
お申込み・お問合わせ：03（3715）4135 月～金(祝日除く)の8時30分～17時（電話の受付時間は17時15分までとなります。)
また、当センターで購入された全ての「チケット類」の転売や譲渡はできません。

今月号の目玉 同封物のお知らせ
◦�ローチケ利用補助券（1会員1シート4枚綴り）
◦�丸大食品チラシ（1会員1部）
◦�目黒区商工まつりチラシ（1事業所1部）

★冬の食事券あっせん� ������2〜3ページ
★「KFCカード・サーティーワンギフト券・こども商品券」あっせん��4ページ
★早割スキー場リフト券あっせん� ���5ページ

2022年9月30日現在加入事業所数
934所／会員数3,178人 Vol.3102022年�1111月号

あっせん販売あっせん販売産 地 直 送

11月下旬から12月上旬のお届けです発送時期

申込手順 ①当センターに電話予約
その際、申込用紙提出方法（WEB/FAX/窓口）・支払方法（窓口/振込）もお聞きします。
（WEBでの申し込みにご協力お願いいたします。）
②電話予約完了後に下記1～3のいずれかの方法でお申し込みください。
※支払方法等、記入もれのないようご確認ください。

支払方法 ①窓口：　のみ可。お時間がかかる場合がございます。
②振込：申し込み用紙提出後、会員名義で支払期間内にお振込みください。
※振込手数料はお客様負担でお願いいたします。

「さつまいも　紅はるか 5㎏」「さつまいも　紅はるか 5㎏」B

粘り、ツヤ、うま味、甘み、香りのトータルバランスが優れているのがひとめぼれ。
毎日のご飯のほか、混ぜご飯などいろいろな料理に合うお米です。

糖度が高く、ねっとりと甘い食感が大きな特徴です。
免疫強化に有効なビタミンCの他、カリウム、カルシウム、亜鉛などミネラル類や
食物繊維が豊富に含まれています。

1月上旬から１月下旬のお届けです発送時期

送料込（関東近県）の金額です
上記以外への地域への発送の場合はお問い合わせください。

料　　金

送料込の金額です料　　金

申　込・
支払期間

・    会員料金各１点まで　割引料金各1点まで（各５０個限定）申 込 数
11月8日(火)8時30分～11月14日(月)15時まで(先着順)
※申込期間内であっても限定数に達した時点で受付終了とさせていただきます。

イメージ

イメージ

A「新米ひとめぼれ 5㎏」「新米ひとめぼれ 5㎏」
目黒区友好都市宮城県角田市からのお届けです。目黒区友好都市宮城県角田市からのお届けです。

茨城県サングリーン旭からのお届けです。茨城県サングリーン旭からのお届けです。
※商品に関するお問い合わせ：産直広場あぐりっと　E-mail:info@aguritto.com

※商品に関するお問い合わせ：サングリーン旭☎0291-37-4147　E-mail:shop-sungreen@sungreen-asahi/jp

※①の電話予約なしに申込用紙をお送りされても、受付できません。ご注意ください。

1WEB：当センターHP内にある各種申し込みフォーム画面から「産地直送品申し込みフォーム」内に必要事項を入力し［確認］
後、［送信］ボタンを押してください。

2FAX：「申込書」をFAXでお送りします。必要事項を記入してご返信ください。
返信の際は、FAXが届いているか確認のお電話をお願いします。

3窓 口：窓口にある「申込書」にご記入ください。

A.「新米ひとめぼれ 5㎏」
【振込と窓口】

【お振込口座】
みずほ銀行　目黒支店　普通　１７４２３７８
ザイ）メグロクキンロウシャサービスセンター

B.「さつまいも　紅はるか 5㎏」
【振込のみ】

【お振込口座】
茨城旭村農業協同組合 本店 普通 ３３１８３０３
サングリーン旭

BA

※窓口でのお支払はできません

A

内      容
新米「ひとめぼれ」5㎏

会員料金
2,400円

割引料金
3,100円

定　価
3,200円

内      容
さつまいも「紅はるか」　5㎏

会員料金
2,600円

割引料金
3,300円

定　価
3,700円 サングリーン旭へお振込のみ

当センターへお支払い

編集発行

電話：03（3715）4135

公益財団法人 
目黒区勤労者サービスセンター
住所：153-0063 目黒区目黒2-4-36区民センター 2階
電話：03（3715）4135 ＦＡＸ：03（3713）9901
ＵＲＬ：https://www.meguro.or.jp
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W I N T E R  M E A L  T I C K E T

