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優 待 券
●内容、利用可能日は各店・施設で異なります。
●都民で、18歳未満のお子様を連れたご家族
　の方に限ります（各店・施設によって証明書
　の提示をお願いする場合がございます）。
●来店・来場の際にご持参・提出してください。
●平成30年3月31日まで有効

家族ふれあいの日
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優待券付

親と大人が責任をもち、次代を担う子供の正義感や倫理観、思いやりの心を育み、
自らが手本となりながら、人が生きていく上で当然の心得を伝えていく取組です。
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子供たちは、いろいろな人とふれあい、
さまざまな体験をする中で成長していきます
子供たちは、いろいろな人とふれあい、

さまざまな体験をする中で成長していきます

優
待
制
度
説
明

●都民の方が、１８歳未満のお子様を連れて、家族で協力店・施設等に優
待券を持っていくと、料金の割引又は各種サービスが受けられます。

●各店・施設によって住所や年齢確認の為、身分証明書等の提示をお願
いする場合がございます。

●優待券は、コピーやホームページのプリントアウトでも可。
●内容、利用可能日は各店・施設で異なります。
●料金や当優待制度による割引又はサービス内容は変更になる場合が
ありますので、お出かけの前に各店・施設にお問い合わせください。

こころの東京革命協会　TEL.03-5388-3098

こころの東京革命 検 索

このＱＲコードを読み取ってご活用ください。→

4月：15日・16日　7月：15日・16日　10月：21日・22日
5月：20日・21日　8月：19日・20日　11月：18日・19日
6月：17日・18日　9月：16日・17日　12月：16日・17日

1月：20日・21日
2月：17日・18日
3月：17日・18日

平成29年度 第３土・日曜日は下記のとおりです【利用可能日　凡例】
29年 30年

問合せ先
このステッカーが
目印です。

詳細はホームページでもご確認ください。
優待券データもあります。

　　　　東京都／

http://www.kokoro-tokyo.jp/homey/hureai.html

店・施設によっては貼って
いない場合があります（　　　　）

みんなでみんなで
出かけよう！出かけよう！

表紙

店・施設名 問合せ先 割引又はサービス内容の概要（詳細は店・施設にお問合せください。）
１　ファミリーレストラン、飲食店
藍屋
夢庵（都内全店） 0120-125-807 お食事注文の方に限りソフトドリンク又はドリンクバーの無料提供　※ご家族5名様まで

　※都内全店共通サービス（藍屋、夢庵）
フジテレビキッズカフェ ママトコ

（港区） 03-6457-1033 ビュッフェ　延長30分無料　※現金払いの場合のみ適用
　※重複割引不可　※カフェタイムは適用不可　※同一グループ8名様まで

ヘリアンタス(目黒区） 03-5728-3890 デザートご注文の方に限りソフトドリンク半額割引
親子カフェ　il sole（杉並区） 03-6795-7723 施設利用料1時間分無料サービス又はお食事注文の方に限り1ドリンク無料サービス
いろりの里
四季亭　　（小平市）

042-321-0294
042-325-8323 親子でのご利用で、1ドリンク無料サービス　　※ご家族5名様まで

2　ボウリング場
東京ボウリング場協会（都内29店舗） 03-6433-3357 1ゲームにつきお一人様50円割引。

3　文化施設
東京ステーションギャラリー（千代田区） 03-3212-2485 入館料　通常料金より100円割引　※入館料は企画展により異なります。

相田みつを美術館（千代田区） 03-6212-3200 入館料割引　一般・大学生800円→600円、中・高校生500円→300円、小学生200円→100円

岡本太郎記念館（港区） 03-3406-0801 入館料割引　一般620円→520円、小学生310円→210円
東郷青児記念 損保ジャパン
日本興亜美術館（新宿区） 03-3349-3081 観覧料割引（団体割引料金と同額）、中学生以下は無料　※要問合せ

