
5月26日（土）
午前7時 三鷹市役所出発
午後6時頃 三鷹市役所解散（三鷹駅に）

日　程

参加費

募　集

交　通

開催日

開催場所

受講料

申込み

申込方法

区　分 大　人

同居家族
一　般

会　員
8,500円
9,400円

8,000円

＊小人料金は、ご相談ください。

雄大な富士山にいちばん近い湖　山中湖！新緑の湖畔沿いで豊かな自
然とふれあいながら、平坦なサイクリングロードを、さわやかにハイ
キングなど、いかがですか。
　午後は、今、人気の水陸両用バス「KABA　BUS 」に乗り、森の
ドライブに続きそのままザブンと湖に。山中湖からの 360 度大パノ
ラマを堪能いただけます。その他にも、道の駅富士吉田での買い物や
赤富士ワインセラー（河口湖）でわが国有数のワインメーカーのワイ
ンを試飲・購入いたします。

さわやかハイキングツアー !

水陸両用バス「KABA BUS」クルーズ体験
「新緑の山中湖畔」を歩き

大型観光バス

44名（最少催行人員30名）
会報到着後から4月20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23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。

　行　程

三鷹市役所
《中央道》

　　▼
山中湖交流プラザきらら
　　 …

　　 …

　　 …

山中湖マリモ生息碑／山中湖村営駐車場
　　▼
ホテルマウント富士（富士山と山中湖を一望）
【和食御膳の昼食】
　　▼
森の駅／山中湖旭日丘バスターミナル
【水陸両用KABA BUSでドライブ・クルーズ】
　　▼
道の駅富士吉田【お土産のお買い物】
　　▼
赤富士ワインセラー【入館・試飲・お買い物】
《中央道》

　　▼
三鷹市役所（希望者は三鷹駅までお送りします。）
＊道路状況・天候により、行程及びハイキングコースが
変更となる場合があります。

山中湖畔ハイキング
（さわやかハイキング 約120分）

有効期間

料　金※すでに規定枚数を購入された
方は、お求めいただけません。

2019年3月末まで
会員 800円
＊1会員、10枚まで
購入できます。

有効期間

料　金

2019年3月末まで
会員 2,800円
＊1会員、5枚まで
　購入できます。

西武園ゆうえんち フリーパス券 よみうりランド ワンデーパス券

好評販売中!
　　　売切次第終了!!

イメージ

イメージ

イメージ

企画手配旅行　セラントラベル

平成30年度 事業予定

※ 巨人戦観戦チケット（平成31年度シーズン）は、平成31年2月号及び3月号でお知らせする予定です。
※ この他にも、いろいろと事業を実施する予定です。
※ 詳細については会報でお知らせします。

初心者を対象とした「三鷹オーガニック農園」が主催する「三鷹有機野菜塾」を
当センターの講習会事業として委託します。

第1回　4月14日（土）、第2回　5月12日（土）ほか、詳細は「農園」まで（説明会あり）
三鷹市上連雀9-18-12（三鷹オーガニック農園）　駐車場など、事前に「農園」まで
会員　33,000円（5月から10月までの6回に参加された方、欠席した場合1回につき500円を別途「農園」に支払う）
一般　36,000円
会報到着後から4月25日（水）までにサービスセンターへ電話でお申し込みください。
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。

実施時期 事業名（仮称） 会報掲載予定号
5月 さわやかハイキングツアー（山中湖） 4月号

6月
さくらんぼ狩り（斡旋）ツアー（山形県1泊 2日）
健康教室
ジェフグルメカード

5月号
〃
6月号

7月～ 8月 夏休みレストラン共通割引補助券
夏休み映画鑑賞券（立川シネマシティ）

7月号
〃

8月 夏休み ! 親子工場見学ツアー 7月号

9月
大相撲観戦チケット（九月場所）
フルーツ狩りツアー（茨城県）
秋の行楽に !　クッキング教室 !!

