
　行　程

区　分 券　種 会員料金 通常料金
子ども

（6カ月～小学生） 平日フリーパス 1,000円（1,400円）

大人（中学生以上） 平日限定入場券 600円 （700円）

海羊亭／赤湯

バイキング

登別万世閣外観

☆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。
（4月発行「特集号294号」に同封）
国営昭和記念公園　レインボープールにもご利用いただけます。
詳しくは、ゆとり&にゅーす特集号をご覧ください。
注）補助券は、サービスセンター窓口で配布はしておりません。

大人（15歳～） 2,500円 1,800円
小人（小・中学生） 1,400円 800円
幼児（4歳～） 500円 100円

区　分 一般料金 利用料金

入園+プール
7/13･14･15、7/20～9/1

※公園入園だけの割引はできません。

国営昭和記念公園　レインボープール料金

日　程

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

参加費

募　集

その他

取消料

区　分 2 名 1 室 3 名 1 室 4 名 1 室
会　員 81,000 円 79,000 円 78,000 円

申込方法

先着15名
会報到着後から7月31日（水）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。

※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1室の場合：会員96,000円、一般100,000円

10月27日
出発

企画手配旅行：㈱セラン　セラントラベル東京支店

ツアーの4大ポイント
1  秋の道南の豊かな自然を満喫していただきます。
2  函館・札幌・小樽と北海道を代表する観光地を巡ります。
3  行きは「北海道新幹線」で旅を満喫。お昼は車内で仙台名物牛たん弁当をいただきます。
4  函館の夜景、全国屈指の名湯・登別の温泉、おいしい料理など宿泊も魅力いっぱいです。

出発　10月27日（日） 6時半頃 三鷹市役所
帰着　10月29日（火） 19時半頃 三鷹市役所

北海道三都物語　人気の函館・札幌・小樽を巡る!

1日目

2日目

3日目

10月27日（日） （食事）朝×　昼○　夕○
三鷹市役所6時半頃出発　▶　東京駅　　　　（昼食）　▶　新函館北斗駅　▶　大沼国定公園（散策）　▶　
五稜郭公園（見学）　▶　函館山（夜景観賞）　▶　函館湯の川温泉「平成館海羊亭」18時頃着（泊）

10月28日（月） （食事）朝○　昼○　夕○
平成館海羊亭9時出発　▶　函館元町（観光）　▶　長万部ドライブインかなや（昼食）　▶　洞爺湖展望台（見学）　▶　
登別地獄谷（見学）　▶　登別温泉「登別万世閣」16時半頃着（泊）

10月29日（火） （食事）朝○　昼○　夕×

登別万世閣8時15分出発　▶　札幌・白い恋人パーク（買物）　▶　北の漁場小樽店（昼食）、運河ガラス館（見学）　▶　
にしん小樽貴賓館（旧青山邸）（見学）　▶　新千歳空港　　　　羽田空港　▶　三鷹市役所　19時半頃着

9月18日（水）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。

○富士急ハイランド利用料金変更のお知らせ　　　　
7月26日（金）～

＊ FUJIYAMA倶楽部料金も変更となります。詳しくは、サービスセンター ホーム
ぺージをご覧ください。

湯の川と登別の温泉三昧2泊3日北海道の旅

区　分 旧利用料金 新利用料金

大　人 4,800円
（一般料金5,700円）

5,700円
（一般料金6,200円）

中　人
（中・高校生）

4,300円
（一般料金5,200円）

5,200円
（一般料金5,700円）

小　人
（3歳～小学生）

3,600円
（一般料金4,300円）

4,000円
（一般料金4,500円）

幼児（1歳～ 2歳）
シニア（65歳～）

1,700円
（一般料金2,000円）

1,700円
（一般料金2,100円）

有効期間

枚　数

料　金

購入方法

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！！

7月1日（月）～9月30日（月）
1会員あたり、4枚まで

会員 1枚 1,000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。

9月30日（月）まで、サービスセンター
窓口で販売します。

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

映画館名 場　所 お問い合せ

☎ 042-525-1237
直通電話

☎
042-525-1251

24時間
音声対応サービス
FAX

夏休みイベント特集!!夏を楽しもう!

　　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

木の温もりにふれながら遊べる屋内施設「ハグハグ」（多摩動物公園駅前）

＊ 券面に「無料入館券」とありますが、施設より割引購入したものを、サービスセンター
で補助をつけて、会員の皆様に販売します。

有効期間

場　所
枚　数

その他
料　金

購入方法

7月1日（月）～2020年3月31日（火）平日限定
日野市程久保3-36-60（多摩動物公園駅前）

平日
フリーパス券

1会員あたり、5枚まで

•大人（中学生以上）のみ、
　お子さまのみでの入館はできません。
•駐車場2時間無料
　（平日、提携駐車場のみ）

8月30日（金）まで、サービス
センター窓口で販売します。

様々な遊びのゾーンが展開する館内は、まるで森の中での探検のよう!

日本最大級のネット遊具をはじめ、育み、ハグする〈ハグハグ〉!!

