
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
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○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

7月17日（土）～9月30日（木）
（休館日9/1・2・8・9・15・16）

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（18～64歳）3,900円、
小人（3～17歳・高校生）2,800円、シニア（65歳～）2,800円のところ
会員　1,700円（一般　2,000円）
9月30日（木）まで、サービスセンター窓口で販売します。
※入場には事前の来場予約が必要となります。
　詳細は、サンリオピューロランド公式ホームページをご覧ください。

パスポートチケット

プール付きワンデーパス券
よみうりランドよみうりランド

有効期間

内　容

枚　数

料　金

その他

購入方法

●遊園地入園（グッジョバ!! エリア含む）+
　のりものフリー+プールWAI入場（夏期のみ）
●大人・子供共通  ※チケットは、3歳から必要

2022年3月31日（木）まで
1会員あたり、5枚まで（6～10枚は一般料金）
夏期通常料金
大人6,400円／中高生5,200円
小学生・シニア（65歳以上）4,600円
3歳～未就学児3,000円のところ

会員　3,800円（一般　4,500円）
•プール付きチケットは、現地窓口での販売はありません。
必要枚数を購入することをおすすめします。

•幼児プール付きチケット（3,000円）を購入希望の方は、よ
みうりランドHPより日付指定券を購入してください。各日販
売枚数に制限がありますので、ご注意ください。
•詳細は、よみうりランド公式ホームページをご覧ください。

夏のプール「チケット」「アミューズメント補助券」の取扱状況
【6月22日現在】

＊ 状況により変更となる場合あり。最新情報は、サービスセンターあるいは各施設公式HPをご覧ください。

サービスセンター窓口で販売します。（電話受付可）
先着100枚、売切れ次第終了!
＊ 他にワンデーパス券（プール利用不可）3,300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。
㊟「アミューズメント補助券」での夏期プール（プール
WAI入場）の利用はできません。

【ツアーのポイント】
1日目： 特別名勝「栗林公園」散策
 海の神様「金刀比羅宮」参拝
2日目： 渓谷美で有名な「大歩危峡」を遊覧（船頭のガイド付）
 日本最古の名湯“道後温泉”

10月17日（日）出発

日　程 10月17日（日）　 8時頃　羽田空港集合／10月19日（火）　19時頃　羽田空港解散
旅行企画・実施　㈱スペース・プラン

「よみうりランドのプール」は、アミューズメント補助券の利用はできません。
また、「昭和記念公園レインボープール」は、現段階未定です。

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

2泊3日の旅
四国 と 絶景スポット絶景スポット

3日目：橋の美術館と呼ばれる「しまなみ海道」
 全国的に有名な「伯方の塩工場」見学

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 77,000 円 73,400 円 71,400 円

申込方法

先着15名
会報到着後から7月30日（金）までに
サービスセンターへ電話でお申込みください。
（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名でご参加を希望される方は、サービスセンターにご相談ください。

9月27日（月）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」をお送り
します。

1日目10月17日（日） （食事）朝×　昼○　夕○
羽田空港　▶　  　▶　高松空港または徳島空港 ▶ 花園亭（昼食）／特別名勝栗林公園（散策） ▶ 
ことひら温泉「琴参閣」15時半頃着 ▶ 金刀比羅宮（自由参拝） ▶ ことひら温泉「琴参閣」（泊）

2日目10月18日（月） （食事）朝○　昼○　夕○
ことひら温泉「琴参閣」9時出発 ▶ 祖谷のかずら橋 ▶ 大歩危峡（観光遊覧船） ▶ 
祖谷そば もみじ亭（昼食） ▶ 道後温泉「道後プリンスホテル」15時半頃着（泊）

3日目10月19日（火） （食事）朝○　昼○　夕×
「道後プリンスホテル」8時半出発 ▶ 松山城天守閣（見学） ▶ 今治・タオル美術館（見学） ▶ しまなみ海道 ▶ 
伯方の塩工場（見学） ▶ 道の駅マリンオアシスはかた（昼食） ▶ 広島空港　▶　  　▶　羽田空港18時35分着予定

