
87

会員と登録家族
施設窓口で会員証を呈示し、会員料金をお支払いください。

JR「新宿駅」東口より徒歩９分
東京メトロ丸ノ内線「新宿三丁目駅」E1出口より徒歩2分

交  通

☎03（5285）1726　〈所 在 地〉新宿区歌舞伎町１－１－２問合せ先

営業時間

利用方法
利用対象

テルマー湯
http://thermae-yu.jp/

会員証 

会員と登録家族
施設窓口で会員証を呈示し、会員料金をお支払いください。

☎0460（82）4126　〈所在地〉神奈川県足柄下郡箱根町二ノ平1297
電車：JR「小田原駅」からバス約40分 小田急線「箱根湯本駅」からバス約20分
車 ：東名高速道路「御殿場I.C.」、小田原厚木道路「箱根口I.C.」より30分

交  通
問合せ先

利用方法
利用対象

箱根小涌園ユネッサン
https://www.yunessun.com/

ユネッサン（水着エリア）

営業時間 ユネッサン 土日祝　9：00～19：00／平日 10：00～18：00
森の湯　    土日祝 11：00～20：00／平日 11：00～19：00
＊営業終了の1時間前までにご入場ください。
＊営業時間は予告なく変更となる場合があります。
＊来園前にご確認ください。（メンテナンス休館日:6/2(火)～6/5(金)、12/1(火)～12/4(金)）
＊詳しくは、下記問合せ先へお問い合わせください。

森の湯（裸エリア）

会員証 

　東京メトロ丸ノ内線「新宿三丁目駅」E1 出口より徒歩 2 分、JR「新宿駅」東口より徒歩９分の都内
最大級の温浴施設。テルマー湯の天然温泉「神代の湯」は、毎日中伊豆から運搬。高濃度炭酸浴も都内
最大級の広さです！

　四季を通じ、お楽しみになれる箱根の温泉アミューズメントパーク。

24時間営業
＊施設点検・整備の為、休館日、利用時間が制限される特定日があります
ので、事前に下記問合せ先へ確認のうえご利用ください。

＊午前3:00～5:00までは2F浴室清掃のため、浴室はご利用になれません。

（円／税込）
利用区分 大小区分 会員料金 一般料金

パスポート
［全施設共通利用券］

大人 3,000　　　 3,500
こども 1,500　　　 1,800

ユネッサン
［水着エリア］

大人 2,000　　　 2,500
こども 1,200　　　 1,400

森の湯
［裸エリア］

大人 1,200　　　 1,500
こども 800　　　 1,000

（円／税込）
利用区分 会員料金 一般料金 備考

大人 2,185 2,405

＊中学生未満のお子様はご利用になれません。
＊ 18 歳未満の方のご利用は、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 20：00 までのご利用となります。
＊深夜早朝料金〔月～金〕：1,870 円　（深夜 0：00 ～早朝 9：00 在館）
　〔土・日・祝日、特定日〕：2,530 円　（深夜 0：00 ～早朝 9：00 在館）
＊休日料金：880 円（土日祝、特定日）

＊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。

健　　康

＊こども：３歳～小学生（３歳未満無料）

健
康
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会員番号

会員氏名

要会員証呈示

新宿区新宿7-3-29 

入浴施設利用補助券 

武蔵野温泉　なごみの湯
浅草ROX　まつり湯
東京・お台場　大江戸温泉物語
大江戸温泉物語　浦安万華郷
タイムズ スパ・レスタ（18歳以上）
箱根湯寮「本殿 湯楽庵」（小学生以上）

会員番号、会員氏名を必ずご記入ください。

有効期間　2020年4月1日～2021年3月31日　

公益財団法人新宿区勤労者・仕事支援センター

令和2年度

＊コピー不可

補助額　

☎03（3208）2311

大人 ５００ 小人 ３００
区分に のないものは無効。

ご利用の施設に をつけてください

円 円

下記6施設でご利用になれる共通の入浴施設利用補助券です。

会員と登録家族 ＊タイムズ スパ・レスタは18歳以上
　　　　　　　　＊箱根湯寮は小学生以上
大人1枚 500円分
小人1枚 300円分
（上記各利用対象施設あわせて1会員 年度内8枚）