夏の暑い日でも安心して遊べる、楽しさいっぱいの屋内施設です。

（P1～P6）

○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。

1会員あたり、5枚5枚

298
2019 7

事 業 所 ４60社 （前月末比5社減）
会 員 数  3,037人 （前月末比10人減）
（内 個人会員 248人）令和元年5月31日現在

8月号の予告 ●「Mt.FUJIMAKI 2019」in山中湖（9/29）
● TOHOシネマズパスポートチケット

野外フェス

8



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。

5 西武園ゆうえんち 6 よみうりランドは、売り切れ次第終了です！　
1～8の

チケット購入方法

パスポートチケット

販売期間

販売期間

料　金

有効期間

内　容

枚　数

場　所

夏休み ！ キャラクター大集合！！

パスポートチケット内　容

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

© '13,'19 SANRIO　S/D・G
© '76,'90,'93,'96,'01,'10,'19 SANRIO APPROVAL No.P1106102

○ 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

7月13日（土）～9月30日（月）（休館日　9/4・5・11・12）
多摩市落合1-31
1会員あたり、5枚まで（6～10枚は一般料金）
通常料金（休日）　大人3,800円、小人2,700円、シニア（60歳～）2,200円のところ
会員 1,700円
一般及び6～10枚 2,000円

料　金

会　期

会　場

7月19日（金）～8月26日（月）
［休業日］8月7日（水）

池袋・サンシャインシティ文化会館4F　展示ホールB

有効期間

枚　数

料　金

2020年3月31日（火）まで
1会員あたり、10枚まで
会員　800円（3歳以上・共通）
夏期通常料金　大人3,500円/子供2,500円）

有効期間

枚　数

料　金

2020年3月31日（火）まで
1会員あたり、5枚まで
会員　3,200円（3歳以上・共通）
夏期通常料金 大人6,000円／中高生4,800円／
 3歳～小学生4,400円／ 65歳以上4,500円

ウルトラマンフェスティバルウルトラマンフェスティバルウルトラマンフェスティバルウルトラマンフェスティバルウルトラマンフェスティバルウルトラマンフェスティバルウルトラマンフェスティバルウルトラマンフェスティバルウルトラマンフェスティバルウルトラマンフェスティバルウルトラマンフェスティバルウルトラマンフェスティバルウルトラマンフェスティバルウルトラマンフェスティバルウルトラマンフェスティバル20192019201920192019ウルトラマンフェスティバル2019
前売入場券

©円谷プロ

©石森プロ・テレビ朝日・ADK・東映AG・東映

9月30日（月）まで

＊2歳以下は無料　　＊1枚につきライブステージの座席1席と引換可能

8月23日（金）まで区　分 大人（中学生以上） こども（3歳～小学生）
会員・家族 1,600円 1,000円
（当日券） （2,300円） （1,600円）

購入方法

料　金

有効期間

会　場

8月9日（金）～8月22日（木）
東京ドームシティ  プリズムホール

＊2歳以下でも座席の必要な方は入場券をご購入ください。
＊1枚につき仮面ライダースーパーステージ自由席の座席1席と引換可能
＊自由席は座席に限りがあります。混雑時には、立ち見もしくは希望の
  日時にご覧いただけない場合がありますので、予めご了承ください。

8月2日（金）まで

区　分 大人（中学生以上） こども（3歳～小学生）
会員・家族 1,500円 1,300円
（当日券） （2,100円） （1,800円）

販売期間

料　金

会　期

会　場

8月10日（土）～8月26日（月）
池袋  サンシャインシティ　文化会館ビル2F　展示ホールD

＊4歳以下は無料
8月23日（金）まで

区　分 大人（大学生以上） 小人（5歳～高校生）
会員・家族 1,100円 700円
（当日券） （1,700円） （1,200円）

前売入場券

ゲゲゲの妖怪100物語

仮面ライダー

　　×スーパー戦隊

（「仮面ライダースーパーステージ」自由席券付き）

Wヒーロー
　 夏祭り2019

TOBU ZOOTOBU ZOO

東東武武動動 園園物物公公

枚　数

料　金 大人入園券
都内動物公園

1会員あたり、年間 各5枚まで

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）

井の頭自然文化園　上野動物園   多摩動物公園

＊ 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）

（有効期限なし）

西武園ゆうえんち西武園ゆうえんち フリーパス券

入園+乗り物フリー+プール（夏期）
《売切次第終了》
先着 200枚

《売切次第終了》
先着 100枚

既に10枚購入された方も、再度購入できます!

既に5枚購入された方も、再度購入できます!

プール付き
ワンデーパス券よみうりランド

入園+アシカショー+のりものフリー+プールWAI入場（夏期のみ）

有効期間

枚　数

料　金

その他

2020年3月31日（火）まで
1会員あたり、年間10枚まで
会員　1,400円（3歳以上・共通）
通常料金　大人4,800円、子供3,700円
※ポニー乗馬・わんこヴィレッジ・特別催事は別料金です

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。

入園+乗り物フリー+プール（夏季）

＊他にワンデーパス券（プール利用不可）2,800円も
  若干数ありますので、サービスセンターまでお問い合わせください。

フリーパス券
【プールの営業】9：30～17：00
7/7（日）、7/13（土）～7/15（月）、
7/20（土）～9/1（日）、9/7（土）、9/8（日）

夏を楽しもう!　夏休みイベント特集!!

