レ ジャー
東京ディズニーリゾート® ディズニーランド®・ディズニーシー® 〒

補助券

郵送サービス

ＨＰあり

©Disney

©Disney

◎インフォメーションセンター (0570―00―8632（受付時間
一部のＰＨＳ、ＩＰ電話・国際電話からは (045―330―5211

午前９時〜午後７時）

（開園時間・混雑状況・チケット料金など）

◎音声情報サービス

(0570―00―3932（24時間受付）

（開園時間 ･ 混雑状況・チケット情報など）

企業・団体向け福利厚生プログラム

「東京ディズニーリゾート®・コーポレートプログラム」

©Disney

「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」
パークチケットの購入やディズニーホテル宿泊費の支払い、東京ディ
ズニーリゾート・オフィシャルパークファンクラブ「ファンダフル・
ディズニー」年会費の支払いに、ご利用いただけます。
紛失などによる再発行はできません。
■会員１名につき

年度内１枚（2,000円券）

▲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（平成30年度）

※10月以降入会の方へのお渡しは1,000円券1枚となります。

■利用対象
■受取方法
■利用方法

見 本

会員とその同居家族
Ｎカードを提示のうえ、エンジョイライフなかの窓口でお受取りください。

（1）東京ディズニーランド®/ 東京ディズニーシー® のパークチケット購入に利用
パークチケット購入時に、
「コーポレートプログラム利用券」を取扱い窓口に提出すると、パークチケット料金
から利用券に記載の金額を差し引いた料金で購入できます。

※パークチケット1枚につき、コーポレートプログラム利用券を1枚利用できます。

※新規のパークチケット購入時のみにご利用できます。
（日付変更、券種変更時にはご利用できません。
）

区

分

通常料金

「コーポレートプログラム利用券」提出

大人（18歳以上）

7,400円

5,400円

中人（中学・高校生） 12 〜 17歳

6,400円

4,400円

小人（幼児・小学生） 4 〜 11歳

4,800円

2,800円

利用可能なチケット

窓口で販売されている個人向けのパークチケットでご利用できます。
（年間パスポート、
団体用パークチケット、
オンライン販売のチケット、抽選販売のチケット、ギフトカードは除く）

※シニアパスポート、スターライトパスポートなどの購入の際にもご利用できます。
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取り扱い窓口
●当日券
◆東京ディズニーランド（チケットブース）
◆東京ディズニーシー（チケットブース）
◆
（宿泊者のみ）ディズニーホテル、東京ディズニーリゾート・オフィシャルホテル
●前売券
◆東京ディズニーリゾート・チケットセンター（イクスピアリ 1F）
◆東京ディズニーランド：イーストゲート・レセプション
◆東京ディズニーシー：団体チケットブース
◆ディズニーストア（
「コーポレートプログラム利用券」取扱い店舗）
※旅行会社、コンビニエンスストア等では、ご利用できません。ただし、旅行会社、コンビニエンススト
ア等で発行された観光券・予約券と本券を来園当日ご入園前にパークのチケットブースに提出すると、
額面分が返金されます。
ディズニーストア
（
「コーポレートプログラム利用券」取扱い店舗）
店

舗

名

03―3461―3932
03―3983―3932

03―5564―3932
042―709―2039
042―656―3932

042―543―2439
045―441―3932

（平成30年 4 月１日現在）
店

舗

名

ららぽーと横浜店
藤沢さいか屋店
船橋ららぽーとＴＯＫＹＯ−ＢＡＹ店
大宮アルシェ店
羽生イオンモール店
川口アリオ店
越谷イオンレイクタウン店

電話番号

045―937―3932
0466―25―3977

047―432―5932
048―648―3923
048―563―3333
048―255―3932

レジャー

渋谷公園通り店
池袋サンシャインシティアルパ店
お台場アクアシティ店
町田１０９店
八王子東急スクエア店
昭島モリタウン店
横浜そごう店

電話番号

048―988―7539

（２）ディズニーホテルの宿泊費に利用

東京ディズニーリゾート

チェックアウトの際、
「コーポレートプログラム利用券」を各ホテルのフロントに提出すると、利用券に記
載の金額を差し引いた料金で精算となります。
（東京ディズニーセレブレーションホテルのみチェックイン時）
※宿泊者 1 名につき、コーポレートプログラム利用券を 1 枚ご利用いただけます。

