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食事券

事務局からのお知らせ
● 2021年東京ドームのイベントについて
•例年、東京ドームで開催されておりました「ふるさと祭り東京」「東京国際キルトフェスティバル」「テーブルウェア・フェスティバル」
の開催は、中止となりました。
•「世界らん展」は、東京ドームシティ プリズムホールにて開催予定です。入場券につきましては、サービスセンターでの取り扱いが
できませんので、ご了承ください。直接、現地販売窓口でご購入ください。

● 年末年始の休業について
　12月29日（火）～翌年1月3日（日）は、休業いたします。

旧ホークスサミット　　　 の
  名産品を斡旋いたします!
旧ホークスサミット　　　 の
  名産品を斡旋いたします!

（北海道鷹栖町・
　　　北秋田市）
（北海道鷹栖町・
　　　北秋田市）

三鷹市とゆかりの深い旧ホークスサミットの名産品・特産品をスペシャル価格で斡旋いたします。新型コロナ
ウイルス感染症拡大防止の影響で旅行が困難な中、この機会に旅行気分を味わってみてはいかがでしょうか。

A Bあわせて50品限定。
（なくなり次第終了となります）
※同じ商品を複数注文することはできません。

同じ自治体の商品を購入する場合は、300円が
割引になります。

上記の中からお好きな名産品を選んで、サービス
センターへ電話でお申し込みください。

①　会員番号・事業所名・会員名
②　日中連絡先
③　商品のお届け先（自宅または勤務先） ※きりたんぽ鍋は自宅のみ

12月7日（月）～12月23日（水）

平成元年に全国の「鷹」のつく市町が集まり第1回ホークスサミット
を開催。その後、平成19年3月末をもってホークスサミットは解
散したが、防災協力や物産展の出展など独自の交流を続けている。

申 込 方 法

数　　　量 申込時にお伝えいただくこと

料金について

ホークスサミットとは

申 込 期 間

直接配送!

秋田県 北秋田市
　　　　　　　　（旧鷹巣町）

北海道 上川郡鷹栖町

会員証
ゆとり　みたか

わく
わく スキーリフト券 会員証de割引

場　所

枚　数

内容・料金

有効期間 購入方法

その他

12月1日（火）～2021年2月28日（日）
＊除外日　12/31～ 2021年1/7

京王プラザホテル新宿
【要予約】 当サービスセンターの食事券を使用する旨を

お伝えください。☎03-3344-0111（代表）

1会員あたり、各レストラン4枚まで

2021年2月26日（金）まで、サービス
センター窓口で販売します。
食事券は、レストランの予約が済んでからご購入
ください。スカイラウンジ〈オーロラ〉は、予約が
とり難い場合がありますので、予めご了承ください。
＊5枚以上購入希望の方は、サービスセンターまでお
問い合わせください。

京王プラザホテル新宿
和食〈かがり〉　オールデイダイニング〈樹林〉　スカイラウンジ〈オーロラ〉

久々に　　　　　　　　　ホテルでのランチ・ティタイムはいかがですか♪のんびり＆ゆったり

先着限定50品第1弾

くらし応援
プロジェクト

くらし応援
プロジェクト

送料込み4,455円のところ3,000円
朝もぎの新鮮なトマトと少量の食塩
のみで製造しています。優しく甘み
のあるトマトジュースです。

送料込み4,455円のところ3,000円
肉質が柔らかく赤身と脂身のバラン
スにたけた鷹栖牛のおいしさが
ぎゅっと詰まった特産食品です。3
種の料理をレトルトパウチにしました。

［内訳］
•鷹栖牛のビーフシチュー（220g/袋）
•鷹栖牛の牛鍋のもと（200g/袋）
•鷹栖牛のボロネーゼ（200g/袋）

❶ オオカミの桃（トマトジュース）1ℓ瓶3本セット

❷ 鷹栖の食卓（鷹栖牛のレトルト）3種セット

送料込み5,640円のところ4,100円
秋田県の郷土料理。比内地鶏がらの
だし汁にいれて煮込でお召し上がりくだ
さい。

送料込み4,180円のところ2,800円
北秋田市産の名産品セットです。プレミ
アムカレーは、2013年全国高校生ス
クール“S”セレクションにおいて、最高
賞「輝き」を受賞した比内地鶏・ししとう
を使った「地域おこしカレー」です。