6 月号
8月号
〃

10月 連合会合同ツアー（北海道2泊 3日）
健康教室

7月号
9月号

11月 醤油蔵・酒蔵の見学　お酒の講習会ツアー（東京都内） 10月号
12月 お買物ツアー（築地場外市場ほか） 11月号

12月～ 1月 冬休みレストラン共通割引補助券
冬休み映画鑑賞券（立川シネマシティ）

12月号
〃

1月 大相撲観戦チケット（31年初場所）
クオカード

10月号
平成31年 1月号

2月 いちご狩り（斡旋）日帰りツアー（場所未定） 平成31年 1月号
3月 健康教室 平成31年 2月号

農業体験 講習会事業

　4月から来年3月まで、毎月1回ずつの12回行われる講義、実習のうち、5月から10月までの間6回を対象として、会員1人参加に対し
500円を委託費として農園に当センターが負担します。（詳細は、三鷹オーガニック農園：080-2001-1665金子さんまで）

282
2018 4

事 業 所 477社 （前月末比1社減）
会 員 数  3,060人 （前月末比1人増）
（内 個人会員 271人）平成30年2月28日現在

5月号の予告
●さくらんぼ狩り（斡旋）ツアー（山形県1泊2日）
●平成30年度　第1回サービスセンター健康教室
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写真：ロイター／アフロ

日時・枚数

1 フエルサ ブルータ 2 オリンピックコンサート2018 3 LET　IT　BE
4 イオンシネマ 5 ベイビー・ブー 6 髙橋真梨子

5月6日（日）午後1時～　先着10枚
品川プリンスホテル　ステラボール
【アクセス】JR線「品川駅」高輪口より徒歩2分

フロア・ムーブアラウント（1Fフロア　スタンディングチケット）
当日料金8,700円のところ
会員・家族 4,400円
一般 5,300円
＊未就学児のご入場は出来ません。小中学生は、成人保護者が同伴してください。
＊本公演では、上演中にストロボライトが使用されます。
＊場内は滑りやすくなっていますので、スニーカーなど動きやすい格好でご鑑賞ください。

7月14日（土）　午後6時00分～
抽選10枚
府中の森芸術劇場「どりーむホール」
【アクセス】京王線「東府中駅」より徒歩7分

全席指定
1会員2枚まで

会員　8,500円
定数を超えた場合は、抽選となります。

全国のイオンシネマにて鑑賞できるカード型の映画券です。
現地での鑑賞はもちろん、WEB予約もできます。
＊3D・4DX映画等ご利用の場合は、追加料金が必要となります。

5月1日（火）～10月31日（水）
1会員、4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5枚～8枚まで 1,300円

6月23日（土）　午後2時～
先着10枚
府中の森芸術劇場「ふるさとホール」
【アクセス】京王線「東府中駅」より徒歩7分

ランナウェイ、女ひとり、星降る街角、Mr.サマータイム、
ラブユー東京ほか
全席指定
当日料金5,000円のところ
会員・家族 3,400円
一般 4,100円

チケット購入方法
会報到着後から4月20日（金）［1フエルサ ブルータのみ4月13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。
申込時には、会員番号・事業所名・会員名・TEL・チケット番号・チケット名・枚数をお伝えください。

1 4

2 5

3 6

～この衝撃と、ひとつになれ。ついにラスト～

いよいよファイナル公演!
濃密な70分の新体験。全方位が舞台のエキ
サイティングなショウです。
興味のある方は、オフィシャルサイトをクリック !

場　所

料　金

座　席

日時・枚数

場　所

曲　名

料　金

座　席

日時・枚数

場　所

座　席

料　金

その他

枚　数

日時・枚数

場　所

料　金

座　席

日時・枚数

場　所

料　金

座　席

出　演

フエルサ ブルータ
フエルサブルータ

ダイナミックなオリンピック映像とフルオーケストラの生演奏で送る
一夜限りのコンサート

6月8日（金）午後7時～　先着10枚
東京国際フォーラム　ホールA
【アクセス】JR線「有楽町駅」より徒歩1分

指揮：梅田俊明　オーケストラ：THE ORCHESTRA JAPAN
平昌オリンピックで活躍した日本人トップアスリートやゲストアーティストも参加予定
S席 
通常料金6,200円のところ
会員・家族 4,400円
一般 5,200円

6月16日（土）午後1時～　先着6枚
6月17日（日）午後1時～　先着6枚
東急シアターオーブ
【アクセス】JR線、京王井の頭線「渋谷駅」2階連絡通路で直結

S席 
通常料金8,500円のところ
会員・家族 6,100円
一般 7,300円

LET IT BELET IT BE
～ レット・イット・ビー ～

ビートルズトリビュートライブの決定版「レット・イット・ビー」2018再来日決定!
永遠の名曲約40曲でつづる、熱狂と感動のステージ!