入場券［前売券］

1

2

3

4

5

6

7

8



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。

5 西武園ゆうえんち 6 よみうりランドは、売り切れ次第終了です！　
1～8の

チケット購入方法

パスポートチケット

販売期間

販売期間

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

© '13,'19 SANRIO　S/D・G
© '76,'90,'93,'96,'01,'10,'19 SANRIO APPROVAL No.P1106102

○ 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

7月13日（土）～9月30日（月）（休館日　9/4・5・11・12）
多摩市落合1-31
1会員あたり、5枚まで（6～10枚は一般料金）
通常料金（休日）　大人3,800円、小人2,700円、シニア（60歳～）2,200円のところ
会員 1,700円
一般及び6～10枚 2,000円

料　金

会　期

会　場

7月19日（金）～8月26日（月）
［休業日］8月7日（水）

池袋・サンシャインシティ文化会館4F　展示ホールB

有効期間

枚　数

料　金

2020年3月31日（火）まで
1会員あたり、10枚まで
会員　800円（3歳以上・共通）
夏期通常料金　大人3,500円/子供2,500円）

有効期間

枚　数

料　金

2020年3月31日（火）まで
1会員あたり、5枚まで
会員　3,200円（3歳以上・共通）
夏期通常料金 大人6,000円／中高生4,800円／
 3歳～小学生4,400円／ 65歳以上4,500円

ウルトラマンフェスティバル2019
前売入場券

©円谷プロ

©石森プロ・テレビ朝日・ADK・東映AG・東映

9月30日（月）まで

＊2歳以下は無料　　＊1枚につきライブステージの座席1席と引換可能

8月23日（金）まで区　分 大人（中学生以上） こども（3歳～小学生）
会員・家族 1,600円 1,000円
（当日券） （2,300円） （1,600円）

購入方法

料　金

有効期間

会　場

8月9日（金）～8月22日（木）
東京ドームシティ  プリズムホール

＊2歳以下でも座席の必要な方は入場券をご購入ください。
＊1枚につき仮面ライダースーパーステージ自由席の座席1席と引換可能
＊自由席は座席に限りがあります。混雑時には、立ち見もしくは希望の
  日時にご覧いただけない場合がありますので、予めご了承ください。

8月2日（金）まで

区　分 大人（中学生以上） こども（3歳～小学生）
会員・家族 1,500円 1,300円
（当日券） （2,100円） （1,800円）

販売期間

料　金

会　期

会　場

8月10日（土）～8月26日（月）
池袋  サンシャインシティ　文化会館ビル2F　展示ホールD

＊4歳以下は無料
8月23日（金）まで

区　分 大人（大学生以上） 小人（5歳～高校生）
会員・家族 1,100円 700円
（当日券） （1,700円） （1,200円）

前売入場券

ゲゲゲの妖怪100物語

仮面ライダー

　　×スーパー戦隊

（「仮面ライダースーパーステージ」自由席券付き）

Wヒーロー
　 夏祭り2019

TOBU ZOOTOBU ZOO

東東武武動動 園園物物公公

枚　数

料　金 大人入園券
都内動物公園

1会員あたり、年間 各5枚まで

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）

井の頭自然文化園　上野動物園   多摩動物公園

＊ 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）

（有効期限なし）

西武園ゆうえんち西武園ゆうえんち フリーパス券

入園+乗り物フリー+プール（夏期）
《売切次第終了》
先着 200枚

《売切次第終了》
先着 100枚

既に10枚購入された方も、再度購入できます!

既に5枚購入された方も、再度購入できます!

先着 100枚先着 100枚先着 100枚先着 100枚先着 100枚先着 100枚先着 100枚
プール付き
ワンデーパス券よみうりランド

入園+アシカショー+のりものフリー+プールWAI入場（夏期のみ）

有効期間

枚　数

料　金

その他

2020年3月31日（火）まで
1会員あたり、年間10枚まで
会員　1,400円（3歳以上・共通）
通常料金　大人4,800円、子供3,700円
※ポニー乗馬・わんこヴィレッジ・特別催事は別料金です

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。

入園+乗り物フリー+プール（夏季）

＊他にワンデーパス券（プール利用不可）2,800円も
  若干数ありますので、サービスセンターまでお問い合わせください。

フリーパス券
【プールの営業】9：30～17：00
7/7（日）、7/13（土）～7/15（月）、
7/20（土）～9/1（日）、9/7（土）、9/8（日）

夏を楽しもう!　夏休みイベント特集!!

