
　　鑑賞券　　鑑賞券映画映画
立川シネマシティ
（CINEMA ONE/CINEMA TWO

）

休休冬冬 みみ 立川シネマシティ専用の映画鑑賞券！
この冬は、おトクなチケットで
映画をわくわく楽しもう！ ！

立川シネマシティ専用の映画鑑賞券！
この冬は、おトクなチケットで
映画をわくわく楽しもう！ ！

パスポートチケット

2017年2月28日（火）まで
サービスセンター窓口で販売します。

12月17日（土）～ 2017年2月28日（火）
（休館日：1/11・12・18・19、2/8・9）

購入方法

料　金

有効期間

内　容

枚　数

○入場とアトラクション乗り放題
○大人・子供共通
○チケットは、3歳から必要

通常料金（休日）大人3,800円、小人2,700円のところ
会　員 1,800円
一般及び6枚以降 2,300円

素敵なショーと大好きなキャラクターたちに会える

サンリオピューロランドサンリオピューロランド

有効期間

枚　数

料　金

購入方法

○ご利用方法　
　各チケット売り場にて入場券と引き換えてからご利用ください。

12月1日（木）～ 2017年1月31日（火）
1会員5枚まで、会員価格で購入できます。

会員 1枚 900円
一般及び6枚以降1,400円
＊ 3D映画等ご利用の場合は、映画館で追加料金が必要となります。

＊上映作品は、変更となる場合がありますので、ご了承ください。　＊吉祥寺バウスシアターは閉館しましたので、吉祥寺地区の映画館はご利用いただけません。

© ’76,’96,’99,’01,’13,’16 SANRIO APPROVAL No.P0811091

・ブルーに生まれついて
・マダム・ローレンス！ 夢見るふたり
・古都
・仮面ライダー　平成ジェネレーションズ
・ローグ・ワン　スター・ウォーズ・ストーリー
・ぼくは明日、昨日のきみとデートする
・土竜の唄　香港協騒曲
・ポッピンQ
・バイオハザード　ザ・ファイナル

JR立川駅北口より
徒歩5分(高島屋隣)

JR立川駅北口より
徒歩6分

シネマ･ツー
CINEMA・TWO
（5館）
ａ～ｅ

シネマ･ワン
CINEMA・ONE
（6館）
f～ｋ ☎

042-525-1251

☎
042-525-1237

24時間
音声対応サービス

直通電話

主な上映作品（予定）映画館名 場　所 お問い合せ

FAX

2017年1月31日（火）まで
サービスセンター窓口で販売します。

「ピューロウインターギフト」開催！ 
「ギフト」をテーマに、冬にぴったり
なフードメニューや限定グッズの販
売、様々なイベントを展開します。

まで
311

料　金

購入方法

当日券1,600円のところ
 会員・家族 1,000円
 一　般 1,200円
＊小学生以下は、大人1名につき4名まで無料

 2017年1月6日（金）までサービスセンター窓口で販売します。

開催期間

会　場
2017年1月 7日（土）～1月15日（日）
東京ドーム
【最寄駅】JR「水道橋駅」東口より徒歩2分

事務局からのお知らせ

スキー場／お問合せ先
ＤａLｅＭｏ CLUB  全国 170ゲレンデ
http://www.dalemo.net/（株）ダレモコーポレーション

セントレジャー　舞子スノーリゾート　　　　　　
http://www.centleisure-maiko.com

石打丸山スキー場
http//www.ishiuchi.or.jp/
＊ サービスセンター会員証呈示で割引になります。（1会員5名まで）
　現地リフト券発売窓口で会員証を呈示してご購入ください。

スキーリフト割引券

プリンスホテル  リゾートご優待プラン  Ｍｔ．Ｎａｅｂａ等 20ヶ所
http://www.princehotels.co.jp/keiyaku〔パスワード：prkeiyaku〕
プリンスホテル予約センター　　 0120（33）8686

前売入場券

●年末年始休業のお知らせ
12月29日（木）～新年1月3日(火)の窓口業務は、休ませていただきますのでご了承ください。年末年始にご利用のチケット等は、
12月28日（水）午後5時までにお買い求めください。会員・ご家族の皆様、よいお年をお迎えください。

