
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
2020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！  

●募集案内は、毎月 1 日にソウェルクラブ東京WEBサイトにアップするとともに、各事業所に FAXやメール等 
で配信している「ソウェルほっと」にも掲載しています。 

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

【会員交流事業の申込み方法】 WEBサイト http://www.tcsw.tvac.or.jp/ 

①インターネットで東社協 を検索       

②トップページ「手続き・申込」の『福利厚生センター「ソウェルクラブ東京」』をクリック 

③会員交流事業の欄から該当する事業を選び、案内される手順に沿って申込み ※スマートフォン一部対応 
 

★注意事項★ 

・同月に募集事業が複数ある場合、それぞれお申込みいただけます。ただし、同一事業内での重複申込（代表

者または同行者を変えての複数申込含む）や不備申込（未記入箇所がある、会員番号の間違え等）は、落選

となります。 

・申込操作を最後まで行われない方が多数確認されています。「申し込む」ボタンを押した後、「下記の内容で

申し込み手続きを行いました」という画面になると、申込が完了となります。確認画面のみでは申込が完了

していませんので、ご注意ください。また、必ず申込内容の控えをお取りください。 

・当選後にキャンセルされた場合、当選歴として記録され、次回以降の当選確率が低くなります。 
 
 

新型コロナウィルス対応に伴う会員交流事業の実施開始時期について 
新型コロナウィルスの感染防止対応の一環として、今年度の会員交流事業は 5 月から募集します。 

 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。 

ご理解いただきますようお願いします。 
 
 

3 月募集会員交流事業について 

♥「全国共通お食事券ジェフグルメカード」  申込数 614 名【当選倍率倍】3.0 倍 

上記会員交流事業の抽選を行い、当選者に通知しました。たくさんのご応募ありがとうございました。 

募集月 事業名 募集月 事業名 

５月 

劇団四季観劇（アラジン、ライオンキング） 

８月 

横浜ヘリコプター遊覧＆選べるランチツアー（北欧料
理スカンディヤ、中華料理北京カォヤーテン） 

キリンビール工場見学＆ヨコハマインターコンチネ
ンタルホテルランチ 

帝国ホテルランチ（インペリアルバイキングサール） 

高級料亭ランチ（加賀屋） 

9 月 

ホテルランチブッフェセレクトプラン（ホテルニュー
オータニ The Sky、ヒルトン東京マーブルラウンジ） 

６月 

東京ディズニーシー パーク・ファン・パーティー 銀座セレクトランチ（銀座久兵衛、資生堂パーラー） 

東京ドームで野球観戦 

10 月 

劇団四季観劇（キャッツ、アナと雪の女王） 

ラグジュアリーホテルランチプラン（アマン東京
Arva、コンラッド東京 チャイナブルー） 

ランチセレクトプラン和食スペシャル（ザ・プリンス
タワー東京 日本料理芝桜、銀座 花蝶） 

７月 

宝塚観劇 
品川プリンスホテルランチプラン（リュクスダイニン
グハプナ、テーブル９東京、和ビストロいちょう坂） 

レストラン列車 至福の５２席乗車ツアー 11 月 
国産牛鉄板焼きランチ（ヒルトン東京お台場 日本料
理さくら） 

高級フレンチランチ（マンダリンオリエンタル東京 
シグネチャー） 

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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会員交流事業の募集案内および情報誌ソウェルほっとの配信について 
・この情報誌は毎月月末頃、会員事業所ごとにＦＡＸ、メールによる配信を行っています。（一部除外月あり）  

・募集中の「会員交流事業」は、情報誌ソウェルほっとで概要を確認いただき、ソウェルクラブ東京の 

WEB サイトで詳細・申込をご覧ください。 
 
情報誌ソウェルほっとの配信について（事業所単位での配信） 

配信方法 配信先 備 考（事業所担当者の対応） 

FAX 
全事業所に送信 
 
※会員事業所名簿に 

登録済の FAX 番号 

・事前登録は不要。 
・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。受信設定を変更いただくか、事業所の担
当者が下記のメール配信の登録をお願いします。 

メール 

希望される事業所
に配信 
 
※事業所での設定に 

より各部署、個々の 

会員への配信も可 

・メールに記載された URL よりインターネット上で閲覧できます。 
・事前に配信システム「NEXLINK WEB で FAX」利用登録が必要。 
登録後、「設定」の「受信設定」より WEB で FAX（メール）／
FAX／両方の 3 つから設定できます。 

・『配信システム「NEXLINK WEB で FAX」利用方法について』を
ご覧の上、事業所の担当者が事前にご登録ください。 

＜注意＞・「NEXLINK WEB で FAX」の利用登録は事業所単位で行ってください。 
    ・利用登録後、設定画面で受信するメールアドレスを必要分だけ設定いただけます。 

受信メールアドレス追加方法  「設定」→「通知先の追加」→「追加」→ 登録情報を入力 

 

  

2020年度版「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 
しました。事務ご担当者様よりお受け取りください。  

2020 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 の発送時期は６月です 

コーポレートプログラム利用券は２０２０年６月上旬頃に各事業あてに一括送付します。 
○利用期間：２０２０年６月１日 ～ ２０２１年 2 月２８日  
○発行枚数：会員 1 名につき１０００円券を 2 枚ずつ 
○利用方法：・「東京ディズニーリゾート・オンライン予約・購入サイト」で前売券を購入できます。 

・ディズニーランドでは自動券売機でチケットを購入できます。（ディズニーシーは窓口対応） 
※詳細はプログラムご利用者専用サイト(dcp.go2tdr.com)をご覧ください。 

○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。 

 