イオンシネマ
　映画鑑賞券
イオンシネマ
　映画鑑賞券
内　容

有効期間

枚　数

料　金

「トリエ京王調布」内
イオンシネマ シアタ
ス調布など、全国91
劇場で利用できます。

ベイビー・ブー
若手実力ナンバーワンのコーラスグループです。なつかし
の「うたごえ喫茶」の雰囲気をお楽しみください。

十番勝負 其の六
うたごえ喫茶音楽会　～コーラスグループを席巻～

髙橋真梨子  Concet vol.42 2018

Panasonic presents
 wa!! - Wonder japan

 experience -

申込期限
４/13（金）

申込期限
４/20（金）

申込期限
４/20（金）

申込期限
４/20（金）

申込期限
４/20（金）申込期限

４/20（金）

ゲストアーティスト：森山直太郎

＊未就学児入場不可

＊未就学児入場不可
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会報到着後からサービスセンター窓口で販売します。（斡旋数 各50）
それぞれ販売期間が異なりますので、お間違えのないよう購入してください。
窓口にお越しになる際は、必ず会員証をお持ちください。

チケット購入方法

日時・枚数 4月14日（土）～7月8日（日）
東京都美術館 企画展示室（東京・上野公園）
【アクセス】JR線上野駅　公園口より徒歩7分

場　所

料　金

販売期間

日時・枚数

場　所

料　金

販売期間

プーキシン美術館展
初来日となるモネ《草上の昼食》をはじめ、ルノワール、セザンヌ、ゴーガン、
ルソーら、巨匠たちが愛した光と色彩が躍る美しい風景の「旅」をお楽しみ
ください。

500円
（800円）

区　分

会員・家族
（当日券）

1,100円
（1,600円）

900円
（1,300円）

大　人 大学生・専門学校生 高校生

600円
（1,000円）

65歳以上

＊ 中学生以下は無料　＊ 障がい者手帳等お持ちの方とその付添の方1名は無料（要証明）

クロード・モネ《草上の昼食》 1866年　油彩・カンヴァス　130×181cm
© The Pushkin State Museum of Fine Arts, Moscow.

7月6日（金）まで

─旅するフランス風景画

ペギー・フォートナム画
「パディントン」シリーズ挿絵（複製）
Illustrated by Peggy Fortnum
© Paddington and Company Ltd 2018

4月28日（土）～6月25日（月）
Bunkamura ザ・ミュージアム（渋谷・東急本店横）
【アクセス】JR線、京王井の頭線「渋谷駅」より徒歩7分

生誕60周年記念 くまのパディントン™展
児童書の挿絵や絵本の原画をはじめ貴重な資料の数々で、世界中で愛される
パディントンの魅力に迫る!

6月22日（金）まで

＊ 親子券は、大人1名+中学・小学生1名のセット券（チケットは1枚、同時入場）
＊ 中学生及び大学・高校生は、入館時に学生証を提示

300円
（600円）

区　分

会員・家族
（当日券）

900円
（1,400円）

500円
（900円）

大　人 大学・高校生 中学・小学生

1,000円
（1,500円）

親子券

Tokyo Dome City

4月1日（日）～9月30日（日）まで
会員・家族　1冊　2,400円
一　般 2,900円

9月21日（金）まで

有効期間

金　額

販売期間

とくてんチケット

○対象施設（一部掲載）

TEL▶03（5800）9999　HP▶www.tokyo-dome.co.jp/toku10/お問合せ先〔東京ドーム〕

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。

ポイント一覧表より、お手持ちの
ポイント内で利用できる施設を選
んでください。

各施設の窓口にて「得10チケッ
ト」をご提示ください。
（切り離し無効）

施設をお楽しみください。
（残ったポイントは有効期限内で利用可能）

チケットご利用方法と
ご利用ルール 必要P 対象施設・内容 大人／こども通常料金 有料対象年齢

10P

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 3,400 ～ 3,900 中学生（12歳）以上

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 3,132～／1,404～
4歳以上東京ドームホテル 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 3,240/2,160

8P スパ ラクーア入館料（平日） 2,850 ／ 2,052 6 歳未満入館不可

7P 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 2,500 ～ 2,900 中学生（12歳）以上
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 1,500 ～ 2,500 3 歳～小学生

5P 宇宙ミュージアム TeNQ 入場料　＊当日のみ有効　＊売切の日時は引換不可 1,200 ～ 1,800 4 歳以上

東京ドームシティ各施設で使える、1冊10ポイント付きのレジャーチケット!
各対象施設には、ご利用の際に必要なポイント数が設定されており、お手持ちのポイン
ト内でお好きな組み合わせで楽しめます。（最大6,200円相当分）

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。

国際バラと第20回

会　期

会　場

料　金

購入方法

5月18日（金）～23日（水）
西武プリンスドーム
【最寄駅】西武狭山線・山口線　西武球場前

当日券2,200円のところ
会員・家族 1,400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」、精神障がい者保健福祉手帳）

5月17日（木）まで

ガーデニングショウ

前回の様子

世界のバラと美しいガーデニングをご紹介する国内最大規模の祭典です。
約 100 万輪のバラの花と芳しい香りがご来場の皆様をお迎えします !

