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

）

休休夏夏 みみ

　行　程

電話受付
先着順

有効期間

枚　数

料　金

購入方法

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

○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。

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

FAX

7月1日（土）～ 8月31日（木）
1会員5枚まで、会員価格で購入できます。

会員 1枚 1,000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いたしましたので、吉祥寺地区の映画館はご利用いただけません。

会報到着後から8月31日（木）まで
サービスセンター窓口で販売します。

・忍びの国
・アンパンマン
・パイレーツ・オブ・カリビアン
　最後の海賊
・ジョン・ウィック：チャプター2
・メアリと魔女の花
・銀魂

・ポケットモンスター　キミに決めた!
・カーズ　クロスロード
・パワーレンジャー
・怪盗グルーのミニオン大脱走
・心が叫びたがってるんだ。
・君の膵臓をたべたい
・ザ・マミー　呪われた砂漠の王女

パスポートチケット

購入方法
料　金

有効期間

内　容

枚　数

場　所

夏休み ！ キャラクター大集合！！

サンリオピューロランドサンリオピューロランド
☆アミューズメント施設共通利用割引補助券☆
7ケ所の遊園地等の施設が、割引料金で利用できる補助券です。
サービスセンター窓口で発行していますので、ご利用ください。詳しく
は、ゆとり&にゅーす特集号をご覧ください。
注）ピンク色のセットになっている補助券です。補助券の発行は、1年度に
1回、既に発行済の方には、お渡しできませんので、ご了承ください。

○入場とフリーアトラクション
○大人・小人共通　※チケットは、3歳から必要

7月15日（土） ～ 9月30日（土）
（休館日　9/6・7・13・14）

多摩市落合1-31
【アクセス】京王線・小田急線・多摩モノレール
 「多摩センター」駅下車　徒歩5分

1会員5枚まで、会員価格で購入できます。
通常料金（休日）　大人3,800円、小人2,700円のところ
会　員 1,900円
一般及び6枚以降 2,300円

会報到着後～9月29日（金）まで
サービスセンター窓口で販売します。

ツアーのポイント
•世界遺産登録の「軍艦島」に上陸して見学。
•世界文化遺産の「旧グラバー住宅」と「三池炭鉱万田坑」を見学。
•国指定名勝「海地獄と血の池地獄」めぐり。
•夜景・温泉など宿泊先も魅力いっぱい。

夏祭り in サンリオピューロランド
開催期間：2017年7月15日（土）~9月3日（日）
ピューロランドのイルミネーションがこの夏バージョンアップ！
キャラクターたちがプロデュースした縁日や、参加型パレード
もお楽しみいただけます。

10月15日（日）　6時頃 三鷹市役所出発
10月17日（火）19時半頃 三鷹市役所解散

長崎軍艦島・万田坑など明治日本の産業革命

日　程

参加費

募　集

その他

取消料

多摩地区18市加盟　東京都市勤労者共済団体連合会　合同ツアー

世界文化遺産巡り2泊3日九州の旅世界文化遺産巡り2泊3日九州の旅

区　分 2名 1室 3名 1室 4名 1室

会　員 78,500 円 78,000 円 76,500 円

申込方法

先着15名
会報到着後から7月31日（月）までに、サービスセンターへ電話でお申込みください。
ただし、定員になり次第、募集締切となります。

9月23日（土・祝）以降のキャンセルにつきましては、旅行業法によるキャンセル料が発生します。

参加される方には、後日詳しい「しおり」をお届けします。

※同居のご家族は会員料金の2,000円増
※一般の方は、会員料金の4,000円増
※1名での参加も可能です。料金等についてはご相談ください。

10月15日（日）　　　　〈食事〉朝×  昼○  夕○

10月16日（月）　　　　〈食事〉朝◯  昼○  夕○

１日目
三鷹市役所6時頃出発　▶　羽田空港　　  長崎空港　▶　四海楼（昼食）　 　 軍艦島見学  　　  ▶ 稲佐山観光ホテル16時半頃着（泊）

2日目

10月17日（火）　　　　〈食事〉朝◯  昼○  夕×3日目

稲佐山観光ホテル8時出発　▶　長崎グラバー園と大浦天主堂　▶　長崎心泉亭（長崎カステラセンター）　▶　
武雄温泉物産館（昼食）　▶　佐賀城本丸歴史館　▶　別府地獄めぐり　▶　別府亀の井ホテル17時頃着（泊）