12/17～1/5 なお、忘年会や新年会の貸切等でご予約がお取り出来ない
場合もございます。

❸❹❺共通12/16～12/25、12/31～1/3　
❺ビクターズ定休日：毎週火曜、水曜日(祝日は営業)但し、12/16～1/3は定休日なしで営業

【申込期間】
11月９日（水）～11月18日（金）

【申込方法】
電話・WEB（当センターHP各種申込みフォームより）
会員氏名・会員番号・店舗名・枚数・チケット受け取り方
法・発送先等をお知らせください。
　※お申込みの際は、確実にご利用する事を前提にお申
込みください。

【申込枚数】
　1会員全体で６枚まで
（会員は、割引料金での購入は出来ません）
【受取期間】
　11月28日（月）～12月16日（金）
窓口または郵送（郵送料はセンター負担）
郵送希望の方には11月２5日前後に定形内郵便で発送
いたします。

【利用方法】
①当センターで申込期間内にチケットの予約が出来まし
たら、実施期間内の日程でレストランに予約をお取りく
ださい。
②予約日当日、店舗スタッフにチケットをお渡しください。
③精算の際は、下表に記載する会員価格×チケット枚数分
でお支払いください。

【注意事項】
※記載の金額は税サ込の価格です。 
※写真についてはイメージとなります。
※当日注文されたドリンクやアラカルトは、現地にてご精算願います。
※営業時間については変更の可能性あり、予約時にご確認ください。
※会員以外の方が購入希望の場合は、「割引価格」でのご提供となり
ます。
※他の割引券との併用は原則出来ません。詳細は各レストランに直接
お尋ねください。
※緊急事態宣言等により、詳細が変更になる可能性もございますの
で、ご了承ください。

冬の食事券 あっせん冬の食事券 あっせん2022
実施期間：１２月１日（水）～２月２８日（月）実施期間：12月１日（木）～２月28日（火）

お申し込みは電話/WEB、チケット受取りは窓口/ご郵送、お支払いは当日現地でご精算となります。

2,700円
3,500円（定価4,400円）

8,000円
8,800円（定価11,000円）

❷ランチ・ディナー「桂花」
 

❶ランチ「C」

当店自慢のランチコースをお手頃
価格でお楽しみいただけます。フカ
ヒレの茶わん蒸しやXO醤他、食後
の飲み物もついてます。

フカヒレの姿煮は手間暇かけた
極上の逸品です。その他、春夏秋
冬、旬の食材を味わえる豪華な
コースです。

種 　 別
会員価格
割引価格

内 　 容

除 外 日

①、②とも2名様から承ります。

中國飯店花壇 予約先電話番号：03-3719-9161
最寄駅：東急東横線「中目黒駅」または「代官山駅」
時　間：ラ ン チ 11:30～ 14:30　
　　　　ディナー 17:30～ 22:00（L.O.21:00）

4,200円
5,000円

（定価5,700円）

 ❸平日ランチビュッフェ
（90分）

インターナショナルレストラン　ザ・テラス

土日祝利用は＋1,000円

5,800円
6,600円

（定価7,500円）

❹平日ディナービュッフェ
（120分）

土日祝利用は＋1,800円

4,000円
4,800円

（定価5,000円）

❺ランチプリフィックス
コース

前菜・メイン・デザー
トはそれぞれお好みの
ものを選べます

店　　舗

種 　 別

会員価格
割引価格
(一般価格)