日本サッカーミュージアム（文京区） 03-3830-2002 入場料割引　高校生以上500円→400円、小・中学生300円→200円
浅草東洋館（台東区） 03-3841-6631 通常公演　大人2,500円→2,000円、学生2,000円→1,500円、小人（4歳以上）は割引なし　※特別興行は対象外
浅草演芸ホール（台東区） 03-3841-6545 通常公演　大人2,800円→2,500円、学生2,300円→2,000円、小人（4歳以上）は1,500円→1,300円　※特別興行は対象外
目黒区美術館（目黒区） 03-3714-1201 入館料割引（団体割引料金と同額）、小・中学生は無料
戸栗美術館（渋谷区） 03-3465-0070 入館料割引　一般1,000円→800円、高校・大学生700円→500円、小・中学生400円→200円
ちひろ美術館・東京（練馬区） 03-3995-0612 入館料割引　大人800円→700円、高校生以下は無料
東京富士美術館（八王子市） 042-691-4511 入館料割引（団体割引料金と同額）、毎週土曜日は小・中学生は無料
高尾山トリックアート美術館（八王子市） 042-667-1081 入館料割引 大人1,300円→1,100円、中・高校生1,000円→800円、小学生700円→500円、幼児500円→300円
たましん御岳美術館（青梅市） 0428-78-8814 入館料割引　大人500円→400円、高校・大学生400円→300円、小・中学生300円→200円
たましん歴史・美術館(国立市） 042-574-1360 入館料（100円）を無料
4　レジャー施設等
明治神宮外苑にこにこパーク（港区） 03-3478-0550 優待券1枚につき、子供（２歳以上、小学生以下）1名様入場無料
東京ジョイポリス（港区） 03-5500-1801 デイパスポート（入場＋アトラクション1日乗り放題）300円割引　※前売券、重複割引不可　※優待券1枚につき5名様まで
アクアパーク品川（港区） 03-5421-1111 入場料割引　大人（高校生以上）2,200円→2,100円、小・中学生1,200円→1,100円、幼児（4歳以上）700円→600円

浅草花やしき（台東区） 03-3842-8780 入園料割引　大人（中学生以上）1,000円→900円、小学生500円→400円、未就学児は無料
　※別途、アトラクション料金（２歳以上）が必要

アネビートリムパーク　お台場店（江東区）v 03-5500-2300 施設使用料　大人200円割引　※優待券1枚につき2名様まで　※大人1名様につき子供3名様まで入場可　※重複割引不可
大和サンプル製作所　第三工房(豊島区) 03-5980-8099 スイーツ系サンプル製作体験の方、指定トッピング1個追加サービス

キドキド パサージオ西新井店 （足立区） 03-5888-6081 入場料割引　子供（6ヶ月〜12歳）600円→400円（最初の30分まで）　※別途、大人は施設使用料500円が必要　
　※大人1名様につき子供3名様まで入場可

ダイヤと花の大観覧車（江戸川区） 03-3686-6911 大観覧車乗車券割引　一般（3歳以上）700円→630円　※優待券1枚につき6名様まで

京王フローラルガーデン　アンジェ
（調布市） 042-480-2833 入園料割引　・3/1〜12/31　大人500円→400円、小・中学生100円→80円

　　　　　　・1/1〜2/28　大人300円→240円、小・中学生60円→50円

ボーネルンドあそびのせかい イオン
モールむさし村山店（武蔵村山市） 042-516-8032 入場料割引　子供（6ヶ月〜12歳）600円→400円（最初の30分まで）　※別途、大人は施設使用料500円が必要　