❶ きりたんぽ鍋セット2人前

❷ 名産品詰め合わせ6品セット

［内訳］
•プレミアムカレー（240g/袋） •木いちごジャム
•比内地鶏炊き込みご飯の素（2合分） •山菜の水煮（ふき・山うど）
•白神フルーツ黒にんにく

レストラン
本館 2F

和食〈かがり〉
本館 2F

オールデイダイニング〈樹林〉
本館 45F

スカイラウンジ〈オーロラ〉
時　間 11：30～ 14：30 11：00～ 14：00 14：00～ 16：30（土日祝 13：00～）

メニュー

玉手箱ランチ 選べるランチセット アフタヌーンティ
（グラススパークリングワイン付き）

小鉢・お造り二種・焼物・揚物・蒸し物・煮物・
酢の物・お食事・デザート

本日のスープ・グリーン
サラダ・選べるメイン（本
日の魚料理・肉料理・パ
スタ・ビーフシチューな
どから1品）・自家製ア
イスクリーム・コーヒー
または紅茶

パティシエ特製スイーツなど3段スタンド
約 30種類のオリジナルティー・コーヒー
など （3時間フリードリンク）

会員料金 3,800 円のところ 2,700 円 3,100 円のところ 2,300 円 5,600 円のところ 3,800 円
 ※税・サービス料込

現地リフト券発売窓口にサービスセンター会員証を提示してください。
割引料金でご利用いただけます!

◆ 石打丸山場内1日券
大　人 通常5,300円 ⇒ 4,500円
小学生 通常3,500円 ⇒ 3,000円
60歳以上 通常4,500円 ⇒ 4,000円
＊3際～未就学児童：1,500円　＊3歳未満は、大人1名につき1名無料（同乗）

石打丸山スキー場 TEL　025-783-2222
http://WWW.isiuti.or.jo

◆ 1日券
大　人 通常4,700円 ⇒ 4,200円
小学生 通通4,200円 ⇒ 3,700円
55歳以上 通常3,300円 ⇒ 2,800円
＊未就学児童：キッズ券1,800円

湯沢高原スキー場 TEL　025-784-3326
http://WWW.yuzawakogen.com

たかのす

たか　 す

イメージ

イメージ

イメージ

イメージ
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事業所数 423社 （前月末比4社減）
会 員 数  2,916人 （前月末比23人減）
（内 個人会員 216人）令和2年10月31日現在

● 明治座「坂本冬美 芸能生活35周年記念公演」
● 劇団四季ミュージカル「オペラ座の怪人」2/27（土）1月号の予告
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区　分 日にち 会員料金
（1枚あたり）

8日目 1月17日（日） 12,500円
10日目 1月19日（火） 12,000円
11日目 1月20日（水） 12,000円
12日目 1月21日（木） 12,000円

12/21（月） 12/22（火）～

購入方法

枚　数

料　金

有効期間

内　容

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

© '20 SANRIO APPROVAL No.P1211112

○入場とアトラクション乗り放題
○大人・小人・シニア共通　＊チケットは、3歳から必要

12月12日（土） ～ 2021年2月28日（日）
＊休館日：1/6・7・13・14・20・21、2/3・4

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3,900円、小人2,800円、
60歳以上2,200円のところ

会員 1,700円
一般 2,000円

2021年2月26日（金）まで
サービスセンター窓口で販売します。
＊サンリオピューロランドは、事前予約制での入場となります。先にサンリオ
ピューロランドの予約が済んでから、チケットをご購入ください。

パスポートチケット

　　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

有効期間

枚　数

料　金

購入方法

12月1日（火）～
2021年2月28日（日）

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。

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

☎ 042-525-1237
直通電話

映画館名 場　所 お問い合せ

☎
042-525-1251

24時間
音声対応サービス
FAX

○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。

2021年2月26日（金）まで、
サービスセンター窓口で販売します

府中の森笑劇場第262回

立川志らく
（落語立川流）
© 小川峻毅

三遊亭白鳥
（落語協会）

三遊亭圓馬
（落語芸術協会）

三遊亭萬橘
（五代目円楽一門会）

東京落語四派の今初
場
所

内　容

日にち

枚　数

場　所 両国国技館

各日1組／ 1会員あたり2枚限定

椅子席A（平日8,000、土日8,500円）+お土産（竹6,030円相当）
（4～6列）
※お席は、1席空けてのご案内です

12月16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。
抽　選　1 大相撲 初場所
先着順　2 東京落語四派の今　3 よみがえる明治座東京喜劇　4『ジョーカー』ライブコンサート申込方法

特別企画!