※旅行会社等のパッケージ商品をご利用で精算済みの場合は、利用券に記載の金額分を返金いたします。

取り扱い窓口
ディズニーホテル
（ディズニーアンバサダー®ホテル、東京ディズニーシー・ホテルミラコスタ®、東京ディ
ズニーランド ® ホテル、東京ディズニーセレブレーションホテル ®）のフロント

ディズニーランド ・ディズニーシー

®

（３）東京ディズニーリゾート・オフィシャルパークファンクラブ「ファンダフル・ディズニー」年会費の支払いに利用
「ファンダフル・ディズニー」事務局（03―5326―5599 受付時間 午前10 時〜午後５時 年中無休）へお電
話でご連絡ください。年会費（3,240円）から利用券に記載の金額を差し引いた料金でお支払いいただけます。
※残金のお支払いはクレジットカードのみ

®

※メンバー１名につき、コーポレートプログラム利用券を１枚ご利用いただけます。

※「ファンダフル・ディズニー」ウェブサイト上の入会お申込みでは、ご利用いただけません。

その他の特典

®

下記のようなプログラム特典を予定しています。開催時期、応募方法は会報紙、窓口などで随時お知らせいたします。
①サンクスフェスティバル
期間中、
「東京ディズニーランド」または「東京ディズニーシー」のいずれかのパークを、1 日ご利用いただける
パスポートを特別価格でご購入いただけます。年数回の実施を予定しています。
②コーポレートプログラム：パーク・ファン・パーティー

パーク内の施設にて開催される限定パーティーに、特別にご参加いただけます。オリジナルショーに抽選会、キャラク
ターグリーティングなど、いつもと違った楽しみ方が体験できます。
（有料プログラム）
。
中野区勤労者サービスセンターの団体番号■■■■（パーク・ファン・パーティーなどのお申し込みの際に必要となります）

※プログラム特典は予告なく変更する場合がございます。
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としまえん チケット
掲載内容は30年度の内容です。
翌年度以降の変更等は別途お知らせします。

入園・のりものフリー
夏の１日券・プール入場券（夏季）
(03―3990―8800 ＨＰあり
インフォメーション
西武豊島園線・都営大江戸線豊島園駅から徒歩１分
会員とその同居家族
■利用対象
■購入方法
①電話でエンジョイライフなかのに遊園地名、会員番号、氏名、利用券種、枚数を
知らせてお申込みください。
②エンジョイライフなかの窓口にＮカードを提示のうえご購入ください。
「サービスセンターにゅうす」5月号
★夏の１日券・プール入場券の詳細については、
または7月号でお知らせします。
■利用方法
としまえんの受付でチケットに押印を受けてご利用ください。
■あっせん料金・あっせん数
（平成30年4月1日現在）
券種

販売期間

区分

あっせん
料金

 １会員あたりの
あっせん数
各区分あわせて
20枚まで

上期

のりもの１日券

大人・こども共通
４月１日〜
９月30日まで
こども

1,800円

下期

のりもの１日券

10月１日〜 大人・こども共通
３月31日まで
こども

1,800円

夏の１日券・プール券
（プール営業期間）

800円
800円

各区分あわせて
20枚まで

にゅうす５月号または７月号でお知らせします。

一般料金
大 人 4,200円
こども（身長110cm 以上）
3,200円
こども（身長110cm 未満）
2,400円
大 人 4,000〜4,500円
こども（身長110cm 以上）
3,000〜3,500円
こども（身長110cm 未満）
2,000〜2,900円

