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事 業 所　  483社 （前月末比0社）
会 員 数  3,016人 （前月末比34人減）
（内 個人会員 286人）  平成28年2月29日現在5月号の予告

○仙川湯けむりの里　回数券
○きかんしゃトーマスファミリーミュージカル　
 7/10（日）調布市グリーンホール

多摩地区18団体
5万人が

利用していた券から

日　時

場　所

募集人員

材料費

持ち物

申込方法

講　師

有効期間

注意事項

平成28年4月1日（金）～平成29年3月31日（金）

4月1日から

1　割引券1枚につき、1回に限り各施設の備考欄に記載の利用人数分まで有効
2　割引券に本人負担金を添えて施設の窓口で入場券と引き換えてご利用ください。
3　割引券は、会員とその家族のみに利用できます。
4　子ども・幼児等の区分、営業時間、休業等は施設に異なります。詳細は、施設へ直接お問い合わせください。

平成28年度より、30施設から選んでお好みに合わせて利用できる6枚綴りのエンジョイドリーム割引券を発行します。
連合会統一利用割引券の発行は、終了となります。詳細は、ゆとり＆にゅーす特集号（255号）をご覧ください。

都内10区と多摩地区の
18団体で計10万人を超
える会員が利用できる
券へとリニューアル

この1枚が割引券です

4月1日から連合会統一利用

割引券終了！

★昼の香り　ロールオンアロマ（香油）作り
─ローズマリー＆レモン─　ボディコロン
　ロールオンボトルで使いやすく、手首や耳の後
ろにひと塗りすれば、外出時にも爽やかなアロマ
がほのかに香ります。

“生活の木”プロデュース　アロマテラピー講習会
～香りで元気～　はじめよう ！ アロマライフ♪
アロマテラピーとは？ 精油とは？ アロマテラピーの基礎的な知識、安全な使い方と精油の特徴を学びな
がら、さらに話題の昼用・夜用アロマの手作りやハーブの楽しみ方も実習・試飲を交えてご紹介します。

5月28日（土）
受付　午後1時45分から
講習　午後2時～午後4時
三鷹市シルバー人材センター　2階会議室
30名
＊申込者が10名未満の場合は、中止となります。

〔講習料無料〕
会員・家族 1,300円
一般 1,600円
＊自分で作ったアロマ（2種類）をお持ち帰りいただけます。

筆記用具
会報到着後から4月22日（金）までに、サービスセンターへ電話でお申し込みください。
＊先着順に受付します。ただし、空きがある場合は、定員まで受付します。
＊参加される方には、後日案内書を送付します。　
申込時には、会員番号・事業所名・参加者名・TELをお伝えください。
生活の木　青木さゆり先生
AEAJ認定アロマテラピーインストラクター

健康アロマ手づくり

★夜の香り　アロマルームスプレー作り
─ラベンダー＆オレンジ─ルームスプレー
　リビングでのくつろぎの時間やおやすみ前の
寝室にシュシュシュ！テッシュペーパーに吹きか
けて枕元に置いたり、楽しみ方自由自在‼

─健康増進や美容、老化防止にも最適 ！ アロマテラピーを上手に生活に取り入れましょう─

内　容 枚　数

料　金

場　所
購入方法

フリーパス券
TOBU ZOOTOBU ZOO

東東武武動動 園園物物公公
●有効期間（2017年3月まで）のお好きな
　1日利用できます。
●入園＋のりもの乗り放題
　（夏期はプールも利用できます）

●大人・子供共通
　※チケットは、3歳から必要
埼玉県南埼玉郡白岡町瓜田ケ谷４２５
【最寄駅】東武伊勢崎線・東武スカイツリーライン
　　　　「東武動物公園駅」より徒歩10分

1会員あたり　年間10枚まで

通常料金：大人4,800円、子供3,700円のところ

 会員  1枚 1,300円（大人・子供共通）
一般及び11枚以降1,700円

サービスセンターへ電話でお申し込みください。
チケットは取り寄せになりますので、入荷次第
ご連絡します。（注文後、約1週間）
※発売元の在庫がなくなった場合は、終了となります。

●大人・子供共通（3歳以上）　
販売日から2～ 6ヶ月程度
（サービスセンターまでご確認ください。）

1会員あたり　年間10枚まで
一般料金　大人3,240円、小人2,060円、
幼児1,450円のところ
会員　1枚 800円（大人・子供共通）
一般及び11枚以降　 1,000円

サービスセンターへ電話でお申し込みください。
チケットは取り寄せになりますので、入荷次第ご連絡します。
（注文後、約1週間）

有効期間

枚　数

料　金

購入方法

5つのテーマパーク、遊びきれない温泉大陸 
　　　　　　　　常夏の楽園スパリゾートハワイアンズへ !!