入場券［前売券］
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区　分 ランチ ディナー ディナー　フリードリンク付

利用時間
①11：30～ 13：00
②13：30～ 15：00

90分制

①17：30～（土日祝）17：00～　②18：00～
③19：00～　④20：00～

120分制

会　員
通常料金  平日 6,380円のところ

4,800円
通常料金  平日 9,020円のところ

6,700円
通常料金  平日 12,870円のところ

8,500円

枚　数

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。9～15の
チケット購入方法

販売期間料　金

会　期

会　場

7月13日（土）～10月14日（月・祝）
国立科学博物館（東京・上野公園）

＊未就学児は無料
＊障がい者手帳をお持ちの方とその介護者1名様は無料
＊本券で本展を観覧された方は、同日に限り常設展（地球館・日本館）もご覧いただけます。

9月30日（月）まで
斡旋枚数　30枚

区　分 大人・大学生 小・中・高校生
会員・家族 1,100円 400円
（当日券） （1,600円） （600円）

販売期間

料　金

会　期

会　場

7月9日（火）～9月16日（月・祝）
東京国立博物館　平成館（東京・上野公園）

8月30日（金）まで
斡旋枚数　30枚

日中文化交流協定締結40周年記念

特別展「三国志」特別展「三国志」

＊中学生以下は無料
＊障がい者手帳をお持ちの方とその介護者1名は無料（要証明）

区　分 大　人 大学生 高校生
会員・家族 1,100円 700円 500円
（当日券） （1,600円）（1,200円） （900円）

販売期間

料　金

会　期

会　場

7月13日（土）～9月29日（日）
Bunkamura ザ・ミュージアム（渋谷・東急本店横）

9月20日（金）まで　斡旋枚数　30枚
＊未就学児は入館無料

区　分 大　人 大学・高校生 中学・小学生
会員・家族 1,100円 600円 400円
（当日券） （1,600円）（1,000円） （700円）

関羽・張飛像
土、彩色　清時代・19世紀　天津博物館蔵

アルフォンス・ミュシャ
《舞踏─連作〈四芸術〉より》

1898年　カラーリトグラフ　ミュシャ財団蔵
©Mucha Trust 2019

恐竜学の新時代をつくった
　　　　  重要標本を一堂に!!前売入場券

ミュシャからマンガへ
　　　　─線の魔術みんなのミュシャ

枚　数

料　金

有効期間

施　設

販　売

前期分（2回目）

9月30日（月）まで
会員　1枚　1,400円

先着100枚
＊1会員あたり、7～9月に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。

先着順、売り切れ次第終了!
『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。

セサミ スポーツクラブセサミ スポーツクラブ 利用券

7月1日（月）～9月30日（月）　＊除外日なし
吉祥寺第一ホテル 2F　バイキング「パークストリート」
☎ 代表：0422-21-4411
　 パークストリート：0422-21-9814

8/13（火）～16（金）は、土・日・祝料金となります。

1会員あたり、5枚まで

販売期間

場　所

特別営業

枚　数

料　金

有効期間

吉祥寺第一ホテル バイキング パークストリート ランチ券

※ 土・日・祝日の利用の場合は、現地にて別途ランチ〔大人706円、シニア
529円〕、ディナー〔大人530円、シニア177円〕をお支払いください。

※ 会員証提示で優待料金（通常料金の10%OFF）で利用できます。
＊ シニア：65歳以上・要証明

9月30日（月）まで
（レストラン予約後の購入をおすすめします）

7月1日（月）～9月30日（月）　＊除外日：催事期間中
帝国ホテル 東京　本館17F　　☎ 03-3539-8187

1会員あたり、5枚まで

販売期間
場　所

枚　数

料　金

有効期間 9月30日（月）まで
（レストラン予約後の購入をおすすめします）

7月1日（月）～9月30日（月）　
グランドニッコー東京　台場 販売期間場　所

料　金

有効期間 1会員あたり、5枚まで
9月30日（月）まで
（レストラン予約後の購入をおすすめします）

区　分 ランチ ディナー

利用時間 11：00～15：00　90分制 17：00～21：30　90分制

会　員
通常料金  平日 2,946円のところ

2,200円
通常料金  平日 3,927円のところ

3,000円

ディナー券

ランチ券

インペリアルバイキング  サールインペリアルバイキング  サール

※ 土・日・祝日利用の場合は、現地にて別途ランチ1,100円、ディナー1,400円、フリードリンク付きディナー2,500円をお支払いください。
※ フリードリンク内容：ビール・白赤ワイン・ソフトドリンク　　※ チケット利用の同伴者〔大人〕は、現地にて優待料金で利用できます。
※ 混雑状況により予約が取れない場合がありますので早めにご予約ください。

帝国ホテル 東京

1F「ガーデンダイニング」　30F「The Grill on 30th」

※ 土・日・祝日利用の場合は、現地にてガーデンダイニング769円、Grill on 30th　549円をお支払いください。
※ 食事券利用及び会員証の提示で、追加料理・飲み物、同伴者は、通常料金の10%割引になります。

グランドニッコー東京　台場

区　分 1F　ガーデンダイニング 30F　Grill on 30th

内　容 ランチブッフェ
・メイン料理6種類から1品
・オードブル、サラダ、デザート、
　フルーツはブッフェスタイル

TEL
利用時間

03-5500-4550（レストラン総合案内）
11：30～ 14：30（L.O）　90分制

会　員 通常料金  平日 3,173円のところ

2,400円
通常料金  平日 4,881円のところ

3,700円

夏を楽しもう!　夏休みイベント特集!!