そ の 他

除 外 日

ウェスティンホテル東京 予約先電話番号：03-5423-7778
最寄駅：JR「恵比寿駅」徒歩5分
時　間：③平日11:30～14:00　④平日18:00～21:30

⑤全日11:30～14:30
国際色豊かな料理をご提供しているオールデイ・ダイニングと、
開放的な空間で味わうフレンチレストラン

フレンチレストラン ビクターズ
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2,880円
3,680円（定価4,180円）

3,980円
4,780円（定価5,280円）

❾板長おまかせ盛りと握り寿司等９品
 

❽7点越えの豪快刺し盛り等９品

❾コース内容（例）
【前菜】前菜３点盛【冷菜】海鮮サラダ【刺し盛り】板長のおまかせ盛り【酒肴】生ぼた
ん海老一尾【揚物】広島産カキフライ【温物】魚介のうまみたっぷり茶碗蒸し【食事】
握り寿司盛り合わせ【お椀】魚介の旨みたっぷりあら汁【デザート】季節の水菓子
❽、❾共に「飲み放題プラン」に変更する場合は、追加料金１，32０円をお支払いいた
だきます。

種 　 別
会員価格
割引価格
（一般価格）

そ の 他

除 外 日
⑧、⑨とも2名様から承ります。2時間30分制限

魚浜学芸大学店 予約先電話番号：03-5722-6984
最寄駅：東急東横線「学芸大学駅」
時　間：17:00～ 23:00（LO.22:00）

東京プリンスホテル 予約先電話番号：03-3432-1140
最寄駅：都営三田線「御成門駅」
時　間：ラ ン チ 11:30～15:00（L.O14:30）　
　　　　ディナー 17:30～21:30（L.O21:00）

2,900円
3,700円

（定価4,600円）

 10平日ランチブッフェ
（90分）

4,400円
5,200円

（定価6,900円）

11平日ディナーブッフェ
（120分）

4,000円
4,800円

（定価5,480円～）

12ランチ
カフェ トスカ ３店舗共通券

・カフェトスカの土日利用は、ランチ700円、ディナー1,300円が追加料金となります。
・3店舗は「クイーンアリス（プリフィックスコース）」「スーツァンレストラン陳（錦江
コース　ワンドリンク付）」「大志満　花ごよみ（二段重ねのお弁当）」

店　　舗

種 　 別

会員価格
割引価格
（一般価格）

そ の 他

除 外 日

横浜ベイホテル東急 予約先電話番号：045-682-2255
最寄駅：みなとみらい線「みなとみらい駅」
時　間：⑩ランチ11:30～14:00　⑪17:00～21:30

⑫11:30～14:00
各レストラン曜日によって営業時間が異なる場合がございます。ご予約の際ご確認ください。

10111212/17～1/5、111月と2月の毎週木曜日、スーツァンレストラン陳は火曜日不定休

3,600円
4,400円

（定価4,730～5,500円）

 ❻ランチブッフェ
（90分）

6,350円
7,150円

（定価7,700～8,250円）

❼ディナーブッフェ
（120分）

ブッフェダイニング　ポルト

和食・洋食・中華など、数多くのお料理を
ご用意しております。

店　　舗

種 　 別

会員価格
割引価格
（一般価格）

そ の 他

除 外 日 ランチ12/31～1/3　ディナー12/17～1/3

上質の安らぎ、洗練された味覚、そして心をつくしたおもてなし…
深く豊かに流れるくつろぎがここにあります。

都会とは思えない豊かな緑に囲まれた店舗で、
新しいブッフェスタイルを堪能してください。

3,100円
3,900円

（定価4,200円）

 