行
　程

料　金

有効期間

購入方法

有効期間が延期となりました!
既に、購入されたチケットも対象です。
2022年3月31日 ⇒ 2022年4月30日
 1枚　1,400円
 ※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中!
前期（4月～9月）に25枚まで購入できます。

セサミ 
スポーツクラブ
セサミ 
スポーツクラブ

利
用
券

今年の

施設名 プール
状況 センター販売チケット アミューズメント

補助券

よみうりランド 営業 プール付きワンデーパス券販売中
1枚 3,800 円 ×

昭和記念公園
レインボープール 未定 販売なし 未定

東京サマーランド 営業 販売なし ○
事前予約制

東武動物公園 営業 フリーパス券販売中！　1枚 1,700 円
㊟ プール利用⇒予約制：別途「日時指定WEBチケット」を購入 ─

※コロナ禍の影響により、旅行行程や時間、昼食場所、観光の順番などが変更となる場合があります。

①右記ORコードより予約⇒②当日「日付指定予約券」と
「アミューズメント補助券」を提示してチケット購入

平日（月～水・金） 午前8時30分～午後5時
平日（木曜日） 午前8時30分～午後7時

324
2021 7

事業所数 403社 （前月末比3社減）
会 員 数  2,851人 （前月末比3人減）
（内 個人会員 203人）令和3年5月31日現在

● 劇団四季ミュージカル「アナと雪の女王」
● 高尾山ハイキング　9月25日（土）8月号の予告
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料　金

申込期限

日時・枚数

場　所

出　演

曲　目

席　種

9月4日（土）午後2時開演　先着10枚

府中の森芸術劇場　どりーむホール

指　揮：山田和樹
ヴァイオリン：南 紫音
管弦楽：日本フィルハーモニー交響楽団

メンデルスゾーン：
ヴァイオリン協奏曲  ホ短調  作品64

ホルスト：組曲「惑星」作品32

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
＊未就学児の入場不可

7月21日（水）

電話申込
7/21（水）まで

引換期間
7/26（月）～8/31（火）

電話申込　7/21（水）まで

引換期間　8/2（月）～8/31（火）

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！！

9月30日（木）まで
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（木）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

　　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

○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。

枚　数

内　容

日にち・料金

申込期限

場　所

九
月
場
所

両国国技館
各日1組／ 1会員あたり1組（2名分）
チケット + お土産（梅プラン予定）

7月21日（水）

【九月場所日程　9月12日（日）～9月26日（日）】

6組12枚（抽選）

＊椅子席A：2F4～ 6列、桝席Ｂ（1桝2名予定）：1F9～ 12列
＊日付毎の抽選になります。　＊料金が変更となる場合があります。
＊今後の状況により、中止あるいはチケットの取扱いができない場合があります。

ご希望の方は第1、第2希望をお知らせください。

日　程

座　席

場　所

申込期限

枚　数

料　金

東京ドーム
指定席A + 東京ドームグループ利用券
（一般5,600円）  （1,000円分）
•1塁・3塁の席指定不可
•指定席Aが準備できない場合：指定席Bに変更あり
•東京ドームグループ利用券：有効期限があり、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
7月21日（水）

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
8・9月

※今後の状況により、中止あるいはチケットの取扱いができない場合
　があります。
※9/24（金）は500円割引

全国共通お食事券

内　容

料　金

枚　数

申込期限

http://www.jfcard.co.jp/

★ジェフグルメカードが利用できる主な店舗★

ジェフグルメカードジェフグルメカード

● 全国のファミリーレストラン・ファーストフード・和
洋中など約35,000店舗で利用できるお食事券

● 500円券×10枚=5,000円分

1会員あたり、2セットまで

会員　4,500円
7月21日（水）

藍屋・華屋与兵衛・夢庵・和食さと・ガスト・ココス・
ジョナサン・デニーズ・ロイヤルホスト・ジョリーパスタ・
木曽路・味の民芸・天丼てんや・リンガーハット・
がってん寿司・甘太郎・さくら水産・日本海庄や・安楽亭・
ケンタッキーフライドチキン・モスバーガー・サーティワン
アイスクリーム・吉野家・オリジン弁当・バーミヤン　他