＊ 除外日 •8/10～ 8/18
 •催事期間中

ザ グリル オン サーティース

9

10

13

14

15

11

12

4 5



区　分 ランチ ディナー ディナー　フリードリンク付

利用時間
①11：30～ 13：00
②13：30～ 15：00

90分制

①17：30～（土日祝）17：00～　②18：00～
③19：00～　④20：00～

120分制

会　員
通常料金  平日 6,380円のところ

4,800円
通常料金  平日 9,020円のところ

6,700円
通常料金  平日 12,870円のところ

8,500円

枚　数

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。9～15の
チケット購入方法

販売期間料　金

会　期

会　場

7月13日（土）～10月14日（月・祝）
国立科学博物館（東京・上野公園）

＊未就学児は無料
＊障がい者手帳をお持ちの方とその介護者1名様は無料
＊本券で本展を観覧された方は、同日に限り常設展（地球館・日本館）もご覧いただけます。

9月30日（月）まで
斡旋枚数　30枚

区　分 大人・大学生 小・中・高校生
会員・家族 1,100円 400円
（当日券） （1,600円） （600円）

販売期間

料　金

会　期

会　場

7月9日（火）～9月16日（月・祝）
東京国立博物館　平成館（東京・上野公園）

8月30日（金）まで
斡旋枚数　30枚

日中文化交流協定締結40周年記念

特別展「三国志」

＊中学生以下は無料
＊障がい者手帳をお持ちの方とその介護者1名は無料（要証明）

区　分 大　人 大学生 高校生
会員・家族 1,100円 700円 500円
（当日券） （1,600円）（1,200円） （900円）

販売期間

料　金

会　期

会　場

7月13日（土）～9月29日（日）
Bunkamura ザ・ミュージアム（渋谷・東急本店横）

9月20日（金）まで　斡旋枚数　30枚
＊未就学児は入館無料

区　分 大　人 大学・高校生 中学・小学生
会員・家族 1,100円 600円 400円
（当日券） （1,600円）（1,000円） （700円）

関羽・張飛像
土、彩色　清時代・19世紀　天津博物館蔵

アルフォンス・ミュシャ
《舞踏─連作〈四芸術〉より》

1898年　カラーリトグラフ　ミュシャ財団蔵
©Mucha Trust 2019

恐竜学の新時代をつくった
　　　　  重要標本を一堂に!!前売入場券

ミュシャからマンガへ
　　　　─線の魔術みんなのミュシャ

枚　数

料　金

有効期間

施　設

販　売

前期分（2回目）

9月30日（月）まで
会員　1枚　1,400円

先着100枚
＊1会員あたり、7～9月に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。

先着順、売り切れ次第終了!
『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。

セサミ スポーツクラブセサミ スポーツクラブ 利用券

7月1日（月）～9月30日（月）　＊除外日なし
吉祥寺第一ホテル 2F　バイキング「パークストリート」
☎ 代表：0422-21-4411
　 パークストリート：0422-21-9814

8/13（火）～16（金）は、土・日・祝料金となります。

1会員あたり、5枚まで

販売期間

場　所

特別営業

枚　数

料　金

有効期間

吉祥寺第一ホテル バイキング パークストリート ランチ券

※ 土・日・祝日の利用の場合は、現地にて別途ランチ〔大人706円、シニア
529円〕、ディナー〔大人530円、シニア177円〕をお支払いください。

※ 会員証提示で優待料金（通常料金の10%OFF）で利用できます。
＊ シニア：65歳以上・要証明

9月30日（月）まで
（レストラン予約後の購入をおすすめします）

7月1日（月）～9月30日（月）　＊除外日：催事期間中
帝国ホテル 東京　本館17F　　☎ 03-3539-8187

1会員あたり、5枚まで

販売期間
場　所

枚　数

料　金

有効期間 9月30日（月）まで
（レストラン予約後の購入をおすすめします）

7月1日（月）～9月30日（月）　
グランドニッコー東京　台場 販売期間場　所

料　金

有効期間 1会員あたり、5枚まで
9月30日（月）まで
（レストラン予約後の購入をおすすめします）

区　分 ランチ ディナー

利用時間 11：00～15：00　90分制 17：00～21：30　90分制

会　員
通常料金  平日 2,946円のところ

2,200円
通常料金  平日 3,927円のところ

3,000円

ディナー券

ランチ券

ランチ券

ディナー券インペリアルバイキング  サールインペリアルバイキング  サール

※ 土・日・祝日利用の場合は、現地にて別途ランチ1,100円、ディナー1,400円、フリードリンク付きディナー2,500円をお支払いください。
※ フリードリンク内容：ビール・白赤ワイン・ソフトドリンク　　※ チケット利用の同伴者〔大人〕は、現地にて優待料金で利用できます。
※ 混雑状況により予約が取れない場合がありますので早めにご予約ください。

帝国ホテル 東京

1F「ガーデンダイニング」　30F「The Grill on 30th」

※ 土・日・祝日利用の場合は、現地にてガーデンダイニング769円、Grill on 30th　549円をお支払いください。
※ 食事券利用及び会員証の提示で、追加料理・飲み物、同伴者は、通常料金の10%割引になります。

グランドニッコー東京　台場

区　分 1F　ガーデンダイニング 30F　Grill on 30th

内　容 ランチブッフェ
・メイン料理6種類から1品
・オードブル、サラダ、デザート、
　フルーツはブッフェスタイル

TEL
利用時間

03-5500-4550（レストラン総合案内）
11：30～ 14：30（L.O）　90分制

会　員 通常料金  平日 3,173円のところ

2,400円
通常料金  平日 4,881円のところ

3,700円

夏を楽しもう!　夏休みイベント特集!!

