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（２）ディズニーホテルの宿泊費にご利用の場合
　　　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ご提出
　　　ください。

※宿泊者１名につき、コーポレートプログラム利用券を１枚ご利用になれます。
　　　※旅行会社等のパッケージ商品をご利用で清算済みの場合は、割引分を現金で返金します。

（３）東京ディズニーリゾート・オフィシャルファンクラブ「ファンダフル・ディズニー年会費」にご利用の場合

会員と登録家族
2022年4月1日～2023年3月31日有効期間
１会員 2枚1組枚　　数
１枚 1,000円補 助 額

利用方法

取扱窓口

利用対象

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®　
東京ディズニーランド®／東京ディズニーシー®の

パークチケットの購入時もしくはディズニーホテルの
宿泊の際にご利用いただける利用券です。

【当日券】
◆東京ディズニーランド（チケット窓口／自動券販売機）／東京ディズニーシー（チケット窓口）
◆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（宿泊者のみ）
【前売券】
◆東京ディズニーリゾート・チケットセンター、東京ディズニーリゾート・オンライン予約購入サイト
◆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：東京ディズニーシー・インフォ
メーション

●取扱窓口●
◆ファンダフル・ディズニー事務局　☎03（5326）5599（受付時間　10:00～17:00 年中無休）
◆ファンダフル・ディズニーホームページ（http://www.tokyodisneyresort.jp/treasure/fantasy/fanclub/index.html）

●取扱窓口●
◆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）のフロント

「マジックキングダムクラブ」の終了について
　昨年度まで取り扱っていたマジックキングダムクラブは2016年3月31日をもって終了しました。
　それに伴い、メンバーシップカードと特別利用券の取り扱いが終了となり、新たにコーポレートプログラム利用券の取り扱い
　を今年度より開始します。

東京ディズニーランド®、東京ディズニーシー®のパーク
チケットの購入、ディズニーホテル宿泊にご利用になれ
ます。

コーポレートプログラム利用券

①お電話でファンダフル・ディズニー事務局へご連絡ください。入会申込書と「コーポレートプロ
グラム利用券」専用の返信用封筒をお送りします。
②入会申込書に必要事項をご記入の上、「コーポレートプログラム利用券」を同封して、ファンダフ
ルディズニー事務局へご返送ください。

※ファンダフル・ディズニーについて詳しくはファンダフル・ディズニーのホームページをご覧い
ただくか、「ファンダフル・ディズニー」事務局へお問い合わせください。

©Disney

ⓒDisney
【パークチケット購入時の利用方法】（2021年12月現在）
■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枚ご利用になれます。
■対象チケットは、一般個人向けチケットです。（一部、利用できない場合もあります）
【購入方法】
■オンラインのみの販売です。詳しい購入方法はP29をご覧ください。
■東京ディズニーリゾート・オンライン予約・購入サイトでご購入ください。
■購入手順の最後の精算画面内に、コーポレートプログラム利用券中面にある「個券番号」と「オン
ライン用コード」を入力してください。
■「個券番号」と「オンライン用コード」の入力を忘れた場合は、一般価格となります。払い戻しや
キャンセルはできませんので、ご注意ください。

【ディズニーホテルでの利用方法】（2021年12月現在）
■1滞在におけるご宿泊者1名につき、コーポレートプログラム利用券を1枚ご利用になれます。
（同一ホテル2泊以上＝1滞在）
■チェックアウト時に利用券をホテルフロントにご提出ください。（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）利用券（補助金額）分の金額を差し引いての精算となります。
■ディズニーホテル宿泊者用のパークチケット購入時にもご利用いただけます。
（宿泊用チケットに関しては、ディズニーホテルの公式ホームページでご確認ください。東京ディ
ズニーリゾート・オフィシャルウェブサイトからホテルページへ遷移できます）

このほか、窓口で販売されている以下の個人向けパークチケットがご利用になれます。

２デーパスポート・３デーマジックパスポート・４デーマジックパスポート
シニアパスポート・スターライトパスポート・アフター６パスポート・障がいのある方がご利用
いただけるチケット

東京ディズニーランド・東京ディズニーシー
１デーパスポート料金表

区分 補助付料金 一般料金
大　人（18歳以上） 7,200 8,200
中　人（中学・高校生 12歳～17歳） 5,900 6,900
小　人（幼児・小学生 4歳～11歳） 3,900 4,900

（円／税込）

※パークチケットの料金は、予告なく変更になる場合があります。

「ぱる新宿」にコーポレートプログラム利用
券をご請求ください。
＊FAXによる請求の場合は、東京ディズニー
　リゾート請求書（Ｐ137）をご利用ください。

　現在パークチケットはオンライン
販売のみです。（2021 年 2月時点。）

【購入窓口】
東京ディズニリゾート・オンライン予約・購入サイト
＊ディズニーホテル宿泊者のみ、宿泊日の翌日のパークチケット購入ができます。
詳しくは、以下のWEBサイトをご確認ください。
https://www.tokyodisneyresort.jp/hotel/topics/reopen/reservation.html

●東京ディズニーリゾート・インフォメーションセンター
☎0570（00）8632（受付時間 10：00～ 15：00）

●東京ディズニーリゾート・オフィシャル・ウェブサイト
https://www.tokyodisneyresort.jp/

●東京ディズニーリゾート・コーポレートプログラム利用者専用サイト
dcp.go2tdr.com

＊情報は2021年4月時点のもので、今後変更になる場合があります。詳しくは下記にてご確認ください。詳しくは、下記にてご確認ください。
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（２）ディズニーホテルの宿泊費にご利用の場合
　　　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ご提出
　　　ください。
　　　※宿泊者１名につき、コーポレートプログラム利用券を１枚ご利用になれます。
　　　※旅行会社等のパッケージ商品をご利用で清算済みの場合は、割引分を現金で返金します。