　※大人1名様につき子供3名様まで入場可

 印の店・施設は、携帯電話等の画面での優待券提示でもサービスをご利用いただけます。裏表紙のＱＲコードを読み取ってご活用ください。

平成29年度版

★通年ご利用いただける店・施設（ただし、営業日のみ。営業日は店・施設にお問合せください。）

ボウリング場名 所在地
ボウリング場名 所在地 ボウリング場名 所在地 ボウリング場名 所在地 ビームボウル昭島 昭島市

アイビーボウル向島 墨田区 平和島スターボウル 大田区 サンスクエアボウル 北区 永山コパボウル 多摩市
マルアイボウリング 足立区 世田谷オークラボウル 世田谷区 東京プラザボウル 板橋区 ＳＡＰ日野ボウル 八王子市
四つ木イーグルボウル 葛飾区 笹塚ボウル 渋谷区 トミコシ高島平ボウル 板橋区 高尾スターレーン 八王子市
新小岩サニーボウル 葛飾区 高田馬場グランドボウル 新宿区 練馬トーホーボール 練馬区 新東京ダイヤモンドボウル 福生市
品川プリンスホテルボウリングセンター 港区 東京ドームボウリングセンター 文京区 池袋ロサボウル 豊島区 西東京レーン 青梅市
東京ポートボウル 港区 荻窪ボウル 杉並区 東大和グランドボウル 東大和市 シチズンボウル 新宿区
蒲田ＩＭＯＮボウル 大田区 三恵ボウル赤羽 北区 立川スターレーン 立川市 中野サンプラザボウル 中野区
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　親と大人が責任をもち、次代を担う子供
の正義感や倫理観、思いやりの心を育み、
自らが手本となりながら、人が生きていく
上で当然の心得を伝えていく取組です。

（ウラ）
協力店・施設は、このステッカーが目印です。優待制度については、オモテ面をご覧ください。

は、‘家族ふれあい’を応援しています！
～子供たちは、いろいろな人とふれあい、さまざまな体験をする中で成長していきます～

とは～～
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協力店・施設は、このステッカーが目印です。優待制度については、オモテ面をご覧ください。

は、‘家族ふれあい’を応援しています！
～子供たちは、いろいろな人とふれあい、さまざまな体験をする中で成長していきます～

★毎日きちんと挨拶させよう
★善いことは褒め、悪いことは叱ろう
★ねだる子供にがまんをさせよう
★先人や目上の人を敬う心を育てよう
★体験の中で子供を鍛えよう

『おもてなしのこころ』
・外国人訪問者に心地良い東京を感じてもらおう

『思いやりのこころ』
・言葉や文化、障害など様々な違いを尊重し支え合おう

～2020年東京オリンピック・パラリンピック開催に
向け、子供に伝える「2つのこころ」～

～大人が子供の手本となろう～こころの東京ルール

中面

店・施設名 問合せ先 割引又はサービス内容の概要（詳細は店・施設にお問合せください。）
4　レジャー施設等（つづき）

よみうりランド（稲城市） 044-966-1111

キドキド よみうりランド店（稲城市） 044-966-9568 入場料割引　子供（6ヶ月〜12歳）600円→400円（最初の30分まで）　※別途、大人は施設使用料500円が必要
　※大人1名様につき子供3名様まで入場可

東京サマーランド（あきる野市） 042-558-6511
通期フリーパス（3月2日〜6月30日、10月2日〜11月28日）大人・小学生100円割引
夏期フリーパス（7月1日〜10月1日）大人・小学生200円割引
　※幼児・シニアは割引なし　※入れ墨・タトゥー（シール・ペイントを含む）をされた方の入園は、固くお断りいたします。

ヨコハマおもしろ水族館・
赤ちゃん水族館（神奈川県横浜市） 045-222-3211 入場料　大人200円割引、小人100円割引

オービィ横浜（神奈川県横浜市） 045-319-6543 パスポート（入館料+フリーパス）料金より200円割引　※その他割引、セット券との併用不可

横浜・八景島シ－パラダイス
（神奈川県横浜市）

045-788-8888
テレフォンイン
フォメーション

・アクアリゾーツパス割引
（水族館４施設パス）

・ワンデーパス割引
（アクアリゾーツパス＋
 プレジャーランドパス）

さがみ湖リゾートプレジャーフォレスト
（神奈川県相模原市） 042-685-1111 ・入園料割引 大人（中学生以上）1,700円→1,600円、小人（3歳〜小学生）、シニア（60歳以上（要証明））1,000円→900円

