
　行　程

三鷹市役所　8：00出発
《東名道・小田原厚木道路》 
　　▼
芦ノ湖畔
　　 …

　　 …

元箱根
　　▼
龍宮殿にて昼食休憩（約2時間）
【湯豆腐会席料理と絶景露天風呂にてリフレッシュ!】
　　▼
鈴廣かまぼこの里【お土産のお買い物】
《東名道・小田原厚木道路》
　　▼
三鷹市役所　18：00頃（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。

芦ノ湖畔ハイキング（約90分）
※九頭龍神社：自由参拝（参拝料別途500円）

事務局
　　からのお知らせ

「深大寺天然温泉 湯守の里」 1セット（2枚組） 1,800円 先着30セット
「国立温泉 湯楽の里」 1セット（2枚組） 1,300円 先着30セット
「おふろの王様 花小金井店」 1セット（10枚組） 6,800円 先着20セット
サービスセンターへ電話でお申し込みください。先着順・売り切れ次第終了!
•詳しくは、会報3月号（293号）をご覧ください。
•既に規定枚数を購入された方は、お求めいただけません。

枚　数

料　金

有効期間

対象期間

購入方法

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
9月30日まで　　注）6ケ月有効
会員　1枚　1,400円
先着250枚
＊1会員あたり、4～6月に10枚、7～9月には利用
券の残数があれば新たに10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。

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。

『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。

利用券

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（水・祝）～10月31日（木）
先着400枚
※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

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

申込方法

「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。

会報到着後から4月19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。
＊チケット引渡日は、後日連絡します。

申込期限
４/19（金）まで

日帰り入浴
施設 入浴券

入浴回数券

●ゴールデンウィーク期間中の営業について
　4月27日（土）～5月6日（月）の期間は、休業となります。大変ご不便をおかけしますがご了承ください。

4月8日（月）～7月12日（金）までの月曜日から金曜日（祝日を除く）
＊入園制限時には利用できない場合あり

東京ディズニーリゾート・オフィシャルウェブサイト内
「東京ディズニーリゾート・オンライン予約・購入サイト」から購入
https://reserve.tokyodisneyresort.jp/sp/ticket/search/
＊1会員、年間3枚発行している500円のコーポレートプログラム利用券も併用できます。
注意1：支払は、クレジットカード決済のみです。
注意2：各パーク入口のチケット販売窓口、及び東京ディズニーリゾート・

チケットセンターでは購入できません。

東京ディズニーランド、東京ディズニーシー
「首都圏・静岡ウィークデーパスポート」のご案内

東京ディズニーリゾート・インフォメーションセンター
TEL：0570-00-8632（9：00-17：00）

首都圏・静岡県に
在住・在勤・在学の方限定

問い合わせ先

大　人
（18歳以上）
中　人

（中・高生12～17歳）
小　人

（4～11歳）

6,400円

5,500円

5,900円

3,600円
5,000円

料　金

（7,400円）

（通常料金） 首都圏・静岡ウィークデー
パスポート料金 利用券併用料金区　分

（4,800円） 4,100円

（6,400円）

●チケットの転売及び譲渡の禁止について
　サービスセンターからご購入いただいたチケット類を他人へ譲渡することや転売することは固く禁じております。もし、不正が発覚
した場合は、会員からの除名をさせていただく場合がありますのでご了承ください。

日　時

場　所

出　演

座　席

申込方法

料　金 区　分 大　人 学　生
会員・家族 2,900 円 1,300 円
一　般 3,400 円 1,500 円

歌舞伎 鑑賞教室6・7月

① 6月7日（金）午後7時00分～ 先着10枚
② 6月8日（土）午後2時30分～ 先着10枚
③ 7月15日（月･祝）午後2時30分～ 先着10枚
国立劇場　大劇場
① ② 6月　中村鴈治郎、中村壱太郎　ほか
③ 7月　尾上 松緑　ほか
1等席・指定席（当日券大人4,000円）

プログラム・歌舞伎読本付き

初めての歌舞伎鑑賞にぴったりな解説付き!
出演者による解説と、名作・名場面のご鑑賞の二本立てで
お楽しみください。

会報到着後から4月22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。

5月25日（土）
午前8時 三鷹市役所出発
午後6時頃 三鷹市役所解散（解散後、バスは三鷹駅に）

日　程

参加費

募　集

交　通

申込方法

企画手配旅行　ノースフィールド

「新緑の芦ノ湖湖畔・
 パワースポット九頭龍神社」

豊かな自然とふれあいながら、新緑の湖畔沿いを約 2 時間のさわ
やかハイキング。途中、縁結びの神様として今人気の“九頭龍神社”
で「良縁祈願」。もちろん「開運」「商売繁盛」にもご利益十分です。