①巻末『施設利用券綴り』の利用補助券に、必要事項を記入する。
②ご利用の施設窓口に会員証を呈示のうえ、利用補助券を提出する。
③各施設の「補助利用料金」を支払う。
＊巻末の『施設利用券綴り』の利用補助券は、再発行はできません。
＊「小人」の区分は、登録家族に小人の対象になる方がいない場合は利用できません。

利用方法

補 助 額

利用対象

＜利用対象施設＞Ｐ88～91
東京・お台場　大江戸温泉物語　
大江戸温泉物語　浦安万華郷
箱根湯寮 「本殿 湯楽庵」　

武蔵野温泉　なごみの湯 　
浅草ROX　まつり湯
タイムズ スパ・レスタ

入浴施設利用補助券について

見 本見 本

 ☎03（3398）4126
〈所 在 地〉杉並区上荻1－10－10
〈営業時間〉10：30～翌朝 9：30
〈休 業 日〉年中無休

交  通

問合せ先

武蔵野温泉　なごみの湯
https://www.nagomino-yu.com

施設窓口に会員証を呈示すると、会員料金でご利用になれます。
補助券を利用するとさらにお安くなります。
＊補助券の利用方法は上記をご覧ください。

利用方法

JR「荻窪駅」西口より徒歩1分

会員証 
補
助
券

つるつる温泉、超高濃度炭酸泉など豊富な種類のお風呂でリラックス＆リフレッシュ。

＊泥酔者・イレズミのある方・医師から入浴を禁じられている方のご利用はご遠慮願います。
☆露天風呂「つるつる温泉」☆超高濃度炭酸泉☆バイブラバス☆ロッキーサウナ☆ミストサウナ「テルマーレ」
☆ミストシャワー☆まんがコーナー☆ラウンジ☆レストルーム☆旬彩庵しおん☆ボディーケア☆韓国式アカスリ
☆タイ古式療法☆足ツボ☆ヒーリングスパ（岩盤浴）☆オイルリンパマッサージ　他

区　分 補助利用料金 会員料金 一般料金 備　考

大　人 1,380 1,880 1,980 ＊深夜追加料金（午前 1：00 ～ 9：30）1,380 円（税込）
＊小人  4 歳～小学生　 幼児  0 歳～ 3 歳
＊入湯税込み
＊土日祝・特定日は 200 円を追加でお支払いください。

小　人 770 ― 1,070

幼　児 240 ― 540

（円 / 税込）

健
康



89

東京・池袋サンシャインシティ前。都心の大人のスパ施設。

☎03（5979）8924
〈所 在 地〉豊島区東池袋4－25－9
　　　　　　タイムズステーション池袋10Ｆ～12Ｆ
〈営業時間〉11：30～翌9：00
　　　　　 （最終入館時間　8：00）
〈休 館 日〉不定休　＊設備メンテナンスでの休みあり

交  通

問合せ先

タイムズ スパ・レスタ
http://www.timesspa-resta.jp

＊大小に関わらず入れ墨、タトゥーをされている方、暴力団関係者、その他反社会的団体組織関係者と認められる方、
泥酔された方などのご利用はご遠慮願います。

〈電車〉東京メトロ有楽町線「東池袋駅」2番出口より徒歩3分
　　   JR「池袋駅」東口より徒歩8分
〈 車 〉首都高速「東池袋」出口すぐ

利用方法

会員証 
補
助
券

＊泥酔者、イレズミ（タトゥー）のある方、医師から入浴を禁じられている方のご利用はご遠慮願います。
☆ひすい露天風呂 ☆打たせ湯 ☆かわり湯 ☆海水風呂 ☆トルマリン風呂 ☆ハイパージェットバス
☆ボディーマッサージ浴 ☆ミストサウナ ☆リラックスルーム ☆仮眠室 等

　7階にあるひすい露天風呂で都会の風を感じながら、11種類のお風呂、3種類のサウナ、ボディケア
やエステ、あかすり、食事処などをお楽しみください。

☎03（3836）7878
〈所 在 地〉台東区浅草1－25－15 ROX7階
〈営業時間〉月～土10：30～翌9：00 浴場終了 翌8：00
　　　　　　　 日  10：30～23：00　浴場終了 22：30
〈休 業 日〉2月と9月に各2日間を予定