割引対象のゲレンデ・割引内容・料金等については、各ホームページをご覧いただくか、サービス
センター事務局までお問い合わせください。割引券は、サービスセンター窓口にあります。 
（一部の割引券は12月中旬になります。）

巨大な山車や、煌びやかな踊り手。全国各地の文化と伝統、
人情あふれだす“祭”の数々を東京ドームで体感してください！
日本各地のふるさとの「味」も大集結します。

1会員5枚まで、会員価格で購入できます。

12月31日（土）10：00～12：00
和風創作料理　桜庵
三鷹市下連雀3-6-53（三鷹駅南口徒歩3分）

桜庵にて直接お引き渡しします。
＊ 配送希望の方は、着払いにより承ります。（12/31着）
 （ゆうパック・クール便、金額1,000円程度）
＊三鷹市内は、12/31の午後、無料で配送します。
　（時間指定は不可）

会報到着後から12月12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を
お伝えください。

働く女性応援企画第2弾!!

 「おせち料理」斡旋 和風創作料理「桜庵」のおせち料理でお正月を！
おう あん

無添加、三鷹産直野菜など厳選素材にこだわり一品づつ丹精を込めた板長手作りのおせち料理をお届けします!!

申込方法

お引き渡し

数　量

一段重　26cm×26cm　高さ8cm　（８寸重） 二段重24cm×24cm　高さ8cm　（７.５寸重）

•先着　合計30セット
•1会員あたり、1セット会員料金で購入できます。
 複数希望の方は、2セット～通常料金にてお申し
込みいただけます。

A B1～2人前 2～3人前

会員
料金 22,500円

25,000円（通常料金）
会員
料金 13,500円

15,000円（通常料金）

＊税込金額　＊写真はイメージです。内容は多少異なる場合があります。

＊配送の場合は、センターへ代金支払時、送付先等を専用用紙にご記入いただきます。
  12/31着、配送料着払いにて送付します。（三鷹市内は、12/31午後に無料配送）

センターへ
申込 

センターから
引換券を
受け取る

12/31㈯10時～12時
桜庵にて、引換券を出し
おせち料理を受け取る。

時間厳守!

センターへ
代金を
支払う（＊）
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事 業 所 478社 （前月末比4社減）
会 員 数  3,019人 （前月末比14人減）
（内 個人会員 279人）平成28年10月31日現在1月号の予告