チケットスパリゾートハワイアンズスパリゾートハワイアンズ（福島県いわき市）（福島県いわき市）

S p a R e s o r t

注）●有効期間により受付開始日が異なります。詳しくは、
サービスセンターまでお問い合わせください。

 ●発売元の在庫がなくなった場合は終了となります。

写真はイメージ

新たに エンジョイドリーム券 登場!!
☆エンジョイドリーム券（茶色でミシン目付6枚綴りの券）は特集号と一緒に会員の皆様全員分をお送りしました。
　再発行できませんので大切にお使いください。
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プロ野球公式戦観戦チケットプロ野球公式戦観戦チケット東京ドーム

日　程

参加費

募　集

交　通

申込方法

5月22日（日）
午前7時30分 三鷹市役所出発
午後6時00分頃 三鷹市役所解散

大型観光バス
88名（最少催行人員バス1台あたり、30名）
会報到着後から4月22日（金）までにサービス
センターへ電話でお申し込みください。
定員を超えた場合は、抽選となります。
※空きがある場合は、4月25日（月）から再受付します。
※参加される方には、後日詳しい「しおり」をお届けします。
申込時には、会員番号・事業所名・参加者名・TEL
をお伝えください。

～高級びわ＆房総沖で獲れた新鮮な海の幸を～

行　程

企画手配旅行：JTBガイアレック　利用バス会社：東京バス（予定）

三鷹市役所
《首都高・アクアライン・館山道》 
　　▼

道の駅とみうら枇杷倶楽部
【びわ狩り園内30分食べ放題・買物】
　　▼

ご要望にお応えし、再度参ります ！ 今回は“海鮮ちらしコース”
漁協直営食堂　ばんや
【昼食】特上海鮮ちらし・金目鯛煮付け・さんが焼き・茶碗蒸し・のり汁
　　▼

道の駅 保田小学校
【買物】廃校を利用したユニークな「道の駅」が登場しました ！
　　▼

三井アウトレットパーク木更津【買物】
　　▼

《アクアライン・首都高》
三鷹市役所（希望者は三鷹駅までお送りします。）

初夏の味覚 房州びわ狩りと
ばんや食堂でのご昼食

6月4日（土）17：30 ～　先着30枚
積水ハウスミュージカルシアター四季劇場「夏」（大井町）
【最寄駅】ＪＲ京浜東北線「大井町駅」西口より徒歩5分

Ｓ席ファミリーゾーン・指定席

会報到着後から4月22日（金）までにサービスセンターへ
電話でお申し込みください。先着順に受付します。
申込時には、会員番号・事業所名・会員名・TEL・枚数をお伝え
ください。

劇団四季　ミュージカル

リトルマーメイド

場　所

購入方法

料　金

日時・枚数

座　席

場　所

購入方法料　金

日時・枚数

日時・枚数

座　席

区　分 大　人 子　供（3歳～小学生）

会員・家族
一        般

通常料金9,800円のところ

7,800円
9,800円

通常料金5,000円のところ

4,000円
5,000円

区　分 大　人 こども（3歳～小学生）

会員・家族
一        般

通常料金6,000円のところ

4,300円
5,400円

通常料金4,900円のところ

3,500円
4,400円

7月16日（土）14：00 ～　先着20枚
7月19日（火）10：30 ～　先着20枚
国立代々木競技場　第一体育館
【最寄駅】ＪＲ山手線「原宿駅」より徒歩5分

Ｓ席・指定席

ディズニー・オン・アイス

雪の女王雪の女王アナアナとと

6月11日（土）　午後2時～　30枚
府中の森芸術劇場どりーむホール
【最寄駅】京王線「東府中駅」より徒歩7分

2階 A席・指定席　＊18歳未満入場不可
前売券5,000円のところ
会員・家族 3,600円
一　般 4,500円
会報到着後から4月22日(金)までに、サービスセンターへ電
話でお申し込みください。定数を超えた場合は、抽選となります。
申込時には、会員番号・事業所名・会員名・TEL・枚数をお伝えく
ださい。

巨人VS阪神タイガース

綾小路きみまろ笑撃ライブ ！

お
待
た
せ
し
ま
し
た
！

～中高年のアイドル“綾小路きみまろ”が府中にやってきます!!

座　席

場　所

購入方法

料　金

座　席

場　所 購入方法東京ドーム
指定席Ａ＋ ＴＤＣグルメチケット （1000円分）

＊１塁・３塁の指定はできません。
＊1会員あたり、4枚まで会員価格で購入できます。

（一般 巨人戦5,400円/ロッテ戦3.800円）

カード 日にち 試合開始 料金（グルメ券込み）
会　員

販売
枚数 一般及び5枚～

7/7（木） 18:00～ 5,100円 6,400円

千葉ロッテマリーンズ  VS 
 福岡ソフトバンクホークス

7/12（火） 18:30～ 3,600円 4,500円

巨人 VSヤクルトスワローズ 7/29（金） 18:00～ 5,100円 6,400円

10枚

10枚

10枚

マリーンズ誕生25周年記念試合

伝統の一戦 記念ロゴ入りピンストラ
イプユニホーム（非売品）

プレゼント！
7/12（火）のみ

会報到着後から4月25日（月）までに、サービスセンター
へ電話でお申し込みください。
先着順に受付します。
申込時には、会員番号・事業所名・会員名・TEL・日にち・枚数をお伝え
ください。