別府亀の井ホテル8時出発　▶　湯布院　▶　きくすいの里（昼食）　▶　三池炭鉱万田坑　▶　博多はねや総本家　▶　
福岡空港　　　羽田空港　▶　三鷹市役所19時半頃着

10月15日
出発

大人（15歳～） 1,800円 2,500円

小人（小・中学生） 800円 1,400円

幼児（4歳～） 100円 500円

区　分 割引料金 一般料金

入園+プール
7月15日～ 9月3日

※公園入園だけの割引はできません。

国営昭和記念公園　レインボープールの料金が変更となります!
今年からお子様も割引対象です。

旅行手配：㈱セラン　セラントラベル東京支店

© '13,'17 SANRIO　S/D・G
© '76,'96,'99,'01,'17 SANRIO APPROVAL No.P0906062

変更になりました

272
2017 7

事 業 所 484社 （前月末比1社増）
会 員 数  3,049人 （前月末比4人減）
（内 個人会員 275人）平成29年5月31日現在

8月号の予告
● TOHOシネマズパスポートチケット
●としまえん「後期券（10～3月）」

4



レストランレストラン共通割引補助券共通割引補助券休 み夏
レストランレストラン共通割引補助券共通割引補助券休 み夏

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〕

〔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。

＊他のサービスとは併用不可

料　金

料　金

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。
＊他のサービスとは併用不可

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：月曜日及び芸術文化センター休館日

   950円

～

1,300円
10％OFF

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（ポテト付）

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）

〔税別〕

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

●Ｔea（15：00～17：00）・ディナー（17：00～21：45）
　メニューも割引の対象です。

料　金

＊全てワンドリンク付

＊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（ポテト付）
ドリンク付・お手軽うどんランチ（お味噌汁なし）

○ランチメニュー 〔例〕　11：30～ 14：30

和スタイルの生パスタランチ

〔税別〕

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
（コースメニュー等は除く）
＊他のサービスとは併用不可 

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

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！

〔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。（除外品あり）

●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。

おトクな料金で利用できる『レストラン共通割引補助券』を発行します。
『補助券』と『サービスセンター会員証の提示』により、下表のレストランが、特別料金でご利用いただけます。（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いただけます。（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。

7月1日㊏～8月31日㊍

8月31日（木）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〕

吉祥寺第一ホテル 武蔵野市吉祥寺本町2-4-14
☎ 0422-21-4411（代）

0422-21-9814（直通）TEL

９０分制９０分制

大　人

シニア

お子様

大　人

シニア

お子様

平　日

区分期　間 通常料金 契約料金 特別料金
（補助券利用）

土・日・祝
特別営業

平　日

土・日・祝
特別営業

大　人

シニア

お子様

大　人

シニア

お子様

区  分 通常料金 契約料金 特別料金
（補助券利用）

パークストリート（2F）

期　間

●飲物代は別　●シニア：65歳以上／お子様：4歳～小学生

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） 

3,500円 3,150円 2,850円

3,300円 2,970円 2,670円

2,200円 1,980円 1,680円

3,800円 3,420円 3,120円

3,600円 3,240円 2,940円

1,900円 1,710円 1,410円
4,300円 3,870円 3,570円

3,900円 3,510円 3,210円

2,300円 2,070円 1,770円

2,800円 2,520円 2,220円

2,600円 2,340円 2,040円

1,700円 1,530円 1,230円

お料理全品10％引き

乗船料、生ビール･サワー・ジュース等の飲み放題付きチケット（食事は別途料金）

7月1日（土）～ 10月9日（月・祝）毎日運行 ！
● 要予約 納涼船予約係（03‒3437‒6119）へ、
 必ず予約してください。受付時間 9：30～20：00
● チケットは、当日竹芝の窓口で乗船券と引き換えてから
ご利用ください。

