
レジャー等チケット（先着順）

図書カードNEXT　３，０００円券
もらうと本が読みたくなる。ご卒業、ご入学のお祝いに！
書店で本や雑誌を購入できる図書カードNEXT。

２０36年12月31日有効期限

商
品
券

229513
事業番号

1会員　5枚まで申込枚数

会員料金 販売枚数一般料金
2,700円 600枚3,000円

販売開始 3月6日（月）

3月は、「2022年度分（利用期限2023年3月31日まで）」と「2023年度分」の2種類のチケットを販売している施設が
あります。お申し込みの際は、どちらのチケットをご希望なのかをしっかりとお伝えください。
（FAXでお申し込みの場合は、必ず「2022年度分」もしくは「2023年度分」と明記してください。）

チケットをお申し込みの際のご注意

販売開始 3月6日（月）

申込枚数

有効期限
１会員　２組まで
なし

　ＪＲ東日本のみどりの窓口での乗車券・特急券等の購入や、ＪＲ東日本グループの駅ビル・ホテル、全国のJTB、百貨店、家電量販店等
でご利用いただける便利な商品券です。

内 容

1組　9,000円

会員料金

4００組

販売組数

10,000円

一般料金
1,000円券

（10枚1組）

券　種

びゅう商品券
商
品
券

229514
事業番号

ホームページ ご利用箇所や注意点の詳細については、ビューカードのホームページよりご確認ください。
https://www.jreast.co.jp/card/servicelist/gift_card/

＊Suicaなどの交通系ICカードへの入金（チャージ）、自動券売機でのご利用、改札及び
　車内での精算や乗車券の購入など、一部サービスにはご利用いただけません。
＊ＪＲ東日本の定期券を、みどりの窓口で購入する際にもご利用いただけます。ただし、
　クレジットカードとの併用支払はできず、またおつりは出ませんので、ご注意ください。
　（現金払いでの併用のみとなります）

販売開始 3月6日（月）

　「BIG BOX 高田馬場 西武フィットネスクラブ」と「Spa＆Sports EMINOWA 
西武フィットネスクラブ所沢」の２施設をご利用になれます。

有効期間

利用対象

利用方法

フ
ィ
ッ
ト
ネ
ス
ク
ラ
ブ

234304
事業番号

会員と登録家族
2023年4月1日（土）～2024年3月31日（日）
①「ぱる新宿」で利用券をご購入ください。
②施設受付に利用券を提出し、ご利用ください。

西武フィットネスクラブ利用券
（２０２3年度前期分）

BIG BOX 高田馬場

1会員30枚まで
会員料金 販売枚数購入上限枚数
1,200円 360枚

　ホームページ 高田馬場　https://www.seibu-leisure.co.jp/fit_b/
所　　沢　https://www.seibu-leisure.co.jp/fit_e/

そ の 他 ＊新型コロナウイルス感染状況により、営業時間が変更にな
　る場合があります。ご利用前に公式ＨＰでご確認ください。

◆西武フィットネスクラブの会員管理システムの変更に伴い、スタジオプロ
グラム予約がWEB受付限定になりました。WEB予約の際に必要な「ぱる
新宿」専用メールアドレスとパスワードは右記になります。（専用メールアド
レスとパスワードは「ぱるNet」にも掲載しています）
＊スタジオプログラム予約は、利用券を使用するお日にち限定となります。それ以外の
　お日にちにご予約されますと、別途ご利用料金が必要となりますので、ご注意ください。

メールアドレス：●●●●●●●●●
パスワード　　：●●●●●●●●●

＊「ぱるNet」の「西武フィットネスクラブ」 チケット申し
　込み画面をご覧ください。
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申込方法は裏表紙をご覧ください。窓 口 FAX電 話 ぱる
Net

事業名

東武動物公園 法人アトラクションパスセット
（2022年度後期分）

223301事業番号｜ 2023年
3月31日

有効期限 購入上限数

1会員
４枚まで

会員料金

900円
＊通常1,700円

一般料金

５，１００円
（大人・小人共通)

事業名

ムーミンバレーパーク　１デーパス
＊2022年3月号(VOL.281)掲載

223302事業番号｜
2023年
3月31日

有効期限 購入上限数

1会員
４枚まで

会員料金
大人･子ども共通券　1,000円

＊通常1,800円
子ども券　　500円

＊通常1,000円

一般当日料金

大人　3,200円
子ども　2,000円

すでに購入上限数まで購入された方もご購入いただけます。　＊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。

特価 販売開始 3月1日（水）有効期限が近いため（3月31日まで！）特価販売します！！有効期限が近いため（3月31日まで！）特価販売します！！

販売開始 3月6日（月）

申込冊数

有効期限

販売終了

１会員　２０冊まで
２０23年9月３0日（土）
２０23年9月1日（金）
東京ドームシティわくわくダイヤル：☎03（5800）9999
得１０チケット情報サイト

　東京ドームシティを満喫できる、１冊１０ポイント綴りのお得なレジャーチケットです。
各対象施設には、ご利用の際に必要なポイント数が設定されており、お手持ちのポイ
ントを自由に組み合わせて、お好きな施設をご利用になれます。

