
 

 

■日光江戸村に個人でも団体料金で入村

できます！ 
日光江戸村「青色サービスパス」提示によりご利用いただけま

す。料金等についてのお問合せは、下記問い合わせ先・ＨＰへ 

 

(一社)武蔵野青色申告会 TEL. 0422-53-8665 

ＨＰ：http://www.aoironavi.com/ 

ＨＰ：http://www.tokyo-aoiro.or.jp/ 

日光江戸村 TEL 0288-77-1777 

HP： http://www.edowonderland.net/html/ja/index.html 

■サンリオピューロランド 
 

期間限定でパスポートを割引料金で購入することができる割引

券を用意しております。 
 

お問い合わせは（一社）武蔵野青色申告会 TEL. 0422-53-8665 

■㈱日本旅行 海外(マッハ、ベスト)・国

内企画商品(赤い風船)７％割引 
但し、赤い風船の交通費用明示のセット企画は、宿泊費用のみが

対象となります。 

営業時間 平日 9：30～17：30 

申込先：㈱日本旅行ふれあいセンターTEL. 03-5369-3960 

■ラフォーレ倶楽部   

全国に１２箇所あるラフォーレ倶楽部の施設を会員料金で利用

できます。会員やご家族での宿泊、会議・研修会開催にも対応す

る施設も充実しております。 

蔵王／那須／強羅／伊東／修善寺／山中湖／中軽井沢／琵琶湖

／白馬八方／南紀白浜／東京／新大坂   

※ 詳しくは http://www.laforet.co.jp/index.html 

■日帰り旅行・近隣散策 
 

仲間同士で気軽に参加できる企画をご案内いたします。詳細は 

会報等にてお知らせいたします。お問い合わせは 

 

（一社）武蔵野青色申告会 TEL. 0422-53-8665    

■東天紅 飲食１０％割引 
 
東天紅の首都圏 11 店舗で飲食が１０％割引！ 

(企画商品（飲み放題等）は除く。他のご優待との併用は不可) 

 

対象店舗：上野本店／東京国際フォーラム店／深川店／オペラシ

ティ東天紅／新宿店／恵比寿ガーデンプレイスタワー店／第一

ホテル両国店／横浜桜木町ワシントンホテル店／横浜店／ 

ＪＡＣＫ大宮店／千葉スカイウインドウズ東天紅 

 

お申込み・お問い合わせ 東天紅 TEL. 03-3828-5111 

■ホテル雅叙園東京 飲食１０％割引ほか 
  
ホテル雅叙園東京（旬遊紀・渡風亭・クラブラウンジ）で、飲食

10％が割引になります！ 

・ホテル雅叙園東京 
〒153-0064 東京都目黒区下目黒１－８－１ 

TEL.03-5434-3837 
ホテル雅叙園東京 http://www.hotelgajoen-tokyo.com/ 

■東京ディズニーリゾート 

・コーポレートプログラム 
 

・サンクスフェスティバルを開催（土日祝日を含む全日を対象と

して実施します。※入園制限中パークはご利用できません。 

ディズニー・パスポートがお得な割引料金で購入できるサンクス

フェスティバルを開催します。（期間限定） 

 

サンクスフェスティバルの開催期間やパスポート割引料金  

については、会報『むさし野』にて随時お伝えします。  

    