乗船券引換券

内　容

有効期間

利用方法

料　金

購入方法

コース

 区　分 大　人 中･高校生 小学生

 会員・家族 1,900 円 800 円 400 円
 一　般 2,300 円 900 円 500 円
 （当日券） （2,600 円） （1,050 円） （550 円）

会報到着後から10月6日（金）まで、サービスセンター窓口で販売します。

２
０
１
7

東
京
湾

東
京
湾
納
涼
船

ゆかた姿の大人の方は、
1,600円で乗船できます！
（土･日・祝日除く）

▼納涼船予約係に直接予約後
　当日、現地にてチケットを
　購入してください。

19：15 竹芝客船ターミナル　桟橋発
 東京湾内周遊【レインボーブリッジ～お台場～大井埠頭～羽田空港～東京ゲートブリッジ・折り返し】
21：00 竹芝客船ターミナル帰着

有効期間

有効期間内のお好きな1日利用できる、箱根小涌園「ユネッサン」と
「森の湯」の共通パスポート券　
翌年 2018年 8月31日まで
1 会員 大人･こども券合わせて5枚まで会員価格で購入できます。
（6枚以降は一般料金）

会報到着後から7月21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。
チケット入荷次第、ご連絡します。
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。

箱根小涌園ユネッサン箱根小涌園ユネッサン
内　容

枚　数

購入方法

箱根の温泉
テーマパーク

 区　分 大人 こども
   （3歳～小学生）

 会　員 1,500 円 1,000 円
 一　般 1,800 円 1,200 円 （6枚以降）

 （当日券） （4,100 円） （2,100 円）

料　金

＊3歳未満は、入場無料

前売券

要予約

＊特別営業　8月11日（金・祝）～21日（月）は、土日祝料金となります。

＊10％割引対象外 

＊10％割引対象外 

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

契約料金より
300円引き

580円

～

950円
10％OFF 契約料金より

300円引き

※他のサービスとは併用不可
※除外品「10食限定スペシャルランチ」「ブレイクプレート」は、「10%割引」及び「補助券」の利用はできません。



レストランレストラン共通割引補助券共通割引補助券休 み夏
レストランレストラン共通割引補助券共通割引補助券休 み夏

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〕

〔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。

＊他のサービスとは併用不可

料　金

料　金

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。
＊他のサービスとは併用不可

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：月曜日及び芸術文化センター休館日

   950円

～

1,300円
10％OFF

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（ポテト付）

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）

〔税別〕

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

●Ｔea（15：00～17：00）・ディナー（17：00～21：45）
　メニューも割引の対象です。

料　金

＊全てワンドリンク付

＊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（ポテト付）
ドリンク付・お手軽うどんランチ（お味噌汁なし）

○ランチメニュー 〔例〕　11：30～ 14：30

和スタイルの生パスタランチ

〔税別〕

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
（コースメニュー等は除く）
＊他のサービスとは併用不可 

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

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！

〔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。（除外品あり）

●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。

おトクな料金で利用できる『レストラン共通割引補助券』を発行します。
『補助券』と『サービスセンター会員証の提示』により、下表のレストランが、特別料金でご利用いただけます。（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いただけます。（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。

