
下記の割引券を切り取って、チケット販売窓口へ提出してください。割引料金でご購入いただけます!

4月1日（木）～サービスセンター窓口でお受け取りください。
4月1日～2022年3月31日 1会員、1,500円券を1枚

事務局からのお知らせ

有効期間

有効期間

枚　数

わくわく!  春のおトク情報 ! !

注1）特集号が届きましたら、補助券同封の有無を必ずご確認ください。
注2）補助券の再発行はできませんので、大切に保管してご利用ください。

よみうりランドワンデーパス券
（入園+アシカショー+のりものフリー）

4月1日
販売開始

4月1日
販売開始4月1日～2022年3月31日

1会員　5枚まで
＊大人・子供共通（3歳以上）

有効期間

発　行

なし 1会員 各5枚まで　＊小学生以下、都内在住中学生無料有効期間

井の頭自然文化園・上野動物園・多摩動物公園　大人券

4月1日～2022年3月31日

「アミューズメント施設」
「ファミリーマート・チケットポート」
「三鷹の森ジブリ美術館」

補
助
券

補助券は、会報「特集号（NO.320）」と
一緒に各事業所へ送付します。（4月上旬）
＊個人会員は、自宅へ送付します。

事業所の担当者より
お受け取りください。

東京ディズニーリゾート・コーポレートプログラム利用券

横浜・八景島シーパラダイス 春感謝月間 !

有効期間

内　　容

料　　金

申込方法

枚　　数

全国のTOHOシネマズで期間中利用できるチケット
＊3D映画等の場合：映画館で追加料金が必要

4月1日（木）～9月30日（木）
1会員あたり、4枚まで
会員　1,100円

会報到着後から３月１９日（金）
までに、サービスセンターへお申
し込みください。

パスポート
　　　チケット
パスポート
　　　チケットシネマズシネマズ

電話予約
3/19（金）まで

引換期間
4/1（木）～4/30（金）
注）必ず期間中にお引換えください。

ワンデーパス券　3,300円

＊プール付きワンデーパス券の取り扱いについては、
後日発行の会報でお知らせします。

有効期間

枚　数

枚　数

枚　数

東武動物公園 法人アトラクションパスセット
（入園+のりもの乗り放題）

4月1日～2022年3月31日

1会員　5枚まで
＊大人・子供共通（3歳以上）

ワンデーパス券　1,700円

＊夏季プールは利用できません。WEB予約と別途「プール
入場券」の購入が必要となります。

変更に
なります！

ご紹介先を下記にご記入の上、サービスセンターまでFAXをお送りください。
FAX　0422-47-5657　　TEL　0422-47-5152
会員様の事業所名及び氏名 ☎

ご　紹　介　先

事 業 所 名

所　在　地 ☎

キリトリ

有効期間 2021年3月1日（月）～3月31日（水）

入会金0円（ゼロ円）キャンペーン実施中！会員加入促進会員加入促進

─ お知り合いの事業所をご紹介ください ! ─
ご紹介いただいた事業所が新規加入した場合、謝礼としてクオカード（1,000円相当）を進呈いたします。
☆小さな負担で大きなサービス!　1ケ月会費ワンコイン（1人500円）で、遊園地・動物園・水族館・博物館・美術館の見学、
宿泊施設利用、レストランのランチやディナーなど、様々なシーンでお役に立ちます。

1. 新規に会員になられた方は、入会金が無料です
2. 新規に加入された事業所にクオカード（1,000円相当）を進呈します
新規に加入された方は、全員が「入会金無料」となります!　また、新規に加入された事業所にはクオカード
（1,000円相当）を進呈いたします。アルバイトやパートで働いている皆様もご加入いただけます。このチャン
スにぜひご加入ください!!