ハイキングの後は、龍宮殿にて「湯豆腐会席」に舌鼓。食後は、
絶景温泉で疲れた体を癒すもよし、水族館（有料）を楽しむもよし。
開運ハイキングツアーで芦ノ湖の魅力を再発見しましょう。

区　分 大　人

同居家族
一　般

会　員
7,500円
8,400円

7,000円

＊お子様のご参加については、ご相談ください。
＊九頭龍神社参拝には、別途参拝料500円かかります。

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22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。
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（火）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。

開開開運運運ハハハイイイキキキンンングググツツツアアアー !!!開運ハイキングツアー !

開運・商売繁盛・縁結び

絶景日帰り温泉龍宮殿
ハイキング

&

（イメージ）

（イメージ）

（イメージ）

（イメージ）

（イメージ）（イメージ）

（イメージ）
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事 業 所 ４70社 （前月末比増減なし）
会 員 数  3,066人 （前月末比7人増）
（内 個人会員 254人）平成31年2月28日現在

5月号の予告
● 3市合同　山梨さくらんぼ狩りあっせんツアー（6/23）
●としまえん　夏の1日券

4



An AmericanAn AmericanAn
In Paris ParisIn ParisIn

場　所

座　席

日時・枚数

料　金

申込方法

枚　数

7月28日（日）午後1時～
先着10枚
KAAT神奈川芸術劇場〈ホール〉（横浜）

S席

1会員あたり、2枚まで
通常料金11,880円のところ
会員　10,100円

4月9日（火）午前９時から4月22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。

9月30日（月）まで

会員・家族  1冊 2,400円
一般 2,900円

会報到着後から9月27日（金）まで、
サービスセンター窓口で販売します。

最初の利用日から2ケ月間
（最終有効期限は、2020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。

会員・家族　1,700円
2020年1月31日（金）まで、サービスセンター
窓口で販売します。斡旋冊数  30冊

劇団四季 ミュージカル

日時・枚数 7月28日（日）午後1時～7月28日（日）午後1時～

劇団四劇団四劇団四劇団四劇団四劇団四劇団四季 ミュージカル ミュージカル ミュージカル

パリのアメリカ人 小粋に、華やかに─
　スタイリッシュなダンスが描く、パリの恋。

Tokyo Dome City

有効期間

金　額

購入方法

得10チケット

TEL▶03（5800）9999　HP▶www.tokyo-dome.co.jp/toku10/お問合せ先〔東京ドームシティ わくわくダイヤル〕
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。

2019

有効期間

東京・ミュージアム

東京を中心とする95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）

東京を中心とする
割引券が
（通常料金　2,200円　＊大人料金のみ）（通常料金　2,200円　＊大人料金のみ）

2
東京・ミュージアム

ぐるっとパス

東京の美術館・博物館等共通入場券＆割引券

料　金

購入方法

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）
○対象施設（一部掲載）

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。

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（アトラクション乗り放題）
大人・中人・シニア　※特別興行を除く 3,700 ～ 4,200 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 熱海ベイリゾート後楽園　オーシャンスパFuua（フーア）入館料 2,850 中学生以上
スパ ラクーア入館料（平日） 2,850 ～ 2,052 6 歳未満入館不可

5P 宇宙ミュージアム TeNQ 入場料　＊当日のみ有効 1,200 ～ 1,800 4 歳以上
スポドリ !　ボルダリング利用料 900～ 1,700 小学生以上

「ぐるっとパス2019」が使える施設（一部紹介）

【ぐるっとパス2019ご利用上の注意】
●新宿区立新宿歴史博物館は、12月中旬～2020年3月中旬まで臨時休館いたします。
●紙の博物館は、9月1日～2020年3月16日まで工事休館いたします。

■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
・文京区立森鷗外記念館

■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
・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