枚　数

料　金

有効期間

申込方法

申込方法

料　金

数　量

内　容

8月1日（日）～2022年1月31日（月）
1会員あたり、5枚まで（6～10枚は一般料金）
3,500～4,100円相当　
会員　2,500円（一般　3,000円）

7月21日（水）までに、
サービスセンターへお申し
込みください。

東京ドームホテル レストラン ランチ券 ～東京ドームホテル直営の4つのレストランで
　ご利用いただけるお得なランチ券～

くらしと仕事応援プロジェクト

くらしと仕事応援プロジェクト

夏場の息苦しさや不快感を少しでも低減できる冷感素材を使った、
夏向けマスクはいかがでしょうか?

•一般保護マスク（中国製）
•1箱50枚入（10枚×5袋）
•普通サイズ（約17.5cm×9.5cm）

1会員あたり、2箱まで（先着200箱）

会員　1箱 500円

7月21日（水）までに、サービスセンター
へお申し込みください。

対戦カード 日　時 あっせん
枚数

巨人  VS  中日 8/14（土）14：00～

各日
抽選
8枚

巨人  VS  中日 8/15（日）14：00～
巨人  VS  DeNA 8/21（土）14：00 ～
巨人  VS  阪神※ 9/24（金）18：00 ～
巨人  VS  阪神 9/25（土）14：00～