※プレジャーランドパス=アトラクションパス
※チケット購入時、必ず本券をご提出ください。
※本券1枚で 5名様まで有効　※コピー可
※他の割引券・補助券等との併用不可
※除外日：貸切時、休業日
※ 期間により入場制限を設ける場合があります。

◇営業時間　期間により異なるため、下記までお問合せください。
◇所在地：神奈川県横浜市金沢区八景島
◇問合せ：045-788-8888（テレフォンインフォメーション）
◇交　通 電車：横浜シーサイドライン「八景島駅」下車徒歩すぐ
 車 ：首都高速湾岸線「幸浦出口」より国道357号線経由

お名前

 
発行：一般財団法人三鷹市勤労者福祉サービスセンター
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【アクアリゾーツ】（水族館4施設パス）
 一般料金 感謝月間特別料金 利用人数
● 大人・高校生 3,000 円 ⇒ 2,100円 　　　名
● 小・中学生 1,800 円 ⇒ 1,260円 　　　名
● 幼児（4歳以上） 900円 ⇒ 630円 　　　名
● シニア（65歳以上） 2,500 円 ⇒ 1,750円 　　　名

【ワンデーパス】（アクアリゾーツパス+プレジャーランドパス）
 一般料金 感謝月間特別料金 利用人数
● 大人・高校生 5,200 円 ⇒ 4,100円 　　　名
● 小・中学生 3,700 円 ⇒ 3,100円 　　　名
● 幼児（4歳以上） 2,100 円 ⇒ 1,650円 　　　名
● シニア（65歳以上） 3,700 円 ⇒ 3,100円 　　　名

【アクアリゾーツパス+選べるアトラクション3回券】
 感謝月間特別料金 利用人数 
● 大人・高校生 3,600円 　　　名
● 小・中学生 2,500円 　　　名
● 幼児（4歳以上） 1,630円 　　　名
● シニア（65歳以上） 3,000円 　　　名

※ 天候不良・営業終了・機械点検等により一部アトラクションが運休する場合
があります。
※ 施設利用の際、マスクの着用が必須となります。（3歳以下は任意）

井の頭自然文化園  200円　上野動物園  400円　多摩動物園  400円

※3/20～チケット価格が期間により変わります。（変動価格制）詳しくは、ＴＤＬ公式ホームページをご覧ください。

● 毎週木曜日の夜間受付窓口（午後7時まで）は、3月11日から再開いたします。
● 改正前の共済給付金申請受付は今月末日をもって終了となります。

※プール利用不可※プール利用不可

平日（月・火・水・金） 午前8時30分～午後5時
平日（木） 午前8時30分～午後7時
※木曜日の夜間窓口は休止となる場合があります。

319
2021 3

事業所数 419社 （前月末比3社増）
会 員 数  2,879人 （前月末比10人減）
（内 個人会員 211人）令和3年1月31日現在

● 木更津市江川海岸 潮干狩り券（採貝券）
● 日帰り入浴施設　入浴券4月号の予告
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東京ドーム
指定席A + 東京ドームグループチケット
（一般5,600円）  （1,000円分）
•一般料金は2020年度の参考価格です。（記載内容は変更となる場合あり）
•1塁・3塁の席指定不可
•指定席Aが準備できない場合は、指定席Bに変更となることがあります。
•東京ドームグループチケットには、有効期限があります。またおつりはでません。

1会員あたり、1試合のみ4枚まで（複数試合の申込不可）
•定数を超えた場合は、日にち毎の抽選

会員　5,600円 3月17日（水）

座　席

場　所

申込期限

枚　数

料　金

プロ野球巨人公式戦観戦チケット巨人公式戦観戦チケット

ムーミンバレーパーク

4月1日（木）～2022年3月31日（木）
●ウォーターパーク・スプリングパーク・江戸情話 
与市・スパガーデンパレオ共通の入場券
●大人・子供共通（3歳から有料）

福島県いわき市

1会員あたり、5枚まで
通常料金　大人（中学生～）3,570円、
小学生2,250円、幼児（3歳～）1,640円のところ

会員　700円
3月17日（水）

内　容

場　所

有効期間

申込期限

枚　数

料　金

6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!!