※利用期間、販売期間が変わることがあります。
（販売期間の初日にエンジョイライフなかのが休みの場合は、その翌営業日より販売します。
）

注意

3歳から入園料・乗り物料が必要となります。2歳以下は無料です。
チケットの転売は禁止します。
「こども」は3歳から小学生までとなります。
身長や年齢による乗車制限規定があります。
仕入れの都合により、一時的にチケットの在庫がなくなる場合がありますので、エンジョイライフなかのへご
予約のうえ購入することをお勧めします。
チケット購入後の変更・払戻しは一切できません。

■営業時間 午前10時〜午後５時
■休 園 日 元旦、火曜日・水曜日
※営業時間、休園日は季節により変動があります。詳しくはとしまえんホーム
ページをご覧ください。
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西武園ゆうえんち チケット
入園・アトラクション乗り放題
ハローキティメルヘンタウン
プール・イルミネーション（開設期間のみ）
(04―2922―1371 ＨＰあり
西武新宿線西武遊園地駅 / 西武園線西武園駅から徒歩５分
■利用対象
■購入方法

会員とその同居家族
①電話でエンジョイライフなかのに遊園地名、会
員番号、氏名、利用券種、枚数を知らせてお申
込みください。
②エンジョイライフなかの窓口にＮカードを提示のうえご購入ください。
■利用方法 西武園ゆうえんちの入口で日付印の押印を受けてご利用ください。
■あっせん料金・あっせん数
（平成30年４月１日現在）
あっせん料金

１会員あたりの
あっせん数

３月下旬〜
９月30日

800円

15枚まで

大

10枚まで

こども（3歳〜小学生）・
シニア（60歳以上）
2,300 〜 2,500円

10月１日〜
３月31日

800円

一般料金

人（中学生以上）
2,800 〜 3,500円

としまえん チケット／西武園ゆうえんち チケット

 法人フリーパス
（４月〜翌年３月）

販売期間

レジャー

券種・利用期間

※夏季はプールも利用できます。販売期間が変わることがあります。

注意

３歳から入園料・乗り物料が必要となります。２歳以下は無料です。
身長や年齢による乗車制限規定があります。
チケット購入後の変更・払戻しは一切できません。
チケットの転売は禁止します。

■営業時間 午前10時〜午後５時
■休 園 日 元旦、水曜日・木曜日
※営業時間・休園日は季節により変動があります。詳しくは西武
園ゆうえんちホームページをご覧ください。
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東京ドームシティ パートナーメンバーズ

N

Card

Ｎカード提示により東京ドームシティ各種チケットが
現地でお安くご購入できます。
お好きな施設で有効期間中いつでも利用できる
テン
「得10チケット」のほか、各種チケットが購入できます。
法人サービスカウンター (03―3817―6364

ＨＰあり

東京ドームシティ ミーツポート２Ｆ
ＪＲ中央総武線水道橋駅 / 東京メトロ丸ノ内線・南北線後楽園駅
営業時間：午前10時〜午後７時

■利用対象
■購入場所

会員とその同居家族
東京ドームシティ ミーツポート２Ｆ「法人サービスカウンター」でＮカードをご提示ください。
クレジットカードも使えます。
（インターネットからの購入はできません）
■購入枚数 １日につき各券種とも１会員10枚まで
（トリートメント＆ビューティー利用券、
TDCグルメチケット、東京ドームビール券は
枚数制限はありません）
（平成30年４月１日現在）
取り扱い商品（一例）
チケット名