府中の森芸術劇場開館30周年記念
どりーむコンサートVol.118

「惑星」天翔ける
神話ロマン

©Shuichi Tsunoda

©Marco Borggreve

レストラン TEL 対象メニュー
スーパーダイニング

「リラッサ」（ホテル 3F）
☎ 03-5805-2277

11：30～ 15：00
洋・中・和・スイーツブッフェ

90 分制

スカイラウンジ&ダイニング
「アーティストカフェ」（ホテル 43F）

☎ 03-5805-2243
平　日 11：30～ 14：30
土日祝 11：00～ 15：00

パノラマランチコース
本日のアンティパストミストまたは本日のスープ・

本日のパスタ・選べるメインディッシュ・ドルチェオーダーブッフェ 

中国料理
「後楽園飯店」（後楽園ホールビル 2F）

☎ 03-3817-6134
11：30～ 14：00

前菜・料理 2品・点心・ご飯・
スープ・デザート・コーヒー

和　食
「春風萬里」（ラクーア 9F）

☎ 03-5805-2395
11：00～ 15：00

三段弁当
小鉢・刺身・焼物・煮物・天婦羅・香の物・

赤出汁・ご飯・デザート（平日のみコーヒー付き）

有効期限なし

日にち 席　種 会員料金（1名あたり）

9 日目 9/20（月・祝） 椅子席A 13,500円相当 ⇒ 11,500円

10日目 9/21（火） 桝席B 15,000円相当 ⇒ 13,000円

11日目 9/22（水） 桝席B 15,000円相当 ⇒ 13,000円

12日目 9/23（木・祝） 椅子席A 13,500円相当 ⇒ 11,500円

13日目 9/24（金） 桝席B 15,000円相当 ⇒ 13,000円

14日目 9/25（土） 椅子席A 13,500円相当 ⇒ 11,500円

期間限定冷感不織布マスク斡旋

〈特徴〉
BFE99%、VFE99%、PFE99%をすべてクリアしてあ
る不織布使用

3

1

4

2

申込期間
申込方法
【抽　選】1 プロ野球巨人戦　2 大相撲九月場所　　【先着順】3 天翔ける神話ロマン「惑星」　　【希望者】4 ジェフグルメカード

会報到着後～7/21（水）サービスセンターへ、電話でお申込みください。 TEL 0422（47）5152
受付 平日8：30～17：00



料　金

申込期限

日時・枚数

場　所

出　演

曲　目

席　種

9月4日（土）午後2時開演　先着10枚

府中の森芸術劇場　どりーむホール

指　揮：山田和樹
ヴァイオリン：南 紫音
管弦楽：日本フィルハーモニー交響楽団

メンデルスゾーン：
ヴァイオリン協奏曲  ホ短調  作品64

ホルスト：組曲「惑星」作品32

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
＊未就学児の入場不可

7月21日（水）

電話申込
7/21（水）まで

引換期間
7/26（月）～8/31（火）

電話申込　7/21（水）まで

引換期間　8/2（月）～8/31（火）

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！！

9月30日（木）まで
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（木）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

　　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

○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。

枚　数

内　容

日にち・料金

申込期限

場　所

九
月
場
所

両国国技館
各日1組／ 1会員あたり1組（2名分）
チケット + お土産（梅プラン予定）

7月21日（水）

【九月場所日程　9月12日（日）～9月26日（日）】

6組12枚（抽選）

＊椅子席A：2F4～ 6列、桝席Ｂ（1桝2名予定）：1F9～ 12列
＊日付毎の抽選になります。　＊料金が変更となる場合があります。
＊今後の状況により、中止あるいはチケットの取扱いができない場合があります。

ご希望の方は第1、第2希望をお知らせください。

日　程

座　席

場　所

申込期限

枚　数

料　金

東京ドーム
指定席A + 東京ドームグループ利用券
（一般5,600円）  （1,000円分）
•1塁・3塁の席指定不可
•指定席Aが準備できない場合：指定席Bに変更あり
•東京ドームグループ利用券：有効期限があり、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
7月21日（水）

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
8・9月

※今後の状況により、中止あるいはチケットの取扱いができない場合
　があります。
※9/24（金）は500円割引

全国共通お食事券

内　容

料　金

枚　数

申込期限

http://www.jfcard.co.jp/

★ジェフグルメカードが利用できる主な店舗★

ジェフグルメカードジェフグルメカード

● 全国のファミリーレストラン・ファーストフード・和
洋中など約35,000店舗で利用できるお食事券

● 500円券×10枚=5,000円分

1会員あたり、2セットまで

会員　4,500円
7月21日（水）

藍屋・華屋与兵衛・夢庵・和食さと・ガスト・ココス・
ジョナサン・デニーズ・ロイヤルホスト・ジョリーパスタ・
木曽路・味の民芸・天丼てんや・リンガーハット・
がってん寿司・甘太郎・さくら水産・日本海庄や・安楽亭・
ケンタッキーフライドチキン・モスバーガー・サーティワン
アイスクリーム・吉野家・オリジン弁当・バーミヤン　他

枚　数

料　金

有効期間

申込方法

申込方法

料　金

数　量

内　容

8月1日（日）～2022年1月31日（月）
1会員あたり、5枚まで（6～10枚は一般料金）
3,500～4,100円相当　
会員　2,500円（一般　3,000円）

7月21日（水）までに、
サービスセンターへお申し
込みください。

東京ドームホテル レストラン ランチ券 ～東京ドームホテル直営の4つのレストランで
　ご利用いただけるお得なランチ券～

くらしと仕事応援プロジェクト

くらしと仕事応援プロジェクト

夏場の息苦しさや不快感を少しでも低減できる冷感素材を使った、
夏向けマスクはいかがでしょうか?

•一般保護マスク（中国製）
•1箱50枚入（10枚×5袋）
•普通サイズ（約17.5cm×9.5cm）

1会員あたり、2箱まで（先着200箱）

会員　1箱 500円

7月21日（水）までに、サービスセンター
へお申し込みください。

対戦カード 日　時 あっせん
枚数

巨人  VS  中日 8/14（土）14：00～

各日
抽選
8枚

巨人  VS  中日 8/15（日）14：00～
巨人  VS  DeNA 8/21（土）14：00 ～
巨人  VS  阪神※ 9/24（金）18：00 ～
巨人  VS  阪神 9/25（土）14：00～

