回数券１枚で１時間の利用となります。

11月９日 (火) から11月10日 (水) まで

行事名欄に大人、小人の区分を明記のうえ、「行事参加申込書（行事名は「トレーニング
ルーム大人○セット、小人○セット」と記載）」で FAX、 ＨＰまたはセンター持参にて
お申し込みください。
抽選後、当選者のみ決定通知書を送付いたします。

あっ
せん 水戸市体育施設 トレーニングルーム回数券

無期限
青柳公園屋内プール・小吹運動公園屋内プール

※毎週月曜日は休館日（月曜日は祝日の場合は翌日が休館日となります。）

会員のみ

100セット（１会員 1セット）　※１セット１１枚綴
※申込者多数の場合は抽選となります。
※先着順ではありません。慌てず申込期間内にお申し込みください。

大人 3,600円（通常5,100円）

中人（中・高校生） 2,600円（通常3,700円）

小人（小学生以下） 1,800円（通常2,500円）
※上記２施設共通券になります。

11月９日 (火) から11月10日 (水) まで
行事名欄に大人、中人、小人の区分を明記のうえ、「行事参加申込書（行事名は「屋内プー
ル大人○セット、中人○セット、小人○セット」と記載）」で FAX、ＨＰまたはセンター
持参にてお申し込みください。
抽選後、当選者のみ決定通知書を送付いたします。

とてもお得な回数券です！

とてもお得な回数券です！

（小吹運動公園屋内プール）

火・木曜日／18:00～ 21:00
土　曜　日／13:00～ 16:00
　　　　　　18:00～ 21:00
日　曜　日／13:00～ 16:00

水・金曜日／18:00～ 21:00
土　曜　日／10:00～ 12:00・13:00～ 16:00
　　　　　　18:00～ 21:00
日　曜　日／10:00～ 12:00・13:00～ 16:00

青
　
柳

小
　
吹

（イメージ）



ガイドブック内容変更のお知らせ
削 除

●プレジデントホテル水戸
　伊勢海老コース料理チケットあっせん
　あっせん枚数　　　　３１７枚
●爆笑寄席チケットあっせん
　あっせん枚数　　　４６枚
●それいけ！アンパンマンミュージカルチケットあっせん
　新型コロナウィルスの影響により中止
●米村でんじろうサイエンスショーチケットあっせん
　新型コロナウィルスの影響により中止
●南こうせつコンサートツアー2021チケットあっせん
　新型コロナウィルスの影響により中止
●Ｊ２リーグ観戦「水戸対京都」チケットあっせん
　あっせん枚数　　　１８枚
●助成事業
　映画鑑賞助成 (大人)
　　　　　　　 (小人)
　指定宿泊助成 (会員)
　　　　　　　 (家族) 
　定期健康診断助成 (＠1,000) 
　　　　　　　　  (＠   500)
　人間ドック受検助成

コロナウイルス感染症予防に伴うあっせんチケット利用期間延長について（お知らせ）

サービスセンターNEWS８

新型コロナウイルス感染症拡大防止に伴い、当サービスセンターであっせんした施設につきましては、下記
のとおり利用期間が延長になりますのでお知らせいたします。

ホテルレイクビュー水戸
韓国風 Garden BBQ ビアガーデン

チケット名 利用期間（変更前） 利用期間（変更後）
令和３年10月１日現在

令和３年９月11日（土）まで

プレジデントホテル水戸
滬の豪華伊勢海老コース 令和３年９月30日（木）まで

令和３年11月30日（火）まで
※料理内容については、「韓国風鍋ぷらん」に変更になります。

令和３年11月30日（火）まで
※ディナーについては、毎週金曜・土曜のみ営業となります。

事業実施報告（令和３年７月１日～令和３年８月31日実施分）

●季節の果物 (りんご・梨・ぶどう) 狩りツアー
　新型コロナウィルスの影響により中止

●第５５回ボウリング大会
　新型コロナウィルスの影響により中止

●ラジカルフラワーアレンジメント教室
　新型コロナウィルスの影響により中止

●ハゼ釣り体験とお楽しみ昼食会
　新型コロナウィルスの影響により中止

●ジェフグルメカード食事券あっせん
　あっせん枚数　　  １,１１５セット

●サーティワンアイスクリームギフト券あっせん
　あっせん枚数　　　　３８７セット

●国営ひたち海浜公園のりもの券あっせん
　あっせん枚数　　　　４０７セット

●いばらきフラワーパーク入園券あっせん
　あっせん枚数　　　　４６５枚

●ホテルレイクビュー水戸
　BBQビアガーデンチケットあっせん
　あっせん枚数　　　　１７９枚

268件
49件

3件
1件

109件
33件

115件

●金砂郷カントリークラブ （ガイドブック54ページ）

あっ
せん

申込期間
申込方法

そ の 他

スパリゾートハワイアンズ 悠健チケット(入場券)スパリゾートハワイアンズ 悠健チケット(入場券)