会員料金（一般料金）

得10チケット

2,500円（最大6,200円相当）

東京ドームホテルレストランランチ券

2,600円（3,000円相当）

スパ ラクーア入館券

1,960円（2,850円）

スパ ラクーア
トリートメント＆ビューティー利用券

900円（1,000円）

ＴＤＣグルメチケット

900円（1,000円）

東京ドーム巨人公式戦
（指定席Ｓ・Ａ・Ｂ・Ｃ・外野指定席）

東京ドームビール券
宇宙ミュージアムTeNQ
入館券

試合日の14日前から販売
※全券種１枚につき「ＴＤＣグルメ
チケット（500円）
」がつきます！
※売切れ次第終了

720円（800円）
一 般 1,350円（1,800円）
学 生 1,350円（1,500円）

４歳〜中学生・
900円（1,200円）
シニア

※催事により上記以外にもチケットをあっせんすることがあります。

チケットの転売は禁止します。
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サンシャインシティ チケット
サンシャイン水族館 前売券
コニカミノルタプラネタリウム“満天”前売券
SKY CIRCUS サンシャイン60展望台 前売券
サンシャインシティ総合案内 (03―3989―3331 ＨＰあり
JR山手線ほか池袋東口から徒歩８分・東京メトロ有楽町線池袋駅から３分
■利用対象 会員とその同居家族
■購入方法 ①電話でエンジョイライフなかのに施設名、会員番号、氏名、利用券種、枚数を知らせて
お申込みください。
②エンジョイライフなかの窓口にＮカードを提示のうえ、ご購入ください。
■あっせん料金・あっせん数
（平成30年4月1日現在）
施

設

名

区

人（高校生以上）

1,400円

2,200円

サンシャイン水族館
(03―3989―3466

こども（小・中学生）

800円

1,200円

幼

児（4歳〜小学生未満）

400円

700円

プラネタリウム “ 満天 ”
一般シート
(03―3989―3546

大

人（高校生以上）

900円

1,500円

こども（4歳〜小学生）

600円

900円

SKY CIRCUS
サンシャイン60展望台
(03―3989―3457

大

人（高校生以上）

800円

1,200円

こども（小・中学生）

400円

600円

幼

200円

300円

児（4歳〜小学生未満）

1会員あたりの
あっせん枚数
年度内
計６枚まで

年度内
計６枚まで

東京ドームシティ パートナーメンバーズ／サンシャインシティ チケット

一般料金

レジャー

あっせん料金

大

分

年度内
計６枚まで

※プラネタリウム “ 満天 ” は窓口で時間指定のチケットに引換えが必要となります（オンライン予約はできません）。
「芝／雲シート」およびヒーリングプラネタリウムは取扱いがありません。

仕入の都合により、一時的にチケットの在庫がなくなる場合がありますので、エンジョイライフなかのへ
ご予約のうえ購入することをお勧めします。
チケット購入後の変更・払戻しは一切できません。
チケットの転売は禁止します。
内線

ワールドイン
ポート・マート
ポートマート

丸ノ

線
号
５
速
高
都
首

ロ
メト

東京

公園

プリンス
ホテル

アルパ

り

通

ヤマダ
電機

造幣局

ン

サ

通

り

イ

ャ

シ

ン

東急
ハンズ

西武池袋線
東口
店
武百貨
コ西
パル
池袋

上線
東武東

文化会館

明治
通り

J山
R 手線

埼京線
JR

※営業時間などについては、各施設にお問い合わせください。

60

注意

ＧＳ

線

町

楽

有

ロ

都電荒川線
東池袋４丁目
（サンシャイン前）

東池袋

グリーン大通り

ト

西友

サンシャイン60

メ
京 東京メトロ副都心線

東
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FUJIYAMA倶楽部
富士急グループの各施設を優待料金で！
FUJIYAMA倶楽部事務局
0120―364―229
受付：月～金曜日 午前９時～午後６時

■利用対象
■利用方法

ＨＰあり

会員とその同居家族
下記いずれかの方法でご利用ください。
①エンジョイライフなかの窓口で配布する FUJIYAMA倶楽部
「優待利用券」
を切り取り、
各施設窓口に提示のうえ会員料金をお支払いください。
小冊子の
②FUJIYAMA倶楽部ホームページにアクセスし、
でログインして利用証明書を印刷し各施設窓口に提示のうえ
会員料金をお支払いください。