チケットスパリゾートハワイアンズスパリゾートハワイアンズ
年間を通じて申込受付をしておりましたが、今春より、会報でお知らせ
する募集期間内のみの受付となります。
通年　受付　⇒　会報3月号・6月号で募集予定

変　更

ムーミン一家とその仲間たち、
そして新しい発見に出会える場所へ‼

4月1日（木）～2022年3月31日（木）
埼玉県飯能市宮沢327-6

1会員あたり、5枚まで

有効期間

有効期限

場　所

枚　数

料　金 区　分 大　人 子供券（4歳～小学生）
会員 1,800 円 1,000 円
一　般 2,200 円 1,200 円

（通常価格）（2,500 円） （1,500 円）
＊ 一部有料アトラクションがあります。

3月17日（水）

劇団四季

日　時

場　所

座　席

料　金

申込期限

5月10日（月）午後6時30分開演　抽選20枚
府中の森芸術劇場　どりーむホール

S席（一般料金9,900円）

会員・家族 8,400円
一般 9,900円
※3歳以上有料
※2歳以下の入場不可

3月17日（水）

対戦カード 日　時 あっせん枚数

巨人　VS　中日※ 5/1（土）
14：00～

各日
抽選8枚

巨人　VS　中日※ 5/2（日）
14：00～

巨人　VS　阪神 5/15（土）
18：00～

巨人　VS　阪神 5/16（日）
14：00～

巨人　VS　楽天※ 5/26（水）
18：00～

巨人　VS　楽天※ 5/27（木）
18：00～

劇団四季の作品群より、おなじみの海外ミュージカルからオリジナル／ファミリーミュージカルのナンバー
まで、名曲の数 を々再編成。ダンスやストレートプレイの台詞朗誦も交えながら、華 し々く飾ります。

使用予定ナンバー
アンダー･ザ･シー（『リトルマーメイド』より）、
サークル･オブ･ライフ（『ライオンキング』より）、
自由を求めて（『ウィキッド』より）、人間に戻り
たい（『美女と野獣』より）、ロボット･イン･ザ･
ガーデン　ほか

日　時

場　所

出　演

座　席

料　金

申込期限

6月5日（土）午後6時～　抽選20枚
府中の森芸術劇場　ふるさとホール

立川志の輔　ほか
※一門の出演者は未定

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

3月17日（水）

日　時

場　所

座　席

料　金

申込期限

5月29日（土）
午後2時00分開演　先着10枚
午後5時30分開演　先着10枚
府中の森芸術劇場　ふるさとホール

S席（一般料金4,800円）

社会風刺コント集団

ザ・ニュースペーパーライブ 2021

会員・家族 3,600円
一般 4,400円

3月17日（水）

政治、経済、事件、芸能… etc。
時代を狂わす出来事も「笑いと批判」でぶった斬る!
ザ・ニュースペーパーのライブでしか見られないコントをお見逃しなく !!

「立川志の輔一門会2021」府中の森笑劇場第265回

府中の森芸術劇場開館30周年記念

※東京ドームお得プラン：500円引き ㊟料金は変更となる場合があります。

入園
チケット
入園
チケット

1

2

3

4

5

6

会報到着後から3月17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。

【希望者】1 スパリゾートハワイアンズ　2 ムーミンバレーパーク
【抽　選】3 プロ野球巨人公式戦　4 劇団四季 The Bridge～歌の架け橋～　5 立川志の輔一門会２０２１
【先着順】6 ザ・ニュースペーパーライブ2021
3～6のチケットにつきましては、今後の状況により、中止や延期、またはチケットの確保ができない場合があります。予めご了承の上、
お申し込みください。

1～6チケットの申込方法



劇団四季

日　時

場　所

座　席

料　金

申込期限

5月10日（月）午後6時30分開演　抽選20枚
府中の森芸術劇場　どりーむホール

S席（一般料金9,900円）

会員・家族 8,400円
一般 9,900円
※3歳以上有料
※2歳以下の入場不可

3月17日（水）

劇団四季の作品群より、おなじみの海外ミュージカルからオリジナル／ファミリーミュージカルのナンバー
まで、名曲の数 を々再編成。ダンスやストレートプレイの台詞朗誦も交えながら、華 し々く飾ります。