会報到着後から4月22日（金）までに、
サービスセンターへ電話でお申し込みく
ださい。先着順に受付します。
申込時には、会員番号・事業所名・会員名・
TEL・日にち・枚数をお伝えください。

劇団四季とディズニーの新次元ミュージカル ！
想像を超えた、神秘的な海の世界にご期待ください ！ ！

©Disney

©Disney

区　分 大　人 4歳～小学生

同居家族
一　般

会　員
8,600円
10,100円

8,100円
7,100円
8,200円

－

＊4歳～小学生：こども用の食事

※2歳以下のお子様は保護者1名につき、1名まで膝上に限り無料。
　但しお席の必要な場合は有料。

あの感動は終わらない。2016 年は「アナ雪」フルストーリー
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プロ野球公式戦観戦チケットプロ野球公式戦観戦チケット東京ドーム
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4月1日（金）～9月30日（金）まで

会員・家族　1冊　2,300円
一　般 2,900円
9月30日（金）まで東京ドームシティ
法人サービスセンター窓口で販売します。

有効期間

金　額

購入方法

とくてんチケット
○対象施設（一部掲載）

注）不足のポイント分に現金を追加してのご利用は出来ません。
他のチケットとの併用は出来ません。ポイントは切り離すと無効になります。

TELお問合せ先〔東京ドーム〕 03（5800）9999 HP www.tokyo-dome.co.jp/10/▼ ▼

1冊に10ポイント！ 　ポイントを使って東京ドームシティの
いろいろな施設で遊べます。（最大6,200円相当分）

上記は、対象施設の一部を掲載しました。※天候や混雑状況により営業の中止・入場規制がかかる場合があります。※各施設により、営業日時等異なります。

Tokyo Dome City

国際バラと第18回

会　期

会　場

料　金

購入方法

5月 13日（金）～18日（水）
西武プリンスドーム
【最寄駅】 西武球場前駅

当日券 2,200円のところ
会員・家族 1,300円
一 般 1,600円
＊小学生以下は無料（保護者の付き添いが必要です）
＊会期中、入場券の提示で西武園ゆうえんちへ入園できます。同伴のお子様も入園できます。
＊会場の当日券売場にて、障がい者手帳を提示の方、同伴者1名まで各1,100円となります。
 （対象：身体障がい者手帳、療育手帳「みどりの手帳」「愛の手帳」、障がい者保健福祉手帳）

5月17日（火）まで、サービスセンター窓口で販売します。

ガーデニングショウ

レストラン 料　理

会　員
料　金

一般及び
5枚以降本館17階

インペリアルバイキング サール
11：30～ 14：30
03-3539-8187

Time

 TEL

約40種類のブッフェ料理
ダイナミックなロースト料理や香ばしいパイ料理など、
シェフが目の前で調理
〈メニュー例〉
牛フィレ肉のパイ包み焼き、コールドミート、シーフードサラダ、
帝国ホテル伝統のポテトサラダ、本日のスープ、本日のパスタ他

通常料金6,050円のところ
平日 3,900円

通常料金5,400円
～ 7,000円相当

3,100円

4,900円

3,900円

洋食プリフィクスコース
・前菜またはスープ（4品）
・メインディッシュ（7品）
例）帝国ホテル特製ビーフカレー・ハンバーグステーキ・
鯛のグリル・あさりトマトのスパゲッティ 他 

・デザート（4種）
・コーヒーまたは紅茶

本館1階　

パークサイドダイナー

〔税・サービス料込〕

有効期間

購入方法

場　所

枚　数4月1日（金）～ 9月30日（金）
※除外日
インペリアルバイキング サール 4/29～5/8、7/29～8/1
パークサイドダイナー 4/29～5/8 

帝国ホテル 東京　
【最寄駅】JR「有楽町駅」より徒歩5分

帝国ホテル 東京
Imperial Hotel Tokyo

インペリアルバイキング
サール ランチ券 パークサイドダイナー 食事券

1会員　各レストラン4枚まで会員価格で購入できます。

9月30日（金）まで、サービスセンター窓口で販売します。
（ランチ券　サールをご利用の方は、レストラン予約後の購入をおすすめ
します。）

その他
＊インペリアルバイキング サールご利用の場合は、必ず予約し、当センターのチケットを利用する旨
をお伝えください。
＊パークサイドダイナーは、予約制ではありません。混み合っている時は、お待ちいただく場合があります。
 ご来店の際に入り口にて係にお食事券をお渡しください。