※ホテル ･ ゴルフ場の利用は、事前に「中野区勤労者サービスセンター会員」であることを告げて各
施設へご予約ください。

■主な対象施設と割引内容

（平成30年４月１日現在）

遊園地 ･ 温浴施設・スキー場その他
施設名
富士急ハイランド

割引内容

ホテル ･ ゴルフ場・キャンプ場
施設名

所定料金より100 ～ 600円引 ハイランドリゾートホテル＆スパ

さがみ湖リゾートプレジャーフォレスト 所定料金より200 ～ 400円引 ホテルマウント富士

割引内容
各種優待プラン

（「宿泊施設利用補助券（P.36参照）」が併用できます）

スノータウン Yeti（イエティ）所定料金より300 ～ 800円引 富士ゴルフコース

優待料金適用

河口湖遊覧船

所定料金より５％引

所定料金より約10％引

PICAリゾート

※「富士急ハイランド」は、Ｐ.29に掲載の「レジャー施設利用補助券」を使用したほうが安くなります。※割引内容は年度途中で変更される場合があります。
※除外日や割引率が異なる日もありますので、詳細はＦＵＪＩＹＡＭＡ倶楽部事務局へお問い合わせください。

28

レジャー施設・日帰り温泉施設などの利用補助券

N

補助券

Card

会報紙「サービスセンターにゅうす」とともに各種利用補助券を
お送りします（年度途中にご入会の方には、入会時にお渡しします）
。
■利用対象
■利用方法

会員とその同居家族
会員番号・会員氏名を記入し、補助券と本人負担金を
施設窓口にご提出ください。
■補助券の種類と内容
「にゅうす」３月号とともに送るもの
①レジャー施設利用補助券（６枚）

②日帰り温泉施設等利用補助券（６枚）
③エンジョイドリーム割引券（６枚）

「にゅうす」７月号とともに送るもの
③夏季プール等利用補助券（６枚）

※各種補助券は施設との利用契約に基づいた割引に加え、1枚につき最大300円をエンジョイライフなかのが負担しています。
※10月以降入会の方へのお渡しは各３枚になります。
※「日帰り温泉施設等利用補助券」契約施設の一部は、Ｎカード提示による割引料金の設定があります。施設名、割引料金については
お問い合わせください。

意

レジャー

■注

見 本

見 本

ＦＵＪＩＹＡＭＡ倶楽部／レジャー施設・日帰り温泉施設などの利用補助券

補助券の再発行はできません。
規定枚数を超えた利用（会員間の譲渡を含む）
、退会後の利用はできません。
不正使用等があった場合、補助金額を返金していただくことがあります。

見 本
▲レジャー施設利用補助券

▲日帰り温泉施設等利用補助券

▲夏季プール等利用補助券

▲レジャー施設利用補助券（裏面）
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映画チケット利用補助券

補助券

｢映画チケット利用補助券｣ を、会報紙 ｢サービスセンターにゅうす｣ ３月号とともにお送りします
（年度途中にご入会の方には、入会時にお渡しします）
。
■利用対象
■利用枚数
■利用方法

会員とその同居家族
１会員年度内10枚（10月以降入会の方は５枚）

※１枚につき300円をエンジョイライフなかのが負担しています。

① ｢映画チケット利用補助券｣ に会員番号・会員氏名をご記入ください
（同居家族が使用する場合も、会員氏名をご記入ください）
。
②エンジョイライフなかのが指定する下記取扱窓口で N カードを提
示のうえ、｢映画チケット利用補助券｣ を提出しチケットをご購入ください。
■｢映画チケット利用補助券｣ 取扱窓口
券