7月1日㊏～8月31日㊍

8月31日（木）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〕

吉祥寺第一ホテル 武蔵野市吉祥寺本町2-4-14
☎ 0422-21-4411（代）

0422-21-9814（直通）TEL

９０分制９０分制

大　人

シニア

お子様

大　人

シニア

お子様

平　日

区分期　間 通常料金 契約料金 特別料金
（補助券利用）

土・日・祝
特別営業

平　日

土・日・祝
特別営業

大　人

シニア

お子様

大　人

シニア

お子様

区  分 通常料金 契約料金 特別料金
（補助券利用）

パークストリート（2F）

期　間

●飲物代は別　●シニア：65歳以上／お子様：4歳～小学生

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） 

3,500円 3,150円 2,850円

3,300円 2,970円 2,670円

2,200円 1,980円 1,680円

3,800円 3,420円 3,120円

3,600円 3,240円 2,940円

1,900円 1,710円 1,410円
4,300円 3,870円 3,570円

3,900円 3,510円 3,210円

2,300円 2,070円 1,770円

2,800円 2,520円 2,220円

2,600円 2,340円 2,040円

1,700円 1,530円 1,230円

お料理全品10％引き

乗船料、生ビール･サワー・ジュース等の飲み放題付きチケット（食事は別途料金）

7月1日（土）～ 10月9日（月・祝）毎日運行 ！
● 要予約 納涼船予約係（03‒3437‒6119）へ、
 必ず予約してください。受付時間 9：30～20：00
● チケットは、当日竹芝の窓口で乗船券と引き換えてから
ご利用ください。

乗船券引換券

内　容

有効期間

利用方法

料　金

購入方法

コース

 区　分 大　人 中･高校生 小学生

 会員・家族 1,900 円 800 円 400 円
 一　般 2,300 円 900 円 500 円
 （当日券） （2,600 円） （1,050 円） （550 円）

会報到着後から10月6日（金）まで、サービスセンター窓口で販売します。

２
０
１
7

東
京
湾

東
京
湾
納
涼
船

ゆかた姿の大人の方は、
1,600円で乗船できます！
（土･日・祝日除く）

▼納涼船予約係に直接予約後
　当日、現地にてチケットを
　購入してください。

19：15 竹芝客船ターミナル　桟橋発
 東京湾内周遊【レインボーブリッジ～お台場～大井埠頭～羽田空港～東京ゲートブリッジ・折り返し】
21：00 竹芝客船ターミナル帰着

有効期間

有効期間内のお好きな1日利用できる、箱根小涌園「ユネッサン」と
「森の湯」の共通パスポート券　
翌年 2018年 8月31日まで
1 会員 大人･こども券合わせて5枚まで会員価格で購入できます。
（6枚以降は一般料金）

会報到着後から7月21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。
チケット入荷次第、ご連絡します。
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。

箱根小涌園ユネッサン箱根小涌園ユネッサン
内　容

枚　数

購入方法

箱根の温泉
テーマパーク

 区　分 大人 こども
   （3歳～小学生）

 会　員 1,500 円 1,000 円
 一　般 1,800 円 1,200 円 （6枚以降）

 （当日券） （4,100 円） （2,100 円）

料　金

＊3歳未満は、入場無料

前売券

要予約

＊特別営業　8月11日（金・祝）～21日（月）は、土日祝料金となります。

＊10％割引対象外 

＊10％割引対象外 

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

契約料金より
300円引き

580円

～

950円
10％OFF 契約料金より

300円引き

※他のサービスとは併用不可
※除外品「10食限定スペシャルランチ」「ブレイクプレート」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

）

休休夏夏 みみ

　行　程

電話受付
先着順

有効期間

枚　数

料　金

購入方法

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

○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。

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

FAX

7月1日（土）～ 8月31日（木）
1会員5枚まで、会員価格で購入できます。

会員 1枚 1,000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いたしましたので、吉祥寺地区の映画館はご利用いただけません。

会報到着後から8月31日（木）まで
サービスセンター窓口で販売します。

・忍びの国
・アンパンマン
・パイレーツ・オブ・カリビアン
　最後の海賊
・ジョン・ウィック：チャプター2
・メアリと魔女の花
・銀魂

・ポケットモンスター　キミに決めた!
・カーズ　クロスロード
・パワーレンジャー
・怪盗グルーのミニオン大脱走
・心が叫びたがってるんだ。
・君の膵臓をたべたい
・ザ・マミー　呪われた砂漠の王女

パスポートチケット

購入方法
料　金

有効期間

内　容

枚　数

場　所

夏休み ！ キャラクター大集合！！

サンリオピューロランドサンリオピューロランド
☆アミューズメント施設共通利用割引補助券☆
7ケ所の遊園地等の施設が、割引料金で利用できる補助券です。
サービスセンター窓口で発行していますので、ご利用ください。詳しく
は、ゆとり&にゅーす特集号をご覧ください。
注）ピンク色のセットになっている補助券です。補助券の発行は、1年度に
1回、既に発行済の方には、お渡しできませんので、ご了承ください。