2018

最初の利用日から2ケ月間（最終有効期限は、2019年3月31日）
＊購入にあたっての注意
 •「入場できる展示」と「割引券として利用できる展示」があります。
 •本券は、大人料金のみとなります。お子様と65歳以上の
方は、各展示の入場料金をお確かめの上、ご購入ください。

有効期間

東京・ミュージアム

都内を中心とする92の美術館や博物館などの入場券または
割引券がセットなった便利でお得なチケットブックです。
（通常料金　2,200円　＊大人料金のみ）

ぐるっとパス
東京の美術館・博物館等共通入場券＆割引券

「ぐるっとパス2018」が使える92施設

【ぐるっとパス2018ご利用上の注意】
● ■の館は、「ぐるっとパス2018」からの新規参加対象施設、●の館は再参加対象施設
です。

● 旧東京音楽学校奏楽堂のご利用は、リニューアルオープン後の11月頃からとなります。
● 書道博物館は工事休館のためご利用は、4月15日迄、及び9月中旬以降となります。

会員・家族　1,700円
2019年1月31日（木）まで

料　金

購入方法

● 文化学園服飾博物館は工事休館のためご利用は、5月11日迄、及び10月5日以降
となります。

● 府中市美術館は工事休館のためご利用は、9月2日迄、及び2019年3月16日以降
となります。

● 神奈川県立歴史博物館は工事休館のためご利用は、4月28日以降となります。

▶上野周辺エリア
・下町風俗資料館 ・上野の森美術館
・国立西洋美術館 ・国立科学博物館
・東京国立博物館 ●旧東京音楽学校奏楽堂
・東京都美術館 ・恩賜上野動物園
・東京藝術大学大学美術館
■旧岩崎邸庭園
・朝倉彫塑館 ・書道博物館
・一葉記念館 ・石洞美術館
・アミューズミュージアム
・文京区立森鷗外記念館

▶東京・皇居周辺エリア
・ミュゼ浜口陽三・ヤマサコレクション
・三井記念美術館
・国立映画アーカイブ
・相田みつを美術館 ・出光美術館
・印刷博物館 ・昭和館
・科学技術館 ・東京国立近代美術館
・東京国立近代美術館工芸館

▶港・渋谷・目黒・世田谷エリア
・パナソニック汐留ミュージアム
■浜離宮恩賜庭園 ・菊池寛実記念 智美術館
・泉屋博古館分館
・森美術館／東京シティビュー
・国立新美術館 ・渋谷区立松濤美術館
・戸栗美術館 ・山種美術館
・東京都写真美術館 ・松岡美術館
・国立科学博物館附属自然教育園
・東京都庭園美術館 ・目黒区美術館
・郷さくら美術館
・アクセサリーミュージアム
・五島美術館 ・静嘉堂文庫美術館
・世田谷文学館 ・世田谷美術館

▶墨田・深川・臨海エリア
・たばこと塩の博物館
■すみだ北斎美術館
・東京都江戸東京博物館 ●刀剣博物館
・江東区芭蕉記念館
・江東区深川江戸資料館
・江東区中川船番所資料館
・地下鉄博物館 ・葛西臨海水族園
・夢の島熱帯植物館
・パナソニックセンター東京 リスーピア
・日本科学未来館

▶神奈川・千葉・埼玉
■そごう美術館 ・横浜美術館
■帆船日本丸／横浜みなと博物館
■神奈川県立歴史博物館 ・千葉市美術館
・埼玉県立近代美術館

▶多摩エリア
・武蔵野市立吉祥寺美術館
・井の頭自然文化園 ・三鷹市美術ギャラリー
●三鷹市山本有三記念館
・調布市武者小路実篤記念館
・神代植物公園
・府中市美術館 ・府中市郷土の森博物館
・多摩六都科学館 ・江戸東京たてもの園
・小平市平櫛田中彫刻美術館
・多摩動物公園
●八王子市夢美術館 ・町田市立国際版画美術館