13ランチ「銀座の金沢」
6,400円
7,200円

（定価8,000円）

14　ディナー「加賀百万石会席」

1ドリンク付　金沢港直送の鮮魚や伝
統ある加賀野菜をふんだんに使った加
賀料理会席

1ドリンク付　名物「合鴨の治部煮」
はもちろん金沢港直送の鮮魚や伝統あ
る加賀野菜を盛り込んだ御献立

種 　 別
会員価格

割引価格

内　　容

除 外 日

銀座の金沢 予約先電話番号：03-6228-7733
最寄駅：東京メトロ有楽町線「銀座一丁目駅」
時　間：ラ ン チ11:30～14:00

ディナー17:00～22:00（L.O.21:00）
新鮮な海の幸、滋味深い山の幸、加賀野菜。金沢は食材豊かな街。
ミシュラン2つ星の金沢料亭「銭屋」主人：高木慎一朗監修の金沢市公認の加賀料理会席レストラン

料理は「国産牛の鉄板焼きしゃぶ」やお寿
司、串揚げなどもご用意しております。

12/15～1/4　定休日：水曜日

ランチ：12/23、24、31、1/1　ディナー：12/23、24、30、31、1/1、2、3
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　～　 あっせん販売　～　 あっせん販売各種チケット類各種チケット類 11 88
11月7日（月）8時30分～11月14日（月）17時まで
（申込期間以降のキャンセルは出来ません）

申込期間1

窓口・代金引換郵便（手数料570円～）
購入方法4

WEB・電話で受付（先着順）
申込方法2

11月30日（水）～12月16日（金）
購入期間3

1
全国のケンタッキーフライドチキンの店舗で利用できるプリペイドカードです。
10円単位で利用可能、お釣りは出ませんが店頭でチャージが可能です。

1会員２枚まで　割引2枚まで
計２00枚3,000円分 ２,３00円

KFCカードKFCカード

券　　種 会員料金 枚数制限

2
全国のサーティワン アイスクリーム店舗でお使いいただけます。

1会員2セットまで 割引2セットまで
合計200セット

2,500円分
（500円券×5枚） 1,900円

サーティワン アイスクリームギフト券サーティワン アイスクリームギフト券

券　　種 会員料金 枚数制限

3
全国7,000店舗で、玩具、文具、ベビー、子供用品などにご利用いただけ
ます。
※利用可能店（一部）：アカチャンホンポ、トイザらス、イオン、ピアゴ、アピタ、SEIYU、
TOMICASHOP、博品館、サンキュードラッグ、肉の万世、写真館ピノキオ　等

こども商品券こども商品券

チケット内容　有効期限　2027年12月31日
※釣銭は出ません。※利用対象店舗は変更する場合もあります。詳しくはこども商品券HPでご確認ください

※有効期限はありません　※一部利用のできない店舗がございます。　※お釣りが出ます。

4
高濃度炭酸泉、漢方蒸し風呂、ジェットバス等 １々３種類の温浴施設と５種類の岩盤浴(岩盤浴は別途
料金が掛かります。)をご用意しております。なお、お食事処で豊富なメニューも取り揃えております。

【所 在 地】 東京都品川区大井1-50-5(阪急大井町ガーデン内)　TEL : 03-5709-2603
【有効期限】 2023年2月28日まで有効。

1会員5枚まで 割引5枚まで
計100枚

大人（中学生以上）
全日共通入浴券

（定価1,380円～1,780円）
800円

おふろの王様「大井町店」入浴券おふろの王様「大井町店」入浴券

券　　種

1,280円

割引料金会員料金 枚数制限

1会員2セットまで　割引2セットまで
計100セット

5,000円分
(500円券×10枚) 4,300円

券　　種

4,800円

割引料金

２,８５０円

割引料金

2,400円

割引料金

会員料金 枚数制限

※会員以外または規定枚数以上お求めの方は、当センターにお問合せください。

※上記料金は、中学生以上お一人様料金となります。
※営業日・営業時間・入館に当たっての注意事項等詳細については、ホームページでご確認ください。

※有効期限は約2年間（店頭で利用またはチャージで更に2年間延長）
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6 湯沢中里スノーリゾート【リフト前売券】
2022-2023
湯沢中里スノーリゾート【リフト前売券】
2022-2023