（３）東京ディズニーリゾート・オフィシャルファンクラブ「ファンダフル・ディズニー年会費」にご利用の場合
　　　

●取扱窓口●
◆ファンダフル・ディズニー事務局　☎03（5326）5599（受付時間　10:00～17:00 年中無休）
◆ファンダフル・ディズニーホームページ（http://www.tokyodisneyresort.jp/treasure/fantasy/fanclub/index.html）

●取扱窓口●
◆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）のフロント

「マジックキングダムクラブ」の終了について
　昨年度まで取り扱っていたマジックキングダムクラブは2016年3月31日をもって終了しました。
　それに伴い、メンバーシップカードと特別利用券の取り扱いが終了となり、新たにコーポレートプログラム利用券の取り扱い
　を今年度より開始します。

①お電話でファンダフル・ディズニー事務局へご連絡ください。入会申込書と「コーポレートプロ
グラム利用券」専用の返信用封筒をお送りします。
②入会申込書に必要事項をご記入の上、「コーポレートプログラム利用券」を同封して、ファンダフ
ルディズニー事務局へご返送ください。

※ファンダフル・ディズニーについて詳しくはファンダフル・ディズニーのホームページをご覧い
ただくか、「ファンダフル・ディズニー」事務局へお問い合わせください。

©Disney

このほか、窓口で販売されている以下の個人向けパークチケットがご利用になれます。

２デーパスポート・３デーマジックパスポート・４デーマジックパスポート
シニアパスポート・スターライトパスポート・アフター６パスポート・障がいのある方がご利用
いただけるチケット

東京ディズニーランド・東京ディズニーシー
１デーパスポート料金表

区分 補助付料金 一般料金
大　人（18歳以上） 7,200 8,200
中　人（中学・高校生 12歳～17歳） 5,900 6,900
小　人（幼児・小学生 4歳～11歳） 3,900 4,900

（円／税込）

※パークチケットの料金は、予告なく変更になる場合があります。

0570-00-1928
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会員と登録家族

利用方法

購入枚数

利用対象

必要ポイント一覧表【2022年上半期】（大人・こども共通）＊一部施設を除く

そ の 他

会員証 コンビニ 代 引 東京ドームシティ　得10チケット
とく    てん

　大人もこどもも楽しめるエンタテインメントが盛りだくさん！得10チケットは、東京ドームシティ
を満喫できる1冊10ポイント綴りのおトクなレジャーチケットです。必要ポイントに応じて、お好きな
施設をお選びいただけます。1冊を複数人で使用することもできます。

①「ぱる新宿」で得 10チケットをご購入ください。 
②チケット本体又は情報サイトの「必要ポイント一覧表」をご覧になり、お手持ちのポイント
内でお好きな施設を選んで、各施設に得 10 チケットをご提出ください。使い切れなかったポ
イントは有効期限内で後日利用できます。(切り離し無効 )

＊購入後の変更、払い戻しは一切できません。

1会員　区分ごとに20冊まで
＊得10チケットは東京ドームシティ「法人サービスカウンター」でもご購入になれます。
　詳しくは右ページをご覧ください。

東京ドームホテル「リラッサ」「アーティスト カフェ」は、利用除外日を設ける場合があります。
ご利用の際は、必ず事前にご確認ください。
＊読売巨人軍公式戦など、売切の公演・試合は、チケットの引換えができません。また、席は
　お選びいただけません。
　残席・残券状況についてはお問い合わせください。

スーパーダイニング「リラッサ」
（イメージ）

宇宙ミュージアム TeNQ
シアター宙（ソラ）

 

東京ドームシティ アトラクションズ

区　分 有効期限 販売冊数 会員料金 一般料金 販売開始
前　期 2022 年 9 月 30 日まで 300 冊

2,400 最大 6,000 円
相当

3 月初旬

後　期 2023 年 3 月 31 日まで 300 冊 9 月上旬

あ
　
そ
　
ぶ

10P アトラクションズ　ワンデーパスポート（アトラクション乗り放題 ) 大人・シニア・中人　＊特別興行を除く
8P アトラクションズ　ワンデーパスポート（アトラクション乗り放題）　小人　＊特別興行を除く
5P アトラクションズ　ワンデーパスポート（アトラクション乗り放題）　幼児　＊特別興行を除く

5P 宇宙ミュージアム TeNQ 入館料　＊当日のみ有効　　
スポドリ！ボルダリング利用料　＊小・中学生の利用には 18 才以上（高校生は不可） の同伴利用が必要

4P 東京ドーム ボウリングセンター (5F フロア ) ボウリング２ゲーム + 貸靴 ＊時間貸しの際は引換不可
2P アソボ～ノ！　こども（60 分）　もしくは　大人（入館料）

た 

べ 

る

19P 東京ドームホテル３F  スーパーダイニング「リラッサ」ディナーブッフェ　＊ 120 分制
14P 東京ドームホテル３Ｆ スーパーダイニング「リラッサ」ランチブッフェ　＊ 90 分制
12P 東京ドームホテル 43 Ｆ　スカイラウンジ＆ダイニング「アーティスト カフェ」パノラマランチコース ＊ 120 分制
2P 「ホットドッグスタンド」お好きなホットドッグ + ソフトドリンク

得 10 チケット対象施設・必要ポイント一覧表（抜粋）

そ
の
他

1P 野球殿堂博物館　 入館  
10P フィットネスクラブ東京ドーム 1 日券 ( トレーニングジム・スタジオ・プール )

（円／税込）

く
つ
ろ
ぐ

15P 東京ドームホテル２F　 リラクゼーションスタジアム「ダグアウトプラス」ボディケア３０分

8P
スパ ラクーア　 入館料　＊ 0 〜 5 才入館不可
＊ 18 才未満要保護者（6 〜 11 才は要同性の保護者）で 18 時までの利用（最終受付 15 時）