【初場所日程　1月10日（日）～1月24日（日）】

＊日付毎の抽選となります。
＊今後の状況により、中止あるいはチケットの確保ができない場合が
  ありますので、予め、ご了承ください。

4組8枚あっせん（抽選）

日時・枚数

場　所

座　席

料　金

2021 年 2月 20日（土）午後 7時開演
先着 6枚
2021年 2月 21日（日）午後 1時開演
先着 6枚
東京国際フォーラム　ホールA

S席
一般料金9,800円ところ

会員・家族 7,100円
一般 8,900円
＊R15指定：15歳未満のお客様の来場は、ご遠慮ください。
＊英語上映、日本語字幕付き

日時・枚数

場　所

座　席

出　演

料　金

2021年1月30日（土）
午前11時開演
先着10枚
明治座

第一部　特別出演  前川　清
第二部　ラジオビバリー昼ズ寄席

S席（1・2階席）
一般料金12,500円ところ

会員・家族 9,500円
一般 12,000円

日　時

場　所

座　席

出　演

料　金

1月29日（金）午後6時～　 先着10枚
府中の森芸術劇場　ふるさとホール

立川志らく、三遊亭白鳥、三遊亭圓馬、
三遊亭萬橘　他

全席指定

通常料金3,800円のところ
会員・家族 3,000円
一般 3,600円

よみがえる
明治座東京喜劇
よみがえる
明治座東京喜劇
ニッポン放送
「高田文夫のラジオビバリー昼ズ」
全力応援‼

JOKER LIVE IN CONCERT ─ 映画をライブ感覚で体感 ─

『ジョーカー』ライブコンサートツアー

映画「JOKER」を大スクリーンで全編
上演しながら、音楽をオーケストラで
生演奏するシネマコンサート!

演奏：東京21世紀管弦楽団　指揮 : 上野正博
上映作品：『JOKER』

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。
＊グランシアタ―での上映にはご利用いただけません。

2021年1月1日（祝・金）～6月30日（水）
1会員あたり、4枚まで

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、全国のイオン
シネマで利用できます。

電話予約
12/16（水）まで

引換期間
12/24（木）
　～2021年1/29（金）
注）必ず期間中（1/29）にお引換えください。

12月16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。

※今後の新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、公演等が中止・延期となる場合があります。

1 2

3 4



区　分 日にち 会員料金
（1枚あたり）

8日目 1月17日（日） 12,500円
10日目 1月19日（火） 12,000円
11日目 1月20日（水） 12,000円
12日目 1月21日（木） 12,000円

12/21（月） 12/22（火）～

購入方法

枚　数

料　金

有効期間

内　容

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

© '20 SANRIO APPROVAL No.P1211112

○入場とアトラクション乗り放題
○大人・小人・シニア共通　＊チケットは、3歳から必要

12月12日（土） ～ 2021年2月28日（日）
＊休館日：1/6・7・13・14・20・21、2/3・4

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3,900円、小人2,800円、
60歳以上2,200円のところ

会員 1,700円
一般 2,000円

2021年2月26日（金）まで
サービスセンター窓口で販売します。
＊サンリオピューロランドは、事前予約制での入場となります。先にサンリオ
ピューロランドの予約が済んでから、チケットをご購入ください。

パスポートチケット

　　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

有効期間

枚　数

料　金

購入方法

12月1日（火）～
2021年2月28日（日）

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。

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

☎ 042-525-1237
直通電話

映画館名 場　所 お問い合せ

☎
042-525-1251

24時間
音声対応サービス
FAX

○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。

2021年2月26日（金）まで、
サービスセンター窓口で販売します

府中の森笑劇場第262回

立川志らく
（落語立川流）
© 小川峻毅

三遊亭白鳥
（落語協会）

三遊亭圓馬
（落語芸術協会）

三遊亭萬橘
（五代目円楽一門会）

東京落語四派の今初
場
所

内　容

日にち

枚　数

場　所 両国国技館

各日1組／ 1会員あたり2枚限定

椅子席A（平日8,000、土日8,500円）+お土産（竹6,030円相当）
（4～6列）
※お席は、1席空けてのご案内です

12月16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。
抽　選　1 大相撲 初場所
先着順　2 東京落語四派の今　3 よみがえる明治座東京喜劇　4『ジョーカー』ライブコンサート申込方法

特別企画!