・入園＋乗り物乗り放題割引 大人3,900円→3,800円、小人・シニア3,100円→3,000円
箱根園水族館（神奈川県足柄下郡箱根町） 0460-83-1151 入場料割引　大人1,500円→1,200円、子供（4歳〜小学生）750円→600円
箱根駒ヶ岳ロープウェー

（神奈川県足柄下郡箱根町） 0460-83-1151 一般料金の約10％割引　※重複割引不可

箱根芦ノ湖遊覧船
（神奈川県足柄下郡箱根町） 0460-83-6351 一般料金の約10％割引　※セット券、往復券は除く

千葉こどもの国Kidsdom（千葉県市原市） 0436-74-3174 小学生以下は無料

清水公園（千葉県野田市） 04-7125-3030 フィールドアスレチック、花ファンタジア、ポニー牧場、アクアベンチャーの入場料割引　一般料金→団体料金　
　※優待券1枚につき5名様まで　※重複割引不可

マザー牧場（千葉県富津市） 0439-37-3211 入場料　大人（中学生以上）1,500円→1,400円、小人（4歳〜小学生）800円→750円　※優待券1枚につき5名様まで
成田ゆめ牧場（千葉県成田市） 0476-96-1001 入場料　・4〜11月　20%割引　・12〜3月　50%割引　※優待券1枚につき5名様まで

西武園ゆうえんち（埼玉県所沢市） 04-2922-1371
ワンデーフリーチケット［入園＋アトラクション乗り放題（一部を除く）］割引　大人（中学生以上）3,300円→2,900円、小人（3歳
〜小学生）・シニア［60歳以上（要証明）］2,800円→2,500円　※優待券1枚につき5名様まで　※重複割引不可
　※夏期プール営業期間中は、優待対象となるチケットをプール入場券と夏の1日券に変更する場合があります。

ケニーズ・ファミリー・ビレッジ/
オートキャンプ場（埼玉県飯能市） 042-979-0300 サイト使用料500円割引　※施設カレンダーのトップシーズンは除く

東武乗馬クラブ＆クレイン
（埼玉県南埼玉郡宮代町） 0480-92-4611 体験乗馬1回コースを1,620円に優待　※別途レンタル料・保険料1,280円が必要　※小学1年生以上

　※ご予約・お問合せはお電話ください。
国営ひたち海浜公園プレジャーガーデン

（茨城県ひたちなか市） 029-265-8185 のりもの券割引　（1,100円分）1,000円→900円

那須ハイランドパーク
（栃木県那須郡那須町） 0287-78-1150 ・入場料割引　大人1,600円→1,000円、小人800円→500円

・入園＋ファンタジーパス割引　大人5,100円→4,300円、小人3,600円→2,800円　※一部乗物を除く
那須りんどう湖　LAKE VIEW

（栃木県那須郡那須町） 0287-76-3111 入園料割引　大人1,600円→1,280円、子供（3歳〜小学生）800円→640円
　※優待券1枚につき5名様まで

ぐんまフラワーパーク
（群馬県前橋市） 027-283-8189 入園料　・4〜6月　大人（高校生以上）700円→600円　・7〜3月　大人600円→500円

　※中学生以下は常時無料　※優待券1枚につき4名様まで　※重複割引不可　※1、2月は除く
群馬サファリパ－ク

（群馬県富岡市） 0274-64-2111 入園料割引　大人（高校生以上）2,700円→2,400円、小人（3歳〜中学生）1,400円→1,100円
　※水曜日定休（ただし、指定日を除く）　※優待券1枚につき5名様まで

鬼押出し園（群馬県吾妻郡嬬恋村） 0279-86-4141 入園料割引　大人（中学生以上）650円→550円、小学生450円→350円　※優待券1枚につき5名様まで