ランチ券

NEW

NEW

11：00～ 23：00
03-3539-8046

Time

 TEL
食事券

＊土日祝は、現地にて追加料金900円を
  お支払いください。

お食事券

営業時間

営業時間

スーパーブッフェ

飲茶ランチ券

ディナー券

内　容

料　金

料　金

京王プラザホテル新宿

中国料理「南園」

「グラスコート」

会　員

（通常料金）

大人（中学生以上）区　分
4,000円
5,0００円
（５,600円） 

小学生
２,2００円
２,8００円
（３,100円） 

幼児（４歳～小学生未満）
１,3００円
１,6００円
（１,800円） 

一般及び5枚以降

シニア（６５歳以上）
３,2００円
4,0００円
（４,500円） 

＊ご予約時間より2時間制平日 １７：３０～２１：３０　土日祝 １７：００～20：00 

9月30日（金）まで、サービスセンター窓口で販売します。
（レストラン予約後の購入をおすすめします。）

本館2階

1会員、各レストラン4枚まで会員価格で購入できます。

写真は、イメージです。

前回の様子

【最寄駅】JR新宿駅西口　徒歩5分
【予   約】 ☎０３-３３４４-０１１１（内５９５５）

枚　数

購入方法

※税・サービス料込
※土日祝日は大人1,000円、シニア800円／飲み放題は大人、シニア各2,250円を現地でお支払いください。

11：30～14：30
前菜・本日のスープ・料理長おすすめ料理四品・蒸し点心・デザート
＊イベントにより、内容が変更となる場合があります。
通常料金3,000円のところ

会　員 2,000円
一般及び5枚以降 2,600円

有効期間
料　　金

枚　数

施　設

購入方法

セサミ スポーツクラブセサミ スポーツクラブ
前期分

1リーグチケット1リーグチケットJJ
場　所

座　席

購入方法 試合開催日3週間前までに電話でお申し込み
ください。
チケット入荷次第ご連絡します。

味の素スタジアム他

バックスタンド上層自由席
（当日券：大人3,500円、小中800円）

料　金

http：//www.fctokyo.co.jp/

＊ 試合日程は、FC東京のホームページをご覧いただくか、
　サービスセンターまでお問い合わせください。

 会員・家族 2,200円 400円
 一　　般 2,800円 600円

 区 分 大 人 小中学生

 2017年3月31日（金）まで
会員　1枚　1,400円
 会員1人につき、
前期（4～9月）に25枚まで購入できます。
　＊後期（10～ 3月）販売分については、
　　後日発行の会報でお知らせします。

 『セサミスポーツクラブ三鷹』
　＊一部別途料金がかかるものがあります。

サービスセンター窓口で販売します。

ご利用について
●サービスセンター窓口で「利用券」を購入して、ご利用ください。
●利用時には、必ず「サービスセンターの会員証」をお持ちください。 
●ご利用いただけるのは会員と同居の家族です。

FC東京主催試合

＊メニューは、食材の都合により予告なく変わる場合がありますので、ご了承ください。
＊他の優待割引などとの併用はできません。
＊催事や貸切など特別営業期間中は利用できない場合がありますので、ご了承ください。

予約制ではありません

オールタイム
利用可

 必要P  対象施設・施設内容  有料対象年齢大　　人
一般料金

 子　　供
一般料金

10P

7P

20P

6P
4P

3,400～3,900
3,132
3,240
2,634

2,400～ 2,900
－

5,900～ 6,200

1,080～ 1,296

読売巨人軍公式戦指定席A＋TDCグルメチケット500円　*21P の日あり、売切の場合は引換不可
アトラクションズ　ワンデーパスポート（乗り物乗り放題）大人・中人・シニア ※特別興行を除く
東京ドームホテル３Ｆ　スーパーダイニング「リラッサ」ランチブッフェ　※９０分制
東京ドームホテル４３Ｆ　サウンドステージ＆ダイニング「アーティスト カフェ」パノラマランチ　＊土日祝のみ90分制
スパ ラクーア入館
アトラクションズ　ナイト割引パスポート（17時以降乗り物乗り放題）　※特別興行を除く
アトラクションズ　ワンデーパスポート（乗り物乗り放題）小人・幼児　※特別興行を除く
ミーツポート２Ｆ　スパニッシュ・イタリアン「バルコ」ランチ（ハンバーグ他一部除く）

－
1,404
2,160
1,836
－

1,300～2,100

小学生以上
中学生（12歳）以上

4歳以上

小学生未満入館不可
中学生（12歳）以上
3歳～小学生
全年齢

4月1日（金）
〜

9月30日（金）

有効期間

除外日 4/29~5/8
　　　　　（グラスコートのみ）

変更となりました
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4月1日（金）～9月30日（金）まで

会員・家族　1冊　2,300円
一　般 2,900円
9月30日（金）まで東京ドームシティ
法人サービスセンター窓口で販売します。

有効期間

金　額

購入方法

とくてんチケット
○対象施設（一部掲載）

注）不足のポイント分に現金を追加してのご利用は出来ません。
他のチケットとの併用は出来ません。ポイントは切り離すと無効になります。

TELお問合せ先〔東京ドーム〕 03（5800）9999 HP www.tokyo-dome.co.jp/10/▼ ▼

1冊に10ポイント！ 　ポイントを使って東京ドームシティの
いろいろな施設で遊べます。（最大6,200円相当分）

上記は、対象施設の一部を掲載しました。※天候や混雑状況により営業の中止・入場規制がかかる場合があります。※各施設により、営業日時等異なります。

Tokyo Dome City

国際バラと第18回

会　期

会　場

料　金

購入方法

5月 13日（金）～18日（水）
西武プリンスドーム
【最寄駅】 西武球場前駅

当日券 2,200円のところ
会員・家族 1,300円
一 般 1,600円
＊小学生以下は無料（保護者の付き添いが必要です）
＊会期中、入場券の提示で西武園ゆうえんちへ入園できます。同伴のお子様も入園できます。
＊会場の当日券売場にて、障がい者手帳を提示の方、同伴者1名まで各1,100円となります。
 （対象：身体障がい者手帳、療育手帳「みどりの手帳」「愛の手帳」、障がい者保健福祉手帳）