◯クオカード斡旋 　◯立川志の輔一門会　4/8㈯
◯キルト展、テーブルウェア展、世界らん展入場券



6,700円 6,700円 6,400円

6,200円 6,200円 5,900円

3,000円 3,000円 2,700円

1,000円 1,000円 700円

レストランレストラン共通補助券共通補助券休 み冬

内　 容

利用期間

会員1人あたり  4枚
発　 行

枚　数

800円 720円 420円

メニュー 通常料金 契約料金 特別料金
（補助券利用）

〔税別〕

カフェ ハイファミリア
Café Hi famiglia 三鷹産業プラザ1Ｆ（下連雀3-38-4）

☎ 0422-38-8311（11：00～15：00のランチ時間は予約不可）
定休日：火曜日（祝日の場合は営業）　

○グランドメニュー 〔例〕　11：00～ 22：00 ○デザートメニュー 〔例〕　11：00～ 22：00

お食事のグランドメニュー、デザートメニュー10％引き
＊セットドリンク・ランチメニュー・ケーキセット・サイドディッシュ、
ボトルワインは10％引きの対象外です。

料　金

お食事のグランドメニュー、デザートメニュー 10％引き
＊セットドリンク・ランチメニュー・ケーキセット、サイドディッシュ、ボトルワインは10％引きの対象外です。

Ｃafe Ｓacai 武蔵境～東小金井駅間　ののみち高架下
（武蔵野市境南町4-1-16）

○グランドメニュー〔例〕　11：00～ 22：00

900円 900円 600円
メニュー 通常料金 契約料金

950円 950円 650円

○ランチメニュー　11：30～ 15：00

バターチキンカレー（スープ・サラダ・ドリンク付）バターミルクパンケーキ（ランチは除く）

850円 765円 465円オムライス（ランチは除く） パリパリ鶏グリル（スープ・サラダ・ドリンク付）

特別料金
（補助券利用）

中央線

*パンケーキのオーダーは、19：00までとなります。

*パンケーキのオーダーは、19：00までとなります。

カムラッド
こだわりお肉と菜園料理 芸術文化センターＢ1Ｆ（上連雀6-12-14）

☎ 0422-41-9449
定休日：芸術文化センター休館日
 年末年始休業 12/29～1/4

1,026円 923円 623円

メニュー 通常料金 契約料金 特別料金
（補助券利用）

1,620円 1,458円 1,158円

野菜が主役の生パスタランチ
とろ～りチーズのオムライスランチ（唐揚げ付）
木曜限定 ランチブッフェ！  菜園野菜が食べ放題♪（除外日あり）

○ランチメニュー 〔例〕　11：30～ 15：00

武蔵野やさいのプレートランチ（16穀古代米・サラダ付）

〔税込〕

お料理・飲み物全品10％引き（ケーキセット・コースメニューは除く） 
＊他のサービスとは併用不可 

●Ｔea（15：00～17：00）・ディナー（17：00～21：15）
　メニューも割引の対象です。

料　金

＊全てドリンク付

＊全てお味噌汁・ドリンク付

菜園カフェ dono（ドーノ） 料　金

メニュー 通常料金 契約料金 特別料金
（補助券利用）

850円 765円 465円

メニュー 通常料金 契約料金

1,000円 900円 600円贅沢トマトのプッタネスカ

オムライス　＊ランチは除く

〔税別〕

特別料金
（補助券利用）

16穀古代米の和風プレート（サラダ付）
炊き込みご飯のヘルシー和風オムライス（唐揚げ付）

○ランチメニュー 〔例〕　11：30～ 15：00

和スタイルの生パスタランチ

〔税込〕

三鷹市公会堂さんさん館2Ｆ
☎ 0422-76-3488
定休日：月曜日及び公会堂休館日

お料理・飲み物全品10％引き（ケーキセット・コースメニューは除く）
＊他のサービスとは併用不可 

桃亭（TOH’-TEI）CHINESE GARDEN ☎ 0422-40-1233三鷹産業プラザ2F

1,500円 1,350円 1,050円
メニュー 通常料金 契約料金 特別料金

（補助券利用）

1,800円 1,620円 1,320円
（ライス・蒸しパン・サラダ・デザート付）野菜とチキンのスープカレー

チョイスプレート

○ランチメニュー 〔例〕　11：30～ 15：00

ホテルオークラの味を三鷹で！

料　金

料　金

〔税・サ込〕

1,400円 1,260円 960円
4,600円 4,140円 3,840円

メニュー 通常料金 契約料金 特別料金
（補助券利用）

五目つゆそば

水晶コース

○終日メニュー 〔例〕　17：00～ 22：00

●その他、単品料理も割引の対象です。

（5品のお料理から2品をチョイス。
 点心･サラダ・ライス・スープ･デザート付）

☎0422-27-8536（11：00～15：00のランチ時間は予約不可）
定休日：火曜日（祝日の場合は営業）

●Ｔea（15：00～17：00）・ディナー（17：00～21：15）
　メニューも割引の対象です。1,026円 923円 623円

『レストラン共通補助券』ご利用により、下表のレストランが、特別料金
でご利用できます。契約料金からさらに300円引 ！ （1人1回1枚有効）
＊期間中は、『サービスセンター会員証』提示で、同席者みなさんが契約料金でご利用で
きます。（除外メニューあり）
＊他の優待・割引券との併用はできません。