軽井沢おもちゃ王国
（群馬県吾妻郡嬬恋村） 0279-86-3515

・入園券　一般料金より100円割引
・フリーパス（入園＋乗り物乗り放題+わくわく大冒険の森）　一般料金より500円割引
　※冬期は一部休園のため、4/15～11/26のみ利用可　 ※優待券1枚につき5名様まで

富士急ハイランド（山梨県富士吉田市） 0555-23-2111 フリーパス割引　大人（18歳以上）5,700円→5,300円、中・高校生5,200円→4,900円、小人（3歳〜小学生）4,300円→4,100円
河口湖オルゴールの森

（山梨県南都留郡富士河口湖町） 0555-20-4111 入館料割引　大人1,500円→1,300円、大学・高校生1,100円→900円、小・中学生800円→600円
　※要学生証提示　※優待券1枚につき5名様まで

白樺リゾート池の平ファミリーランド
（長野県茅野市） 0266-68-2100 ・入園料　一般料金より100円割引　　・フリーパス券　一般料金より300円割引

　※冬期は休園のため、営業期間4/22～11/6のみ利用可　 ※重複割引不可
修善寺　虹の郷（静岡県伊豆市） 0558-72-7111 入園料割引　大人（中学生以上）1,200円→1,100円、小人（4歳〜小学生）600円→550円　※優待券1枚につき5名様まで
まかいの牧場（静岡県富士宮市） 0544-54-0342 入場料10％割引　※優待券1枚につき5名様まで　※重複割引不可

ぐりんぱ（静岡県裾野市） 055-998-1111 ・入園料割引　大人（中学生以上）1,200円→1,150円、小人（3歳〜小学生）、シニア（60歳以上（要証明））800円→750円
・ワンデークーポン割引　大人3,500円→3,200円、小人・シニア2,600円→2,400円

箱根　十国峠ケーブルカー
（静岡県田方郡函南町） 0557-81-6895 一般料金の約10％割引　※重複割引不可

伊豆・三津シーパラダイス（静岡県沼津市） 055-943-2331 入場料割引　大人（中学生以上）2,200円→1,800円、小人（4歳〜小学生）1,100円→900円
スパリゾートハワイアンズ

（福島県いわき市） 0570-550-550 入場料割引　大人（中学生以上）3,240円→2,920円、小学生2,060円→1,860円、幼児（3歳〜）1,450円→1,300円

5　クアハウス

大江戸温泉物語（江東区） 03-5500-1126

入場料割引

武蔵野温泉 なごみの湯(杉並区） 03-3398-4126 入館料割引　大人（中学生以上）2,000円→1,800円、子供（4歳〜小学生）1,050円→500円　※優待券1枚につき5名様まで
八王子温泉 やすらぎの湯（八王子市） 042-648-5111 入館料割引　大人 平日1,650円→1,440円、土休日2,060円→1,750円、小学生820円→720円、幼児（3歳〜）620円→510円

河辺温泉 梅の湯（青梅市） 0428-20-1026 入場料割引　大人860円→750円、子供（3歳〜小学生）430円→380円　※ナイト料金、特定日料金は対象外　　
　※おむつのお子様は利用不可　※優待券1枚につき、大人・子供各1名様まで

東京・湯河原温泉 万葉の湯（町田市） 042-788-4126 入場料割引（税別）　大人2,300円→2,000円、小学生1,200円→1,100円、幼児（3才〜未就学児）は割引なし

湯処 阿伎留の四季（あきる野市） 042-550-2641 入場料割引　平日 大人900円→800円、子供（3歳〜小学生）550円→500円　土・日・祝 大人950円→900円　
　※おむつのお子様は利用不可　※優待券1枚につき大人・子供各1名様まで

生涯青春の湯つるつる温泉
（西多摩郡日の出町） 042-597-1126 入館料割引　大人820円→720円、小学生410円→310円　※優待券1枚につき3名様まで　※重複割引不可

