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レジャー等チケット（先着順）
申込方法は裏表紙をご覧ください。

窓 口 FAX電 話 ぱる
Net

申込枚数

有効期限
1会員　20枚まで
なし

　大手外食店を中心に全国35,000店で使える全国共通お食事券「ジェフグルメカード」。東日本復興支援プロジェクトとして、寄付金付きカー
ドを販売します。ご購入いただくことで、１枚につき５円が被災地の復興支援等に寄付されます。
お持ち帰り用途でも使え、有効期限がないのでお好きなときにご利用になれます。

東日本復興支援

内 容

400円 6,500枚5００円
会員料金 販売枚数一般料金

販売開始 1月17日（月）全国共通お食事券　ジェフグルメカード
商
品
券

219002
事業番号

ホームページ 取扱店舗は下記ホームページをご覧ください。
https://www.jfcard.co.jp

4,200円 5,000円
会員料金 一般料金

申込枚数

有効期間

申込方法

2022年2月18日～2025年2月17日

電話・「ぱるNet」にて下記受付期間にお申し込みください。

2月18日（金）までにお送りします。

電話　　　： 1月17日（月）8:30～1月28日（金）17:00
「ぱるNet」： 1月17日（月）8:30～1月31日（月）8:30

１会員　2枚まで

◆このチケットは先に申込受付のみ行い、後日コン
　ビニ払込票とともにギフトカードをお送りします。
＊窓口販売はありません。
＊他のチケットとの同送不可　＊送料無料

　ユニクロギフトカードを、購入希望者全員にあっせん販売します。
全国のユニクロ店舗、またはオンラインストアでご利用になれます。

発送時期

＊受付期間終了後に、ギフトカードを発送します。送料は無料です。
＊窓口販売はありません。

＊有効期間は発行日から３年間です。
＊有効期限後のカードは無効となり、残高の払い戻しはできません。

＊ＦＡＸによる申込はできません。　

受付開始 1月17日（月）からユニクロギフトカード　5,000円券
商
品
券

219511
事業番号

＊画像はイメージです。デザインは変更になる場合が
  あります。

入
浴
施
設

215602
事業番号

申込枚数

有効期限
1会員　6冊まで
２０22年６月３０日（木）
大人券１０枚綴り ＊中学生以上は大人料金

東京都公衆浴場業生活衛生同業組合に加入している都内の銭湯約490軒でご利用になれます。

都内共通入浴券

内 容

3,900円 200冊4,400円
会員料金 販売冊数一般料金

そ の 他 ご利用になれる銭湯等詳細は右記ホームページをご覧ください。 

販売開始 1月17日（月）

  https://www.1010.or.jp/

事業名 有効期限

２０２2年
8月３1日（水）

一般料金

1,650円

購入上限数

１会員
6枚まで

会員料金

1,000円リフレッシュセンター
リラックス

215703事業番号｜

事業名 一般料金

3,000円

購入上限数

１会員
5枚まで

会員料金

2,600円クオ・カード
3,000円券

219507事業番号｜

ただいま好評販売中！①ただいま好評販売中！① ＊施設の公式HPで最新情報をご確認の上、ご購入ください。　

過去の『ぱる新宿ニュース』でご案内したチケットです。すでに購入上限枚数まで購入された方はお申し込みになれません。
＊枚数に限りがあります。残枚数についてはお問い合わせください。

＊10月号（VOL.277）掲載 ＊9月号（VOL.276）掲載



販売開始 1月17日（月）

【露天風呂】中伊豆温泉「神代の湯」の天然温泉を毎日運搬

テルマー湯

1会員　4枚まで

2022年6月30日（木）
24時間営業 ＊設備点検・整備作業などによる休館の場合あり
＊新型コロナウイルス感染状況により、休館日・営業時間等が変更になる場合がありま
す。施設公式ホームページにて、最新の営業状況をご確認ください。
新宿区歌舞伎町1－1－2　☎03（5285）1726
＊平日・土日祝・特定日に利用可能なチケットです。
＊中学生未満のお子様はご利用になれません。また18歳未満の方は、本人確認ができる書
類をご呈示のうえ、保護者同伴のもとAM9：00～PM8：00までのご利用となります。
＊入館料には、入湯税、館内専用ウェア・タオルレンタル料が含まれます。
＊岩盤浴は別途利用料825円（税込）が必要です。
＊その他施設の詳細は下記ホームページでご確認ください。