地下鉄銀座線「田原町駅」より徒歩5分　
都営浅草線、東武伊勢崎線「浅草駅」より徒歩8分
つくばエクスプレス「浅草駅」A1出口より徒歩1分

交  通

問合せ先

浅草ROX まつり湯
https://www.matsuri-yu.com/

施設窓口に会員証を呈示すると、会員料金でご利用になれます。
補助券を利用するとさらにお安くなります。
＊補助券の利用方法はＰ88をご覧ください。

施設窓口に会員証を呈示すると、会員料金でご利用に
なれます。補助券を利用するとさらにお安くなります。
＊１会員証につき、会員と登録家族（18歳以上）あわせて5人
　まで利用できます。
＊補助券の利用方法はＰ88をご覧ください。

利用方法

会員証 
補
助
券

テルマリウムサウナ

区　　分 補助利用料金 会員料金 一般料金 備　　考

大　　人 1,425　　 1,925　　 2,750　 ＊休日割増料金　土・日・祝日および特定日の利用の場合は、
　330 円を追加でお支払いください。
＊深夜追加料金（24：00 ～ 5：00）30 分毎 275 円（税込 / 大人・
　小人同額）
＊小人　4 歳～小学生（3 歳以下無料）
＊一般料金は、改定される場合があります。

小　　人   660　　   960　　 1,375　

（円 / 税込）

区　　分 補助利用料金 会員料金 一般料金 備　　考

一般利用料金 2,050 2,550 2,850
＊土・日・祝日・特定日は、休日割増料 400 円がかかります。
＊入館料には、入浴料、館内着、タオルレンタル料が
　含まれます。
＊深夜割増料 500 円 /60 分（0：00 ～ 5：00 在館）

（円 / 税込）

健
康
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　地下1,400ｍから引いた源泉「大江戸温泉」をはじめ、様々なお風呂を堪能できます。また浴衣で
楽しめる館内施設が充実しており、こどもから大人まで一日中楽しめます。

 ☎03（5500）1126
〈所 在 地〉江東区青海2－6－3
〈営業時間〉11：00～翌9：00（最終入館は翌朝7:00）
　　　　　　  ＊月1回メンテナンスのため23時閉館
〈休 業 日〉年中無休
ゆりかもめ「テレコムセンター駅」徒歩2分  りんかい線「東京テレポート駅」より無料シャトルバス
＊その他無料シャトルバス：「新宿駅巡回」、「品川駅巡回」、「錦糸町・江東巡回」、「東京駅巡回」

交  通

問合せ先

東京・お台場　大江戸温泉物語
https://daiba.ooedoonsen.jp

＊泥酔者、イレズミのある方、医師から入浴を禁じられている方のご利用はご遠慮願います。
♦内風呂／大江戸温泉・百人風呂・寝湯・蒸し湯（サウナ）・ぬる湯（女性のみ）・霧の湯（ミストサウナ　女性のみ）
♦露天風呂／百景の湯・桶風呂（女性のみ）
☆足湯　☆岩盤風呂（有料）　☆無料リラックスルーム ☆リラクゼーション ☆縁日 など

＊泥酔者、イレズミのある方、医師から入浴を禁じられている方のご利用はご遠慮願います。
☆内風呂〔天然温泉、漢方薬湯、ジャグジー、寝湯、スチームサウナ、ドライサウナ、水風呂〕
☆露天風呂〔天然温泉、ゲルマニウム風呂、コラーゲンの湯〕
☆水着露天風呂〔大滝の湯、洞窟風呂、天照石風呂、足湯、低温サウナ、天然温泉、人工炭酸泉、ゲルマニウム風呂〕
☆休憩所　☆リラクゼーション など