熱海日帰り温泉 オーシャンスパ  Fuua（フーア）入館料
＊ 18 才未満要保護者（4 才〜小学生は要同性の保護者）

〇利用に際してのご注意

・不足ポイントに現金を追加しての利用はできません。　切り離し無効です。
 • ほかのチケットとの併用はできません。　・チケットの再発行は一切いたしません。
・ダフ屋行為・転売・譲渡・複製等は一切禁止です。

〇各施設に関する情報、対象施設についての情報
得 10 チケット情報サイト　
https://www.tokyo-dome.co.jp/toku10/
東京ドームシティわくわくダイヤル　
☎ 03（5800）9999 得 10 ポイント一覧

＊上記内容は、4月 1日時点での内容です。有効期限内においても予告なく変更と
なる場合があります。

＊対象施設は他にもございます。くわしくは得 10 チケット情報サイトでご確認く
ださい。

＊読売巨人軍公式戦の引換可能券種・必要ポイントなど詳細は、得 10 チケット情
報サイトをご確認ください。

30
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東京ドームシティ「法人サービスカウンター」に会員証を呈示し、法人会員料金をお支払い
ください。

☎03（3817）6364問合せ先

利用方法

東京ドームシティ パートナーメンバーズ

購入枚数 1会員　1日につき各券種10枚まで

　会員証呈示により東京ドームシティ各種チケットを一般料金よりもお安く購入できます。
　東京ドームシティで急に必要になったとき便利にご利用ください。

＊現金・各種クレジットカード・電子マネー・コード決済がご利用になれます。

＊エステ＆リラクゼーションサロン利用券、東京ドームグループ利用券、東京ドームビール券は枚数制限なし。

販売場所 法人サービスカウンター（東京ドームシティ　ミーツポート２F）

営業時間 10：00～19：00（土・日・祝は9：30～19：00）

＊「巨人公式戦指定席」は、売切次第終了となります。
＊チケットには有効期限があります。購入時期により異なります。
＊記載内容は変更となる可能性があります。

東京ドームシティ会員情報サイトのご案内
・巨人公式戦チケット残券状況
・法人サービスカウンターお取り扱い商品
・新着情報など
URL：https://tdcmember.jp/  
ID : 
URL：https://tdcmember.jp/ 

※巨人公式戦ナイター開催日は20：00まで（法人サービスカウンターでの取扱試合日に限る）
※イベント等により変更あり

会員証 会員証 

電車：JR中央線・都営地下鉄三田線「水道橋駅」、
　　　東京メトロ丸ノ内線・南北線「後楽園駅」、
　　　都営地下鉄大江戸線「春日駅」
車 ：首都高速「飯田橋」出口、「西神田」出口

交  通

アソボ～ノ！スパ ラクーア（女湯露天）

（税込）

券種 法人会員料金 一般料金 備考

得 10 チケット
＊ P30 で販売しているチケットと
　同じチケットです。

2,700 円  最大
6,000 円相当

＊前期（有効期限 9/30）：販売期間 3/1 〜 8/31
　後期（有効期限 3/31）：販売期間 9/1 〜翌 2 月末

巨人公式戦チケット
( 東京ドーム開催試合 )
＜指定席Ｓ・Ａ・Ｂ・Ｃ（大人/小中高生）・外野＞

ー ー
＊全席種東京ドームグループ利用券（500 円券）付
＊料金など詳細は会員情報サイトまたは、法人サービスカ
　ウンターにてご確認ください。

東京ドームビール券
(800 円 ) 720 円 800 円 ＊本券一枚につき、ビール１杯と引換。

＊東京ドーム内の飲食売店・飲食移動販売で利用可。
東京ドームホテル
レストランランチ券 3,900 円 4,100 円〜

4,600 円
＊ 4 店舗の中から選択可。
＊レストラン利用の際は要事前予約。

東京ドームグループ利用券
（1,000 円券・500 円券）

970 円 /
485 円

1,000 円 /
500 円

＊東京ドームシティ内、及び東京ドームグループ全施設で
利用可。

スパ ラクーア入館券 2,000 円 2,900 円
＊「得 10 チケット」8 ポイント相当。
＊土・日・祝・特定日は、別途 550 円の支払い、または、「得
　10 チケット」1 ポイントで利用可。

スパ ラクーア
エステ＆リラクゼーション
サロン利用券（1,000 円）

900 円 1,000 円 ＊スパ ラクーア内のエステ＆リラクゼーションサロン
　にて利用可。

熱海日帰り温泉
オーシャンスパ Fuua

（フーア）入館券
＊入湯税別

1,800 円 2,750 円

＊「得 10 チケット」8 ポイント相当。
＊土・日・祝・特定日は、別途 330 円の支払い、または、「得
　10 チケット」1 ポイントで利用可。
＊入湯税お一人様 150 円別途
＊『ぱるNet』の「お得な情報はこちら！」から特別優待券
　をダウンロードしてご利用いただくこともできます。

宇宙
ミュージアム
TeNQ 入館券

一般・学生 1,400 円 1,500 円〜
1,800 円

＊「得 10 チケット」5 ポイント相当
4 歳〜中学生

シニア（65 歳〜） 1,000 円 1,200 円
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会員と登録家族

電車：JR「池袋駅」東口徒歩約８分、有楽町線「東池袋駅」徒歩約3分　都電「東池袋4丁目駅」徒歩約4分
車 ：首都高速道路「東池袋」出口から地下駐車場に直結

交  通

利用対象
納品時期により異なります。詳しくは「ぱる新宿」までお問い合わせください。有効期間

豊島区東池袋３－１ 所 在 地

＊購入後の変更、払い戻しは一切できません。

コンビニ 代 引 
サンシャインシティ

https://sunshinecity.jp

１会員　各期・施設ごとに区分あわせて６枚まで。（前期：４～９月　後期：１０～３月）購入枚数

サンシャインシティ共通事項

コニカミノルタプラネタリウム 満天 in Sunshine City
☎03（3989）3546
〈営業時間〉11時の回～20時の回 
＊上映時間・作品内容は変更になる場合があります。
＊詳細は公式ウェブサイトをご確認ください。