府中の森芸術劇場開館30周年記念
どりーむコンサートVol.118

「惑星」天翔ける
神話ロマン

©Shuichi Tsunoda

©Marco Borggreve

レストラン TEL 対象メニュー
スーパーダイニング

「リラッサ」（ホテル 3F）
☎ 03-5805-2277

11：30～ 15：00
洋・中・和・スイーツブッフェ

90 分制

スカイラウンジ&ダイニング
「アーティストカフェ」（ホテル 43F）

☎ 03-5805-2243
平　日 11：30～ 14：30
土日祝 11：00～ 15：00

パノラマランチコース
本日のアンティパストミストまたは本日のスープ・

本日のパスタ・選べるメインディッシュ・ドルチェオーダーブッフェ 

中国料理
「後楽園飯店」（後楽園ホールビル 2F）

☎ 03-3817-6134
11：30～ 14：00

前菜・料理 2品・点心・ご飯・
スープ・デザート・コーヒー

和　食
「春風萬里」（ラクーア 9F）

☎ 03-5805-2395
11：00～ 15：00

三段弁当
小鉢・刺身・焼物・煮物・天婦羅・香の物・

赤出汁・ご飯・デザート（平日のみコーヒー付き）

有効期限なし

日にち 席　種 会員料金（1名あたり）

9 日目 9/20（月・祝） 椅子席A 13,500円相当 ⇒ 11,500円

10日目 9/21（火） 桝席B 15,000円相当 ⇒ 13,000円

11日目 9/22（水） 桝席B 15,000円相当 ⇒ 13,000円

12日目 9/23（木・祝） 椅子席A 13,500円相当 ⇒ 11,500円

13日目 9/24（金） 桝席B 15,000円相当 ⇒ 13,000円

14日目 9/25（土） 椅子席A 13,500円相当 ⇒ 11,500円

期間限定冷感不織布マスク斡旋

〈特徴〉
BFE99%、VFE99%、PFE99%をすべてクリアしてあ
る不織布使用

3

1

4

2

申込期間
申込方法
【抽　選】1 プロ野球巨人戦　2 大相撲九月場所　　【先着順】3 天翔ける神話ロマン「惑星」　　【希望者】4 ジェフグルメカード

会報到着後～7/21（水）サービスセンターへ、電話でお申込みください。 TEL 0422（47）5152
受付 平日8：30～17：00



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

© 2021 SANRIO CO., LTD. APPROVAL No.P13060918 S/D・G

○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

7月17日（土）～9月30日（木）
（休館日9/1・2・8・9・15・16）

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（18～64歳）3,900円、
小人（3～17歳・高校生）2,800円、シニア（65歳～）2,800円のところ
会員　1,700円（一般　2,000円）
9月30日（木）まで、サービスセンター窓口で販売します。
※入場には事前の来場予約が必要となります。
　詳細は、サンリオピューロランド公式ホームページをご覧ください。

パスポートチケット

プール付きワンデーパス券
よみうりランドよみうりランド

有効期間

内　容

枚　数

料　金

その他

購入方法

●遊園地入園（グッジョバ!! エリア含む）+
　のりものフリー+プールWAI入場（夏期のみ）
●大人・子供共通  ※チケットは、3歳から必要

2022年3月31日（木）まで
1会員あたり、5枚まで（6～10枚は一般料金）
夏期通常料金
大人6,400円／中高生5,200円
小学生・シニア（65歳以上）4,600円
3歳～未就学児3,000円のところ

会員　3,800円（一般　4,500円）
•プール付きチケットは、現地窓口での販売はありません。
必要枚数を購入することをおすすめします。

•幼児プール付きチケット（3,000円）を購入希望の方は、よ
みうりランドHPより日付指定券を購入してください。各日販
売枚数に制限がありますので、ご注意ください。
•詳細は、よみうりランド公式ホームページをご覧ください。