12月1日㊍～1月31日㊋
2017年

2017年1月31日（火）まで、
サービスセンター窓口でお渡し
します。

850円 765円 465円

メニュー 通常料金 契約料金 特別料金
（補助券利用）

550円 495円 195円
380円 342円 42円

バターミルクパンケーキ（生クリーム付）
＊ランチは除く

本日のタルト
コーヒー

〔税別〕

休業日 年末年始 12/31～1/1
 ＊レストラン貸切日がありますので、事前にご確認ください。

吉祥寺第一ホテル 武蔵野市吉祥寺本町2-4-14

0422-21-9814（直通） 12月１日（木）～2017年１月31日(火)
※除外日：12/22～25、1/1～4

利用期間T E L

９０分制９０分制

0422-21-2211（直通） 2017年1月1日(日・祝)～1月3日（火）　120分・2部制（1/3 夜の部除く）利用期間T E L

大　人

シニア

子　供

大　人

シニア

子　供

平　日

区分期　間 通常料金 契約料金 特別料金
（補助券利用）

※12/22～25、
　1/1～4を除く

※12/22～25、
　1/1～4を除く

※12/22～25、
　1/1～4を除く

※12/22～25、
　1/1～4を除く

土・日・祝

大　人

シニア

子　供

大　人

シニア

子　供

区  分 通常料金 契約料金 特別料金
（補助券利用）

●税・サ込　●シニア：65歳以上／幼児：4歳以上小学生未満

パークストリート（2F）

開運吉祥バイキング

平　日
期　間

土・日・祝

●税・サ込／飲物代は別　●シニア：65歳以上　●子供：4歳～小学生

天平の間（8F宴会場）

ランチバイキング  11：00～15：00 （14:30 ラストオーダー） ディナーバイキング  17：00～21：30 （21:00 ラストオーダー） 

3,400円 3,060円 2,760円

3,200円 2,880円 2,580円

2,100円 1,890円 1,590円

3,700円 3,330円 3,030円

3,500円 3,150円 2,850円

1,800円 1,620円 1,320円
4,200円 3,780円 3,480円

3,800円 3,420円 3,120円

2,200円 1,980円 1,680円

7,700円 7,200円 6,900円

7,200円 6,700円 6,400円

4,000円 3,500円 3,200円

1,000円 1,000円 700円

大　人

シニア

小学生

幼　児

区  分開運吉祥バイキング 通常料金 契約料金 特別料金
（補助券利用）

【昼の部】11：00～13：00、13：30～15：30
【夜の部】16：00～18：00、18：30～20：30

1月1日（日・祝）～2日（月）
大　人

シニア

小学生

幼　児

区  分開運吉祥バイキング 通常料金 契約料金

1月3日（火）

【昼の部】11：00～13：00、13：30～15：30
【夜の部】17：00～19：00　注）1回のみ開催

特別料金
（補助券利用）

〔満席の場合がありますので、お早めにご予約することをおすすめします。その際、サービスセンターの会員であることと補助券を利用することをお伝えください〕

2,700円 2,430円 2,130円

2,500円 2,250円 1,950円

1,600円 1,440円 1,140円

要予約

※12/26～30は、ランチ・ディナーとも土・日・祝料金となります。

※詳しくは、ゆとり＆にゅーす10月号をご覧ください。

2017年2月28日（火）
会 員 ランチ券 3,800円
 ディナー券 7,600円

有効期限

料　金

有効期限

料　金

2017年2月26日（日）
会員・家族 1,200円
高校・大学生 700円
小・中学生 300円

マリー・アントワネット展

スペシャルジョイントコンサート

2017年3月27日（月）
① 昼の部　午後2時 ～ 先着10枚
② 夜の部　午後5時30分 ～ 先着10枚

場　所

申込方法

料　金

日時・枚数

座　席

＊他の優待・割引券との併用はできません

美川憲一とコロッケが魅せます ！　聴かせます ！
そして、会場は笑いの渦に包まれるでしょう!!