東京ドームシティ

問合せ先

ホームページ

内 容

2,500円 500冊
会員料金 販売冊数

得１０（とくてん）チケット （2023年度前期分）
レ
ジ
ャ
ー

233201
事業番号

https://www.tokyo-dome.co.jp/toku10/

得10チケット情報サイト

得１０チケット2022年度後期分の販売は3月3日（金）までそ の 他

＊サンシャインシティ、サンリオピューロランド、しながわ水族館のチケットは、『ぱる新宿ニュース』VOL.292(4月号)でご案内します。

商品のポイント数及び利用可能商品を下記サイトで
確認の上、ご購入ください。

利用期間

申込枚数 1会員　４枚まで
3月1日（水）～2023年8月31日（木）
入場＋アトラクション1日乗り放題内 容

ゆりかもめ「お台場海浜公園」から徒歩2分、
りんかい線「東京テレポート駅」から徒歩5分

交 通

港区台場１丁目６－１　DECKS Tokyo Beach　3F～5F所在地・問合せ先

　「東京ジョイポリス」は、東京・お台場にある国内最大級の屋内型テーマパークです。
スノーボードの回転技を体感！不動の人気№1絶叫マシン「ハーフパイプトーキョー」や世
界初‼音ゲー（リズムゲーム）とコースターが融合した「撃音ライブコースター」など人気
のアトラクションが充実しています。また、人気アニメ・アーティストとのコラボイベントや、
大人から子供まで楽しめるコンテンツもある遊びのテーマパークです！

東京ジョイポリス パスポートチケット
レ
ジ
ャ
ー

223303
事業番号

2,400円 120枚5,000円
会員料金 販売枚数一般料金

パスポートチケット
券　種

最新の営業時間ならびに感染症対策は
下記ホームページをご確認ください。

そ の 他

https://tokyo-joypolis.com

販売開始 3月1日（水）

＊一般料金は3月1日（水）より料金改定（旧料金4,500円）
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有効期間 4月1日（土）～２０24年３月３１日（日）
1会員一律2枚を配付いたします。  ＊登録家族数に関係なく2枚
1枚1,000円
①「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。 
②コーポレートプログラム利用券のご使用方法は、右記コーポレート
　プログラム利用者専用サイトでご確認ください。
　パークチケット購入の際には、利用券の中面にある「個券番号（14桁）」と「オンライ

ン用コード（8桁）」が必要になります。

配付枚数

補 助 額

利用方法

電話・FAX・「ぱるNet」でお申し込みください。
＊FAXの場合は、『ぱる新宿ガイド2022』P137の用紙をご利用ください。用紙余白に「2023年度分」とご記入ください。
＊事業所内で請求者が複数の場合は、各事業所で取りまとめてお申し込みください。

申込方法

現在パークチケットはオンライン販売のみです。利用窓口は状況により変更になる場合があります。
詳細は下記センターにお問い合わせください。
◆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（10：00～15：00）

2023年度　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

レ
ジ
ャ
ー

233101
事業番号

　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（パスポート）の購入、
ディズニーホテル宿泊にご利用になれる補助券（割引券）です。

配付開始 3月13日（月）

コーポレートプログラム
利用者専用サイト

販売開始 3月13日（月）
ムーミンバレーパーク
1デーパス

レ
ジ
ャ
ー

233340
事業番号

　自然に帰ろう！ 池袋から約1時間で小トリップ気分を味わえる場所です。ムーミン一家が暮
らすムーミン屋敷や、ムーミンの物語を追体験できる複数のアトラクションなど、北欧の世界
に流れているような、心地よいひとときをのんびりとお過ごしいただけます。

申込枚数

有効期限

１会員　5枚まで
２０２4年３月３１日（日）

ムーミン屋敷 / エンマの劇場：ショー鑑賞 / 展示施設「コケムス」鑑賞 / ヘムレン
さんの遊園地 / 海のオーケストラ号 / リトルミイのプレイスポット

「1デーパス」で利用可能な施設

大人・子ども共通券（中学生以上）

子ども券（4歳以上）

区　分 会員料金
1,800円
1,000円

販売枚数
100枚
20枚

一般当日料金
3,200円
2,000円

営業時間 平　日10：00～17：00
土日祝10：00～18：00（不定休）
＊営業時間は季節によって変動する場合があります。

所在地・問合せ先 埼玉県飯能市宮沢327-6
メッツァナビダイアル ☎0570（03）1066

https://metsa-hanno.com/
交 通 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
そ の 他 ＊来園前に公式HPで最新情報をご確認ください。

★お急ぎの時などは、会員専用サイト「ムーミンバレーパークMoi Club」をご利用ください。詳細は『ぱる新宿ガイド2022』P36をご覧ください。

3月中に行くなら、
特価券[有効期限：2023年3月31日]がお得‼
本誌Ｐ5をご覧ください。

販売開始 3月13日（月）東武動物公園（2023年度）前期分
レ
ジ
ャ
ー

233271
事業番号

　動物園と遊園地が融合したハイブリッドレジャーランド！

申込枚数

有効期限

1会員　５枚まで
２０２４年２月２９日（木）

法人アトラクションパスセット
会員料金 販売枚数一般料金区　分
1,700円 200枚5,100円

所在地・問合せ先 東武動物公園　☎０４８０（９３）１２００
埼玉県南埼玉郡宮代町大字須賀１１０

＊2023年4月1日より料金改定
　（新料金5,300円）
＊２歳以下無料

交 通 <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 https://www.tobuzoo.com/

ホワイトタイガー（シュガー）

3月中に行くなら、
特価券[有効期限：2023年3月31日]がお得‼
本誌Ｐ5をご覧ください。

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
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