夏のプール「チケット」「アミューズメント補助券」の取扱状況
【6月22日現在】

＊ 状況により変更となる場合あり。最新情報は、サービスセンターあるいは各施設公式HPをご覧ください。

サービスセンター窓口で販売します。（電話受付可）
先着100枚、売切れ次第終了!
＊ 他にワンデーパス券（プール利用不可）3,300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。
㊟「アミューズメント補助券」での夏期プール（プール
WAI入場）の利用はできません。

【ツアーのポイント】
1日目： 特別名勝「栗林公園」散策
 海の神様「金刀比羅宮」参拝
2日目： 渓谷美で有名な「大歩危峡」を遊覧（船頭のガイド付）
 日本最古の名湯“道後温泉”

10月17日（日）出発

日　程 10月17日（日）　 8時頃　羽田空港集合／10月19日（火）　19時頃　羽田空港解散
旅行企画・実施　㈱スペース・プラン

「よみうりランドのプール」は、アミューズメント補助券の利用はできません。
また、「昭和記念公園レインボープール」は、現段階未定です。

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

2泊3日の旅
四国 と 絶景スポット絶景スポット

3日目：橋の美術館と呼ばれる「しまなみ海道」
 全国的に有名な「伯方の塩工場」見学

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 77,000 円 73,400 円 71,400 円

申込方法

先着15名
会報到着後から7月30日（金）までに
サービスセンターへ電話でお申込みください。
（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名でご参加を希望される方は、サービスセンターにご相談ください。

9月27日（月）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」をお送り
します。

1日目10月17日（日） （食事）朝×　昼○　夕○
羽田空港　▶　  　▶　高松空港または徳島空港 ▶ 花園亭（昼食）／特別名勝栗林公園（散策） ▶ 
ことひら温泉「琴参閣」15時半頃着 ▶ 金刀比羅宮（自由参拝） ▶ ことひら温泉「琴参閣」（泊）

2日目10月18日（月） （食事）朝○　昼○　夕○
ことひら温泉「琴参閣」9時出発 ▶ 祖谷のかずら橋 ▶ 大歩危峡（観光遊覧船） ▶ 
祖谷そば もみじ亭（昼食） ▶ 道後温泉「道後プリンスホテル」15時半頃着（泊）

3日目10月19日（火） （食事）朝○　昼○　夕×
「道後プリンスホテル」8時半出発 ▶ 松山城天守閣（見学） ▶ 今治・タオル美術館（見学） ▶ しまなみ海道 ▶ 
伯方の塩工場（見学） ▶ 道の駅マリンオアシスはかた（昼食） ▶ 広島空港　▶　  　▶　羽田空港18時35分着予定

行
　程

料　金

有効期間

購入方法

有効期間が延期となりました!
既に、購入されたチケットも対象です。
2022年3月31日 ⇒ 2022年4月30日
 1枚　1,400円
 ※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中!
前期（4月～9月）に25枚まで購入できます。

セサミ 
スポーツクラブ
セサミ 
スポーツクラブ

利
用
券

今年の

施設名 プール
状況 センター販売チケット アミューズメント

補助券

よみうりランド 営業 プール付きワンデーパス券販売中
1枚 3,800 円 ×

昭和記念公園
レインボープール 未定 販売なし 未定

東京サマーランド 営業 販売なし ○
事前予約制

東武動物公園 営業 フリーパス券販売中！　1枚 1,700 円
㊟ プール利用⇒予約制：別途「日時指定WEBチケット」を購入 ─

※コロナ禍の影響により、旅行行程や時間、昼食場所、観光の順番などが変更となる場合があります。

①右記ORコードより予約⇒②当日「日付指定予約券」と
「アミューズメント補助券」を提示してチケット購入

平日（月～水・金） 午前8時30分～午後5時
平日（木曜日） 午前8時30分～午後7時

324
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事業所数 403社 （前月末比3社減）
会 員 数  2,851人 （前月末比3人減）
（内 個人会員 203人）令和3年5月31日現在

● 劇団四季ミュージカル「アナと雪の女王」
● 高尾山ハイキング　9月25日（土）8月号の予告
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