▶新宿・練馬・池袋・王子エリア
■新宿区立漱石山房記念館
・新宿区立新宿歴史博物館
・東郷青児記念 損保ジャパン日本興亜美術館
・文化学園服飾博物館
・古賀政男音楽博物館
・東京オペラシティ アートギャラリー
・NTTインターコミュニケーション ･センター［ICC］
・新宿区立林芙美子記念館
・ちひろ美術館・東京
・練馬区立美術館 ・古代オリエント博物館
・紙の博物館 ・北区飛鳥山博物館
■東洋文庫ミュージアム
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会報到着後からサービスセンター窓口で販売します。（斡旋数 各50）
それぞれ販売期間が異なりますので、お間違えのないよう購入してください。
窓口にお越しになる際は、必ず会員証をお持ちください。

チケット購入方法

日時・枚数 4月14日（土）～7月8日（日）
東京都美術館 企画展示室（東京・上野公園）
【アクセス】JR線上野駅　公園口より徒歩7分

場　所

料　金

販売期間

日時・枚数

場　所

料　金

販売期間

プーキシン美術館展
初来日となるモネ《草上の昼食》をはじめ、ルノワール、セザンヌ、ゴーガン、
ルソーら、巨匠たちが愛した光と色彩が躍る美しい風景の「旅」をお楽しみ
ください。

500円
（800円）

区　分

会員・家族
（当日券）

1,100円
（1,600円）

900円
（1,300円）

大　人 大学生・専門学校生 高校生

600円
（1,000円）

65歳以上

＊ 中学生以下は無料　＊ 障がい者手帳等お持ちの方とその付添の方1名は無料（要証明）

クロード・モネ《草上の昼食》 1866年　油彩・カンヴァス　130×181cm
© The Pushkin State Museum of Fine Arts, Moscow.

7月6日（金）まで

─旅するフランス風景画

ペギー・フォートナム画
「パディントン」シリーズ挿絵（複製）
Illustrated by Peggy Fortnum
© Paddington and Company Ltd 2018

4月28日（土）～6月25日（月）
Bunkamura ザ・ミュージアム（渋谷・東急本店横）
【アクセス】JR線、京王井の頭線「渋谷駅」より徒歩7分

生誕60周年記念 くまのパディントン™展
児童書の挿絵や絵本の原画をはじめ貴重な資料の数々で、世界中で愛される
パディントンの魅力に迫る!

6月22日（金）まで

＊ 親子券は、大人1名+中学・小学生1名のセット券（チケットは1枚、同時入場）
＊ 中学生及び大学・高校生は、入館時に学生証を提示

300円
（600円）

区　分

会員・家族
（当日券）

900円
（1,400円）

500円
（900円）

大　人 大学・高校生 中学・小学生

1,000円
（1,500円）

親子券

Tokyo Dome City

4月1日（日）～9月30日（日）まで
会員・家族　1冊　2,400円
一　般 2,900円

9月21日（金）まで

有効期間

金　額

販売期間

とくてんチケット

○対象施設（一部掲載）

TEL▶03（5800）9999　HP▶www.tokyo-dome.co.jp/toku10/お問合せ先〔東京ドーム〕

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。

ポイント一覧表より、お手持ちの
ポイント内で利用できる施設を選
んでください。

各施設の窓口にて「得10チケッ
ト」をご提示ください。
（切り離し無効）

施設をお楽しみください。
（残ったポイントは有効期限内で利用可能）

チケットご利用方法と
ご利用ルール 必要P 対象施設・内容 大人／こども通常料金 有料対象年齢

10P

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 3,400 ～ 3,900 中学生（12歳）以上

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 3,132～／1,404～
4歳以上東京ドームホテル 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 3,240/2,160

8P スパ ラクーア入館料（平日） 2,850 ／ 2,052 6 歳未満入館不可

7P 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 2,500 ～ 2,900 中学生（12歳）以上
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 1,500 ～ 2,500 3 歳～小学生

5P 宇宙ミュージアム TeNQ 入場料　＊当日のみ有効　＊売切の日時は引換不可 1,200 ～ 1,800 4 歳以上

東京ドームシティ各施設で使える、1冊10ポイント付きのレジャーチケット!
各対象施設には、ご利用の際に必要なポイント数が設定されており、お手持ちのポイン
ト内でお好きな組み合わせで楽しめます。（最大6,200円相当分）

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。

国際バラと第20回

会　期

会　場

料　金

購入方法

5月18日（金）～23日（水）
西武プリンスドーム
【最寄駅】西武狭山線・山口線　西武球場前

当日券2,200円のところ
会員・家族 1,400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」、精神障がい者保健福祉手帳）

5月17日（木）まで

ガーデニングショウ

前回の様子

世界のバラと美しいガーデニングをご紹介する国内最大規模の祭典です。
約 100 万輪のバラの花と芳しい香りがご来場の皆様をお迎えします !