7

最大幅200mの広いゲレンデをはじめ、多彩なレイアウトの全12コースや、エスカレーターで楽
に移動できるスマイルキッズパークなどが好評のスキー場。パウダースノーで好評の「オフピス
テフィールド」、ビギナー向けキッカー&レールのスノーパーク「ルーキー」も人気。
【アクセス】　関越自動車道「六日町IC」から約5分　　　JR六日町駅から送迎バスあり
【営業期間】2022年12月23日（金）～2023年4月2日（日）まで　<予定>

１会員４枚まで　割引4枚まで
計　30枚リフト１日券（大人） 2,100円

ムイカスノーリゾート【リフト前売券】
2022-2023
ムイカスノーリゾート【リフト前売券】
2022-2023

2,600円
（4,400円）

割引料金
（一般料金）会員料金 制限枚数

※未就学児童はリフト券をお持ちの保護者同伴でリフト乗車が無料になります。（ただし、保護者1名に対し未就学児1名まで。
必ず一緒にリフト同乗をしていただく事が条件です）

5

１会員４枚まで　割引4枚まで
計　30枚リフト１ｄａｙパス（大人） 2,800円

舞子スノーリゾート【リフト前売券】
2022-2023
舞子スノーリゾート【リフト前売券】
2022-2023

券　　種

3,500円
（5,500円）

割引料金
(一般料金)会員料金 制限枚数

※未就学児は保護者同伴でリフト料金無料（リフト券は必要です。現地の各チケット売り場でお受け取り下さい。）
※障がい者手帳をお持ちの方と同伴者２名まで、現地で特別料金にてリフト券が購入いただけます。詳細は施設HP等でご確認ください。

8 スポーツギフトチケットスポーツギフトチケット

関越道塩沢石打ICから1分と究極のショートアクセス!ビギナーからエキスパートまで楽しめる全26
コース、最長滑走距離は6,000m。温泉、託児室、無料休憩室、レストランが揃った便利なオールイン
ワン施設「日帰りスキーセンター」と、ゲレンデ直結の「舞子高原ホテル」で、快適リゾートステイ!
【アクセス】　関越自動車道「塩沢石打IC」から約１分　　　JR越後湯沢駅から送迎バスあり
【営業期間】2022年12月16日（金）～2023年4月2日（日）まで　<予定>

１会員４枚まで　割引4枚まで
計　30枚リフト１日券（大人） 2,600円

券　　種

券　　種

3,200円
（4,900円）

割引料金
(一般料金)会員料金 制限枚数

※未就学児童はリフト券をお持ちの保護者同伴でリフト乗車が無料になります。(ただし、保護者1名に対し未就学児1名まで。必ず一緒にリフト
同乗をしていただく事が条件です)
※障がい者手帳をお持ちお客様と介添が必要な場合は1名まで、現地で特別料金にてリフト券が購入いただけます。詳細は施設HP等でご確
認ください。

場内2カ所のキッズルーム、本物の列車を使用した休憩所「ブルートレイン中里」、スノーエスカレー
ターで快適に遊べる「スマイルキッズパーク」はファミリーに人気です。ゲレンデの大半は広々とした
初中級者コース。一方で非圧雪コースやツリーランエリアが無数に点在し、降雪後のパウダーライ
ディングも存分に楽しめます。
【アクセス】　関越自動車道「湯沢IC」から約10分　　　JR越後湯沢駅から送迎バスあり
【営業期間】2022年12月17日（土）～2023年4月2日（日）まで　<予定>

東急グループのスポーツ施設をご利用の際に、ご利用枚数に応じてご参加いただける
スポーツチケットです。

【申込枚数】

【会員料金】

【利用方法】

1会員4枚まで　割引4枚
まで　計100枚
1枚2,500円　

割引3,000円
（定価3,300円）

※有効期限は発送日より6ケ月
下に記載のQRコードから
詳細をご確認ください。

―オススメ利用施設―
【アトリオドゥーエ】碑文谷・武蔵小山・二子玉川他（1日利用で1枚）
【暗闇バイクスタジオ】・D-cycle 碑文谷（要予約）他（1日利用で1枚）
【ホットヨガ＆コラーゲンスタジオ】ビフレ碑文谷・エトモ池上他（要予約）（1日利用で1枚）
●タオルセット付。●各種レンタル（ウェア・シューズなど）は 、別途有料となります。
※休館日・営業時間・レッスンスケジュールなどは、各店で異なりますので各店Webサイトを
ご確認ください。