○入場とフリーアトラクション
○大人・小人共通　※チケットは、3歳から必要

7月15日（土） ～ 9月30日（土）
（休館日　9/6・7・13・14）

多摩市落合1-31
【アクセス】京王線・小田急線・多摩モノレール
 「多摩センター」駅下車　徒歩5分

1会員5枚まで、会員価格で購入できます。
通常料金（休日）　大人3,800円、小人2,700円のところ
会　員 1,900円
一般及び6枚以降 2,300円

会報到着後～9月29日（金）まで
サービスセンター窓口で販売します。

ツアーのポイント
•世界遺産登録の「軍艦島」に上陸して見学。
•世界文化遺産の「旧グラバー住宅」と「三池炭鉱万田坑」を見学。
•国指定名勝「海地獄と血の池地獄」めぐり。
•夜景・温泉など宿泊先も魅力いっぱい。

夏祭り in サンリオピューロランド
開催期間：2017年7月15日（土）~9月3日（日）
ピューロランドのイルミネーションがこの夏バージョンアップ！
キャラクターたちがプロデュースした縁日や、参加型パレード
もお楽しみいただけます。

10月15日（日）　6時頃 三鷹市役所出発
10月17日（火）19時半頃 三鷹市役所解散

長崎軍艦島・万田坑など明治日本の産業革命

日　程

参加費

募　集

その他

取消料

多摩地区18市加盟　東京都市勤労者共済団体連合会　合同ツアー

世界文化遺産巡り2泊3日九州の旅世界文化遺産巡り2泊3日九州の旅

区　分 2名 1室 3名 1室 4名 1室

会　員 78,500 円 78,000 円 76,500 円

申込方法

先着15名
会報到着後から7月31日（月）までに、サービスセンターへ電話でお申込みください。
ただし、定員になり次第、募集締切となります。

9月23日（土・祝）以降のキャンセルにつきましては、旅行業法によるキャンセル料が発生します。

参加される方には、後日詳しい「しおり」をお届けします。

※同居のご家族は会員料金の2,000円増
※一般の方は、会員料金の4,000円増
※1名での参加も可能です。料金等についてはご相談ください。

10月15日（日）　　　　〈食事〉朝×  昼○  夕○

10月16日（月）　　　　〈食事〉朝◯  昼○  夕○

１日目
三鷹市役所6時頃出発　▶　羽田空港　　  長崎空港　▶　四海楼（昼食）　 　 軍艦島見学  　　  ▶ 稲佐山観光ホテル16時半頃着（泊）

2日目

10月17日（火）　　　　〈食事〉朝◯  昼○  夕×3日目

稲佐山観光ホテル8時出発　▶　長崎グラバー園と大浦天主堂　▶　長崎心泉亭（長崎カステラセンター）　▶　
武雄温泉物産館（昼食）　▶　佐賀城本丸歴史館　▶　別府地獄めぐり　▶　別府亀の井ホテル17時頃着（泊）

別府亀の井ホテル8時出発　▶　湯布院　▶　きくすいの里（昼食）　▶　三池炭鉱万田坑　▶　博多はねや総本家　▶　
福岡空港　　　羽田空港　▶　三鷹市役所19時半頃着

10月15日
出発

大人（15歳～） 1,800円 2,500円

小人（小・中学生） 800円 1,400円

幼児（4歳～） 100円 500円

区　分 割引料金 一般料金

入園+プール
7月15日～ 9月3日

※公園入園だけの割引はできません。

国営昭和記念公園　レインボープールの料金が変更となります!
今年からお子様も割引対象です。

旅行手配：㈱セラン　セラントラベル東京支店
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変更になりました
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事 業 所 484社 （前月末比1社増）
会 員 数  3,049人 （前月末比4人減）
（内 個人会員 275人）平成29年5月31日現在

8月号の予告
● TOHOシネマズパスポートチケット
●としまえん「後期券（10～3月）」
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