【初場所日程　1月10日（日）～1月24日（日）】

＊日付毎の抽選となります。
＊今後の状況により、中止あるいはチケットの確保ができない場合が
  ありますので、予め、ご了承ください。

4組8枚あっせん（抽選）

日時・枚数

場　所

座　席

料　金

2021 年 2月 20日（土）午後 7時開演
先着 6枚
2021年 2月 21日（日）午後 1時開演
先着 6枚
東京国際フォーラム　ホールA

S席
一般料金9,800円ところ

会員・家族 7,100円
一般 8,900円
＊R15指定：15歳未満のお客様の来場は、ご遠慮ください。
＊英語上映、日本語字幕付き

日時・枚数

場　所

座　席

出　演

料　金

2021年1月30日（土）
午前11時開演
先着10枚
明治座

第一部　特別出演  前川　清
第二部　ラジオビバリー昼ズ寄席

S席（1・2階席）
一般料金12,500円ところ

会員・家族 9,500円
一般 12,000円

日　時

場　所

座　席

出　演

料　金

1月29日（金）午後6時～　 先着10枚
府中の森芸術劇場　ふるさとホール

立川志らく、三遊亭白鳥、三遊亭圓馬、
三遊亭萬橘　他

全席指定

通常料金3,800円のところ
会員・家族 3,000円
一般 3,600円

よみがえる
明治座東京喜劇
よみがえる
明治座東京喜劇
ニッポン放送
「高田文夫のラジオビバリー昼ズ」
全力応援‼

JOKER LIVE IN CONCERT ─ 映画をライブ感覚で体感 ─

『ジョーカー』ライブコンサートツアー

映画「JOKER」を大スクリーンで全編
上演しながら、音楽をオーケストラで
生演奏するシネマコンサート!

演奏：東京21世紀管弦楽団　指揮 : 上野正博
上映作品：『JOKER』

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。
＊グランシアタ―での上映にはご利用いただけません。

2021年1月1日（祝・金）～6月30日（水）
1会員あたり、4枚まで

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、全国のイオン
シネマで利用できます。

電話予約
12/16（水）まで

引換期間
12/24（木）
　～2021年1/29（金）
注）必ず期間中（1/29）にお引換えください。

12月16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。

※今後の新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、公演等が中止・延期となる場合があります。

1 2

3 4



A B

食事券

事務局からのお知らせ
● 2021年東京ドームのイベントについて
•例年、東京ドームで開催されておりました「ふるさと祭り東京」「東京国際キルトフェスティバル」「テーブルウェア・フェスティバル」
の開催は、中止となりました。
•「世界らん展」は、東京ドームシティ プリズムホールにて開催予定です。入場券につきましては、サービスセンターでの取り扱いが
できませんので、ご了承ください。直接、現地販売窓口でご購入ください。

● 年末年始の休業について
　12月29日（火）～翌年1月3日（日）は、休業いたします。

旧ホークスサミット　　　 の
  名産品を斡旋いたします!
旧ホークスサミット　　　 の
  名産品を斡旋いたします!

（北海道鷹栖町・
　　　北秋田市）
（北海道鷹栖町・
　　　北秋田市）

三鷹市とゆかりの深い旧ホークスサミットの名産品・特産品をスペシャル価格で斡旋いたします。新型コロナ
ウイルス感染症拡大防止の影響で旅行が困難な中、この機会に旅行気分を味わってみてはいかがでしょうか。

A Bあわせて50品限定。
（なくなり次第終了となります）
※同じ商品を複数注文することはできません。

同じ自治体の商品を購入する場合は、300円が
割引になります。

上記の中からお好きな名産品を選んで、サービス
センターへ電話でお申し込みください。

①　会員番号・事業所名・会員名
②　日中連絡先
③　商品のお届け先（自宅または勤務先） ※きりたんぽ鍋は自宅のみ

12月7日（月）～12月23日（水）

平成元年に全国の「鷹」のつく市町が集まり第1回ホークスサミット
を開催。その後、平成19年3月末をもってホークスサミットは解
散したが、防災協力や物産展の出展など独自の交流を続けている。

申 込 方 法

数　　　量 申込時にお伝えいただくこと

料金について

ホークスサミットとは

申 込 期 間

直接配送!