令和4年9月30日(金)まで

スパリゾートハワイアンズ
(福島県いわき市常磐藤原町平50） TEL0246-44-2816

会員のみ

800枚まで （１会員４枚まで）
※申込者多数の場合は抽選となります。
※先着順ではありません。慌てず申込期間内にお申し込みください。

800円（大人、小人、幼児共通）
※有料施設は別料金となります。

　　一般入場料金　大人（中学生以上）3,570円
　　　　　　　　　小人（小学生）　　2,250円
　　　　　　　　　幼児（３歳以上）　1,640円

11月５日（金）から11月８日（月）まで
行事名欄に希望枚数を明記のうえ、「行事参加申込書（行事名は「ハワイアンズ〇枚」と
記載）」でFAX、ＨＰまたはセンター持参にてお申し込みください。
抽選後、当選者のみ決定通知書を送付いたします。

利用期限
利用できる施設

あっせん枚数

あっせん価格

対 象

～お得な「悠健チケット」を使って、遊びきれない温泉大陸を思いっきり楽しもう！～

〔 〕
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みなさまの新しい仲間です

慶 弔 給 付 状 況
令和３年８月１日～令和３年９月30日請求分（給付の請求は、６ヶ月以内にお願いします。）

永 年 勤 続 祝

結 婚 記 念 祝

結 婚 祝

還 暦 祝
出 産 祝

入 学 祝

成 人 祝
傷 病 見 舞

死 亡 弔 慰

40年（30,000円）
35年（30,000円）
30年（30,000円）
25年（25,000円）
20年（20,000円）
15年（15,000円）
10年（10,000円）
50年（30,000円）
35年（20,000円）
25年（20,000円）

（20,000円）

（10,000円）
満60歳（20,000円）
小学校（10,000円）
中学校（10,000円）

（20,000円）
（10,000～30,000円）

本人（100,000円～
200,000円）

配偶者（30,000円）
子　供（20,000円）

親 　（10,000円）

7件
 16件

6件
12件
13件
23件
16件

3件
6件
6件
4件

13件
14件

1件
10件

4件
5件

件
5件

件
30件

令和３年８月１日～令和３年９月30日加入分
　●サンハート株式会社　　　●村松きもの教室　　　●社会保険労務士法人Ｒ＆Ｓ協働事務所

（敬称略順不同）

会員加入状況（令和３年１０月１日現在）　●事業所数 １，７３３事業所　 ●会員数 ５，４５６名

029-233-112４ 〒310-0804 水戸市白梅3-9-31
（一財）水戸市勤労者福祉サービスセンター

TEL

FAX 029-233-1126

郵送

事業所名

事業所名 Ｔ Ｅ Ｌ

従業員数

所 在 地

代表者名

会員氏名

　　　　　　人

【ご紹介先】

新規事業所紹介カード

新規会員募集新規会員募集

切り取らずこのままでご利用ください

（紹介の話をしてある方）

　皆さんのお取引先やお知り合いの事業所で
サービスセンターに加入していない事業所を
ご紹介ください。センター事務局が入会の
ご説明に伺います。

入会できる方

※会員が職場を退職した場合は、「継続会員」として引き続きサービスセンターに
　留まれる制度もあります。

クオカード進呈基準
①市内の中小企業等に勤務する事業主又は勤労者
　（事業所単位で入会。ただし、事業所単位での
　入会が困難な場合は個人でも入会できます。）
②水戸市民で市外の中小企業等に勤務する勤労者
　（個人単位で入会）

新規加入者数
 １ ～  ２ 人　……
 ３ ～  ５ 人　……
 ６ ～ 10 人　……
11 ～ 20 人　……
21 人 以 上　……

クオカード金額
  1,000 円
  2,000 円
  3,000 円
  5,000 円
10,000 円
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対 象
あっせん個数

申込方法
申込期間

そ の 他

会員のみ
①50個　　②100個　　③100個　（１会員どれか１個）

※申込者多数の場合は抽選となります。
※先着順ではありません。慌てず申込期間内にお申し込みください。

11月１日 (月)から11月２日 (火)まで
行事名欄に希望の番号を明記のうえ、「行事参加申込書（行事名は「おせち○番」と記載)」
で FAX、HPまたはセンター持参にてお申し込みください。
抽選後、当選者のみ決定通知書を送付いたします。