オリンパスホール八王子
【最寄駅】JR「八王子駅」直結

12月7日（水）9:00～12月20日（火）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。

全席指定席

通常料金7,560円のところ
会員・家族 4,000円
一般 4,900円

※すでに規定枚数を購入された方は、一般料金となります。

フレンチの鉄人　坂井宏行のお店

ラ・ロシェル 山王店と南青山店 共通食事券

入館券

デトロイト美術館展 入館券

有効期限

料　金

2017年1月21日（土）
会員・家族 大人 1,000円
 高校・大学生 700円
 小・中学生 400円

＊売切次第終了

美川憲一＆コロッケ

お料理全品10％引き
注）「10食限定スペシャルランチ」「ブレイクプレート」、1/2～4の正月期間は、「10％割引」及び「補助券」の利用はできません。



6,700円 6,700円 6,400円

6,200円 6,200円 5,900円

3,000円 3,000円 2,700円

1,000円 1,000円 700円

レストランレストラン共通補助券共通補助券休 み冬

内　 容

利用期間

会員1人あたり  4枚
発　 行

枚　数

800円 720円 420円

メニュー 通常料金 契約料金 特別料金
（補助券利用）

〔税別〕

カフェ ハイファミリア
Café Hi famiglia 三鷹産業プラザ1Ｆ（下連雀3-38-4）

☎ 0422-38-8311（11：00～15：00のランチ時間は予約不可）
定休日：火曜日（祝日の場合は営業）　

○グランドメニュー 〔例〕　11：00～ 22：00 ○デザートメニュー 〔例〕　11：00～ 22：00

お食事のグランドメニュー、デザートメニュー10％引き
＊セットドリンク・ランチメニュー・ケーキセット・サイドディッシュ、
ボトルワインは10％引きの対象外です。

料　金

お食事のグランドメニュー、デザートメニュー 10％引き
＊セットドリンク・ランチメニュー・ケーキセット、サイドディッシュ、ボトルワインは10％引きの対象外です。

Ｃafe Ｓacai 武蔵境～東小金井駅間　ののみち高架下
（武蔵野市境南町4-1-16）

○グランドメニュー〔例〕　11：00～ 22：00

900円 900円 600円
メニュー 通常料金 契約料金

950円 950円 650円

○ランチメニュー　11：30～ 15：00

バターチキンカレー（スープ・サラダ・ドリンク付）バターミルクパンケーキ（ランチは除く）

850円 765円 465円オムライス（ランチは除く） パリパリ鶏グリル（スープ・サラダ・ドリンク付）

特別料金
（補助券利用）

中央線

*パンケーキのオーダーは、19：00までとなります。

*パンケーキのオーダーは、19：00までとなります。

カムラッド
こだわりお肉と菜園料理 芸術文化センターＢ1Ｆ（上連雀6-12-14）

☎ 0422-41-9449
定休日：芸術文化センター休館日
 年末年始休業 12/29～1/4

1,026円 923円 623円

メニュー 通常料金 契約料金 特別料金
（補助券利用）

1,620円 1,458円 1,158円

野菜が主役の生パスタランチ
とろ～りチーズのオムライスランチ（唐揚げ付）
木曜限定 ランチブッフェ！  菜園野菜が食べ放題♪（除外日あり）

○ランチメニュー 〔例〕　11：30～ 15：00

武蔵野やさいのプレートランチ（16穀古代米・サラダ付）

〔税込〕

お料理・飲み物全品10％引き（ケーキセット・コースメニューは除く） 
＊他のサービスとは併用不可 

●Ｔea（15：00～17：00）・ディナー（17：00～21：15）
　メニューも割引の対象です。

料　金

＊全てドリンク付

＊全てお味噌汁・ドリンク付

菜園カフェ dono（ドーノ） 料　金

メニュー 通常料金 契約料金 特別料金
（補助券利用）

850円 765円 465円

メニュー 通常料金 契約料金

1,000円 900円 600円贅沢トマトのプッタネスカ

オムライス　＊ランチは除く

〔税別〕

特別料金
（補助券利用）

16穀古代米の和風プレート（サラダ付）
炊き込みご飯のヘルシー和風オムライス（唐揚げ付）

○ランチメニュー 〔例〕　11：30～ 15：00

和スタイルの生パスタランチ

〔税込〕

三鷹市公会堂さんさん館2Ｆ
☎ 0422-76-3488
定休日：月曜日及び公会堂休館日

お料理・飲み物全品10％引き（ケーキセット・コースメニューは除く）
＊他のサービスとは併用不可 

桃亭（TOH’-TEI）CHINESE GARDEN ☎ 0422-40-1233三鷹産業プラザ2F

1,500円 1,350円 1,050円
メニュー 通常料金 契約料金 特別料金

（補助券利用）

1,800円 1,620円 1,320円
（ライス・蒸しパン・サラダ・デザート付）野菜とチキンのスープカレー

チョイスプレート

○ランチメニュー 〔例〕　11：30～ 15：00

ホテルオークラの味を三鷹で！

料　金

料　金

〔税・サ込〕

1,400円 1,260円 960円
4,600円 4,140円 3,840円

メニュー 通常料金 契約料金 特別料金
（補助券利用）

五目つゆそば

水晶コース

○終日メニュー 〔例〕　17：00～ 22：00

●その他、単品料理も割引の対象です。

（5品のお料理から2品をチョイス。
 点心･サラダ・ライス・スープ･デザート付）

☎0422-27-8536（11：00～15：00のランチ時間は予約不可）
定休日：火曜日（祝日の場合は営業）

●Ｔea（15：00～17：00）・ディナー（17：00～21：15）
　メニューも割引の対象です。1,026円 923円 623円

『レストラン共通補助券』ご利用により、下表のレストランが、特別料金
でご利用できます。契約料金からさらに300円引 ！ （1人1回1枚有効）
＊期間中は、『サービスセンター会員証』提示で、同席者みなさんが契約料金でご利用で
きます。（除外メニューあり）
＊他の優待・割引券との併用はできません。