フィットネスお問合せセンター 03（6427）8521（平日10時～ 17時）
―その他のご利用可能施設―
【ゴルフ練習場】・東急あざみ野ゴルフ・スイング碑文谷
〇あざみ野：平日90分１枚、土日60分１枚　〇碑文谷：平日60分１枚、土日祝3F60分１枚
【ゴルフショートコース】・東急ゴルフパークたまがわ（全日1周（7ｈ）1枚）
【テニスレッスン】・東急あざみ野テニスガーデン（1回のレッスンで1枚）
【アディダスフットサルパーク】渋谷・あざみ野他（コートレンタル平日夜・土日祝6枚／h（要予約））
【東急スイミングスクール】たまがわ・たまプラーザ・あざみ野（1回のレッスンで1枚）
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ルミネtheよしもと
お笑いライブ

三浦一馬　五重奏団
《PIAZZOLLA Standards & Beyond》

宝塚歌劇 星組公演
『ディミトリ～曙光に散る、紫の花～』／
『JAGUAR BEAT－ジャガービート－』

【日　時】
1月29日(日)　14時開演
【会　場】
紀尾井ホール（JR線・丸の内線・南北線　四ツ谷駅）
【料　金】
全席指定　会員4,300円
割引5,400円(定価6,000円)
【募　集】
10枚
（1会員2枚まで　割引2枚まで）

公演の詳細は、公式ホームページにてご確認ください。 ©宝塚歌劇団

※3歳以上有料

1 2

3 4

「ルミネtheよしもと」では、テレビでもお馴染みの出演者による漫才や
コントなど「お笑いライブ」を毎日公演中！ 土日祝には劇場ならではのス
ペシャルコメディも上演。是非、生のお笑いライブをお楽しみください!!
（公演の詳細は、よしもとホームページまたは上記QRコードでご確認ください）

クリスマス／アヴェ・マリア ウィーン・ヨハン・シュトラウス管弦楽団
ニューイヤーコンサート2023

【日　時】
 12月24日（土） 15時開演
【会　場】
 東京オペラシティ コンサートホール
 （京王新線　初台駅）
【料　金】
 全席指定　会員3,600円
 割引4,500円（定価4,800円）
【募　集】
20枚
（1会員4枚まで　割引4枚まで）

～ウィーン弦楽合奏団～

※未就学児入場不可 ※未就学児入場不可

5 6

「ワルツ王」ヨハン・シュトラウス2世が創設。歴史と伝統に裏打
ちされた本家本元のウィンナ・ワルツ！
指　　揮：ヨハネス・ヴィルトナー
予定曲目：ワルツ「春の声」、「ウィーンの森の物語」、「美しく

青きドナウ」ほか

予定曲目：J.Sバッハ（グノー編曲）、シューベルト、カッチーニ／
三大アヴェ・マリア
ヴィヴァルディ／「四季」より冬　パッヘルベル／カノ
ン　J.Sバッハ／G線上のアリア　ほか

【日　時】
1月25日（水）　13：30開演
【会　場】
 東京宝塚劇場　（東京メトロ　日比谷駅）
【料　金】
S席　会員7,600円
（定価9,500円）
【募　集】
10枚（1会員2枚まで）

シルク・ドゥ・ソレイユ 
ダイハツ アレグリア－新たなる光－
５年ぶりの日本公演決定!!世界に誇る
サーカス・エンターテインメントの復活!!