①「ぱる新宿」で入館券をご購入ください。
②施設入口に入館券を提出し、ご入館ください。

利用方法

問合せ先

サンシャイン水族館

「天空のペンギン」水槽の他、クラゲエリア“海
月空感”など見どころ満載の水族館！南国のリ
ゾート地をイメージする造りで、水や緑に包ま
れた非日常空間が広がります。

①「ぱる新宿」で入場引換券をご購入ください。
②施設窓口で時間指定チケットとお引換えのうえ
　ご利用ください。

利用方法

問合せ先

コニカミノルタプラネタリウム 満天 in Sunshine City

最新鋭プラネタリウムが映し出す、都心で見る
本当の夜の姿。究極の星空エンターテイメント
施設にようこそ！

サンシャイン60展望台 ☎03（3989）3457
〈営業時間〉時期により異なります。
＊料金は変更となる場合があります。
＊特別営業時は利用不可

①「ぱる新宿」で入館券をご購入ください。
②施設入口に入館券を提出し、ご入館ください

利用方法

問合せ先

SKY CIRCUS サンシャイン60展望台

海抜 251m の高さからの眺望やさまざまなコ
ンテンツがあり、昼も夜も、雨の日でも“遊べ
る”展望台です。

サンシャイン水族館 ☎03（3989）3466
〈営業時間〉時期により異なります。
＊料金は変更となる場合があります。
＊特別営業時は利用不可

＊日時指定ウェブ整理券の取得が必要な場合があります。
　詳細は水族館ウェブサイトをご確認ください。

区　分 会員料金 一般料金 販売枚数
大人 ( 高校生以上 ) 1,400 2,400 〜 200 枚

こども ( 小・中学生 ) 500 1,200 30 枚
幼児 ( ４歳以上 ) 300 700 20 枚

（円／税込）

区　分 会員料金 一般料金 販売枚数
大人 600 1,200 50 枚

こども ( 小・中学生 ) 300 600 10 枚

（円／税込）

区　分 会員料金 一般料金 販売枚数
大人 ( 中学生以上 ) 800 1,500 100 枚

こども (4 歳〜小学生以下 ) 400 900 20 枚

（円／税込）
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“天空のオアシス”『水族館』、様々なスタイルで美しい星の世界をお楽しみになれる『プラネタリ
ウム』のチケットを会員料金でご購入になれます。

会員と登録家族

①「ぱる新宿」で入館券をご購入ください。
②利用当日、水族館はそのままご入館ください。
　プラネタリウムは入場引換券です。利用当日施設窓口で時間
　指定チケットとお引き換えください。
＊チケットには有効期限があります。購入時期により異なりますので、
　「ぱる新宿」までお問い合わせください。
＊購入後の変更、払い戻しは一切できません。

電車：JR「池袋駅」東口徒歩10分、有楽町線「東池袋駅」より徒歩5分　都電「東池袋4丁目駅」から6分
車 ：首都高速道路「東池袋」出口から地下駐車場に直結

交  通

利用方法

利用対象

コンビニ 代 引 
サンシャインシティ（水族館・プラネタリウム“満天”）

http://www.sunshinecity.co.jp/

１会員　前期（4～9月）・後期（10～3月）各期・施設ごとに区分あわせて6枚まで購入枚数

コンビニ 代 引 
サンリオピューロランド

https://www.puroland.jp

会員と登録家族利用対象

①サンリオピューロランドのご入場には事前の来場
　予約が必要です。詳しくは右下QRコードもしく
　はサンリオピューロランド公式HPより来場予約を
　行ってください。
②「ぱる新宿」でパスポート券をご購入ください。
③利用当日、パスポート券と来場予約証をお持ちにな
　りご入場ください。
＊「ぱる新宿」で購入したパスポートは、日付に関係なく
　使用できる共通券です。（休館日を除く）
＊チケットには有効期限があります。購入時期により異なりますので、「ぱる新宿」までお問い合わせ
　ください。
＊購入後の変更、払い戻しは一切できません。

交  通 電車：京王線、小田急線、多摩モノレール「多摩センター駅」徒歩5分
車 ：中央高速「国立府中I.C.」より約8km

 サンリオピューロランド ゲストセンター
 ☎042（339）1111（9：30～17：00　＊休館日を除く）
〈所 在 地〉多摩市落合1－31
〈営業時間〉10：00～17：00　＊日によって異なります。
〈休 館 日〉不定休（ご来場前にHPまたはゲストセンターでご確認ください。）

問合せ先

利用方法

１会員　前期（4～9月）・後期（10～3月）
各期ごとに区分あわせて6枚まで

購入枚数

© 2022 SANRIO CO., LTD. 
© 2018 SANRIO/SHOCHIKU APPROVAL No.P1302162 MMP,TX S/D・G

＊一般料金は、10月以降に変更になる可能性があります。

有効期限

  しながわ水族館 ☎03（3762）3433
〈所 在 地〉品川区勝島3－2－1　しながわ区民公園内
〈営業時間〉10：00～17：00（入館は16：30まで）
〈休 館 日〉火曜日（ただし、春休み、ゴールデンウィーク、夏休み、冬休み、祝日は営業）
　　　　　  1／1
電車：京浜急行線「大森海岸駅」徒歩8分　JR「大井町線」無料送迎バス15分
車 ：首都高速1号羽田線「鈴ヶ森」出口より10分