＊ 除外日 •8/10～ 8/18
 •催事期間中

ザ グリル オン サーティース
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会報到着後から下記締切日までに、サービスセンターへ電話でお申込みください。
 A～E　7月19日（金）まで
 F～G　7月12日（金）まで〔岩崎宏美・ガラピコぷ～〕抽選
申込時には、会員番号・事業所名・会員名・TEL・券種・枚数をお伝えください。

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 2020年8月31日（月）まで
1会員　大人･こども券合わせて5枚まで
（6～10枚は一般料金）

 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 （6～10枚）

 （当日券） （3,500円） （1,800円）
＊3歳未満は、入場無料

有効期間

内　容

枚　数

9月21日（土）午後5時30分～
抽選10枚
調布市グリーンホール　大ホール

全席指定

1会員あたり、２枚まで

当日券6,300円のところ
会員　4,800円
＊ 未就学児入場不可

7月12日（金）まで

申込締切

A～Gの
チケット申込方法

申込締切

有効期間

会　場

枚　数

料　金

申込締切

日時・枚数

場　所

座　席

枚　数

料　金

申込締切

9月25日（水）　午後1時～　先着10枚
府中の森芸術劇場　どりーむホール
中村扇雀、中村鴈治郎、尾上松也ほか
S席
通常料金5,500円のところ
会員・家族 4,200円
一般 5,000円

一、恋飛脚大和往来　封印切　一幕

二、蜘蛛絲梓弦　常磐津連中　長唄囃子連中

7月19日（金）まで

日時・枚数

場　所

座　席

料　金

出　演

演　目

申込締切

11月24日（日）　午後1時30分～
抽選20枚
府中の森芸術劇場　どりーむホール

チョロミー、ムームー、ガラピコ
坂田おさむ、つのだりょうこ、いとうまゆ

全席指定
通常料金2,500円のところ
会員・家族　2,100円（1歳以上・共通）
＊ 公演当日1歳以上有料、1歳未満は、保護者1名につき
1名まで膝上鑑賞無料

7月12日（金）まで

日時・枚数

場　所

座　席

料　金

出　演

申込締切

© NHK

入場券

8月1日（木）～12月5日（木）
港区台場1-6-1デックス東京ビーチ　アイランドモール 3階

1会員あたり　5枚まで
通常料金（3歳以上）2,500円のところ

会員　1,600円（3歳以上・共通）
＊ 大人だけの入場はできません。

7月19日（金）まで

有効期間

会　場

枚　数

料　金

申込締切

8月1日（木）～12月5日（木）
港区台場1-6-1　デックス東京ビーチ　アイランドモール 3階

1会員あたり　5枚まで
通常料金　大人（中学生以上）2,300円、
小人（3歳以上）1,800円のところ

会員　1,300円（3歳以上・共通）
7月19日（金）まで

有効期間

会　場

枚　数

料　金

申込締切

8月1日（木）～2020年1月31日（金）
港区台場1-6-1　デックス東京ビーチ3～5F

1会員あたり　5枚まで
通常料金　大人18歳以上4,500円、小中高生3,500円のところ

会員　2,700円（小学生以上・共通）
7月19日（金）まで

想像力・創造力・ぐんぐん伸びる。

レゴ®ブロックの楽しさを知る、見る、感じる、体験型アトラクションがいっぱい!

等身大のフィギュアがいっぱいの体験型アトラクション

マダムタッソー東京

東京ジョイポリス パスポートチケット

東京・お台場にある国内最大級の屋内型テーマパークです。
屋内型の遊園地ですので、外の気温や天候に左右されることはなく、雨の日でも快適に遊ぶ
ことが出来ます。対戦型VRシューティングアトラクション『タワータグVReSPORTS』等をはじ
めとした、20種類以上のアトラクションを取り揃えて皆様にお楽しみいただいております!

箱根の温泉
テーマパーク

箱根小涌園
ユネッサン

特別入場券

7月19日（金）まで
※「ユネッサン」ホームページに
最新イベント情報あります！

もうすぐ45周年！

岩崎宏美
コンサートツアー

府中公演

おかあさんといっしょ

ガラピコぷ～

ガラピコぷ～の仲間たちが
大集合!
ステージと会場が
一体となって盛り上がる
「わくわくステージ」です!!

レゴランドレゴランドレゴランドレゴランドレゴランドレゴランド・・ディスカバリーディスカバリーディスカバリーディスカバリーディスカバリーディスカバリーディスカバリーディスカバリーディスカバリー・・センター センター センター センター センター センター 東京東京東京東京レゴランド・ディスカバリー・センター 東京

本人そっくり! 人気セレブの等身大フィギュアが勢ぞろい!
海外セレブだけでなく、日本の人気タレントや著名人のフィギュアも展示。 
ロープなどの仕切りはなく、写真撮影はもちろん、直接肩を組んだり、同じポーズを決めたりと、最高のセレブ体験が楽しめます。

入場券

こいびきゃくやまとおうらい ふう いん  きり

くものいとあずさのゆみはり

やってきた!!
が

～残したい花について～

夏を楽しもう!　夏休みイベント特集!!