種

前売券

取

扱

窓

口

住所・電話番号

中野サンプラザチケットコーナー

中野区中野４–１–１
中野サンプラザ１階
☎03–3388–7906

チケットポート新宿店

新宿区新宿３–15–17
伊勢丹会館地下１階
☎03–5561–7714
※お客様案内
（全店共通）

当日券

ガリレオ新宿サブナード店

新宿区歌舞伎町１–２–２
新宿サブナード内
☎03–5357–7301

ユナイテッド・シネマとしまえん

練馬区練馬４–15–20
☎0570–783–980

※チケットポートは新宿店のほかにも渋谷店 / 大宮店 / 吉祥寺店 / 銀座店 / 池袋店 / 東京店 / 横浜店
※ユナイテッド・シネマとしまえんの大人料金は補助券使用で1,200円になります。
映画の日及びレディースデーでも補助券適用可能で大人料金１枚800円となります。

■注

意

午前10時〜午後６時30分
年末・年始以外無休

午前10時〜午後８時
不定休
午前10時〜午後９時

年中無休

（新宿サブナード地下街の営業日に限る）

午前９時〜午後10時

年中無休

でもご利用できます。

再発行はできません。
規定枚数を超えた利用（会員間の譲渡を含む）
、退会後の利用はできません。
不正使用等で規定枚数を超えての利用があった場合、超過枚数分の補助金額を返金して
いただくことがあります。

見 本
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営業時間

バスツアー利用補助券

N

補助券

Card

「バスツアー利用補助券」を、会報紙「サービスセンターにゅうす」３月号とともにお送りします
（年度途中にご入会の方には、入会時にお渡しします）
。
■利用対象
■利用枚数

会員とその同居家族
１会員年度内２枚（10月以降入会の方は１枚）
利用者１人につき１回１枚使用可

※１枚につき2,000円をエンジョイライフなかのが負担しています。

■利用方法 「クラブツーリズム」と「はとバス」のツアーの中から、ご希望のコースを選んで
「中野区勤労者サービスセンター会員」
であることを告げて、
旅行取扱店にお申込みください。
※インターネット予約の場合は補助券の利用はできません。
【クラブツーリズム】の場合
・「（株）近畿日本ツーリスト首都圏 中野サンプラザ営業所」で申込み、乗車日の
７日前までに「バスツアー利用補助券」を提出して旅行代金から補助金額を差
引いた金額をお支払いください。
※
「クラブツーリズム」に電話・インターネットで直接申込みをした場合は対象外です。

レジャー

【はとバス】の場合
・下記のはとバス予約センターに電話で申込み、定期観光コースは乗車日の当日
まで、募集型企画旅行は乗車日の14日前までに下記の「はとバス営業所」で
Ｎカードと「バスツアー利用補助券」を提出して旅行代金から補助金額を差引
いた金額をお支払いください（現金でのお支払いのみとなります）
。

映画チケット利用補助券／バスツアー利用補助券

※
「はとバス」はＮカード提示で４人まで５％割引（シンフォニー乗船プランなど一部割引
除外コースあり）になります。

■「バスツアー利用補助券」取扱窓口
【クラブツーリズム】
（株）近畿日本ツーリスト首都圏 中野サンプラザ営業所 中野区中野４―１―１中野サンプラザ2階 (03―3389―4331
【はとバス】
〈予約〉はとバス予約センター (03―3761―1100
〈支払〉新宿営業所 新宿区新宿3―38―1（新宿駅東口ルミネエスト1階）(03―3356―4270
池袋営業所 豊島区南池袋1―28―2（池袋駅東口パルコ1階）(03―3988―6371
東京営業所 千代田区丸の内1―10―15（東京駅丸の内南口）(03―3201―2725
浜松町総合センター 港区浜松町2―4―1（世界貿易センタービル別館１階）(03―5777―1631
■注

意

※池袋営業所のみ日・祝・年末年始休み 他は年中無休（浜松町総合センターは世界貿易センタービル休館日を除く）

予約後の取消しはキャンセル料がかかることがあります。
補助券は、2,000円以上のコースにのみ利用できます。宿泊ツアーにも使えます（宿泊
施設利用補助との併用はできません）
。

見 本
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