交  通

問合せ先

利用対象

コンビニ 代 引 
しながわ水族館
https://www.aquarium.gr.jp

会員と登録家族

2022年3月31日
利用方法 ①「ぱる新宿」で入場券をご購入ください。

②利用当日、入場券をお持ちになりご入場ください。
＊購入後の変更、払い戻しは一切できません。

１会員　前期（4～9月）・後期（10～3月）各期ごと区分あわせて6枚まで購入枚数

　間近で楽しめる「イルカショー」、まるで海中散歩をしているような気分が味わえる全長22mの
「トンネル水槽」、ユーモラスなしぐさで大人気「アシカショー」、人懐っこいアザラシ達にかこま
れた「アザラシ館」やゆらゆら水中を漂う「クラゲたちの世界」もご覧ください。

　サンリオピューロランドはハローキティをはじめとする、たくさんのサンリオキャラクターに会え
るテーマパーク。全館屋内型の施設だから、天候を気にせずに思いっきり遊べます！
　サンリオの世界をより体験できるエリア「サンリオタウン」では、ハローキティ、マイメロディ、
リトルツインスターズのそれぞれの世界を体験できます。その他にも本格的なミュージカルを上演！
子どもから大人まで楽しめるテーマパークです。

来場予約はこちらから

＊2022年4月8日から料金変動制になりました。
＊2歳以下無料

区分 会員料金 一般料金 販売枚数

大人
(18 ～ 64歳 ) 2,500 3,600 ～ 4,900 前期・後期 各 30枚

小人
(3～ 17歳 ･高校生 ) 1,700 2,500 ～ 3,800 前期・後期 各 20枚

シニア
(65 歳～） 1,700 2,500 ～ 3,800 前期・後期 各 10枚

（円／税込）
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　“天空のオアシス”『水族館』、様々なスタイルで美しい星の世界をお楽しみになれる『プラネタリ
ウム』のチケットを会員料金でご購入になれます。

会員と登録家族

①「ぱる新宿」で入館券をご購入ください。
②利用当日、水族館はそのままご入館ください。
　プラネタリウムは入場引換券です。利用当日施設窓口で時間
　指定チケットとお引き換えください。
＊チケットには有効期限があります。購入時期により異なりますので、
　「ぱる新宿」までお問い合わせください。
＊購入後の変更、払い戻しは一切できません。

電車：JR「池袋駅」東口徒歩10分、有楽町線「東池袋駅」より徒歩5分　都電「東池袋4丁目駅」から6分
車 ：首都高速道路「東池袋」出口から地下駐車場に直結

交  通

利用方法

利用対象

コンビニ 代 引 
サンシャインシティ（水族館・プラネタリウム“満天”）

http://www.sunshinecity.co.jp/

１会員　前期（4～9月）・後期（10～3月）各期・施設ごとに区分あわせて6枚まで購入枚数

＊一般料金は、10月以降に変更になる可能性があります。

有効期限

  しながわ水族館 ☎03（3762）3433
〈所 在 地〉品川区勝島3－2－1　しながわ区民公園内
〈営業時間〉10：00～17：00（入館は16：30まで）
〈休 館 日〉火曜日（ただし、春休み、ゴールデンウィーク、夏休み、冬休み、祝日は営業）
　　　　　  1／1

電車：京浜急行線「大森海岸駅」徒歩8分　JR「大井町駅」無料送迎バス15分
車 ：首都高速1号羽田線「鈴ヶ森」出口より10分

交  通

問合せ先

利用対象

コンビニ 代 引 
しながわ水族館
https://www.aquarium.gr.jp

会員と登録家族

2023年3月31日

利用方法 ①「ぱる新宿」で入場券をご購入ください。
②利用当日、入場券をお持ちになりご入場ください。
＊購入後の変更、払い戻しは一切できません。

１会員　
前期（4～9月）・後期（10～3月）各期ごと区分あわせて6枚まで

購入枚数

　間近で楽しめる「イルカショー」、まるで海中散歩をしているような気分が味わえる全長22mの
「トンネル水槽」、ユーモラスなしぐさで大人気「アシカショー」、人懐っこいアザラシ達にかこま
れた「アザラシ館」や、ゆらゆら水中を漂う「クラゲたちの世界」もご覧ください。

区　分 会員料金 一般料金 販売枚数 備考
大人（高校生以上） 800 1,350 100 枚

＊ 3歳以下無料小・中学生 400 600 20 枚
幼　児（4歳～小学生未満） 200 300 10 枚

（円／税込）
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上野動物園　☎03（3828）5171
〈所 在 地〉東京都台東区上野公園9－83
〈営業時間〉9：30～17：00（入園は16：00まで）
〈休 館 日〉月曜日（ただし、月曜日が祝日や振替休日、都民の日の場合はその翌日が休園日）
　　　　　　年末年始（１２月２９日～翌年１月１日）
JR「上野駅」（公園口）より5分、京成電鉄「上野駅」（正面口）より10分交  通

問合せ先

開園時間、休園時間は、変更することがあります。詳しくは、施設にお問い合わせください。そ の 他

＊障害者手帳、愛の手帳、療育手帳をお持ちの方と、その付添者（原則１名）は、無料です。
　入口で手帳をご呈示ください。
＊65歳以上の方の一般料金(シニア券)は、３００円です。

https://www.tobuzoo.com/

会員と登録家族利用対象

①「ぱる新宿」で入園券をご購入ください。
②利用当日、入園券をお持ちになりご入園ください。
＊当面の間、事前予約が必要です。詳しくは公式ホームページをご確認ください。
＊購入後の変更、払い戻しは一切できません。

利用方法
なし有効期限

購入枚数 １会員　前期（4～9月）・後期（10～3月）各期ごとに6枚まで

コンビニ 代 引 
上野動物園

https://www.tokyo-zoo.net/zoo/ueno/

　当面の間、チケットの取扱いができないため、販売を休止します。再開する場合は、『ぱる新宿
ニュース』でご案内します。

利用方法

利用対象

コンビニ 代 引 
東武動物公園

会員と登録家族

有効期間 ４月１日～2023年３月31日
①「ぱる新宿」で法人アトラクションパスセットをご購入ください。
②利用日当日、法人アトラクションパスセットをお持ちになりご入園ください。
＊購入後の変更、払い戻しは一切できません。

