
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

東京ディズニーリゾート®・コーポレートプログラムのご案内 
「コーポレートプログラム」利用者を対象とした 2021年度実施予定のお得情報をご案内します。 

【１】「東京ディズニーセレブレーションホテル」宿泊割引 
会員の皆様とご家族を対象に、客室料金を１０％割引にてご提供いたします。 

●宿泊開始 2021 年 4 月 2 日（金）～ 2022 年 3 月 31 日（木） 

●予約期間 2021 年 4 月 1 日（木）11：00 ～ 2022 年 3 月 30 日（水）20：59 

※宿泊希望日の２ヶ月前から予約可能 

●予約方法 コーポレートプログラムご利用者専用サイト（dcp.go2tdr.com）より 

「東京ディズニーリゾート・オンライン予約・購入サイト」にアクセスし、 

下記のプランパスワードを入力し、ご予約をお取りください。 

プランパスワード【DCHDCP2021】 ※パスワード有効期限：2022 年 3 月 30 日 

●注意事項  

・「東京ディズニーリゾート・オンライン予約・購入サイト」でのユーザー登録が必要です。 

・チェックイン時に本人確認書類の提示を求められる場合があります。 

・パークの運営状況により、内容が変更（または中止）となる場合があります。 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

４月上旬募集開始予定  

★★旅するレストラン列車～至福の時間～★★ 
●日  程：①５月２９日（土）②６月２７日（日） 

●募集人数：会員・ご家族のみ 各日２６名 計５２名  

●金  額：おひとり5,500 円（参考：一般価格 10,000 円） 

※募集の詳細につきましては、ソウェルクラブ東京 WEB サイトに順次掲載予定です。 

※申込時には会員番号が必要です。新規加入者は、会員証を受理後にお申込みいただけます。 

※企画は中止・変更・追加となる場合があります。その際は WEB サイトでご案内いたします。 

【詳細・申込みはこちら】WEBサイト https://www.tcsw.tvac.or.jp/activity/kyosaikai/fukurikosei 

★注意事項★ 

・WEＢ申込フォームにご入力後、確認画面で「申し込む」を押し「下記の内容で申し込み手続きを行い

ました」という画面に変わりましたら、申込完了となります。必ず申込内容の控えをお取りください。 

・重複申込や、ご入力いただいた情報に不備があった場合は落選となります。 

・当選後のキャンセルは原則不可です。万が一そのようなご対応があった場合は、履歴が記録されるた

め、次回以降の当選確率が低くなります。ご注意ください。 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

仕事の合間にほっと一息。ホットな情報で気分もＨＯＴに♪ 
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～契約企業からのお知らせ～ 

西武新宿 発・西武秩父 着 
約２時間３０分～３時間の 
ブランチコースです♪ 

http://dcp.go2tdr.com/
https://www.tcsw.tvac.or.jp/activity/kyosaikai/fukurikosei
https://www.tcsw.tvac.or.jp/activity/kyosaikai/fukurikosei


 

２０２１年度の募集予定 …会員同士や家族との交流・リフレッシュにご利用ください♪ 

 

 企画名  企画名 

日

帰

り

ツ

ア

ー 

旅するレストラン列車～至福の時間～ 

食

事 

銀座久兵衛ランチ 

横浜ヘリコプター＆選べるランチ～再び～ ホテルニューオータニランチ 

選べる体験＆ランチツアー～浅草編～ 選べる昼御膳～日本を感じる～ 

迎賓館赤坂離宮ガイドツアー 
＆明治記念館お食事 

セレクトホテルランチ～中華編～ 

マクセルアクアパーク品川 
バックヤードツアー（開催再開待ち） 

セレクトホテルランチ 
～イタリアン・鉄板焼き編～ 

キリンビール工場見学ツアー（開催再開待ち） セレクトホテルランチ～ブッフェ編～ 

文

化

・

娯

楽 

劇団四季観劇 

・アラジン ・ライオンキング ・アナと雪の女王 
品川プリンスホテルセレクトランチ 

観劇「歌舞伎座」～NEW～ 
ラグジュアリーホテル 

～アフタヌーンティープラン～ 

宝塚観劇（開催再開待ち） スペシャルディナー～ホテルセレクトプラン～ 

・横浜ロイヤルパークホテル 

・ザ ロイヤルパークホテル アイコニック東京汐留 スポーツ観戦（開催再開待ち） 

●各企画の募集案内は、「ソウェルほっと」に掲載するとともに、ソウェルクラブ東京 WEB サイトに 

アップいたします。最新の情報、募集内容の詳細は WEB サイトでご確認ください。 

●国内の情勢等に応じて、急遽募集や実施の時期、企画内容等が変更・延期・中止となる場合があり 

ます。その際はWEB サイトでご案内いたします。ご理解いただきますようお願いします。 
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今年度の会員交流事業について 

～事務局からのお知らせ①～ 

2021年度「福利厚生センター東京 利用案内」を発送しました 

3 月時点での会員名簿に基づき、会員数の「福利厚生センター東京 利用案内」を各施設･団体あてに 

発送いたしました。事務ご担当者様よりお受け取りください。  

2021年度「東京ディズニーリゾート®コーポレートプログラム利用券」 
発送時期は６月上旬です 

コーポレートプログラム利用券は２０２１年６月上旬に各事業あてに一括送付します。 

○利用期間：２０２１年６月１日 ～２０２２年 2 月２８日  

○発行枚数：会員 1 名につき１,０００円補助券を 2 枚ずつ 

○発  送：２０２１年６月上旬予定 

※各施設・団体あてに一括送付となります。 

○詳細事項：コーポレートプログラムご利用者専用サイト(dcp.go2tdr.com)をご参照ください。 

○ご 注 意：譲渡・転売は禁止されています。本人家族以外の使用を確認次第、無効処理をします。 

いかなる理由があっても再発行はいたしません。取扱いにはご注意ください。 

 