秋田県 北秋田市
　　　　　　　　（旧鷹巣町）

北海道 上川郡鷹栖町

会員証
ゆとり　みたか

わく
わく スキーリフト券 会員証de割引

場　所

枚　数

内容・料金

有効期間 購入方法

その他

12月1日（火）～2021年2月28日（日）
＊除外日　12/31～ 2021年1/7

京王プラザホテル新宿
【要予約】 当サービスセンターの食事券を使用する旨を

お伝えください。☎03-3344-0111（代表）

1会員あたり、各レストラン4枚まで

2021年2月26日（金）まで、サービス
センター窓口で販売します。
食事券は、レストランの予約が済んでからご購入
ください。スカイラウンジ〈オーロラ〉は、予約が
とり難い場合がありますので、予めご了承ください。
＊5枚以上購入希望の方は、サービスセンターまでお
問い合わせください。

京王プラザホテル新宿
和食〈かがり〉　オールデイダイニング〈樹林〉　スカイラウンジ〈オーロラ〉

久々に　　　　　　　　　ホテルでのランチ・ティタイムはいかがですか♪のんびり＆ゆったり

先着限定50品第1弾

くらし応援
プロジェクト

くらし応援
プロジェクト

送料込み4,455円のところ3,000円
朝もぎの新鮮なトマトと少量の食塩
のみで製造しています。優しく甘み
のあるトマトジュースです。

送料込み4,455円のところ3,000円
肉質が柔らかく赤身と脂身のバラン
スにたけた鷹栖牛のおいしさが
ぎゅっと詰まった特産食品です。3
種の料理をレトルトパウチにしました。

［内訳］
•鷹栖牛のビーフシチュー（220g/袋）
•鷹栖牛の牛鍋のもと（200g/袋）
•鷹栖牛のボロネーゼ（200g/袋）

❶ オオカミの桃（トマトジュース）1ℓ瓶3本セット

❷ 鷹栖の食卓（鷹栖牛のレトルト）3種セット

送料込み5,640円のところ4,100円
秋田県の郷土料理。比内地鶏がらの
だし汁にいれて煮込でお召し上がりくだ
さい。

送料込み4,180円のところ2,800円
北秋田市産の名産品セットです。プレミ
アムカレーは、2013年全国高校生ス
クール“S”セレクションにおいて、最高
賞「輝き」を受賞した比内地鶏・ししとう
を使った「地域おこしカレー」です。

❶ きりたんぽ鍋セット2人前

❷ 名産品詰め合わせ6品セット

［内訳］
•プレミアムカレー（240g/袋） •木いちごジャム
•比内地鶏炊き込みご飯の素（2合分） •山菜の水煮（ふき・山うど）
•白神フルーツ黒にんにく

レストラン
本館 2F

和食〈かがり〉
本館 2F

オールデイダイニング〈樹林〉
本館 45F

スカイラウンジ〈オーロラ〉
時　間 11：30～ 14：30 11：00～ 14：00 14：00～ 16：30（土日祝 13：00～）

メニュー

玉手箱ランチ 選べるランチセット アフタヌーンティ
（グラススパークリングワイン付き）

小鉢・お造り二種・焼物・揚物・蒸し物・煮物・
酢の物・お食事・デザート

本日のスープ・グリーン
サラダ・選べるメイン（本
日の魚料理・肉料理・パ
スタ・ビーフシチューな
どから1品）・自家製ア
イスクリーム・コーヒー
または紅茶

パティシエ特製スイーツなど3段スタンド
約 30種類のオリジナルティー・コーヒー
など （3時間フリードリンク）

会員料金 3,800 円のところ 2,700 円 3,100 円のところ 2,300 円 5,600 円のところ 3,800 円
 ※税・サービス料込

現地リフト券発売窓口にサービスセンター会員証を提示してください。
割引料金でご利用いただけます!

◆ 石打丸山場内1日券
大　人 通常5,300円 ⇒ 4,500円
小学生 通常3,500円 ⇒ 3,000円
60歳以上 通常4,500円 ⇒ 4,000円
＊3際～未就学児童：1,500円　＊3歳未満は、大人1名につき1名無料（同乗）

石打丸山スキー場 TEL　025-783-2222
http://WWW.isiuti.or.jo

◆ 1日券
大　人 通常4,700円 ⇒ 4,200円
小学生 通通4,200円 ⇒ 3,700円
55歳以上 通常3,300円 ⇒ 2,800円
＊未就学児童：キッズ券1,800円

湯沢高原スキー場 TEL　025-784-3326
http://WWW.yuzawakogen.com

たかのす

たか　 す

イメージ

イメージ

イメージ

イメージ
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事業所数 423社 （前月末比4社減）
会 員 数  2,916人 （前月末比23人減）
（内 個人会員 216人）令和2年10月31日現在

● 明治座「坂本冬美 芸能生活35周年記念公演」
● 劇団四季ミュージカル「オペラ座の怪人」2/27（土）1月号の予告
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