１会員　前期（4～9月）・後期（10～3月）各期ごとに5枚まで購入枚数

　動物園、遊園地が融合したハイブリッドレジャーランド「東武動物公
園」！
１２０種類の動物たちや多彩なアトラクションで盛りだくさんな

1日をお過ごしください。

電車：東武伊勢崎線「東武動物公園駅」徒歩10分
車 ：東北自動車道「久喜I.C.」より20分

交  通

  東武動物公園 ☎0480（93）1200
〈所 在 地〉埼玉県南埼玉郡宮代町大字須賀１１０
〈営業時間〉9:30～17:30　＊季節により変更あり。詳細は施設にお問い合わせください。
〈休 園 日〉HPをご確認ください。（https://www.tobuzoo.com/）

問合せ先

ホワイトタイガー（スカイ）

パークラインフラワーポットキリンの赤ちゃん

チーズ風車 アストロファイター

区　分 会員料金 一般料金 販売枚数 内容

法人アトラクション
パスセット 1,700 5,100 前期 200 枚

後期 100 枚

入園・アトラクション乗り放題
＊２歳以下無料　
＊プール利用不可　

プール利用の場合は WEB にて予約ならび
に「プール入場券」の別途購入が必要と
なります。

（円／税込）
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ムーミンバレーパークMoi Club http://www.fujikyu-concierge.com

　自然豊かな飯能市宮湖畔に位置する 「ムーミンバレーパーク」 の法人向け福利厚生サービスです。　
　「ぱる新宿」 会員はいつでも前売券を特別優待価格で購入できます。

★ 優待価格でのチケット購入
　１デーパス  おとな（中学生以上）　　　　　通常 3,200 円 ▶優待価格 2,700 円   
　　　　　　  こども（4 歳以上 小学生以下）通常 2,000 円 ▶優待価格 1,500 円 
さらに期間限定でもっとお得になるクーポンも！ 

★ メッツァビレッジ クーポンブック進呈
　会員専用画面のご呈示で、メッツァビレッジ内で使える「クーポンブック」をプレゼント♪ 

★ イベント特別体験への参加ご案内
　開催されるイベントを先行体験や特別に体験できるチャンスも！？ 

会員と登録家族
利用方法
利用対象

FUJIYAMA倶楽部 事務局　　   0120(364)229
〈営業時間〉月～金 9：00～17：45　土日祝休

問合せ先

施設窓口に「会員証」または「利用証明書」を呈示し、優待料金をお支払いください。
＊ホテル、ゴルフ場、キャンプ場は事前予約制となります。予約先等詳細は、「FUJIYAMA
倶楽部事務局」へお問い合わせください。

＊キャンプ場「ＰＩＣＡ」のご予約は、「ＰＩＣＡ予約センター」☎0555(30)4580 へお問い合
わせください。

「利用証明書」の発行は下記ホームページアドレスにアクセスしてください。
https://www.fujikyu-concierge.com/club　(ID：skifc　PW：2295)

【遊 園 地】　富士急ハイランド・ぐりんぱ・さがみ湖リゾートプレジャーフォレスト
【ホ テ ル】　ホテルマウント富士・ハイランドリゾートホテル&スパ
【温　　泉】　ふじやま温泉・さがみ湖温泉うるり
【ゴルフ場】　富士ゴルフコース・カントリークラブ グリーンバレイ・大富士ゴルフ場　　
【キャンプ場】　PICA富士吉田・PICA富士西湖・PICA富士ぐりんぱ・PICA八ヶ岳明野・PICAさがみ湖　他
【スキー場】　スノーパーク yeti・あだたら高原スキー場
【観光施設】　初島航路＋PICA初島R-Asia 入園・フジヤマミュージアム・富岳風穴 鳴沢氷穴・河口湖遊覧船「天晴（あっぱれ）」
　　　　　　・本栖湖遊覧船「もぐらん！」・山中湖遊覧船「白鳥の湖」
　　　　　　＊料金等詳細は「FUJIYAMA倶楽部 事務局」へお問い合わせください。

山中湖遊覧船「白鳥の湖」さがみ湖温泉うるり ～河口湖～富士山パノラマロープウェイふじやま温泉

会員と登録家族利用対象

利用方法

優待内容

①チケットの購入は会員専用サイトへアクセス！
②パスワードを入力してログイン
 　
③入園時にスマホのチケット画面提示で直接ご入園ください。
＊来園指定日と券種の購入後の変更、払い戻しは一切できません。

池袋から西武池袋線・飯能駅まで約 50 分＋「メッツァ行き」直行バスで約 13 分 交  通

メッツァナビダイヤル　☎0570（03）1066
〈所 在 地〉埼玉県飯能市宮沢 327-6 

問合せ先

１デーパスでご利用いただける施設
エンマの劇場・展示施設「コケムス」・ムーミン屋敷・ヘムレンさんの遊園地
リトルミイのプレイスポット・海のオーケストラ号　　

会員証 FUJIYAMA倶楽部

http://www.fujikyu.co.jp/club

富士急グループの遊園地・ホテル・ゴルフ場・その他の観光施設等、各施設が優待料金でご利用になれます。
会員と登録家族

利用方法
利用対象

FUJIYAMA倶楽部 事務局　　   0120(364)229
〈営業時間〉月～金 9：00～17：45　土日祝休

問合せ先

施設窓口に「会員証」または「利用証明書」を呈示し、優待料金をお支払いください。
＊ホテル、ゴルフ場、キャンプ場は事前予約制となります。予約先等詳細は、「FUJIYAMA
倶楽部事務局」へお問い合わせください。