【日　時】
 12月11日（日）　14:10開演
【会　場】
 ルミネtheよしもと
 （JR新宿駅南口　LUMINE 2の7F）
【料　金】
 全席指定　会員3,100円
 割引3,900円（定価4,800円）
【募　集】
20枚
（1会員4枚まで　割引4枚まで）

豊かな弦楽器のハーモニーと幻想的なハープの響き、清らかなソ
プラノの歌声が聖夜を彩る。

【日　時】
1月8日（日） 15時開演
【会　場】
東京オペラシティ コンサートホール
（京王新線　初台駅）
【料　金】
S席　会員7,200円
割引9,000円（定価11,000円）
【募　集】
10枚
（1会員2枚まで　割引2枚まで）

【日　時】①2月17日（金）　　 18：30開演
②2月23日（木・祝）　14：30開演

【会　場】
 お台場ビックトップ（青海1丁目R街区）
 （ゆりかもめ「台場」「青海」駅
 りんかい線「東京テレポート」駅）
【料　金】
 SS席　①会員7,600円

 　割引9,600円（定価12,800円）
②会員10,400円
 　割引12,420円（定価13,800円）

【募　集】
各10枚
（1会員2枚まで　割引2枚まで）

三浦一馬（バンドネオン）、石田泰尚（ヴァイオリン）、
高橋洋太（コントラバス）、大坪純平（ギター）、山田武彦（ピアノ）
＜曲目＞天使のロマンス　ミケランジェロ70　

天使のイントロダクション　
天使のミロンガ 他

©Toshinori Iida
※曲目は公式サイトをご確認ください。
※都合により曲目・曲順などを変更させていただく場合がございます。
※未就学児入場不可

ステージ券1～6のあっせんステージ券1～6のあっせん
【購入方法】窓口または代金引換郵便（手数料570円～）【申込期間】11月10日（木）8時30分～11月15日（火）まで

（申込期間以降のキャンセルは出来ません）
【申込方法】電話で受付（先着順）
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ローチケbiz＋から購入すると、コンビニで発券する際にかかる手数料が０円！
さらに、500円の「ローソンチケット利用補助券」が利用できます。なお、1枚5,000円
以上のお好きなチケットには補助券2枚が使用可能です!! 面倒な事前登録は不要。

幅広い種類のチケットを
取り扱っています！

【ご利用方法】当センターのHPにある　　　　　　　会員専用ページからご利用ください

チケット購入・
検索（ログイン）

会員専用ページログイン、
お好きなチケットを予約
http://l-tike.com/bizplus/premium.html

ログインパスワード Kr6YDdBM

チケット予約情報は
 メールでお知らせ

予約したチケットはお近くのローソン、
ミニストップでお引取り

★★キャンペーン実施中★★
対象期間の国内航空券ご予約で全員もれなく
5,000円引きお見逃しなく‼（11/19まで）

そのほかのチケットはローチケで　　　　購入できます！

※補助券のご利用方法（500円の補助券は今号に同封しています。）
・お支払いは「店頭支払」を選択してください。　・店頭レジにて支払いの際、補助券を提出すると割引になります。

【会　　期】2022/12/10（土）～2023/2/26（日）《64日間》
【休 館 日】月曜日 [1/9（月）は開館､1/10（火）は休館、12/29（木）～1/2（月）は年末年始休館]
【開館時間】10:00～17:00（入館は16:30まで）

※今後の状況により会期･開館時間等は変更する場合がございます。
※最新情報は美術館ウェブサイトでご確認ください。

【会　　場】山種美術館（JR恵比寿駅）
【料　　金】会員一般 600円（当日券 1,300円）

中学生以下無料（付添者の同伴が必要）

京都・智積院の名宝

日本の風景を描く　―歌川広重から田淵俊夫まで―

【会　　期】〔前期〕11月19日（土）～12月２２日（木）、〔後期〕2023年１月5日（木）～２月5日（日）
【休 館 日】12/23～1/4及び毎週月曜日（月曜が休日の場合は翌平日）
【開館時間】11：00～18：30（入館は18：15まで）
【会　　場】川崎浮世絵ギャラリー（JR川崎駅）
【料　　金】会員一般100円（一般500円）