2018

最初の利用日から2ケ月間（最終有効期限は、2019年3月31日）
＊購入にあたっての注意
 •「入場できる展示」と「割引券として利用できる展示」があります。
 •本券は、大人料金のみとなります。お子様と65歳以上の
方は、各展示の入場料金をお確かめの上、ご購入ください。

有効期間

東京・ミュージアム

都内を中心とする92の美術館や博物館などの入場券または
割引券がセットなった便利でお得なチケットブックです。
（通常料金　2,200円　＊大人料金のみ）

ぐるっとパス
東京の美術館・博物館等共通入場券＆割引券

「ぐるっとパス2018」が使える92施設

【ぐるっとパス2018ご利用上の注意】
● ■の館は、「ぐるっとパス2018」からの新規参加対象施設、●の館は再参加対象施設
です。

● 旧東京音楽学校奏楽堂のご利用は、リニューアルオープン後の11月頃からとなります。
● 書道博物館は工事休館のためご利用は、4月15日迄、及び9月中旬以降となります。

会員・家族　1,700円
2019年1月31日（木）まで

料　金

購入方法

● 文化学園服飾博物館は工事休館のためご利用は、5月11日迄、及び10月5日以降
となります。

● 府中市美術館は工事休館のためご利用は、9月2日迄、及び2019年3月16日以降
となります。

● 神奈川県立歴史博物館は工事休館のためご利用は、4月28日以降となります。

▶上野周辺エリア
・下町風俗資料館 ・上野の森美術館
・国立西洋美術館 ・国立科学博物館
・東京国立博物館 ●旧東京音楽学校奏楽堂
・東京都美術館 ・恩賜上野動物園
・東京藝術大学大学美術館
■旧岩崎邸庭園
・朝倉彫塑館 ・書道博物館
・一葉記念館 ・石洞美術館
・アミューズミュージアム
・文京区立森鷗外記念館

▶東京・皇居周辺エリア
・ミュゼ浜口陽三・ヤマサコレクション
・三井記念美術館
・国立映画アーカイブ
・相田みつを美術館 ・出光美術館
・印刷博物館 ・昭和館
・科学技術館 ・東京国立近代美術館
・東京国立近代美術館工芸館

▶港・渋谷・目黒・世田谷エリア
・パナソニック汐留ミュージアム
■浜離宮恩賜庭園 ・菊池寛実記念 智美術館
・泉屋博古館分館
・森美術館／東京シティビュー
・国立新美術館 ・渋谷区立松濤美術館
・戸栗美術館 ・山種美術館
・東京都写真美術館 ・松岡美術館
・国立科学博物館附属自然教育園
・東京都庭園美術館 ・目黒区美術館
・郷さくら美術館
・アクセサリーミュージアム
・五島美術館 ・静嘉堂文庫美術館
・世田谷文学館 ・世田谷美術館

▶墨田・深川・臨海エリア
・たばこと塩の博物館
■すみだ北斎美術館
・東京都江戸東京博物館 ●刀剣博物館
・江東区芭蕉記念館
・江東区深川江戸資料館
・江東区中川船番所資料館
・地下鉄博物館 ・葛西臨海水族園
・夢の島熱帯植物館
・パナソニックセンター東京 リスーピア
・日本科学未来館

▶神奈川・千葉・埼玉
■そごう美術館 ・横浜美術館
■帆船日本丸／横浜みなと博物館
■神奈川県立歴史博物館 ・千葉市美術館
・埼玉県立近代美術館

▶多摩エリア
・武蔵野市立吉祥寺美術館
・井の頭自然文化園 ・三鷹市美術ギャラリー
●三鷹市山本有三記念館
・調布市武者小路実篤記念館
・神代植物公園
・府中市美術館 ・府中市郷土の森博物館
・多摩六都科学館 ・江戸東京たてもの園
・小平市平櫛田中彫刻美術館
・多摩動物公園
●八王子市夢美術館 ・町田市立国際版画美術館

▶新宿・練馬・池袋・王子エリア
■新宿区立漱石山房記念館
・新宿区立新宿歴史博物館
・東郷青児記念 損保ジャパン日本興亜美術館
・文化学園服飾博物館
・古賀政男音楽博物館
・東京オペラシティ アートギャラリー
・NTTインターコミュニケーション ･センター［ICC］
・新宿区立林芙美子記念館
・ちひろ美術館・東京
・練馬区立美術館 ・古代オリエント博物館
・紙の博物館 ・北区飛鳥山博物館
■東洋文庫ミュージアム

4 5



以下のページへアクセス、又は下のQRコードを読取り、
認証を行ってください
http://www.atem-selfmedication.jp/
アクセス後は案内に従って進んでください。認証には

お得意先コード 17029
お得意先パスワード kssk17

が必要です（ともに半角・小文字）。個人コードは任意
の英数字でOKです
登録アドレスにパスワードが届きますので、再びアクセ
スし、ログインしてください。

 最大で定価の8割以上OFF!