5月17日（火）まで、サービスセンター窓口で販売します。

ガーデニングショウ

レストラン 料　理

会　員
料　金

一般及び
5枚以降本館17階

インペリアルバイキング サール
11：30～ 14：30
03-3539-8187

Time

 TEL

約40種類のブッフェ料理
ダイナミックなロースト料理や香ばしいパイ料理など、
シェフが目の前で調理
〈メニュー例〉
牛フィレ肉のパイ包み焼き、コールドミート、シーフードサラダ、
帝国ホテル伝統のポテトサラダ、本日のスープ、本日のパスタ他

通常料金6,050円のところ
平日 3,900円

通常料金5,400円
～ 7,000円相当

3,100円

4,900円

3,900円

洋食プリフィクスコース
・前菜またはスープ（4品）
・メインディッシュ（7品）
例）帝国ホテル特製ビーフカレー・ハンバーグステーキ・
鯛のグリル・あさりトマトのスパゲッティ 他 

・デザート（4種）
・コーヒーまたは紅茶

本館1階　

パークサイドダイナー

〔税・サービス料込〕

有効期間

購入方法

場　所

枚　数4月1日（金）～ 9月30日（金）
※除外日
インペリアルバイキング サール 4/29～5/8、7/29～8/1
パークサイドダイナー 4/29～5/8 

帝国ホテル 東京　
【最寄駅】JR「有楽町駅」より徒歩5分

帝国ホテル 東京
Imperial Hotel Tokyo

インペリアルバイキング
サール ランチ券 パークサイドダイナー 食事券

1会員　各レストラン4枚まで会員価格で購入できます。

9月30日（金）まで、サービスセンター窓口で販売します。
（ランチ券　サールをご利用の方は、レストラン予約後の購入をおすすめ
します。）

その他
＊インペリアルバイキング サールご利用の場合は、必ず予約し、当センターのチケットを利用する旨
をお伝えください。
＊パークサイドダイナーは、予約制ではありません。混み合っている時は、お待ちいただく場合があります。
 ご来店の際に入り口にて係にお食事券をお渡しください。

ランチ券

NEW

NEW

11：00～ 23：00
03-3539-8046

Time

 TEL
食事券

＊土日祝は、現地にて追加料金900円を
  お支払いください。

お食事券

営業時間

営業時間

スーパーブッフェ

飲茶ランチ券

ディナー券

内　容

料　金

料　金

京王プラザホテル新宿

中国料理「南園」

「グラスコート」

会　員

（通常料金）

大人（中学生以上）区　分
4,000円
5,0００円
（５,600円） 

小学生
２,2００円
２,8００円
（３,100円） 

幼児（４歳～小学生未満）
１,3００円
１,6００円
（１,800円） 

一般及び5枚以降

シニア（６５歳以上）
３,2００円
4,0００円
（４,500円） 

＊ご予約時間より2時間制平日 １７：３０～２１：３０　土日祝 １７：００～20：00 

9月30日（金）まで、サービスセンター窓口で販売します。
（レストラン予約後の購入をおすすめします。）

本館2階

1会員、各レストラン4枚まで会員価格で購入できます。

写真は、イメージです。

前回の様子

【最寄駅】JR新宿駅西口　徒歩5分
【予   約】 ☎０３-３３４４-０１１１（内５９５５）

枚　数

購入方法

※税・サービス料込
※土日祝日は大人1,000円、シニア800円／飲み放題は大人、シニア各2,250円を現地でお支払いください。

11：30～14：30
前菜・本日のスープ・料理長おすすめ料理四品・蒸し点心・デザート
＊イベントにより、内容が変更となる場合があります。
通常料金3,000円のところ

会　員 2,000円
一般及び5枚以降 2,600円

有効期間
料　　金

枚　数

施　設

購入方法

セサミ スポーツクラブセサミ スポーツクラブ
前期分

1リーグチケット1リーグチケットJJ
場　所

座　席

購入方法 試合開催日3週間前までに電話でお申し込み
ください。
チケット入荷次第ご連絡します。

味の素スタジアム他

バックスタンド上層自由席
（当日券：大人3,500円、小中800円）

料　金

http：//www.fctokyo.co.jp/

＊ 試合日程は、FC東京のホームページをご覧いただくか、
　サービスセンターまでお問い合わせください。

 会員・家族 2,200円 400円
 一　　般 2,800円 600円

 区 分 大 人 小中学生

 2017年3月31日（金）まで
会員　1枚　1,400円
 会員1人につき、
前期（4～9月）に25枚まで購入できます。
　＊後期（10～ 3月）販売分については、
　　後日発行の会報でお知らせします。