▲ログイン画面 

「https://webfax.jp/join 」 

にインターネットでアクセス 

「初めての方はこちら」をクリック 

▼管理者登録画面 

登録コード「412527」、福利厚生センターに登

録している事業所 FAX番号、その他情報を入力。 

その後、受信したメールと FAXに記載された内容

に従って本登録を完了させてください。 

▲ログイン後画面 

左側の「設定」から「受信設定」の変更、受信

メールアドレスの追加登録ができます。 

■配信システム「NEXLINK WEBで FAX」利用方法について 
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  東京ヴァンテアンクルーズ ゴールデンウィーク 春の洋上バイキングのご案内 
 
東京ヴァンテアンクルーズでは、ソウェルクラブ東京の会員向けの特別プランをご用意しました。 
 
●期 間 2020 年 4 月 29 日（水・祝）～ 5 月 6 日（水・祝） 
     ①ランチタイムクルーズ 12：00～14：00 
     ②トワイライトクルーズ 16：20～18：20 
      

 ●料 金 大 人(中学生以上)      ４，９００円 ⇒ ４，４１０円 

      小学生                   ２，９００円 ⇒ ２，６１０円 

      幼 児           １，５００円 ⇒ １，３５０円  
※乳児は食事不要の場合、大人１名様につき１名様無料。（離乳食等持込不可）詳細は予約時に確認。 

 
 ●ポイント   ・オリンピック選手村近くの晴海、豊洲航路をめぐります 

・なかなか見ることのできない操舵室を見学できます 

・ミニ双眼鏡プレゼント（対象は有料幼児～小学生） 

※操舵室見学希望の方は予約時に必ずお申し出ください（先着 20 名様限定/各便） 
 
●予約方法  お問合せ先に電話。「ソウェルほっとを見た」とお伝えの上、予約を行ってください。 
  
●お問合せ  東京ヴァンテアンクルーズ株式会社（営業時間 10：00～19：30） 

TEL 03-3436-2121   ホームページ http://www.vantean.co.jp 
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福利厚生センター東京 企画委員 大募集！ 
 

会員のニーズを把握し、福利厚生事業の充実を図ることを目的として企画委員会を設置しています。 
福利厚生センターの企画参加の経験などを生かしてアイデアを出しあってみませんか？ 
 
＜企画委員について＞ 

任 期：２年（1 年ごとに約半数が改選） 

役 割：(1)委員会への出席  年２回（７月、１月頃の予定。いずれも平日） 

     2021 年度の会員向け企画を中心とした事業の検討。※出席 1 回につき謝礼を支払います。 

(2)会員交流事業のモニター参加、報告レポートの作成 

2020 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、お申込みください。 ⇒ 【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：２０２０年５月１５日（金）まで 

募集人数：５名 

結果通知：採用の場合には、５月２５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】 

              

【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】 

   

 

 

 
あの有名ホテルの 

ランチ等にお得に 

参加できるよ！ 



 
 

 

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 2020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 
客室料金が 10％宿泊割引となります。 ※料金は、日程によって異なります。 

●対 象 者 会員ご本人とご家族 

●宿泊開始 2020 年 4 月 2 日（木） ～ 2021 年 3 月 31 日（水） 

●予約期間 2020 年 4 月 1 日（水）10：00 ～ 2021 年 3 月 30 日（火）20：59 

※宿泊希望日の 5 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（下記参照）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、プランパスワードを入力し、予約。  

プランパスワード【 DCHDCP2020 】 ※パスワード有効期限：2021 年 3 月 30 日 

●注意事項  

「コーポレートプログラム利用券」ご利用の場合は、チェックイン時にホテルフロントにご提出ください。

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。 
 

【２】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」（仮称） 
●期 間 【第１回】2020 年 9 月  【第２回】2021 年 1～3 月  

（予 定） 「東京ディズニーランド」「東京ディズニーシー」いずれかのチケットを、特別料金で購入可。 

※入園保証なし（入園制限中のパークでは利用不可） 

 ●対象者 会員ご本人とご家族 

※料金・購入方法・詳細 決定後にお知らせいたします。 
 

【その他】「東京ディズニーリゾート・バケーションパッケージ」 

各種ホテル宿泊のほか、時間指定のないファストパス・チケット、ショー鑑賞券など、各種コンテンツを 

セットにした東京ディズニーリゾート公式宿泊プランに、コーポレートプログラム利用券を使って購入した 

パークチケットをお使いいただけます。 ※料金は、ホテル・日程・お申込み人数により異なります。 

●対 象 者 会員ご本人とご家族 

●予約方法 

東京ディズニーリゾート・オフィシャルウェブサイトの「予約/購入」画面より、「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、「バケーションパッケージ」の画面ページより、希望す

るプランを選択。 

●注意事項 

・コーポレートプログラム利用券を使って購入したパークチケットを使う場合は、「バケーションパッケージ」

のプラン予約時に、必ずパークチケットの指定画面で「パークチケットなし」を選択の上、プランの予約

確定を行ってください。 

・バケーションパッケージのプランに使用するパークチケットを、オンラインにてコーポレートプログラム

利用券を使って購入される場合は、別途、「東京ディズニーリゾート・オンライン予約・購入サイト」のパ

ークチケット購入画面より、パークチケットをご手配ください。 
      
お問合せ先 東京ディズニーリゾート・コーポレートプログラムご利用者専用サイト（dcp.go2tdr.com） 

       ※「東京ディズニーリゾート･オンライン予約･購入サイト」の利用はユーザー登録が必要 
 

東京ディズニーリゾート・オンライン予約・購入サポートデスク 

      TEL 045-330-0101 （9：00～17：00 / 年中無休） 
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http://dcp.go2tdr.com/