　大人気につき「テルマー湯」の入館券が再登場！
都内最大級の広さの温泉を、新宿でお得にお楽しみください。
申込枚数

有効期限

営業時間

所在地・問合せ先

そ の 他

入
浴
施
設

215705
事業番号

会員料金券　　種
大人

（中学生以上）

販売枚数一般料金

1,500円 200枚平日　2,405円
土日祝・特定日　3,285円

【北欧サンゴライト化粧水風呂（女性浴室）】
  https://thermae-yu.jp/

★駐車場割引サービスは、ご利用当日の有明ガーデンでの2,000円以上のお買
　い上げレシートで適用されます。「ぱる新宿」で購入したチケットの利用のみで
　は割引サービスの対象となりません。

　天然温泉の露天風呂をはじめ、炭酸泉やジェットバス、日替わり風呂などバラエ
ティ豊かな8種のお風呂を楽しめます。湯上がりにくつろげるリラックスラウンジや
カフェラウンジなども充実。上質な空間と、きめ細やかなホスピタリティで快適な
ひとときをお過ごしください。

泉天空の湯 有明ガーデン

1会員　4枚まで
2022年7月16日（土）

江東区有明2-1-7  モール&スパ5階

申込枚数

24時間営業（年中無休） ＊入館受付 AM5：00～26：00
＊深夜25：30～翌5：00は清掃のため浴場はご利用になれません。　＊毎月1回程度、設備点検のため閉館となる日があります。公式HPでご確認ください。
＊オムツが取れていないお子様はご利用になれません。
＊小学生以下のお子様は保護者の同伴が必要です。また、18歳未満の方は22：00を超えてのご利用はできません。（保護者同伴の場合は可）
＊深夜26：00～翌5：00に在館されている場合、自動で深夜料金3,000円が加算されます。
＊岩盤浴は別途利用料金800円が必要です。（中学生未満利用不可）
＊その他詳細は右記HPでご確認ください。

営業時間

そ の 他

所 在 地

ゆりかもめ「有明駅」下車徒歩5分、
「有明テニスの森駅」下車徒歩3分、
りんかい線「国際展示場駅」下車徒歩7分

交 通
☎03（6426）0802 （受付 5：00～26：00)問合せ先

有効期限

入
浴
施
設

215706
事業番号

平日入場券
（タオル・館内着付）

会員料金 販売枚数一般料金券　種

1,100円 200枚平日　1,850円
＊タオル・館内着付

露天風呂（女湯）

販売期間 1月17日（月）～3月4日（金）

土日祝日にご利用の場合、550円を
別途現地でお支払いください。

https://www.shopping-sumitomo-rd.com/ariake/spa-izumi/index.html

＊「泉天空の湯」は「モール＆スパ」にあります。

ただいま好評販売中！②ただいま好評販売中！② ＊施設の公式HPで最新情報をご確認の上、ご購入ください。　

『ぱる新宿ニュース』VOL.277(10月号)でご案内した
「西武フィットネスクラブ(2021年度後期分)」の購入上
限枚数を増やしました！ すでに30枚購入済の方も、あ
と20枚購入可能です！
＊枚数に限りがあります。残枚数はお問い合わせください。

事業名 有効期限 購入上限数

１会員
50枚まで

会員料金

1,200円西武フィットネスクラブ
(2021年度後期分)

214307事業番号｜
２０２2年
4月３0日（土）

＊新型コロナウイルス感染状況により、営業時間は変更になる場合があります。
　ご利用前に公式HPでご確認ください。
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スキーリフト1日券引換券プレゼント！スキーリフト1日券引換券プレゼント！［各１名・２枚１組］ 抽 選抽 選
1月24日（月）8：30まで
応募多数の場合は抽選。当選発表はチケットの発送をもって代えさせていただきます。（２月上旬発送予定）
＊複数申込可（当選は１施設のみ）　＊施設の詳細は、各施設ホームページをご覧ください。