■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

■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

会報到着後から、サービスセンター窓口で販売します。
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。

窓口販売
入場券の購入方法

4月9日（火）～6月16日（日）
森アーツセンターギャラリー
（六本木ヒルズ森タワー52F）

会　期

料　金

販売期間

販売期間

販売期間

会　場

会　期

料　金

会　場

4月20日（土）～6月30日（日）
東郷青児記念　損保ジャパン日本興亜美術館
（新宿・損保ジャパン日本興亜本社ビル42F）

大人　当日券1,300円のところ
会員・家族　800円
＊高校生以下無料

6月21日（金）まで　斡旋枚数30枚

会　期

料　金

会　場

販売期間

5月3日（金・祝）～6月2日（日）
東京国立博物館
本館特別4・5室（東京・上野公園）

会　期

料　金

会　場

4月23日（火）～7月10日（水）
東京都美術館　企画展示室（東京・上野公園）

日本フィンランド外交関係樹立100周年記念

＊3歳以下入場無料
＊障がい者手帳をお持ちの方と介助者（1名まで）は、当日観覧料金の半額

トーベ・ヤンソン《イースターカード原画》
1940年頃
グワッシュ、インク・紙
ムーミンキャラクターズ社
©Moomin Characters™

5月31日（金）まで
斡旋枚数30枚

シャルル=フランソワ・

ドービニー展
バルビゾン派から印象派への架け橋

モネも愛した“水の画家”
国内初の展覧会区　分 大　人 中学生・高校生 4歳～小学生

会員・家族 1,200円 900円 500円
（当日券） （1,800円） （1,400円） （800円）

前売入場券

グスタフ・クリムト《ユディトⅠ》1901年
油彩、カンヴァス　84x42cm
ウィーン、ベルヴェデーレ宮オーストリア絵画館
© Belvedere, Vienna, Photo： Johannes Stoll

前売
入場券

6月28日（金）まで
斡旋枚数30枚

区　分 大　人 大学生・専門学校生 高校生 65歳以上
会員・家族 1,000円 800円 400円 600円
（当日券）（1,600円）（1,300円） （800円） （1,000円）

唐獅子図屛風 狩野永徳筆 六曲一双のうち右隻 安土桃山時代・16世紀 
宮内庁三の丸尚蔵館蔵 　　展示期間：5月3日（金・祝）～19日（日）

＊中学生以下は無料
＊障がい者とその介護者1名は無料（入館の際に障がい者手帳などを提示）

5月31日（金）まで　斡旋枚数30枚

前売入場券

─雪舟、永徳から
　　　　　　 光琳、北斎まで─

区　分 大　人 大学生 高校生
会員・家族 800円 500円 200円
（当日券） （1,100円） （700円） （400円）

特別展 美を紡ぐ日本美術の名品

＊中学生以下は無料
＊身体障がい者手帳などをお持ちの方とその付き添いの方1名は無料
※6/1～6/14は大学生・専門学校生・高校生無料
※5/15、6/19はシルバーデーにより、65歳以上の方は無料。
当日は混雑が予想されます。
※いずれも要証明

※詳細は、ホームページをご確認ください。

1 2

3 4

人 　スタイリッシュなダンスが描く、パリの恋。In ParisIn ParisIn　スタイリッシュなダンスが描く、パリの恋。In　スタイリッシュなダンスが描く、パリの恋。In Paris　スタイリッシュなダンスが描く、パリの恋。 ParisIn ParisIn　スタイリッシュなダンスが描く、パリの恋。In ParisIn　スタイリッシュなダンスが描く、パリの恋。

撮影：下坂 敦俊



場　所

座　席

日時・枚数

料　金

申込方法

枚　数

7月28日（日）午後1時～
先着10枚
KAAT神奈川芸術劇場〈ホール〉（横浜）

S席

1会員あたり、2枚まで
通常料金11,880円のところ
会員　10,100円

4月9日（火）午前９時から4月22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。

9月30日（月）まで

会員・家族  1冊 2,400円
一般 2,900円

会報到着後から9月27日（金）まで、
サービスセンター窓口で販売します。

最初の利用日から2ケ月間
（最終有効期限は、2020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。

会員・家族　1,700円
2020年1月31日（金）まで、サービスセンター
窓口で販売します。斡旋冊数  30冊

劇団四季 ミュージカル

パリのアメリカ人 小粋に、華やかに─
　スタイリッシュなダンスが描く、パリの恋。

Tokyo Dome City

有効期間

金　額

購入方法

得10チケット

TEL▶03（5800）9999　HP▶www.tokyo-dome.co.jp/toku10/お問合せ先〔東京ドームシティ わくわくダイヤル〕
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。

2019

有効期間

東京・ミュージアム

東京を中心とする95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

料　金

購入方法

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）
○対象施設（一部掲載）

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。

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（アトラクション乗り放題）
大人・中人・シニア　※特別興行を除く 3,700 ～ 4,200 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 熱海ベイリゾート後楽園　オーシャンスパFuua（フーア）入館料 2,850 中学生以上
スパ ラクーア入館料（平日） 2,850 ～ 2,052 6 歳未満入館不可

5P 宇宙ミュージアム TeNQ 入場料　＊当日のみ有効 1,200 ～ 1,800 4 歳以上
スポドリ !　ボルダリング利用料 900～ 1,700 小学生以上