コーポレートプログラム利用者専用ＷＥＢサイト 

URL：dcp.go2tdr.com ※左記サイトから購入申込書をダウン

ロードして利用する場合、ＩＤとパスワード、団体番号と団体名

が必要です。詳しくは、会報又は事務局までお問い合わせくださ

い。 

（一社）武蔵野青色申告会 TEL. 0422-53-8665   
■青色健康診断  青色申告会では、会員の皆様をはじめ・

ご家族・従業員の方を対象に福利厚生事業として総合的な健康診

断を実施しております。この機会に自分の健康状態をチェックし

てみてはいかがでしょうか？ 

受診するすべての方に受けて頂く項目（2019 年度） 

検査項目 検査説明 金額 

医師問診 医師による問診・聴診 

14,000 円 

※料金は改定される可

能性があります。詳し

くは当会事務局にてご

確認ください。 

身体測定 身長・体重・腹囲・ＢＭＩ 

血圧測定 高血圧からくる病気の検査 

尿検査 糖・蛋白・潜血の値 

心電図検査 心臓病の発見と診断 

胸部 X 線撮影 肺や心臓の病気の診断 

視力検査 視力の検査 

聴力検査 聴力の検査 

胃部血液検査 胃の萎縮検査 

血液検査 
血液一般、肝機能、腎機能、 

血清アミラーゼ検査等 23 項目 

ＣＲＰ 急性の炎症や細胞の破壊 

ピロリ菌 胃癌のもと・ピロリ菌の存在有無 

腫瘍マーカー 
全員：胃がん、 

男性：肺がん、女性：乳がん 
 
 
※青色共済加入の方は 10％割引となります。 

お申込みは、電話か FAX でお願いいたします。 

(一社)武蔵野青色申告会 TEL. 0422-53-8665 FAX. 0422-51-0826 

■三井住友トラスト VISAゴールドカード 
 

通常年会費10,000円+税が翌年度以降も 

２,５００円＋税 （家族会員は1,000円+税） 

ゴールドカードがあればこんなときにも安心!! 
☆ 海外旅行だけでなく国内旅行の傷害保険もついている!! 

☆ 日本国内の主要空港ラウンジが無料でご利用になれます。 

☆ 90日間のお買い物安心保険で高額商品購入時も安心！！ 

 