水戸京成ホテル　 商品の引き渡しは、12月31日(金)の午前９時から午後６時までに、引換券を持参

のうえ、各自ホテルにて引換えとなります。

プレジデントホテル水戸　 商品の引き渡しは、12月31日(金)の午前11時から午後４時までに、引換券

を持参のうえ、各自ホテルにて引換えとなります。

商 品 紹 介商 品 紹 介

20,500円

（通常27,000円）

　　　　　　　　〔洋風メニュー〕　①イベリコ豚のベーコン巻き②チキンとオ
　　　　　　　　レンジのテリーヌ③栗と常陸大黒の甘煮 金箔飾り④スモーク
サーモン⑤つくば鶏のエスカベッシュ⑥ボイルロブスター⑦帆立貝のスモーク
⑧パーナ貝のスモーク⑨海老のテリーヌ⑩蟹入り二色テリーヌ⑪柔らかポーク
のマスタード風味⑫ローストビーフ⑬チーズ伊達巻
〔中華風メニュー〕　①フカヒレの姿煮込み②広東焼売③イクラ醤油漬け④四川
辛子鶏腿肉⑤有頭海老の塩水漬け⑥くらげの冷菜⑦子持ち昆布紹興酒漬け
⑧牛肉牛蒡巻き⑨景山特製叉焼⑩博多地鶏のパイ包み⑪柚子伊達巻⑫ズワイ蟹
爪の揚げ物⑬桃饅頭⑭祝瓢箪⑮花餅みかん⑯紅芋栗きんとん⑰手鞠餅

② 水戸京成ホテル 洋中スペシャルおせち二段重「寿」２～３人前
　　　　　　　　〔洋風メニュー〕　①柔らかポークのハニーマスタード風味　
　　　　　　　　②スモークサーモン③蛸･オリーブ･ドライトマトのマリネ
④海老のテリーヌ⑤帆立貝のスモーク⑥パーナ貝のスモーク ⑦チーズ伊達巻
⑧つくば鶏のエスカベッシュ⑨イベリコブタのベーコン巻き⑩ローストビーフ
⑪栗と常陸大黒の甘煮 金箔飾り⑫茸マリネ
〔中華風メニュー〕
①クラゲの冷菜②子持ち昆布紹興酒漬け③つくね串④博多地鶏パイ包み⑤柚子
伊達巻⑥蟹爪の揚げ物⑦景山特製叉焼⑧牛肉牛蒡巻き⑨有頭海老の塩水漬け　
⑩貝柱焼売⑪海老春巻⑫桃饅頭⑬祝瓢箪⑭花餅みかん⑮手鞠餅

①有頭海老のチリソース②鮑のオイスターソース煮③ローストビーフ④子持ち
昆布の紹興酒漬け⑤若桃のシロップ漬け⑥自家製叉焼とぶどう豆⑦栗きんとん 
金木犀風味⑧紅白なます いくらのせ⑨クルミの甘露煮⑩イイダコのうま煮　
⑪白菜の甘酢漬け⑫くらげの甘酢和え⑬伊達巻⑭紅白かまぼこ⑮蟹爪揚げ　　
⑯鴨肉のスモーク⑰黒豆の艶煮⑱帆立の味噌焼き

① 水戸京成ホテル 洋中特選おせち二段重「福」４～５人前

市内ホ テ ル お せ ち
ホテル自慢のおせちをお楽しみいただける内容に仕上げました。
素晴らしい１年の始まりにどうぞお召し上がりください。

あっせん

あっせん価格

8,000円

（通常10,800円）

あっせん価格

11,500円

（通常15,000円）

あっせん価格

③ プレジデントホテル水戸 滬特製中華おせち二段重 ３人前
ふう

商品内容

商品内容

商品内容

行　事　名　称 申込受付期間 行　事　名　称 申込受付期間
①クリスマスお楽しみ抽選会
②おせち
③クリスマスリース教室
④季節の果物
⑤冬のガーデニング教室
⑥KFCカード
⑦Ｂリーグ観戦
⑧ハワイアンズ

⑨ホテルレイクビュー食事券
⑩プレジデントホテル食事券
⑪寄せ植え葉ボタン
⑫スキー場リフト券
⑬スイーツ食べ放題
⑭トレーニングルーム回数券
⑮屋内プール回数券

11/12 (金) 必着

11/1 (月)～2 (火)

11/2 (火)～4 (木)

11/4 (木)～5 (金)

11/5 (金)～8 (月)

11/5 (金)～８ (月)

11/8 (月)～９ (火)

11/９ (火)～10 (水)

【行事参加申込期間一覧】

・受付日開始の午前中はFAXの受信が大変混み合います。行事参加申込の受付は先着順ではありません。
　慌てず上記、受付日内にお申し込みください。（定数を超えた場合は抽選とさせていただきます。）
・ホームページから行事参加申し込みされる方はログインコードの入力が必要になります。
 〔ログインコード〕2634  871  590

（イメージ）

（イメージ）

（イメージ）
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