 『セサミスポーツクラブ三鷹』
　＊一部別途料金がかかるものがあります。

サービスセンター窓口で販売します。

ご利用について
●サービスセンター窓口で「利用券」を購入して、ご利用ください。
●利用時には、必ず「サービスセンターの会員証」をお持ちください。 
●ご利用いただけるのは会員と同居の家族です。

FC東京主催試合

＊メニューは、食材の都合により予告なく変わる場合がありますので、ご了承ください。
＊他の優待割引などとの併用はできません。
＊催事や貸切など特別営業期間中は利用できない場合がありますので、ご了承ください。

予約制ではありません

オールタイム
利用可

 必要P  対象施設・施設内容  有料対象年齢大　　人
一般料金

 子　　供
一般料金

10P

7P

20P

6P
4P

3,400～3,900
3,132
3,240
2,634

2,400～ 2,900
－

5,900～ 6,200

1,080～ 1,296

読売巨人軍公式戦指定席A＋TDCグルメチケット500円　*21P の日あり、売切の場合は引換不可
アトラクションズ　ワンデーパスポート（乗り物乗り放題）大人・中人・シニア ※特別興行を除く
東京ドームホテル３Ｆ　スーパーダイニング「リラッサ」ランチブッフェ　※９０分制
東京ドームホテル４３Ｆ　サウンドステージ＆ダイニング「アーティスト カフェ」パノラマランチ　＊土日祝のみ90分制
スパ ラクーア入館
アトラクションズ　ナイト割引パスポート（17時以降乗り物乗り放題）　※特別興行を除く
アトラクションズ　ワンデーパスポート（乗り物乗り放題）小人・幼児　※特別興行を除く
ミーツポート２Ｆ　スパニッシュ・イタリアン「バルコ」ランチ（ハンバーグ他一部除く）

－
1,404
2,160
1,836
－

1,300～2,100

小学生以上
中学生（12歳）以上

4歳以上

小学生未満入館不可
中学生（12歳）以上
3歳～小学生
全年齢

4月1日（金）
〜

9月30日（金）

有効期間

除外日 4/29~5/8
　　　　　（グラスコートのみ）

変更となりました

4 5



「ぐるっとパス2016」が使える79施設
※各施設指定の展示に1回ずつご利用いただけます。

※すでに規定枚数を購
入された方は、一般
料金となります。

会　期

会　期

会　場

料　金

購入方法

会　場

料　金

購入方法

区　分

会員・家族
（当日券）

1,000円
（1,600円）

700円
（1,200円）

400円
（800円）

大　人 大学生 高校生

最初の利用日から2ヶ月間（最終有効期限は、2017年3月31日）有効期間

会員・家族　1,400円
2017年1月30日（月）まで
サービスセンター窓口で販売します。

料　金

購入方法

東京・ミュージアム
都内79の美術館や博物館などの入場券または割引券がつづられた
便利でお得なチケットブックです。（通常料金　2,000円　＊大人料金のみ）

2016ぐるっとパス
東京の美術館・博物館等共通入場券＆割引券

4月27日（水）～8月22日(月)
国立新美術館　企画展示室1E（東京・六本木）
【最寄駅】東京メトロ千代田線「乃木坂駅」6出口（美術館直結）

＊中学生以下は無料
＊障がい者手帳等をお持ちの方とその付き添いの方1名は無料
＊高校生無料観覧日については、追って公式サイト等で発表します。

オルセー美術館・オランジュリー美術館所蔵

ルノワール展
印象派時代の最高傑作《ムーラン・ド・ラ・ギャレットの舞踏会》初来日 ！
《田舎のダンス》＆《都会のダンス》45年ぶりにそろって来日 ! !

前
売
入
場
券

《ムーラン・ド・ラ・ギャレットの舞踏会》　
1876年　油彩、カンヴァス　オルセー美術館
© Musée d’Orsay, Dist. RMN-Grand Palais /
  Patrice Schmidt / distributed by AMF　

8月22日（月）まで、サービスセンター窓口で販売します。

4月22日（金）～5月24日(火)
東京都美術館　企画展示室（東京・上野公園）
【最寄駅】ＪＲ「上野駅」公園口より徒歩7分

生誕300年記念 若冲展
伊藤若冲（1716-1800）の生誕300年を記念して、初期から晩年までの代表作を紹介します。若冲が京都・相
国寺に寄進した「釈迦三尊像」3幅と「動植綵絵」30幅（宮内庁三の丸尚蔵館）が東京で一堂に会すのは初め
てです。近年、多くの人々に愛され、日本美術の中でもきら星のごとく輝きを増す若冲の生涯と画業に迫ります。

《動植綵絵　老松白鳳図》　絹本着色　
一幅　141.8×79.7cm　宮内庁三の丸尚蔵館

区　分

会員・家族
（当日券）

900円
（1,600円）

800円
（1,300円）

400円
（800円）

600円
（1,000円）

大　人 大学・専門学校生 高校生 65歳以上

＊中学生以下は無料
＊身体障がい者手帳・愛の手帳・療育手帳・精神障がい者保健福祉手帳・被爆者健康手帳等をお持ちの方とそ
の付き添いの方1名は無料（証明できるものをご持参ください）