メール：kousuke-kanegae@a-tem.jp
ホームページ：http://a-tem.jp/

問合せ

ここでしか申込できない「特納品」や
「アウトレット商品」もたくさん掲載 !

株式会社アーテム
墨田区江東橋
1-12-8
KDビル 8階

場　所

座　席

料　金

購入方法

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）

1リーグチケット1リーグチケットJJ

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。

FC東京主催
試合

＊ FC東京主催試合のみが対象です。（JFA主催等の試合は対象外）

枚　数

料　金

有効期間

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
2019年3月31日まで

会員　1枚　1,400円
会員1人につき、
前期（4～9月）に20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。

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（18歳以上）です。

サービスセンター窓口で販売中です。
窓口へお越しになる際は、必ず会員証をお持ち
ください。

利用券

内　容

枚　数

料　金

購入方法

枚　数

料　金

購入方法

フリーパス券

入園券

TOBU ZOOTOBU ZOO

東東武武動動 園園物物公公
●有効期間（2019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
　（夏季はプールも利用できます）

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 1,400円 ※大人・子供（3歳～）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。

販売日から2～ 6ヶ月程度
（サービスセンターへお問い合わせください。）

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 900円 ※大人・子供（3歳～）共通

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。

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!!

入場券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

NEW都内動物公園

井の頭自然文化園
　　恩賜上野動物園   多摩動物公園
今、話題の動物園!　パンダやコアラなど可愛い動物たちに会いに行こう!!
今年度より「大人入園券」を格安で販売します。
有効期限はありません。購入したその日から使えます!

＊ 小学生以下、都内在住・在学の中学生は無料（生徒手帳を提示）
＊ 身体障がい者手帳等をお持ちの方と付添者（原則1名）無料（手帳を提示）
＊ 65歳以上の方は、年齢の証明となるものをお持ちになって、現地チケット売り場で
　購入してください。（シニア券：井の頭自然文化園200円、上野・多摩動物園300円）

大人入園券：有効期限なし

1会員あたり、年間 各5枚まで 会報到着後から、サービスセンター窓口で販売します。

区　分 井の頭自然文化園
※本園と分園、両方入場可 上野動物園 多摩動物公園

会　員 200 円 400 円 400 円
（当日券） （400 円） （600 円） （600 円）

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。

区　分 料　金
会員・家族 大人 2,400円
会員・家族 小中学生 500円
一般 大人 2,800 円
一般 小中学生 600円

広 告

対象店舗

優待内容

注意事項

吉祥寺第一ホテルのレストラン・ボウリング場

パークストリート（バイキング）、武蔵野吉祥（鉄板焼）、アトリウムラウンジ
（ラウンジ）、一寿し（寿司）、アンフィニ（パティスリー）、ボウリング場
【除外レストラン】車屋（日本料理）、六本木　樓外樓吉祥寺店（中国料理）

（1）レストラン等：通常料金の10％割引
（2）ボウリング：メンバークラブ特別料金にてご優待

•利用人数は、会員・家族及びその同伴者を含めて10名までです。
•他の優待・割引・ポイント付与との併用はできません。
•割引適用にならない期間、時間帯、メニュー、プラン等が
　ありますので、利用する際は事前にお問い合わせてください。
吉祥寺第一ホテル　電話0422-21-2211

会員・家族の方は、当センターの会員証を提示することにより、吉祥寺第一ホテル内のレストラン等対象施
設を優待料金で利用できます。なお、一部対象外のレストランがありますのでご注意ください。

NEW

会員証
ゆとり　みた

かわく
わく

グッと便利に！
ますます使い易く!
会員証提示で10％割引
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5月26日（土）
午前7時 三鷹市役所出発
午後6時頃 三鷹市役所解散（三鷹駅に）

日　程

参加費

募　集

交　通

開催日

開催場所

受講料

申込み

申込方法

区　分 大　人

同居家族
一　般

会　員
8,500円
9,400円

8,000円

＊小人料金は、ご相談ください。

雄大な富士山にいちばん近い湖　山中湖！新緑の湖畔沿いで豊かな自
然とふれあいながら、平坦なサイクリングロードを、さわやかにハイ
キングなど、いかがですか。
　午後は、今、人気の水陸両用バス「KABA　BUS 」に乗り、森の
ドライブに続きそのままザブンと湖に。山中湖からの 360 度大パノ
ラマを堪能いただけます。その他にも、道の駅富士吉田での買い物や
赤富士ワインセラー（河口湖）でわが国有数のワインメーカーのワイ
ンを試飲・購入いたします。

さわやかハイキングツアー !