申込締切

抽選発表
そ の 他

「ぱるNet」
限定

ハンターマウンテン塩原
2022年4月スキーシーズン終了まで

214511事業番号｜

有効期限

八千穂高原スキー場 シャトレーゼスキーリゾート八ヶ岳／小海リエックス・スキーバレー
2021-22シーズン及び2022-23
シーズンの2シーズン有効
＊2021-22シーズンは4/3まで

有効期限

マウントジーンズ那須
2022年3月スキーシーズン終了まで

214512事業番号｜

有効期限

たんばらスキーパーク
2022年5月スキーシーズン終了まで

214513事業番号｜

有効期限

https://www.hunter.co.jp https://www.mtjeans.com https://www.tambara.co.jp

214514事業番号｜ 214515事業番号｜

https://yachiho-kogen.com/ski/ 2022年3月スキーシーズン終了まで有効期限

八ヶ岳・小海いずれか一方のスキー場にてご利用になれます。
＊ケーキセット引換券と温泉入浴券付き！
＊温泉入浴券は「小海リエックスホテル別棟」【星空の湯・りえっくす】でご利用にな
れます。

https://chateraise-skiresort.com八ヶ岳 https://koumireex-skivalley.com小海

6

対　　象

対 象 日

販売期間

販売場所

利用方法

　コーポレートプログラムの会員の皆さまのみがご利用いただけるお得なパスポートのご案内です。

　自然豊かな飯能市宮沢湖畔に位置する「ムーミンバレーパーク」の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るようになりました。

「サンクス・フェスティバル」パスポート
東京ディズニーリゾート® ・コーポレートプログラム

コーポレートプログラム利用券
（1,000円割引） 
を使ってさらにお得！

会員・登録家族
2022年3月4日（金）までの平日かつ価格が8,400円の日限定
～2月26日（土）
大人（18歳以上）　　　　　　　7,900円（一般チケット価格 8,400円）
中人（中学・高校生 12～17歳）   6,600円（一般チケット価格 7,000円）
小人（幼児・小学生 4～11歳）    4,700円（一般チケット価格 5,000円）
「東京ディズニーリゾート・オンライン予約・購入サイト」のみでの販売

 ①「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　URL:dcp.go2tdr.com　にアクセス
 ②「サンクス・フェスティバル」詳細画面より、『パスポートのご購入はこちらから』のボタンをクリック
 ③「東京ディズニーリゾート・オンライン予約・購入サイト」の専用トップ画面にリンクするので下記を入力
　　　　　契約団体番号：●●●●●　プランパスワード：●●●●●
 ＊詳細については、「東京ディズニーリゾート・コーポレートプログラム」利用者専用サイトをご覧ください。

パスポート
料 金

パスポート
の購入手順

ムーミンバレーパーク Moi Club

問合せ先 メッツァナビダイアル　☎0570（03）1066

①優待価格でのチケット購入
　特別優待価格でチケットがいつでも購入可能！
　◆１デーパス　おとな（中学生以上）3,200円　▶2,700円
　　　　　 こども（4歳以上小学生以下）2,000円　▶1,500円
　さらに期間限定でもっとお得になるクーポンも！
　＊1/8（土）～2/27（日） おとな2,500円　こども1,400円
②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！？
③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♪

ムーミンバレーパークは昨年12月にリニューアルオープンしたばかり。新しいテーマは『Well-being』です。
訪れたゲストが、ムーミン、作者トーベ・ヤンソンの故郷フィンランド、そして自然を通してのんびりでき、
心とからだが笑顔になれる新しいムーミンバレーパークをお楽しみください。
◆Winter Festival開催中！　～2月27日（日）

昨年イベントのイメージです。

チケットの購入は会員専用サイトにアクセス！

パスワードを入力してログイン
●●●●●

Moi Club の特典について


	ぱる新宿280号単P_web_004
	ぱる新宿280号単P_web_005
	ぱる新宿280号単P_web_006