A

B

D E

F G

C
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会報到着後から下記締切日までに、サービスセンターへ電話でお申込みください。
 A～E　7月19日（金）まで
 F～G　7月12日（金）まで〔岩崎宏美・ガラピコぷ～〕抽選
申込時には、会員番号・事業所名・会員名・TEL・券種・枚数をお伝えください。

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 2020年8月31日（月）まで
1会員　大人･こども券合わせて5枚まで
（6～10枚は一般料金）

 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 （6～10枚）

 （当日券） （3,500円） （1,800円）
＊3歳未満は、入場無料

有効期間

内　容

枚　数

9月21日（土）午後5時30分～
抽選10枚
調布市グリーンホール　大ホール

全席指定

1会員あたり、２枚まで

当日券6,300円のところ
会員　4,800円
＊ 未就学児入場不可

7月12日（金）まで

申込締切

A～Gの
チケット申込方法

申込締切

有効期間

会　場

枚　数

料　金

申込締切

日時・枚数

場　所

座　席

枚　数

料　金

申込締切

9月25日（水）　午後1時～　先着10枚
府中の森芸術劇場　どりーむホール
中村扇雀、中村鴈治郎、尾上松也ほか
S席
通常料金5,500円のところ
会員・家族 4,200円
一般 5,000円

一、恋飛脚大和往来　封印切　一幕

二、蜘蛛絲梓弦　常磐津連中　長唄囃子連中

7月19日（金）まで

日時・枚数

場　所

座　席

料　金

出　演

演　目

申込締切

11月24日（日）　午後1時30分～
抽選20枚
府中の森芸術劇場　どりーむホール

チョロミー、ムームー、ガラピコ
坂田おさむ、つのだりょうこ、いとうまゆ

全席指定
通常料金2,500円のところ
会員・家族　2,100円（1歳以上・共通）
＊ 公演当日1歳以上有料、1歳未満は、保護者1名につき
1名まで膝上鑑賞無料

7月12日（金）まで

日時・枚数

場　所

座　席

料　金

出　演

申込締切

© NHK

入場券

8月1日（木）～12月5日（木）
港区台場1-6-1デックス東京ビーチ　アイランドモール 3階

1会員あたり　5枚まで
通常料金（3歳以上）2,500円のところ

会員　1,600円（3歳以上・共通）
＊ 大人だけの入場はできません。

7月19日（金）まで

有効期間

会　場

枚　数

料　金

申込締切

8月1日（木）～12月5日（木）
港区台場1-6-1　デックス東京ビーチ　アイランドモール 3階

1会員あたり　5枚まで
通常料金　大人（中学生以上）2,300円、
小人（3歳以上）1,800円のところ

会員　1,300円（3歳以上・共通）
7月19日（金）まで

有効期間

会　場

枚　数

料　金

申込締切

8月1日（木）～2020年1月31日（金）
港区台場1-6-1　デックス東京ビーチ3～5F

1会員あたり　5枚まで
通常料金　大人18歳以上4,500円、小中高生3,500円のところ

会員　2,700円（小学生以上・共通）
7月19日（金）まで

想像力・創造力・ぐんぐん伸びる。

レゴ®ブロックの楽しさを知る、見る、感じる、体験型アトラクションがいっぱい!

等身大のフィギュアがいっぱいの体験型アトラクション

マダムタッソー東京

東京ジョイポリス パスポートチケット

東京・お台場にある国内最大級の屋内型テーマパークです。
屋内型の遊園地ですので、外の気温や天候に左右されることはなく、雨の日でも快適に遊ぶ
ことが出来ます。対戦型VRシューティングアトラクション『タワータグVReSPORTS』等をはじ
めとした、20種類以上のアトラクションを取り揃えて皆様にお楽しみいただいております!

箱根の温泉
テーマパーク

箱根小涌園
ユネッサン

特別入場券

7月19日（金）まで
※「ユネッサン」ホームページに
最新イベント情報あります！

もうすぐ45周年！

岩崎宏美
コンサートツアー

府中公演

おかあさんといっしょ

ガラピコぷ～

ガラピコぷ～の仲間たちが
大集合!
ステージと会場が
一体となって盛り上がる
「わくわくステージ」です!!

レゴランド・ディスカバリー・センター 東京

本人そっくり! 人気セレブの等身大フィギュアが勢ぞろい!
海外セレブだけでなく、日本の人気タレントや著名人のフィギュアも展示。 
ロープなどの仕切りはなく、写真撮影はもちろん、直接肩を組んだり、同じポーズを決めたりと、最高のセレブ体験が楽しめます。

入場券

こいびきゃくやまとおうらい ふう いん  きり

くものいとあずさのゆみはり

やってきた!!
が

～残したい花について～

夏を楽しもう!　夏休みイベント特集!!
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　行　程　行　程　行　程

区　分 券　種 会員料金 通常料金
子ども

（6カ月～小学生） 平日フリーパス 1,000円（1,400円）

大人（中学生以上） 平日限定入場券 600円 （700円）

海羊亭／赤湯

バイキング

登別万世閣外観

☆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。
（4月発行「特集号294号」に同封）
国営昭和記念公園　レインボープールにもご利用いただけます。
詳しくは、ゆとり&にゅーす特集号をご覧ください。
注）補助券は、サービスセンター窓口で配布はしておりません。