12月1日㊍～1月31日㊋
2017年

2017年1月31日（火）まで、
サービスセンター窓口でお渡し
します。

850円 765円 465円

メニュー 通常料金 契約料金 特別料金
（補助券利用）

550円 495円 195円
380円 342円 42円

バターミルクパンケーキ（生クリーム付）
＊ランチは除く

本日のタルト
コーヒー

〔税別〕

休業日 年末年始 12/31～1/1
 ＊レストラン貸切日がありますので、事前にご確認ください。

吉祥寺第一ホテル 武蔵野市吉祥寺本町2-4-14

0422-21-9814（直通） 12月１日（木）～2017年１月31日(火)
※除外日：12/22～25、1/1～4

利用期間T E L

９０分制９０分制

0422-21-2211（直通） 2017年1月1日(日・祝)～1月3日（火）　120分・2部制（1/3 夜の部除く）利用期間T E L

大　人

シニア

子　供

大　人

シニア

子　供

平　日

区分期　間 通常料金 契約料金 特別料金
（補助券利用）

※12/22～25、
　1/1～4を除く

※12/22～25、
　1/1～4を除く

※12/22～25、
　1/1～4を除く

※12/22～25、
　1/1～4を除く

土・日・祝

大　人

シニア

子　供

大　人

シニア

子　供

区  分 通常料金 契約料金 特別料金
（補助券利用）

●税・サ込　●シニア：65歳以上／幼児：4歳以上小学生未満

パークストリート（2F）

開運吉祥バイキング

平　日
期　間

土・日・祝

●税・サ込／飲物代は別　●シニア：65歳以上　●子供：4歳～小学生

天平の間（8F宴会場）

ランチバイキング  11：00～15：00 （14:30 ラストオーダー） ディナーバイキング  17：00～21：30 （21:00 ラストオーダー） 

3,400円 3,060円 2,760円

3,200円 2,880円 2,580円

2,100円 1,890円 1,590円

3,700円 3,330円 3,030円

3,500円 3,150円 2,850円

1,800円 1,620円 1,320円
4,200円 3,780円 3,480円

3,800円 3,420円 3,120円

2,200円 1,980円 1,680円

7,700円 7,200円 6,900円

7,200円 6,700円 6,400円

4,000円 3,500円 3,200円

1,000円 1,000円 700円

大　人

シニア

小学生

幼　児

区  分開運吉祥バイキング 通常料金 契約料金 特別料金
（補助券利用）

【昼の部】11：00～13：00、13：30～15：30
【夜の部】16：00～18：00、18：30～20：30

1月1日（日・祝）～2日（月）
大　人

シニア

小学生

幼　児

区  分開運吉祥バイキング 通常料金 契約料金

1月3日（火）

【昼の部】11：00～13：00、13：30～15：30
【夜の部】17：00～19：00　注）1回のみ開催

特別料金
（補助券利用）

〔満席の場合がありますので、お早めにご予約することをおすすめします。その際、サービスセンターの会員であることと補助券を利用することをお伝えください〕

2,700円 2,430円 2,130円

2,500円 2,250円 1,950円

1,600円 1,440円 1,140円

要予約

※12/26～30は、ランチ・ディナーとも土・日・祝料金となります。

※詳しくは、ゆとり＆にゅーす10月号をご覧ください。

2017年2月28日（火）