 印の店・施設は、携帯電話等の画面での優待券提示でもサービスをご利用いただけます。裏表紙のＱＲコードを読み取ってご活用ください。

★通年ご利用いただける店・施設（ただし、営業日のみ。営業日は店・施設にお問合せください。）

一般料金 適用料金

大人
（中学生以上）

平日 2,612円
1,986円土日祝 2,828円

特定日 2,936円
4歳〜小学生 一律 1,058円 540円

一般料金 適用料金

ナイター大人
※午後6時以降の入館

平日 2,072円
1,554円土日祝 2,288円

特定日 2,396円
※４歳未満は無料。
※深夜（午前２時〜午前5時）別途割増料金2,160円が必要

大人・高校生 5,050円→4,400円 下記以外の期間
4,550円→4,000円 12/1〜2/28

シニア
（65歳以上）

3,600円→3,200円 下記以外の期間
3,300円→3,000円 12/1〜2/28

小・中学生 3,600円→3,200円 下記以外の期間
3,300円→3,000円 12/1〜2/28

幼児
（4歳以上）

2,050円→1,800円 下記以外の期間
1,850円→1,650円 12/1〜2/28

大人・高校生 3,000円→2,600円
シニア（65歳以上） 2,450円→2,100円

小・中学生 1,750円→1,450円
幼児（4歳以上） 850円→650円

大人（18歳以上） 中・高校生 3歳〜小学生 シルバー（65歳以上）
入園料割引 1,800円→1,500円 1,500円→1,200円 1,000円→800円 800円→600円

ワンデーパス割引 5,400円→4,900円 4,300円→3,900円 3,800円→3,500円 4,500円→3,900円
ひよこパス割引 3,800円→3,400円 3,300円→3,000円 3,000円→2,800円 3,300円→3,000円

プール付ワンデーパス割引★ 6,000円→5,500円 4,800円→4,400円 4,400円→4,100円 5,300円→4,900円
プールWAI入場券割引★ 3,200円→2,900円 2,500円→2,300円 2,100円→1,900円 2,000円→1,800円

※★は夏期=7/1〜9/10　※入れ墨・タトゥー（ワンポイント・シール含む）をされた方のプール入場は、固くお断りいたします。
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　親と大人が責任をもち、次代を担う子供
の正義感や倫理観、思いやりの心を育み、
自らが手本となりながら、人が生きていく
上で当然の心得を伝えていく取組です。

（ウラ）
協力店・施設は、このステッカーが目印です。優待制度については、オモテ面をご覧ください。

は、‘家族ふれあい’を応援しています！
～子供たちは、いろいろな人とふれあい、さまざまな体験をする中で成長していきます～

とは～～

（ウラ）
協力店・施設は、このステッカーが目印です。優待制度については、オモテ面をご覧ください。

は、‘家族ふれあい’を応援しています！
～子供たちは、いろいろな人とふれあい、さまざまな体験をする中で成長していきます～

（ウラ）
協力店・施設は、このステッカーが目印です。優待制度については、オモテ面をご覧ください。

は、‘家族ふれあい’を応援しています！
～子供たちは、いろいろな人とふれあい、さまざまな体験をする中で成長していきます～

★毎日きちんと挨拶させよう
★善いことは褒め、悪いことは叱ろう
★ねだる子供にがまんをさせよう
★先人や目上の人を敬う心を育てよう
★体験の中で子供を鍛えよう

『おもてなしのこころ』
・外国人訪問者に心地良い東京を感じてもらおう

『思いやりのこころ』
・言葉や文化、障害など様々な違いを尊重し支え合おう

～2020年東京オリンピック・パラリンピック開催に
向け、子供に伝える「2つのこころ」～

～大人が子供の手本となろう～こころの東京ルール

中面

店・施設名 問合せ先 割引又はサービス内容の概要（詳細は店・施設にお問合せください。）
6　スポーツ施設
明治神宮外苑打撃練習場（新宿区） 03-3478-6800 バッティングカード3回券購入時、バッティングカード1回券を無料進呈
東京ドーム ローラースケートアリーナ