　天然温泉など38のお風呂が楽しめる千葉県最大級の温泉テーマパーク。
男女一緒に楽しめる水着露天風呂は大人気。

 ☎047（304）4126
〈所 在 地〉浦安市日の出7－3－12
〈営業時間〉11：00～翌9：00
　　　　　（最終入館 日～木・祝　23：00
　　　　　　　　　　　金土・祝前日　24：00）
〈休 業 日〉不定休
JR「新浦安駅」または地下鉄東西線「浦安駅」より無料シャトルバス交  通

問合せ先

大江戸温泉物語 浦安万華郷
https://urayasu.ooedoonsen.jp

利用方法

利用方法

会員証 
補
助
券

会員証 
補
助
券

施設窓口に会員証を呈示すると、会員料金でご利用になれます。
補助券を利用するとさらにお安くなります。
＊補助券の利用方法はＰ88をご覧ください。

施設窓口に会員証を呈示すると、会員料金でご利用になれます。
補助券を利用するとさらにお安くなります。
＊補助券の利用方法はＰ88をご覧ください。

（円／税込）
区　　分 補助利用料金 会員料金 一般料金 備　　考

大人
平日

1,058 1,558
1,888 ＊特定日（5/2 ～ 5/5、8/9 ～ 8/15、12/29 ～ 1/3）は除く。

＊会員本人含め、5 人まで有効 
＊深夜 2：00 以降に滞在の場合、深夜追加料金がかかります。
　(1,980 円） 
＊館内着は別料金がかかります。(385 円） 
＊各料金は、入浴料、諸税、タオル使用料を含みます。 
＊大人：中学生以上、小人：4 歳～小学生
＊ 3 歳以下無料

土日祝 2,218

小人
平日

228 528
858

土日祝 968

（円／税込）
区　　分 補助利用料金 会員料金 一般料金 備　　考

大人
平日

1,498 1,998
2,768 ＊会員本人含め、5 人まで有効 

＊ナイター：18：00 以降に入館の場合 
＊深夜追加料金：別途 2,200 円必要となります。
　（深夜 2：00 ～午前 5：00 の滞在）
＊各料金は、入浴料、諸税、浴衣、タオル使用
　料を含みます。
＊大人：中学生以上、小人：4 歳～小学生
＊ 4 歳未満無料
＊特定日はホームページをご覧ください。

土日祝 2,988
特定日 3,098

大人ナイター
平日

1,098 1,598
2,218

土日祝 2,438
特定日 2,548

小人 250 550 1,078
健
康
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問合せ先

交  通

利用方法

箱根湯寮「本殿 湯楽庵」
https://www.hakoneyuryo.jp

　着替えなしで気軽にかかれるリラクゼーションサロン。ぜひ、お仕事帰りに！

会員と登録家族
受付窓口に会員証を呈示してご利用ください。
（リラックス会員になることが必要です。）
全コース 一般料金から550円引（他のサービス・割引券等との併用不可）割引内容

利用方法
利用対象

（一般料金・税込）

コリコリ解消基本コース
お疲れ具合いや、お時間の都合に
よりコースをお申付けください。
15分コース…1,650円
30分コース…3,300円
45分コース…4,950円
60分コース…6,600円

足ツボコース
20分コース…2,200円（足裏集中）
30分コース…3,300円（足裏・ふくらはぎ ）
40分コース…4,400円（下半身集中）

＊その他コースメニューあります。
＊一部地域により、コース内容・料金等が異なります。詳しくは各店にお問い合わせください。
＊初回来店時に会員登録料として110円かかります。

会員証 リフレッシュセンターリラックス
https://relax-net.net

会員事業所
割   引

店舗名 電話番号 店舗名 電話番号 店舗名 電話番号
西新宿店 ☎03(3299)8122 方南町店 ☎03(3318)5999 久我山店 ☎03(5336)1530
桜上水店 ☎03(5316)2801 阿佐ヶ谷店 ☎03(5305)0831 浜田山店 ☎03(5357)2099
幡ヶ谷店 ☎03(5478)6998 笹塚店 ☎03(3320)6122 祖師ヶ谷店 ☎03(3789)7577
梅ヶ丘店 ☎03(5426)2716 下高井戸店 ☎03(5329)1841 砧店 ☎03(6411)8981
中野新橋店 ☎03(5340)6337 元住吉店