川崎浮世絵ギャラリー
～斎藤文夫コレクション～

【特別展】

「楊洲周延」展本の風景を描く
楊洲周延（1838－1912）は、江戸時代末期から明治時代にかけて活躍し、明治期の新たな風俗を取り入れた美人画や役者絵、
歴史画などを多彩に手がけました。本展では、周延の代表作である「真美人」、江戸城大奥の生活・行事を詳細に描いた「千代田
乃大奥」を中心に、前期後期で公開いたします。

© 歌川広重 《東海道五拾三次之内 日本橋・朝之景》 1833-36（天保47） 年頃 大判錦絵 山種美術館（12/10～1/15展示）

【会　　期】2022/11/30（水）～2023/1/22（日）
※作品保護のため、会期中展示替えを行います。

【休 館 日】火曜日（1/17は18:00まで開館）､12/30（金）～1/1（日・祝）
【開館時間】10:00－18:00　

【会　　場】サントリー美術館（東京メトロ　六本木駅）　
【料　　金】会員一般 700円（当日券 1,500円）

※高校生以下は無料　※障がい者手帳をお持ちの方とその介護者１名は無料

※金・土、および1/8（日）は20:00まで開館
※いずれも入館は閉館の30分前まで
※開館時間は変更する場合があります。　最新情報は美術館ウェブサイトでご確認ください。

©「東風俗　福つくし　福わらい」

　　　　※中学生以下無料　※障がい者手帳をお持ちの方は、ご本人と介護の方1名様のみ無料

イベント券①～③あっせんイベント券①～③あっせん
【 申 込 期 間 】11月10日（木）8時30分～　売切れ次第終了
【 申 込 方 法 】電話で先着順に受付

【あっせん枚数】各EVENT１会員４枚まで　計各50枚
【 購 入 方 法 】窓口または代金引換郵便（手数料570円～）

※開催情報は変更する場合もございますので、お出掛け前に最新情報をWEBサイト等でご確認ください。
※会員以外または規定枚数以上お求めの方は、当センターにお問合せください。
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次号予告第59回　目黒区商工まつり開催のお知らせ
今年は「会場＆オンライン併用」で開催します。
日程は11/18(金)・11/19(土)・11/20(日)、会場は、目黒区民センターです。
詳細は、同封いたしましたチラシをご覧ください。

●産直「三陸名産品」あっせん　
●「サンクスフェスティバル」のご案内　他

常時販売

チケット有効期限：
2023年3月31日（金）まで

常時販売
東京ドームシティ  得10チケット

スパリゾートハワイアンズ

所在地：福島県いわき市常磐藤原町蕨平50
アクセス：JR常磐線「湯本駅」下車　湯本駅から送迎バス有
【料　　金】1枚500円（大人・小人・幼児共通）　
※ウォーターパーク、スプリングパーク、スパガーデンパレオ、江戸情話与市（露天風呂）入場可能
【申込枚数】1会員年度内10枚まで
【そ の 他】・ウォーターパーク内のスライダー及びフラガールショー（夜の部）については、別途料金が掛かります。

・宿泊については、センターニュース6月号または、サービスセンターHPをご覧ください。

12種24浴槽のバラエティ豊かな温
泉が楽しめる「温泉大浴場パレス」
と、豊かな緑と花、江戸情緒あふれ
る「大露天風呂 江戸情話与市」は、
ハダカで入る温泉ゾーン。

やっぱり、冬でもプール冬でもみ
んなのパラダイス。
様々なプールで遊びを満喫！話題
沸騰の日本一のボディスライダー
「ビッグアロハ」も冬ならスイスイ

お手持ちのポイント内で、東京ドームシティ内のお好きな施設を選んで
遊べる「一般には販売されていないおトクなレジャーチケット」です。
会員料金　1冊２,４００円（最大6,000円相当）
枚数制限　１会員　年度１０冊まで購入可
購入方法　電話で当センターにご予約後、２週間以内に当センター窓口または代金引換郵便で購入ください。
そ の 他　得１０チケット対象施設・必要ポイント一覧表は二次元コードを読み取るか、または

www.tokyo-dome.co.jp/toku10/でご確認ください。
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