「ぐるっとパス2019」が使える施設（一部紹介）

【ぐるっとパス2019ご利用上の注意】
●新宿区立新宿歴史博物館は、12月中旬～2020年3月中旬まで臨時休館いたします。
●紙の博物館は、9月1日～2020年3月16日まで工事休館いたします。

■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
・文京区立森鷗外記念館

■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
・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

■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

■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

会報到着後から、サービスセンター窓口で販売します。
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。

窓口販売
入場券の購入方法

4月9日（火）～6月16日（日）
森アーツセンターギャラリー
（六本木ヒルズ森タワー52F）

会　期

料　金

販売期間

販売期間

販売期間

会　場

会　期

料　金

会　場

4月20日（土）～6月30日（日）
東郷青児記念　損保ジャパン日本興亜美術館
（新宿・損保ジャパン日本興亜本社ビル42F）

大人　当日券1,300円のところ
会員・家族　800円
＊高校生以下無料

6月21日（金）まで　斡旋枚数30枚

会　期

料　金

会　場

販売期間

5月3日（金・祝）～6月2日（日）
東京国立博物館
本館特別4・5室（東京・上野公園）

会　期

料　金

会　場

4月23日（火）～7月10日（水）
東京都美術館　企画展示室（東京・上野公園）

日本フィンランド外交関係樹立100周年記念

＊3歳以下入場無料
＊障がい者手帳をお持ちの方と介助者（1名まで）は、当日観覧料金の半額

トーベ・ヤンソン《イースターカード原画》
1940年頃
グワッシュ、インク・紙
ムーミンキャラクターズ社
©Moomin Characters™

5月31日（金）まで
斡旋枚数30枚

シャルル=フランソワ・

ドービニー展
バルビゾン派から印象派への架け橋

モネも愛した“水の画家”
国内初の展覧会区　分 大　人 中学生・高校生 4歳～小学生

会員・家族 1,200円 900円 500円
（当日券） （1,800円） （1,400円） （800円）

前売入場券

グスタフ・クリムト《ユディトⅠ》1901年
油彩、カンヴァス　84x42cm
ウィーン、ベルヴェデーレ宮オーストリア絵画館
© Belvedere, Vienna, Photo： Johannes Stoll

前売
入場券

6月28日（金）まで
斡旋枚数30枚

区　分 大　人 大学生・専門学校生 高校生 65歳以上
会員・家族 1,000円 800円 400円 600円
（当日券）（1,600円）（1,300円） （800円） （1,000円）

唐獅子図屛風 狩野永徳筆 六曲一双のうち右隻 安土桃山時代・16世紀 
宮内庁三の丸尚蔵館蔵 　　展示期間：5月3日（金・祝）～19日（日）

＊中学生以下は無料
＊障がい者とその介護者1名は無料（入館の際に障がい者手帳などを提示）

5月31日（金）まで　斡旋枚数30枚

前売入場券

─雪舟、永徳から
　　　　　　 光琳、北斎まで─

区　分 大　人 大学生 高校生
会員・家族 800円 500円 200円
（当日券） （1,100円） （700円） （400円）

特別展 美を紡ぐ日本美術の名品

＊中学生以下は無料
＊身体障がい者手帳などをお持ちの方とその付き添いの方1名は無料
※6/1～6/14は大学生・専門学校生・高校生無料
※5/15、6/19はシルバーデーにより、65歳以上の方は無料。
当日は混雑が予想されます。
※いずれも要証明

※詳細は、ホームページをご確認ください。

1 2

3 4

撮影：下坂 敦俊



　行　程

三鷹市役所　8：00出発
《東名道・小田原厚木道路》 
　　▼
芦ノ湖畔
　　 …

　　 …

元箱根
　　▼
龍宮殿にて昼食休憩（約2時間）
【湯豆腐会席料理と絶景露天風呂にてリフレッシュ!】
　　▼
鈴廣かまぼこの里【お土産のお買い物】
《東名道・小田原厚木道路》
　　▼
三鷹市役所　18：00頃（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。

芦ノ湖畔ハイキング（約90分）
※九頭龍神社：自由参拝（参拝料別途500円）

事務局
　　からのお知らせ

「深大寺天然温泉 湯守の里」 1セット（2枚組） 1,800円 先着30セット
「国立温泉 湯楽の里」 1セット（2枚組） 1,300円 先着30セット
「おふろの王様 花小金井店」 1セット（10枚組） 6,800円 先着20セット
サービスセンターへ電話でお申し込みください。先着順・売り切れ次第終了!
•詳しくは、会報3月号（293号）をご覧ください。
•既に規定枚数を購入された方は、お求めいただけません。