お問い合わせは 

 三井住友トラストカード(株) TEL. 0120-834-928 

 （一社）武蔵野青色申告会  TEL. 0422-53-8665 

■あおいろ優待 
  

当会の会員証は便利でお得な優待カード。ご家族でご利用できるお

得がいっぱいです。会員証を優待対象施設にてご提示いただくだけ

で優待が受けられます。優待施設は宿泊・レジャー・温泉など目的

にあわせてご利用ください。 

《優待施設一覧》 
あてま高原リゾートホテルベルナティオ、ＦＵＪＩＹＡＭＡ倶楽部、

富士急ハイランド、ふじやま温泉、阿伎留の四季、梅の湯、もえ

ぎの湯・つるつる温泉 etc・・・ 

詳しい内容は、ホームページ http://www.aoironavi.com 

または 【あおいろ優待なび】で検索！！ 

■プレミアム人間ドック 会員価格 
野村病院予防医学センターと協力して会員、会員の家族、従業

員も利用できる特別な健康診断が受診できるようになりました。

会員だけの特別な健康診断コースに加えて、特別オプション検査

もつけられます。 

プレミアム人間ドック通常価格 54,648 円⇒会員価格 43,200 円 

プレミアム脳ドック 通常価格 50,760 円⇒会員価格 43,200 円 

さらに、特別オプション検査も会員価格で受けられます。 
 
ご予約・お問い合わせは  

医療法人財団慈生会 野村病院予防医学センター  

月～土 8：00～16：45  TEL.0422-47-8811 

ＷＥＢ：http://www.nomura.or.jp/preventive-reserve 

■近畿日本ツーリスト企画商品「メイト･

ホリデイ」(国内・海外)３％割引 
 

会員が 1 名でも参加すれば、近畿日本ツーリストの企画商品が、

いつでも基本料金の３％割引で購入する事ができます。 

・申込と相談は、「近畿日本ツーリスト ECC 本部」までお電話

ください。※代理店では割引されません。 

ECC 本部 TEL. 03-6891-9301（平日 9：15～17：30） 

※掲載の内容は 2019 年 6 月 25 日時点のものです。 

■ホリプロ・キョードー東京舞台 

ミュージカル公演割引 
ホリプロ製作の舞台・ミュージカル公演を、定価の 10％～20％

オフのご優待価格で購入することができます。 

キョードー東京指定の舞台・ミュージカル公演を、定価の１０％

～３０％オフのご優待価格で 購入することができます。 

優待販売する公演は会報でお知らせいたします。 

お問い合わせは（一社）武蔵野青色申告会 TEL. 0422-53-8665 

■がん検診（PET 検査）会員価格 
武蔵村山病院において PET 検査（がん検査）が会員価格にて受

けられます。 

ご質問・お問い合わせは  

社会医療法人財団大和会 武蔵村山病院画像診断 PET センター  

月～土 8：30～17：00  TEL.0120-634-990 

■専門家の無料相談 毎月 1 回、専門家による無料相談

会を開催しております。予約制となっておりますので、ご利用の際

は、事前に事務局までお電話ください。※日程は都合により変更と

なる場合があります。会報又は事務局にてご確認ください。 

弁護士の相談 

不動産・相続・商取引・民事など 

原則 毎月第 4 木曜日の午後 

（2 月除く） 

オオノ・キド 

法律事務所 

税理士の相談 

相続税・贈与税・譲渡所得税・ 

法人設立相談など 

原則 毎月第 2 金曜日の午後 

（2 月・3 月除く） 

東京税理士会 

武蔵野支部 

お申込み・お問い合わせは 

（一社）武蔵野青色申告会 TEL. 0422-53-8665 

■コナミスポーツクラブを法人会員価格

で利用できるようになりました！ 

 東京都内の青色申告会の会員、会員の家族または会員の従業員・

従業員の家族はコナミスポーツクラブとその提携施設を法人会員

価格でご利用いただけるようになりました。 

 

 個人入会金：   無料    （ 施設によって異なる  ） 

 会員登録料：   １，０００円（一般会員  ２，０００円） 

 月額会費：   １０，８７０円（一般会員 １３，２８５円） 

 都度利用：１，１００円～２，０００円（一般会員 制度なし） 

※全て税抜き価格 

  ※月額会費は施設カテゴリーで異なる。 

 【ご利用方法】 
 Step１ 『コナミスポーツクラブ法人会員証作成依頼書』（以

下、依頼書）を青色申告会で発行してもらう。 

 Step２ 『依頼書』と会員証発行手数料 1,000 円(税抜き)、 

ご本人確認書類、クレジットカード等を持って、 

お近くのコナミスポーツクラブで入会手続をする。 
 
詳しくは、会報又は事務局までお問い合わせください。 

（一社）武蔵野青色申告会 TEL. 0422-53-8665  

■ルネサンス・スポーツクラブを法人会

員価格で利用できるようになりました！ 
東京都内の青色申告会の会員、会員の家族または会員の従業

員・従業員の家族はルネサンス・スポーツクラブとその提携施設

を法人会員価格でご利用いただけるようになりました。 

 
 個人入会金： 無料     （一般会員  ３，０００円） 

 会員登録料： １，０００円 （一般会員  ５，０００円） 

 月額会費：  ７，８００円 （一般会員 １３，３００円） 

 都度利用：  １，５００円 （一般会員  制度なし  ） 

 ※全て税抜き価格 

【ご利用方法】 
Step１ 『ルネサンス 全国コーポレート会員登録用証明書』

（以下、証明書）を青色申告会で発行してもらう。 

Step２ 『証明書』と会員証発行手数料 1,000 円(税抜き)、ご

本人確認書類、monthly コーポレート会員希望の方

は、月会費２か月分（15,600 円税抜き）、とキャッ

シュカードと通帳を持って、ルネサンス直営施設で入

会手続をする。 
 
詳しくは、会報又は事務局までお問い合わせください。 

（一社）武蔵野青色申告会 TEL. 0422-53-8665 

■あおいろ家づくりサポート 
パナソニックホームズと提携し、会員限定特典が受けられます。 

特典 1 割引＆プレゼント 

    建物本体価格の５％割引 

    パナソニック家電 50 万円相当をプレゼント 

特典 2 敷地測量・プランニング・資金相談 

    パナソニックホームズの専門スタッフが全面サポート 

特典 3 あんしん倶楽部無料（ご自宅の場合） 

    パナソニックホームズの有料会員制度が無料になる 

特典 4 借上げ料率アップ（賃貸住宅の場合） 

『一括借上げシステム』の借上げ料率を 2％アップ 

特典 5 一般管理手数料ダウン（賃貸住宅の場合） 

    通常 5％の一般管理手数料が 3.5％になります。 

特典 6 金利優遇 

    住宅ローン、アパートローンはパナソニックホームズ 

提携金利を適用します 

お問い合わせは（一社）武蔵野青色申告会 TEL. 0422-53-8665 