 

http://dcp.go2tdr.com/


情報誌「ソウェルほっと」の配信について 
・この情報誌は、毎月 FAX による配信を行っています。（一部除外月もあります） 
 

配信方法 配信先 備 考（事業所ご担当者様の対応） 

FAX 
全事業所に送信 
 
※会員事業所名簿に 

登録済の FAX番号 

・事前の登録は不要です。 

・お使いの FAX 機において迷惑ファクス防止機能を設定している

場合は受信できません。受信設定をご確認ください。 

※同一の FAX 番号には 1 通のみ送信となります。 

※FAX 配信と合わせてWEB サイトへの掲載をおこなっております。こちらもご活用ください。 

 

 

 
 

  

福利厚生センター東京 企画委員 大募集中です！ 
 
＜企画委員について＞ 

任  期：２年（1 年ごとに約半数が改選） 

募集人数：５名 

役  割：(1)委員会への出席 年２回（７月、１月頃の平日を予定。オンライン開催も検討中） 

2022 年度の会員向け企画を中心とした事業の検討 

※出席 1 回につき謝礼をお支払いします。 

(2)会員交流事業のモニター参加と報告レポートの作成 

2021 年度の会員交流事業にモニターとしてペア（同行者はご家族・会員）で 

ご参加いただきます。 

※参加費用は福利厚生センター東京が負担します。 

応募方法：FAX または WEB でお申込みください。 

【FAX】下記をご記入の上、お送りください。 

送付先：０３－５２８３－６９９７ 
【WEB】福利厚生センター東京の WEB サイトよりお申込みください。 

募集期間：２０２１年５月１４日（金）まで 

結果通知：採用の場合は、５月２４日（月）頃に採用通知を所属施設・団体あてに送付します。 

※所属施設・団体の了承を得た上でご応募ください。 

※ご不明な点がありましたら、福利厚生センター東京（℡０３－５２８３－６８９８）まで 

お問合せください。 
 

【氏名】 【会員番号】 （県番号 3 桁 – 法人番号 4 桁 – 個人番号 6 桁） 

              

【事業所・団体名】 【事業所・団体住所】 

 〒 

【メールアドレス】（個人もしくは事業所） 【事業所・団体電話番号】 【事業所・団体 FAX 番号】 
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～事務局からのお知らせ②～ 



福利厚生センター東京では、会員交流事業の魅力をお伝えするため、企画委員の皆様に 

モニターで参加をしていただき、体験レポートをお寄せいただいております。 

今回は 「高級料亭ランチ」 「劇団四季観劇」  企画をお届けします♪（2020年度実施） 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

「加賀屋銀座店」でランチをしてきました！ 

本来は主人と娘と行くはずでしたが、コロナ禍のため子連れで都

心に行くことに抵抗もあり、急遽妹と一緒に行くことに。加賀屋に

は何度も変更の電話をかけましたが、快諾いただき安心して行くこ

とができました。 

加賀屋は銀座の中心にありますが、地下一階の店内に足を踏み入

れるとゆったりとした穏やかな空気が流れていました。加賀の手の

込んだ繊細なお料理はもちろん美味しく、和食器も上品で素敵、

隅々まで行き届いたおもてなしにも居心地の良さを感じました。 

中でも、これだけを食べに来るお客様もいるという「治部煮」

は心身共に温まる美味しさでした。 

行き慣れない銀座という土地柄、少々気合の入った装いの私に

娘から「お母さんかわいい！」とおだててもらい、しばし子育て

から解放され、姉妹水入らずの時間が過ごせました。快く送り出

してくれた主人にも感謝です。 

帰り際に次回のサービスチケットをいただいたので、落ち着い

たら今度は主人と娘と行きたいなと思います。 

（ 泉 有紀 委員 / 国分寺市社会福祉協議会 ） 

 

劇団四季「オペラ座の怪人」を観に行ってきました！ 

雪予報の中、劇団四季「オペラ座の怪人」を観に行ってきました。コロナ

禍での観劇に不安もありましたが、おしゃれをして出掛けるのは嬉しく、ウ

キウキとした気持ちで出掛けることができました。 

 浜松町にある「四季劇場 秋」は舞台と客席がとても近く、生オーケストラ

の音楽やキャストの歌声はとても迫力がありました。また、照明や衣裳、舞

台美術との調和もすばらしく、カーテンコールが、なんと８回もありました。 

 コロナ対策で「ブラボー！」などの声が出せないので、ただただ拍手をす

るだけで感動を伝えましたが、何度も何度も拍手に応えるキャストを見てい

ると涙が出てきました。 

 自粛、自粛の毎日の中、夢のような時間を過ごすことが出来ました。や

はり生の舞台は素晴らしいです。この感動を糧にまた明日から頑張ろうとい

う気持ちになりました。 

（ 片倉 まり子 委員 / 旭出調布福祉作業所 ） 
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