＊キャンプ場「ＰＩＣＡ」のご予約は、「ＰＩＣＡ予約センター」☎0555(30)4580 へお問い合
わせください。

「利用証明書」の発行は下記ホームページアドレスにアクセスしてください。
https://www.fujikyu-concierge.com/club　(ID： 　PW： )
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　SMALL WORLDS TOKYO( スモール ワールズ トー
キョー )は 2020 年 6月に有明にオープンした、最先端技
術を駆使した世界最大級のミニチュアテーマパークです。
　煙を上げて打ち上がるロケット、見たことがあるような
世界の国々、離発着する飛行機、初めて見るアニメの世界
…1/80 の小さな世界で繰り広げられる様々な情景や動き
を大きな人となってみることで「癒される」「ほっとする」
体験ができるテーマパークです。
　　

利用対象 会員と登録家族　　

利用方法 施設窓口に「会員証」を呈示し、優待料金をお支払いください。

https://www. smallworlds.jp/
SMALL WORLDS TOKYO(スモールワールズ トーキョー)

ゆりかもめ「有明テニスの森駅」徒歩3分、りんかい線「国際展示場駅」徒歩9分　　交  通

近隣に提携駐車場がありますそ の  他

  SMALL WORLDS TOKYO ☎03（5843）8660
〈所 在 地〉江東区有明1丁目3-33有明物流センターB3/B4
〈営業時間〉全日11：00～20：00（最終入館19：00）
  ＊状況により変更の可能性がありますので下記ホームページをご確認ください。
  https://www. smallworlds.jp/

問合せ先

宇宙センターエリア　©Small Worlds　 世界の街エリア　©Small Worlds　 関西国際空港エリア　©Small Worlds　

　「宇宙センターエリア」「世界の街エリア」「関西国際空港エリア」「美少女戦士セーラームーンエ
リア」「エヴァンゲリオン格納庫エリア」「エヴァンゲリオン第３新東京市エリア」の 6エリアから
成り、1/80 スケールのサターンロケット打ち上げを始めとし、それぞれのエリアで最先端技術を
駆使した「動くミニチュア」をお楽しみ頂けます。

会員証 

電車：JR中央線・都営地下鉄三田線「水道橋駅」、
　　　東京メトロ丸ノ内線・南北線「後楽園駅」、
　　　都営地下鉄大江戸線「春日駅」
車 ：首都高速「飯田橋」出口、「西神田」出口

交  通

アソボ～ノ！スパ ラクーア（女湯露天）

種類 区分 会員料金 一般料金 備考

入場パスポート

大人 2,430 2,700 18 歳以上

中人 1,710 1,900 中高生、12 ～ 17 歳

小人 1,350 1,500 幼児・小学生、４～ 11 歳

（円／税込）
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　東武ワールドスクウェアは、世界建築博物館ともいえるテーマパー
クです。
　園内にはユネスコの世界文化遺産に登録されている48物件を含め、
22の国と地域102点の建造物が精巧に再現されているとともに、世界
の人々の生活も身近に感じられます。
利用対象 会員と登録家族　　　

利用方法 施設窓口に「会員証」を呈示し、 優待料金を
お支払いください。

https://www.tobuws.co.jp
東武ワールドスクウェア

東武鬼怒川線「東武ワールドスクウェア駅」より徒歩1分
日光宇都宮道路「今市I.C.」より20分 
 

交  通

 東武ワールドスクウェア　☎0288（77）1055
〈所 在 地〉栃木県日光市鬼怒川温泉大原209－1
〈営業時間〉9：00～17：00（最終入園16：00）
〈定 休 日〉年中無休
　＊12/1～翌3/19は9：30～16：00（最終入園15：00）詳細は施設にお問い合わせください。

問合せ先

電車：京王線「京王よみうりランド駅」よりゴンドラ利用5～10分（有料）
　　　小田急線「読売ランド前駅」より小田急バス10分
車　：＜東京方面から＞中央自動車道「稲城I.C.」より稲城大橋経由2km
　　　＜八王子方面から＞中央自動車道「調布I.C.」より5kmまたは「府中スマートI.C.」より2km

 

交  通

 よみうりランド　☎044（966）1111
〈所 在 地〉東京都稲城市矢野口4015ー1
〈営業時間〉季節により変更があります。公式HPでご確認ください。
〈定 休 日〉時季により異なります。詳細は施設にお問い合わせください。
　

問合せ先

電車：JR中央線・都営地下鉄三田線「水道橋駅」、
　　　東京メトロ丸ノ内線・南北線「後楽園駅」、
　　　都営地下鉄大江戸線「春日駅」
車 ：首都高速「飯田橋」出口、「西神田」出口

交  通

アソボ～ノ！スパ ラクーア（女湯露天）

　若者からファミリーまで大好評の遊園地。2021年11月、モノづく
りが体感できる「グッジョバ!!」に新エリア「SPACE factory」がオ
ープン。
　最高時速110kmで走る「バンデット」など40機種以上のアトラク
ションを遊びつくしましょう！夏はプール、冬は宝石色のイルミネー
ション「ジュエルミネーション」など、1年中楽しめる遊園地です。
利用対象 会員と登録家族　　　

利用方法 施設窓口に「会員証」を呈示し、 優待料金をお支払いください。

https://www.yomiuriland.com
よみうりランド会員証 

会員証 

種類 区分 会員料金 一般料金 備考

入園料
大人 2,300 2,800

小人：４歳～小学生
小人 1,200 1,400

（円／税込）

（円／税込）
種類 区分 会員料金 一般料金 備考

入園券
大人 1,600 1,800

シニア：65 歳以上
未就学児：3 歳以上
2 歳以下無料

中高生 1,300 1,500
小学生・未就学児　シニア 800 1,000

ワンデーパス

大人 5,600 5,800
中高生 4,400 4,600

小学生・シニア 3,800 4,000
未就学児 2,200 2,400
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　音・光・映像と生きものが融合した“可変性”のある展示やイベントを
展開する「TOKYO最先端エンターテインメント」です。