会 員 ランチ券 3,800円
 ディナー券 7,600円

有効期限

料　金

有効期限

料　金

2017年2月26日（日）
会員・家族 1,200円
高校・大学生 700円
小・中学生 300円

マリー・アントワネット展

スペシャルジョイントコンサート

2017年3月27日（月）
① 昼の部　午後2時 ～ 先着10枚
② 夜の部　午後5時30分 ～ 先着10枚

場　所

申込方法

料　金

日時・枚数

座　席

＊他の優待・割引券との併用はできません

美川憲一とコロッケが魅せます ！　聴かせます ！
そして、会場は笑いの渦に包まれるでしょう!!

オリンパスホール八王子
【最寄駅】JR「八王子駅」直結

12月7日（水）9:00～12月20日（火）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。

全席指定席

通常料金7,560円のところ
会員・家族 4,000円
一般 4,900円

※すでに規定枚数を購入された方は、一般料金となります。

フレンチの鉄人　坂井宏行のお店

ラ・ロシェル 山王店と南青山店 共通食事券

入館券

デトロイト美術館展 入館券

有効期限

料　金

2017年1月21日（土）
会員・家族 大人 1,000円
 高校・大学生 700円
 小・中学生 400円

＊売切次第終了

美川憲一＆コロッケ

お料理全品10％引き
注）「10食限定スペシャルランチ」「ブレイクプレート」、1/2～4の正月期間は、「10％割引」及び「補助券」の利用はできません。



　　鑑賞券　　鑑賞券映画映画
立川シネマシティ
（CINEMA ONE/CINEMA TWO

）

休休冬冬 みみ 立川シネマシティ専用の映画鑑賞券！
この冬は、おトクなチケットで
映画をわくわく楽しもう！ ！

立川シネマシティ専用の映画鑑賞券！
この冬は、おトクなチケットで
映画をわくわく楽しもう！ ！

パスポートチケット

2017年2月28日（火）まで
サービスセンター窓口で販売します。

12月17日（土）～ 2017年2月28日（火）
（休館日：1/11・12・18・19、2/8・9）

購入方法

料　金

有効期間

内　容

枚　数

○入場とアトラクション乗り放題
○大人・子供共通
○チケットは、3歳から必要

通常料金（休日）大人3,800円、小人2,700円のところ
会　員 1,800円
一般及び6枚以降 2,300円

素敵なショーと大好きなキャラクターたちに会える

サンリオピューロランドサンリオピューロランド

有効期間

枚　数

料　金

購入方法

○ご利用方法　
　各チケット売り場にて入場券と引き換えてからご利用ください。

12月1日（木）～ 2017年1月31日（火）
1会員5枚まで、会員価格で購入できます。

会員 1枚 900円
一般及び6枚以降1,400円
＊ 3D映画等ご利用の場合は、映画館で追加料金が必要となります。

＊上映作品は、変更となる場合がありますので、ご了承ください。　＊吉祥寺バウスシアターは閉館しましたので、吉祥寺地区の映画館はご利用いただけません。

© ’76,’96,’99,’01,’13,’16 SANRIO APPROVAL No.P0811091

・ブルーに生まれついて
・マダム・ローレンス！ 夢見るふたり
・古都
・仮面ライダー　平成ジェネレーションズ
・ローグ・ワン　スター・ウォーズ・ストーリー
・ぼくは明日、昨日のきみとデートする
・土竜の唄　香港協騒曲
・ポッピンQ
・バイオハザード　ザ・ファイナル

JR立川駅北口より
徒歩5分(高島屋隣)