使用予定ナンバー
アンダー･ザ･シー（『リトルマーメイド』より）、
サークル･オブ･ライフ（『ライオンキング』より）、
自由を求めて（『ウィキッド』より）、人間に戻り
たい（『美女と野獣』より）、ロボット･イン･ザ･
ガーデン　ほか

日　時

場　所

出　演

座　席

料　金

申込期限

6月5日（土）午後6時～　抽選20枚
府中の森芸術劇場　ふるさとホール

立川志の輔　ほか
※一門の出演者は未定

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

3月17日（水）

日　時

場　所

座　席

料　金

申込期限

7月10日（土）　※公演日が延期になりまし
た。午後2時00分開演　先着10枚
午後5時30分開演　先着10枚
府中の森芸術劇場　ふるさとホール

S席（一般料金4,800円）

社会風刺コント集団

ザ・ニュースペーパーライブ 2021

会員・家族 3,600円
一般 4,400円

3月17日（水）

政治、経済、事件、芸能… etc。
時代を狂わす出来事も「笑いと批判」でぶった斬る!
ザ・ニュースペーパーのライブでしか見られないコントをお見逃しなく !!

「立川志の輔一門会2021」府中の森笑劇場第265回

府中の森芸術劇場開館30周年記念

4

5

6



下記の割引券を切り取って、チケット販売窓口へ提出してください。割引料金でご購入いただけます!

4月1日（木）～サービスセンター窓口でお受け取りください。
4月1日～2022年3月31日 1会員、1,500円券を1枚

事務局からのお知らせ

有効期間

有効期間

枚　数

わくわく!  春のおトク情報 ! !

注1）特集号が届きましたら、補助券同封の有無を必ずご確認ください。
注2）補助券の再発行はできませんので、大切に保管してご利用ください。

よみうりランドワンデーパス券
（入園+アシカショー+のりものフリー）

4月1日
販売開始

4月1日
販売開始4月1日～2022年3月31日

1会員　5枚まで
＊大人・子供共通（3歳以上）

有効期間

発　行

なし 1会員 各5枚まで　＊小学生以下、都内在住中学生無料有効期間

井の頭自然文化園・上野動物園・多摩動物公園　大人券

4月1日～2022年3月31日

「アミューズメント施設」
「ファミリーマート・チケットポート」
「三鷹の森ジブリ美術館」

補
助
券

補助券は、会報「特集号（NO.320）」と
一緒に各事業所へ送付します。（4月上旬）
＊個人会員は、自宅へ送付します。

事業所の担当者より
お受け取りください。

東京ディズニーリゾート・コーポレートプログラム利用券

横浜・八景島シーパラダイス 春感謝月間 !

有効期間

内　　容

料　　金

申込方法

枚　　数

全国のTOHOシネマズで期間中利用できるチケット
＊3D映画等の場合：映画館で追加料金が必要

4月1日（木）～9月30日（木）
1会員あたり、4枚まで
会員　1,100円

会報到着後から３月１９日（金）
までに、サービスセンターへお申
し込みください。

パスポート
　　　チケット
パスポート
　　　チケットシネマズシネマズ

電話予約
3/19（金）まで

引換期間
4/1（木）～4/30（金）
注）必ず期間中にお引換えください。

ワンデーパス券　3,300円

＊プール付きワンデーパス券の取り扱いについては、
後日発行の会報でお知らせします。

有効期間

枚　数

枚　数

枚　数

東武動物公園 法人アトラクションパスセット
（入園+のりもの乗り放題）

4月1日～2022年3月31日

1会員　5枚まで
＊大人・子供共通（3歳以上）

ワンデーパス券　1,700円

＊夏季プールは利用できません。WEB予約と別途「プール
入場券」の購入が必要となります。

変更に
なります！

ご紹介先を下記にご記入の上、サービスセンターまでFAXをお送りください。
FAX　0422-47-5657　　TEL　0422-47-5152
会員様の事業所名及び氏名 ☎