利用対象 会員と登録家族　　　

利用方法

①巻末「施設利用補助券」に必要事項を記入する。
②施設窓口で会員証を呈示のうえ、補助券を提出し「補助利用
　料金」を支払う。
＊「施設利用補助券」の再発行はできません。

http://www.aqua-park.jp
マクセル アクアパーク品川

JＲ・京急線「品川駅」より徒歩2分

 

交  通

 マクセル アクアパーク品川　☎03（5421）1111
〈所 在 地〉東京都港区高輪4－10－30
〈営業時間〉公式HPよりご確認ください。　
〈定 休 日〉なし　
  ＊マスクの着用が必須です。　
  ＊日時指定のWEB入場整理券を実施する場合があります。

問合せ先

電車：京浜急行線「金沢八景駅」及びJR根岸線「新杉田駅」より
　　　横浜シーサイドライン「八景島駅」徒歩すぐ
車　：首都高速道路湾岸線「幸浦出口」、横浜横須賀道路「並木I.C.」より約2km

 

交  通

 横浜・八景島シーパラダイス　☎045（788）8888（テレフォンインフォメーション）
〈所 在 地〉神奈川県横浜市金沢区八景島
〈営業時間〉施設・期間により異なります。詳細は施設にお問い合わせください。
  ＊期間により入場制限を実施する場合があります。
  ＊マスクの着用が必須です。　

問合せ先

電車：JR中央線・都営地下鉄三田線「水道橋駅」、
　　　東京メトロ丸ノ内線・南北線「後楽園駅」、
　　　都営地下鉄大江戸線「春日駅」
車 ：首都高速「飯田橋」出口、「西神田」出口

交  通

アソボ～ノ！スパ ラクーア（女湯露天）

　テーマの異なる4つの水族館やさまざまなアトラクションをお楽しみい
ただける複合型海洋レジャー施設です。

利用対象 会員と登録家族　　　

利用方法

http://www.seaparadise.co.jp
横浜・八景島シーパラダイス補

助
券

会員証 
補
助
券

①巻末「施設利用補助券」に必要事項を記入する。
②施設窓口で会員証を呈示のうえ、補助券を提出し「補助利用
　料金」を支払う。
＊「施設利用補助券」の再発行はできません。

種類 区分 補助利用料金 会員料金 一般料金 備考

入場券

おとな 1,300 2,100 2,300
＊会員料金：会員証のみ呈示した場合の料金です。
おとな：高校生以上
幼児：4 才〜未就学児

小・中学生 600 1,100 1,200

幼児 300 600 700

（円／税込）

種類 区分 補助利用料金 一般料金 備考

アクアリゾーツパス
（水族館 4 施設パス）

大人・高校生 1,800 3,000
小・中学生 1,000 1,800

幼児（4 才〜） 200 900
シニア（65 才〜） 1,500 2,500

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）
＊プレジャーランドパスは

アトラクションパスです。

大人・高校生 3,500 5,500/5,000

一般料金：4/1 〜 11/30、翌 3/1 〜 3/31 の料金 /
12/1 〜翌 2/28 の料金

小・中学生 2,300 3,900/3,600
幼児（4 才〜） 1,000 2,200/2,000
シニア（65 才〜） 2,300 3,900/3,600

（円／税込）
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会員と登録家族利用対象

ローチケbiz+
　

　

　ローソンチケットで販売中（一般販売）のチケットが、手数料無料で購入可能！全国地域・全
ジャンルを対象に、お近くのローソンまたはミニストップで受取可能！さらに、「ローチケbiz+」
だけの特別な割引チケット＆優待も多数用意！

利用方法

利用対象

コンビニ 代 引 

アソビュー！

会員と登録家族

①ライフサポート倶楽部会員専用ＨＰ「メンバーズナビ」にログインし、「アソビュー！」
　ページヘ。771117（メニューNo.）で検索。
　＊ご利用には「ライフサポート倶楽部」への会員登録が必要です。登録方法は、Ｐ14をご覧く
　　ださい。
②「提携サイトはこちら」をクリック（アソビュー！のＨＰへ遷移します）
③各プラン申込時に、クーポンコードを入力してください。
会員限定割引クーポンをご提供。予約総額から3%割引割引内容

利用方法 ①ライフサポート倶楽部の会員専用HP「メンバーズナビ」にログインし「ローチケbiz+」
　ページへ。751148（メニューNo.）で検索。　
　＊ご利用には「ライフサポート倶楽部」への会員登録が必要です。登録方法はP14をご覧くだ
　　さい。
②「ローチケbiz+」専用サイトでチケットを探して購入。
　＊会員専用HP「メンバーズナビ」掲載のログイン専用パスワードを入力。
　＊マイページログイン用パスワードの設定が必要です。
③ローソン、ミニストップの店頭でチケットを受け取ります。

購入時の手数料無料ほか
インターネットでの購入時にかかるシステム利用料　220円(税込)/枚、コンビニ店頭利
用時にかかる店頭発券(入金)手数料　110円(税込)/枚が無料の対象となります。
＊一部除く
　

割引内容

　アソビュー！は、休日や平日仕事帰りを楽しい時間にするために、北海道から沖縄まで、日本全国の
「あそび」を探して、オンライン予約・購入ができるサイトです。
陶芸体験・陶芸教室、日帰り温泉、カヌー・カヤック、ＳＵＰ、ダイビング、アクセサリー作り体験、遊園
地・テーマパーク、水族館、バンジージャンプ、着物・浴衣レンタルなど、掲載している「あそび」は多種
多様！アソビュー！を使って、自分にぴったりな「あそび」をみつけましょう！

 

例えばこんなチケットが
コンサート、スポーツ、演劇、ステージ、クラシック、オペラ、イベント、
アート、レジャー、映画、参加型スポーツ等

その他にも・・・
本･CD･DVD　HMV&BOOKS onlineでクーポンを利用して購入できます。
航空券･宿泊　特別価格のパッケージツアーを予約できます。
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