＊5月18日（水）シルバーデーにより、65歳以上の方は無料。当日は大変な混雑が予想されます。ご来場の際はご注意ください。

会報到着後～5月24日（火）まで、サービスセンター窓口で販売します。

※5月10日（火）から一部展示作品が入れ替わります。

5月29日(日)まで
会員･家族　大人900円/小・中学生300円
＊詳しくは、ゆとり＆にゅーす2月号をご覧ください。

スタジオ設立30周年記念

ピクサー展 入場券

販
売
中

口
窓

チ
ケ
ッ
ト

ボストン美術館所蔵

俺たちの国芳　わたしの国貞 入場券
6月5日(日)まで
会員･家族　大人900円/大学・高校生600円
 中学・小学生400円
＊詳しくは、ゆとり＆にゅーす3月号をご覧ください。

有効期限

料　金

有効期限

料　金

下記の割引券を切り取り、販売窓口に提出してください。
割引料金でチケットが購入できます!

春のキャンペーン！
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「ぐるっとパス2016」が使える79施設
※各施設指定の展示に1回ずつご利用いただけます。

※すでに規定枚数を購
入された方は、一般
料金となります。

会　期

会　期

会　場

料　金

購入方法

会　場

料　金

購入方法

区　分

会員・家族
（当日券）
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（1,600円）
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400円
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大　人 大学生 高校生
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会員・家族　1,400円
2017年1月30日（月）まで
サービスセンター窓口で販売します。

料　金

購入方法
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都内79の美術館や博物館などの入場券または割引券がつづられた
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【最寄駅】東京メトロ千代田線「乃木坂駅」6出口（美術館直結）

＊中学生以下は無料
＊障がい者手帳等をお持ちの方とその付き添いの方1名は無料
＊高校生無料観覧日については、追って公式サイト等で発表します。

オルセー美術館・オランジュリー美術館所蔵

ルノワール展
印象派時代の最高傑作《ムーラン・ド・ラ・ギャレットの舞踏会》初来日 ！
《田舎のダンス》＆《都会のダンス》45年ぶりにそろって来日 ! !

前
売
入
場
券

《ムーラン・ド・ラ・ギャレットの舞踏会》　
1876年　油彩、カンヴァス　オルセー美術館
© Musée d’Orsay, Dist. RMN-Grand Palais /
  Patrice Schmidt / distributed by AMF　

8月22日（月）まで、サービスセンター窓口で販売します。

4月22日（金）～5月24日(火)
東京都美術館　企画展示室（東京・上野公園）
【最寄駅】ＪＲ「上野駅」公園口より徒歩7分

生誕300年記念 若冲展
伊藤若冲（1716-1800）の生誕300年を記念して、初期から晩年までの代表作を紹介します。若冲が京都・相
国寺に寄進した「釈迦三尊像」3幅と「動植綵絵」30幅（宮内庁三の丸尚蔵館）が東京で一堂に会すのは初め
てです。近年、多くの人々に愛され、日本美術の中でもきら星のごとく輝きを増す若冲の生涯と画業に迫ります。

《動植綵絵　老松白鳳図》　絹本着色　
一幅　141.8×79.7cm　宮内庁三の丸尚蔵館

区　分

会員・家族
（当日券）

900円
（1,600円）

800円
（1,300円）

400円
（800円）

600円
（1,000円）

大　人 大学・専門学校生 高校生 65歳以上

＊中学生以下は無料
＊身体障がい者手帳・愛の手帳・療育手帳・精神障がい者保健福祉手帳・被爆者健康手帳等をお持ちの方とそ
の付き添いの方1名は無料（証明できるものをご持参ください）

＊5月18日（水）シルバーデーにより、65歳以上の方は無料。当日は大変な混雑が予想されます。ご来場の際はご注意ください。

会報到着後～5月24日（火）まで、サービスセンター窓口で販売します。

※5月10日（火）から一部展示作品が入れ替わります。

5月29日(日)まで
会員･家族　大人900円/小・中学生300円
＊詳しくは、ゆとり＆にゅーす2月号をご覧ください。

スタジオ設立30周年記念

ピクサー展 入場券

販
売
中

口
窓

チ
ケ
ッ
ト

ボストン美術館所蔵

俺たちの国芳　わたしの国貞 入場券
6月5日(日)まで
会員･家族　大人900円/大学・高校生600円
 中学・小学生400円
＊詳しくは、ゆとり＆にゅーす3月号をご覧ください。

有効期限

料　金

有効期限

料　金

下記の割引券を切り取り、販売窓口に提出してください。
割引料金でチケットが購入できます!