ご　紹　介　先

事 業 所 名

所　在　地 ☎

キリトリ

有効期間 2021年3月1日（月）～3月31日（水）

入会金0円（ゼロ円）キャンペーン実施中！会員加入促進会員加入促進

─ お知り合いの事業所をご紹介ください ! ─
ご紹介いただいた事業所が新規加入した場合、謝礼としてクオカード（1,000円相当）を進呈いたします。
☆小さな負担で大きなサービス!　1ケ月会費ワンコイン（1人500円）で、遊園地・動物園・水族館・博物館・美術館の見学、
宿泊施設利用、レストランのランチやディナーなど、様々なシーンでお役に立ちます。

1. 新規に会員になられた方は、入会金が無料です
2. 新規に加入された事業所にクオカード（1,000円相当）を進呈します
新規に加入された方は、全員が「入会金無料」となります!　また、新規に加入された事業所にはクオカード
（1,000円相当）を進呈いたします。アルバイトやパートで働いている皆様もご加入いただけます。このチャン
スにぜひご加入ください!!

※プレジャーランドパス=アトラクションパス
※チケット購入時、必ず本券をご提出ください。
※本券1枚で 5名様まで有効　※コピー可
※他の割引券・補助券等との併用不可
※除外日：貸切時、休業日
※ 期間により入場制限を設ける場合があります。

◇営業時間　期間により異なるため、下記までお問合せください。
◇所在地：神奈川県横浜市金沢区八景島
◇問合せ：045-788-8888（テレフォンインフォメーション）
◇交　通 電車：横浜シーサイドライン「八景島駅」下車徒歩すぐ
 車 ：首都高速湾岸線「幸浦出口」より国道357号線経由

お名前
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【アクアリゾーツ】（水族館4施設パス）
 一般料金 感謝月間特別料金 利用人数
● 大人・高校生 3,000 円 ⇒ 2,100円 　　　名
● 小・中学生 1,800 円 ⇒ 1,260円 　　　名
● 幼児（4歳以上） 900円 ⇒ 630円 　　　名
● シニア（65歳以上） 2,500 円 ⇒ 1,750円 　　　名

【ワンデーパス】（アクアリゾーツパス+プレジャーランドパス）
 一般料金 感謝月間特別料金 利用人数
● 大人・高校生 5,200 円 ⇒ 4,100円 　　　名
● 小・中学生 3,700 円 ⇒ 3,100円 　　　名
● 幼児（4歳以上） 2,100 円 ⇒ 1,650円 　　　名
● シニア（65歳以上） 3,700 円 ⇒ 3,100円 　　　名

【アクアリゾーツパス+選べるアトラクション3回券】
 感謝月間特別料金 利用人数 
● 大人・高校生 3,600円 　　　名
● 小・中学生 2,500円 　　　名
● 幼児（4歳以上） 1,630円 　　　名
● シニア（65歳以上） 3,000円 　　　名

※ 天候不良・営業終了・機械点検等により一部アトラクションが運休する場合
があります。
※ 施設利用の際、マスクの着用が必須となります。（3歳以下は任意）

井の頭自然文化園  200円　上野動物園  400円　多摩動物園  400円

※3/20～チケット価格が期間により変わります。（変動価格制）詳しくは、ＴＤＬ公式ホームページをご覧ください。

● 毎週木曜日の夜間受付窓口（午後7時まで）は、3月11日から再開いたします。
● 改正前の共済給付金申請受付は今月末日をもって終了となります。

※プール利用不可※プール利用不可

平日（月・火・水・金） 午前8時30分～午後5時
平日（木） 午前8時30分～午後7時
※木曜日の夜間窓口は休止となる場合があります。
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事業所数 419社 （前月末比3社増）
会 員 数  2,879人 （前月末比10人減）
（内 個人会員 211人）令和3年1月31日現在

● 木更津市江川海岸 潮干狩り券（採貝券）
● 日帰り入浴施設　入浴券4月号の予告
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