枚　数

料　金

有効期間

対象期間

購入方法

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
9月30日まで　　注）6ケ月有効
会員　1枚　1,400円
先着250枚
＊1会員あたり、4～6月に10枚、7～9月には利用
券の残数があれば新たに10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。

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。

『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。

利用券

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（水・祝）～10月31日（木）
先着400枚
※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

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

申込方法

「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。

会報到着後から4月19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。
＊チケット引渡日は、後日連絡します。

申込期限
４/19（金）まで

日帰り入浴
施設 入浴券

入浴回数券

●ゴールデンウィーク期間中の営業について
　4月27日（土）～5月6日（月）の期間は、休業となります。大変ご不便をおかけしますがご了承ください。

4月8日（月）～7月12日（金）までの月曜日から金曜日（祝日を除く）
＊入園制限時には利用できない場合あり

東京ディズニーリゾート・オフィシャルウェブサイト内
「東京ディズニーリゾート・オンライン予約・購入サイト」から購入
https://reserve.tokyodisneyresort.jp/sp/ticket/search/
＊1会員、年間3枚発行している500円のコーポレートプログラム利用券も併用できます。
注意1：支払は、クレジットカード決済のみです。
注意2：各パーク入口のチケット販売窓口、及び東京ディズニーリゾート・

チケットセンターでは購入できません。

東京ディズニーランド、東京ディズニーシー
「首都圏・静岡ウィークデーパスポート」のご案内

東京ディズニーリゾート・インフォメーションセンター
TEL：0570-00-8632（9：00-17：00）

首都圏・静岡県に
在住・在勤・在学の方限定

問い合わせ先

大　人
（18歳以上）
中　人

（中・高生12～17歳）
小　人

（4～11歳）

6,400円

5,500円

5,900円

3,600円
5,000円

料　金

（7,400円）

（通常料金） 首都圏・静岡ウィークデー
パスポート料金 利用券併用料金区　分

（4,800円） 4,100円

（6,400円）

●チケットの転売及び譲渡の禁止について
　サービスセンターからご購入いただいたチケット類を他人へ譲渡することや転売することは固く禁じております。もし、不正が発覚
した場合は、会員からの除名をさせていただく場合がありますのでご了承ください。

日　時

場　所

出　演

座　席

申込方法

料　金 区　分 大　人 学　生
会員・家族 2,900 円 1,300 円
一　般 3,400 円 1,500 円

歌舞伎 鑑賞教室6・7月

① 6月7日（金）午後7時00分～ 先着10枚
② 6月8日（土）午後2時30分～ 先着10枚
③ 7月15日（月･祝）午後2時30分～ 先着10枚
国立劇場　大劇場
① ② 6月　中村鴈治郎、中村壱太郎　ほか
③ 7月　尾上 松緑　ほか
1等席・指定席（当日券大人4,000円）

プログラム・歌舞伎読本付き

初めての歌舞伎鑑賞にぴったりな解説付き!
出演者による解説と、名作・名場面のご鑑賞の二本立てで
お楽しみください。

会報到着後から4月22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。

5月25日（土）
午前8時 三鷹市役所出発
午後6時頃 三鷹市役所解散（解散後、バスは三鷹駅に）

日　程

参加費

募　集

交　通

申込方法

企画手配旅行　ノースフィールド

「新緑の芦ノ湖湖畔・
 パワースポット九頭龍神社」

豊かな自然とふれあいながら、新緑の湖畔沿いを約 2 時間のさわ
やかハイキング。途中、縁結びの神様として今人気の“九頭龍神社”
で「良縁祈願」。もちろん「開運」「商売繁盛」にもご利益十分です。

ハイキングの後は、龍宮殿にて「湯豆腐会席」に舌鼓。食後は、
絶景温泉で疲れた体を癒すもよし、水族館（有料）を楽しむもよし。
開運ハイキングツアーで芦ノ湖の魅力を再発見しましょう。

区　分 大　人

同居家族
一　般

会　員
7,500円
8,400円

7,000円

＊お子様のご参加については、ご相談ください。
＊九頭龍神社参拝には、別途参拝料500円かかります。

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22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。
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（火）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。

開運ハイキングツアー !

開運・商売繁盛・縁結び

絶景日帰り温泉龍宮殿
ハイキング

&

（イメージ）

（イメージ）

（イメージ）

（イメージ）
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事 業 所 ４70社 （前月末比増減なし）
会 員 数  3,066人 （前月末比7人増）
（内 個人会員 254人）平成31年2月28日現在

5月号の予告
● 3市合同　山梨さくらんぼ狩りあっせんツアー（6/23）
●としまえん　夏の1日券

4