春のキャンペーン！
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256
2016 4

事 業 所　  483社 （前月末比0社）
会 員 数  3,016人 （前月末比34人減）
（内 個人会員 286人）  平成28年2月29日現在5月号の予告

○仙川湯けむりの里　回数券
○きかんしゃトーマスファミリーミュージカル　
 7/10（日）調布市グリーンホール

多摩地区18団体
5万人が

利用していた券から

日　時

場　所

募集人員

材料費

持ち物

申込方法

講　師

有効期間

注意事項

平成28年4月1日（金）～平成29年3月31日（金）

4月1日から

1　割引券1枚につき、1回に限り各施設の備考欄に記載の利用人数分まで有効
2　割引券に本人負担金を添えて施設の窓口で入場券と引き換えてご利用ください。
3　割引券は、会員とその家族のみに利用できます。
4　子ども・幼児等の区分、営業時間、休業等は施設に異なります。詳細は、施設へ直接お問い合わせください。

平成28年度より、30施設から選んでお好みに合わせて利用できる6枚綴りのエンジョイドリーム割引券を発行します。
連合会統一利用割引券の発行は、終了となります。詳細は、ゆとり＆にゅーす特集号（255号）をご覧ください。

都内10区と多摩地区の
18団体で計10万人を超
える会員が利用できる
券へとリニューアル

この1枚が割引券です

4月1日から連合会統一利用

割引券終了！

★昼の香り　ロールオンアロマ（香油）作り
─ローズマリー＆レモン─　ボディコロン
　ロールオンボトルで使いやすく、手首や耳の後
ろにひと塗りすれば、外出時にも爽やかなアロマ
がほのかに香ります。

“生活の木”プロデュース　アロマテラピー講習会
～香りで元気～　はじめよう ！ アロマライフ♪
アロマテラピーとは？ 精油とは？ アロマテラピーの基礎的な知識、安全な使い方と精油の特徴を学びな
がら、さらに話題の昼用・夜用アロマの手作りやハーブの楽しみ方も実習・試飲を交えてご紹介します。

5月28日（土）
受付　午後1時45分から
講習　午後2時～午後4時
三鷹市シルバー人材センター　2階会議室
30名
＊申込者が10名未満の場合は、中止となります。

〔講習料無料〕
会員・家族 1,300円
一般 1,600円
＊自分で作ったアロマ（2種類）をお持ち帰りいただけます。

筆記用具
会報到着後から4月22日（金）までに、サービスセンターへ電話でお申し込みください。
＊先着順に受付します。ただし、空きがある場合は、定員まで受付します。
＊参加される方には、後日案内書を送付します。　
申込時には、会員番号・事業所名・参加者名・TELをお伝えください。
生活の木　青木さゆり先生
AEAJ認定アロマテラピーインストラクター

健康アロマ手づくり

★夜の香り　アロマルームスプレー作り
─ラベンダー＆オレンジ─ルームスプレー
　リビングでのくつろぎの時間やおやすみ前の
寝室にシュシュシュ！テッシュペーパーに吹きか
けて枕元に置いたり、楽しみ方自由自在‼

─健康増進や美容、老化防止にも最適 ！ アロマテラピーを上手に生活に取り入れましょう─

内　容 枚　数

料　金

場　所
購入方法

フリーパス券
TOBU ZOOTOBU ZOO

東東武武動動 園園物物公公
●有効期間（2017年3月まで）のお好きな
　1日利用できます。
●入園＋のりもの乗り放題
　（夏期はプールも利用できます）

●大人・子供共通
　※チケットは、3歳から必要
埼玉県南埼玉郡白岡町瓜田ケ谷４２５
【最寄駅】東武伊勢崎線・東武スカイツリーライン
　　　　「東武動物公園駅」より徒歩10分

1会員あたり　年間10枚まで

通常料金：大人4,800円、子供3,700円のところ

 会員  1枚 1,300円（大人・子供共通）
一般及び11枚以降1,700円

サービスセンターへ電話でお申し込みください。
チケットは取り寄せになりますので、入荷次第
ご連絡します。（注文後、約1週間）
※発売元の在庫がなくなった場合は、終了となります。

●大人・子供共通（3歳以上）　
販売日から2～ 6ヶ月程度
（サービスセンターまでご確認ください。）

1会員あたり　年間10枚まで
一般料金　大人3,240円、小人2,060円、
幼児1,450円のところ
会員　1枚 800円（大人・子供共通）
一般及び11枚以降　 1,000円

サービスセンターへ電話でお申し込みください。
チケットは取り寄せになりますので、入荷次第ご連絡します。
（注文後、約1週間）

有効期間

枚　数

料　金

購入方法

5つのテーマパーク、遊びきれない温泉大陸 
　　　　　　　　常夏の楽園スパリゾートハワイアンズへ !!

チケットスパリゾートハワイアンズスパリゾートハワイアンズ（福島県いわき市）（福島県いわき市）

S p a R e s o r t

注）●有効期間により受付開始日が異なります。詳しくは、
サービスセンターまでお問い合わせください。

 ●発売元の在庫がなくなった場合は終了となります。

写真はイメージ

新たに エンジョイドリーム券 登場!!
☆エンジョイドリーム券（茶色でミシン目付6枚綴りの券）は特集号と一緒に会員の皆様全員分をお送りしました。
　再発行できませんので大切にお使いください。
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