水陸両用バス「KABA BUS」クルーズ体験
「新緑の山中湖畔」を歩き

大型観光バス

44名（最少催行人員30名）
会報到着後から4月20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23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。

　行　程

三鷹市役所
《中央道》

　　▼
山中湖交流プラザきらら
　　 …

　　 …

　　 …

山中湖マリモ生息碑／山中湖村営駐車場
　　▼
ホテルマウント富士（富士山と山中湖を一望）
【和食御膳の昼食】
　　▼
森の駅／山中湖旭日丘バスターミナル
【水陸両用KABA BUSでドライブ・クルーズ】
　　▼
道の駅富士吉田【お土産のお買い物】
　　▼
赤富士ワインセラー【入館・試飲・お買い物】
《中央道》

　　▼
三鷹市役所（希望者は三鷹駅までお送りします。）
＊道路状況・天候により、行程及びハイキングコースが
変更となる場合があります。

山中湖畔ハイキング
（さわやかハイキング 約120分）

有効期間

料　金※すでに規定枚数を購入された
方は、お求めいただけません。

2019年3月末まで
会員 800円
＊1会員、10枚まで
購入できます。

有効期間

料　金

2019年3月末まで
会員 2,800円
＊1会員、5枚まで
　購入できます。

西武園ゆうえんち フリーパス券 よみうりランド ワンデーパス券

好評販売中!
　　　売切次第終了!!

イメージ

イメージ

イメージ

企画手配旅行　セラントラベル

平成30年度 事業予定

※ 巨人戦観戦チケット（平成31年度シーズン）は、平成31年2月号及び3月号でお知らせする予定です。
※ この他にも、いろいろと事業を実施する予定です。
※ 詳細については会報でお知らせします。

初心者を対象とした「三鷹オーガニック農園」が主催する「三鷹有機野菜塾」を
当センターの講習会事業として委託します。

第1回　4月14日（土）、第2回　5月12日（土）ほか、詳細は「農園」まで（説明会あり）
三鷹市上連雀9-18-12（三鷹オーガニック農園）　駐車場など、事前に「農園」まで
会員　33,000円（5月から10月までの6回に参加された方、欠席した場合1回につき500円を別途「農園」に支払う）
一般　36,000円
会報到着後から4月25日（水）までにサービスセンターへ電話でお申し込みください。
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。

実施時期 事業名（仮称） 会報掲載予定号
5月 さわやかハイキングツアー（山中湖） 4月号

6月
さくらんぼ狩り（斡旋）ツアー（山形県1泊 2日）
健康教室
ジェフグルメカード

5月号
〃
6月号

7月～ 8月 夏休みレストラン共通割引補助券
夏休み映画鑑賞券（立川シネマシティ）

7月号
〃

8月 夏休み ! 親子工場見学ツアー 7月号

9月
大相撲観戦チケット（九月場所）
フルーツ狩りツアー（茨城県）
秋の行楽に !　クッキング教室 !!

6 月号
8月号
〃

10月 連合会合同ツアー（北海道2泊 3日）
健康教室

7月号
9月号

11月 醤油蔵・酒蔵の見学　お酒の講習会ツアー（東京都内） 10月号
12月 お買物ツアー（築地場外市場ほか） 11月号

12月～ 1月 冬休みレストラン共通割引補助券
冬休み映画鑑賞券（立川シネマシティ）

12月号
〃

1月 大相撲観戦チケット（31年初場所）
クオカード

10月号
平成31年 1月号

2月 いちご狩り（斡旋）日帰りツアー（場所未定） 平成31年 1月号
3月 健康教室 平成31年 2月号

農業体験 講習会事業

　4月から来年3月まで、毎月1回ずつの12回行われる講義、実習のうち、5月から10月までの間6回を対象として、会員1人参加に対し
500円を委託費として農園に当センターが負担します。（詳細は、三鷹オーガニック農園：080-2001-1665金子さんまで）
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事 業 所 477社 （前月末比1社減）
会 員 数  3,060人 （前月末比1人増）
（内 個人会員 271人）平成30年2月28日現在

5月号の予告
●さくらんぼ狩り（斡旋）ツアー（山形県1泊2日）
●平成30年度　第1回サービスセンター健康教室
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