大人（15歳～） 2,500円 1,800円
小人（小・中学生） 1,400円 800円
幼児（4歳～） 500円 100円

区　分 一般料金 利用料金

入園+プール
7/13･14･15、7/20～9/1

※公園入園だけの割引はできません。

国営昭和記念公園　レインボープール料金

日　程

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

参加費

募　集

その他

取消料

区　分 2 名 1 室 3 名 1 室 4 名 1 室
会　員 81,000 円 79,000 円 78,000 円

申込方法

先着15名
会報到着後から7月31日（水）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。

※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1室の場合：会員96,000円、一般100,000円

10月27日
出発

企画手配旅行：㈱セラン　セラントラベル東京支店

ツアーの4大ポイント
1  秋の道南の豊かな自然を満喫していただきます。
2  函館・札幌・小樽と北海道を代表する観光地を巡ります。
3  行きは「北海道新幹線」で旅を満喫。お昼は車内で仙台名物牛たん弁当をいただきます。
4  函館の夜景、全国屈指の名湯・登別の温泉、おいしい料理など宿泊も魅力いっぱいです。

出発　10月27日（日） 6時半頃 三鷹市役所
帰着　10月29日（火） 19時半頃 三鷹市役所

北海道三都物語　人気の函館・札幌・小樽を巡る!

1日目

2日目

3日目

10月27日（日） （食事）朝×　昼○　夕○
三鷹市役所6時半頃出発　▶　東京駅　　　　（昼食）　▶　新函館北斗駅　▶　大沼国定公園（散策）　▶　
五稜郭公園（見学）　▶　函館山（夜景観賞）　▶　函館湯の川温泉「平成館海羊亭」18時頃着（泊）

10月28日（月） （食事）朝○　昼○　夕○
平成館海羊亭9時出発　▶　函館元町（観光）　▶　長万部ドライブインかなや（昼食）　▶　洞爺湖展望台（見学）　▶　
登別地獄谷（見学）　▶　登別温泉「登別万世閣」16時半頃着（泊）

10月29日（火） （食事）朝○　昼○　夕×

登別万世閣8時15分出発　▶　札幌・白い恋人パーク（買物）　▶　北の漁場小樽店（昼食）、運河ガラス館（見学）　▶　
にしん小樽貴賓館（旧青山邸）（見学）　▶　新千歳空港　　　　羽田空港　▶　三鷹市役所　19時半頃着

9月18日（水）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。

○富士急ハイランド利用料金変更のお知らせ　　　　
7月26日（金）～

＊ FUJIYAMA倶楽部料金も変更となります。詳しくは、サービスセンター ホーム
ぺージをご覧ください。

湯の川と登別の温泉三昧2泊3日北海道の旅

区　分 旧利用料金 新利用料金

大　人 4,800円
（一般料金5,700円）

5,700円
（一般料金6,200円）

中　人
（中・高校生）

4,300円
（一般料金5,200円）

5,200円
（一般料金5,700円）

小　人
（3歳～小学生）

3,600円
（一般料金4,300円）

4,000円
（一般料金4,500円）

幼児（1歳～ 2歳）
シニア（65歳～）

1,700円
（一般料金2,000円）

1,700円
（一般料金2,100円）

有効期間

枚　数

料　金

購入方法

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！！

7月1日（月）～9月30日（月）
1会員あたり、4枚まで

会員 1枚 1,000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。

9月30日（月）まで、サービスセンター
窓口で販売します。

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

映画館名 場　所 お問い合せ

☎ 042-525-1237
直通電話

☎
042-525-1251

24時間
音声対応サービス
FAX

夏休みイベント特集!!夏を楽しもう!

　　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

木の温もりにふれながら遊べる屋内施設「ハグハグ」（多摩動物公園駅前）

＊ 券面に「無料入館券」とありますが、施設より割引購入したものを、サービスセンター
で補助をつけて、会員の皆様に販売します。

有効期間

場　所
枚　数

その他
料　金

購入方法

7月1日（月）～2020年3月31日（火）平日限定
日野市程久保3-36-60（多摩動物公園駅前）

平日
フリーパス券

1会員あたり、5枚まで

•大人（中学生以上）のみ、
　お子さまのみでの入館はできません。
•駐車場2時間無料
　（平日、提携駐車場のみ）

8月30日（金）まで、サービス
センター窓口で販売します。

様々な遊びのゾーンが展開する館内は、まるで森の中での探検のよう!

日本最大級のネット遊具をはじめ、育み、ハグする〈ハグハグ〉!!

夏の暑い日でも安心して遊べる、楽しさいっぱいの屋内施設です。

（P1～P6）

○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。

バイキング

登別万世閣外観

海羊亭／赤湯
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事 業 所 ４60社 （前月末比5社減）
会 員 数  3,037人 （前月末比10人減）
（内 個人会員 248人）令和元年5月31日現在

8月号の予告 ●「Mt.FUJIMAKI 2019」in山中湖（9/29）
● TOHOシネマズパスポートチケット

野外フェス
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