水戸京成百貨店

☎044(431)0040 浦和店 ☎048(814)1090
FKD ｲﾝﾀｰﾊﾟｰｸ店 ☎028(657)8251 ｻｸﾗｽ戸塚店 ☎045(869)5710

☎029(350)8878
宇都宮東口駅前店 ☎028(610)8160
千歳烏山店 ☎03(5314)9818ザ・モールみずほ店 ☎042(557)8126

店舗一覧　

会員証 
補
助
券

区　　分 補助利用料金 会員料金 一般料金 備　　考

大　　 人 800 1,300 1,500 ＊小人：小学生
＊小学生未満はご利用になれません。
＊料金にタオル料金は含まれておりません。
＊一般料金は改定される場合があります。小　　 人 350 650 750

　箱根湯本駅からほど近い古民家風の里山温泉。大浴場では岩風呂、壺風呂等様々な露天風呂をお楽
しみいただけます。サウナで発汗を促す「ロウリュウサービス」も好評です。是非お試しください。

☎0460（85）8411
〈所 在 地〉神奈川県足柄下郡箱根町塔之澤４
〈営業時間〉温浴施設 平日 　　10：00～ 21：00
　　　　　　　　　　　土日祝　10：00～ 22：00
　　　　　 食事処・リラクセーション
　　　　　　　　　　　平日　　11：00～ 21：00
　　　　　　　　　　　土日祝　11：00～ 22：00
〈休 館 日〉年中無休　＊メンテナンス不定期

〈電車〉箱根登山線「箱根湯本駅」より無料送迎バス約 3分
〈 車 〉小田原厚木道路「箱根口 I.C.」より約 10分
　        東名高速道路「御殿場 I.C.」より約 45分

施設窓口に会員証を呈示すると、会員料金でご利用に
なれます。補助券を利用するとさらにお安くなります。  
＊1会員証につき、会員と登録家族（小学生以上）
　あわせて5人まで利用できます。 
＊補助券の利用方法はP88をご覧ください。

＊刺青、タトゥー（シール、ペイント含む）のある方、泥酔、暴力団関係者、ペットをお連れになっての入場は、固くお断
りいたします。

　全福センター提携施設です。くつろぎのサロンで癒しのひとときをどうぞ。
会員と登録家族（未成年の方のご利用には親権者の同席または同意が必要です）

会員証または協定施設割引券の呈示でエステティックコース（脱毛・ボディ
シェイプ・フェイシャル）＆オリジナル商品（コスメ・健康食品・美容機器）を10%割引

初めての方のご利用方法（完全予約制）
　＊2回目以降のご予約は、サロンへ直接お電話ください。
①ご希望のコースを選択（“脱毛”、“ボディシェイプ”、“フェイシャル”からお選びください。）
②電話で予約（コース内容のご相談・お近くのサロンをご案内します。）
＊「全福センター」会員であることと、ご優待コード「9509」を告げてご予約ください。
③予約日に来店　
　＊会員本人は「ぱる新宿」会員証（「全福センター」会員証を兼ねています。）を、登録家族は「協定
　　施設割引券」を必ずご持参・ご呈示ください。

割引内容

TBCサロン案内センター  　0120-025236
＜受付時間＞ 9：00～22：00 　
　　　　　　

予約・問合せ先　

利用方法

利用対象

＊お客様の体質・体調・肌状態等により、コースをご提供できない場合があります。
＊「協定施設割引券」は全福センターのホームページからダウンロードできます。
https://www.zenpuku.or.jp/　ログインID：kt　パスワード：zenpuku ＊半角英数入力
　（ダウンロードできない方は「ぱる新宿」までご連絡ください。）
「協定施設割引券」をご利用の際は、所属団体名（ぱる新宿）、
　会員番号、会員氏名（ご利用になる方の氏名）を必ずご記入
　ください。
＊他の優待企画・割引券・優待券などとの併用はできません。
　また、一部割引適用外のコース・商品があります。
＊特典内容・割引対象コース・商品は予告なく変更となる
　場合があります。

そ の 他

会員証 エステティックTBC・MEN'S TBC
http://www.tbc.co.jp/　http://www.tbc.co.jp/mens/

協定施設
割引券

健
康