JR立川駅北口より
徒歩6分

シネマ･ツー
CINEMA・TWO
（5館）
ａ～ｅ

シネマ･ワン
CINEMA・ONE
（6館）
f～ｋ ☎

042-525-1251

☎
042-525-1237

24時間
音声対応サービス

直通電話

主な上映作品（予定）映画館名 場　所 お問い合せ

FAX

2017年1月31日（火）まで
サービスセンター窓口で販売します。

「ピューロウインターギフト」開催！ 
「ギフト」をテーマに、冬にぴったり
なフードメニューや限定グッズの販
売、様々なイベントを展開します。

まで
311

料　金

購入方法

当日券1,600円のところ
 会員・家族 1,000円
 一　般 1,200円
＊小学生以下は、大人1名につき4名まで無料

 2017年1月6日（金）までサービスセンター窓口で販売します。

開催期間

会　場
2017年1月 7日（土）～1月15日（日）
東京ドーム
【最寄駅】JR「水道橋駅」東口より徒歩2分

事務局からのお知らせ

スキー場／お問合せ先
ＤａLｅＭｏ CLUB  全国 170ゲレンデ
http://www.dalemo.net/（株）ダレモコーポレーション

セントレジャー　舞子スノーリゾート　　　　　　
http://www.centleisure-maiko.com

石打丸山スキー場
http//www.ishiuchi.or.jp/
＊ サービスセンター会員証呈示で割引になります。（1会員5名まで）
　現地リフト券発売窓口で会員証を呈示してご購入ください。

スキーリフト割引券

プリンスホテル  リゾートご優待プラン  Ｍｔ．Ｎａｅｂａ等 20ヶ所
http://www.princehotels.co.jp/keiyaku〔パスワード：prkeiyaku〕
プリンスホテル予約センター　　 0120（33）8686

前売入場券

●年末年始休業のお知らせ
12月29日（木）～新年1月3日(火)の窓口業務は、休ませていただきますのでご了承ください。年末年始にご利用のチケット等は、
12月28日（水）午後5時までにお買い求めください。会員・ご家族の皆様、よいお年をお迎えください。

割引対象のゲレンデ・割引内容・料金等については、各ホームページをご覧いただくか、サービス
センター事務局までお問い合わせください。割引券は、サービスセンター窓口にあります。 
（一部の割引券は12月中旬になります。）

巨大な山車や、煌びやかな踊り手。全国各地の文化と伝統、
人情あふれだす“祭”の数々を東京ドームで体感してください！
日本各地のふるさとの「味」も大集結します。

1会員5枚まで、会員価格で購入できます。

12月31日（土）10：00～12：00
和風創作料理　桜庵
三鷹市下連雀3-6-53（三鷹駅南口徒歩3分）

桜庵にて直接お引き渡しします。
＊ 配送希望の方は、着払いにより承ります。（12/31着）
 （ゆうパック・クール便、金額1,000円程度）
＊三鷹市内は、12/31の午後、無料で配送します。
　（時間指定は不可）

会報到着後から12月12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を
お伝えください。

働く女性応援企画第2弾!!

 「おせち料理」斡旋 和風創作料理「桜庵」のおせち料理でお正月を！
おう あん

無添加、三鷹産直野菜など厳選素材にこだわり一品づつ丹精を込めた板長手作りのおせち料理をお届けします!!

申込方法

お引き渡し

数　量

一段重　26cm×26cm　高さ8cm　（８寸重） 二段重24cm×24cm　高さ8cm　（７.５寸重）

•先着　合計30セット
•1会員あたり、1セット会員料金で購入できます。
 複数希望の方は、2セット～通常料金にてお申し
込みいただけます。

A B1～2人前 2～3人前

会員
料金 22,500円

25,000円（通常料金）
会員
料金 13,500円

15,000円（通常料金）

＊税込金額　＊写真はイメージです。内容は多少異なる場合があります。

＊配送の場合は、センターへ代金支払時、送付先等を専用用紙にご記入いただきます。
  12/31着、配送料着払いにて送付します。（三鷹市内は、12/31午後に無料配送）

センターへ
申込 

センターから
引換券を
受け取る

12/31㈯10時～12時
桜庵にて、引換券を出し
おせち料理を受け取る。

時間厳守!

センターへ
代金を
支払う（＊）

264
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事 業 所 478社 （前月末比4社減）
会 員 数  3,019人 （前月末比14人減）
（内 個人会員 279人）平成28年10月31日現在1月号の予告

◯クオカード斡旋 　◯立川志の輔一門会　4/8㈯
◯キルト展、テーブルウェア展、世界らん展入場券