（文京区） 03-3817-6196 滑走料200円割引（2時間）　※優待券1枚につき5名様まで　※重複割引不可

★通年ご利用いただける店・施設（ただし、営業日のみ。営業日は店・施設にお問合せください。）

★下記の店・施設については、利用可能日をご確認ください。
店・施設名 問合せ先 利用可能日 割引又はサービス内容の概要（詳細は店・施設にお問合せください。）

１　ファミリーレストラン、飲食店

ガスト（都内全店） 0120-125-807 ❸土・日 お食事注文の方に限りドリンクバーの無料提供　※ご家族5名様まで
　※都内全店共通サービス　※重複割引不可

三国一（新宿区） 右記参照 土・日・
祝日

１８歳未満のお子様にソフトドリンクを提供
○東口店（03-3354-3591）　○西口店（03-3344-3591）　○アイランドイッツ店（03-3346-3591）

いいごはん(目黒区） 03-5731-4042 土 一家庭につきクッキー１皿サービス　※土曜日のみ営業

おやこcafe verde （大田区） 03-5709-7520 平日のみ ランチ注文またはヒーリング施術の方に限りプチ焼き菓子とハーブティ（おかわり付）のサービス

プロペラ　カフェ （調布市） 0422-39-2525 水 お食事及びドリンク10％割引　※ご家族5名様まで

日本料理　一龍（小平市） 042-344-5511 ❸土・日 アイスクリームまたはドリンク（ジュース類）の無料サービス（18歳未満のお子様）

２　カラオケ

東京カラオケボックス防犯協力会
加盟店 03-3512-5650 ❸土・日

・うたうんだ村　　　オープンから午後6時までの最大1時間分の室料を無料
・歌広場　　　　　　オープンから午後6時までの間、何時間でも室料（ドリンクバー含む）を50％引き
・カラオケ館　　　　オープンから午後6時までの最大2時間分の室料を無料
・カラオケの鉄人　　オープンから午後6時までの最大1時間分の室料を無料
・シダックス　　　　オープンから午後6時までの最大1時間分の室料を無料
・パセラ　　　　　　「名物ハニートースト」（１個）を無料で提供
・ビッグエコー　　　小学生以下の室料を無料（制限時間なし。ただし、法令に定められた利用時間内に限る。）
・JOYSOUND　　　 オープンから午後6時までの間、何時間でも室料を50％引き
・カラオケバンバン　オープンから午後6時までの最大1時間分の室料を無料
※加盟店のうち、サービスの提供を行っていない店舗もあります。　※ご不明な点は、お問合せください。

3　文化施設

東京都庭園美術館（港区） 03-3443-0201

❸土・日

○入館料割引(東京都内にお住まいの方で18歳未満のお子様をお連れの保護者の方は半額。庭園公
開のみ対象。)
　※ただし、4月10日より改修工事のため休館。平成29年秋以降、開館予定。要問合せ。
　※保護者が都内在住者であることを証明できるものをお持ちください。

東京都江戸東京博物館（墨田区） 03-3626-9974
○観覧料割引(東京都内にお住まいの方で18歳未満のお子様をお連れの保護者の方は常設展が２名
まで半額。企画展は展覧会により異なる。)
　※要問い合わせ　※ただし、10月1日〜平成30年3月31日まで改修工事のため休館。
　※保護者が都内在住者であることを証明できるものをお持ちください。

江戸東京たてもの園（小金井市） 042-388-3300 ○観覧料割引(東京都内にお住まいの方で18歳未満のお子様をお連れの保護者の方は入園料が半額。)
　※保護者が都内在住者であることを証明できるものをお持ちください。

東京都写真美術館(目黒区） 03-3280-0099 ○観覧料割引(東京都内にお住まいの方で18歳未満のお子様をお連れの保護者の方は半額)　
　※要問い合わせ　※保護者が都内在住者であることを証明できるものをお持ちください。

東京都美術館（台東区） 03-3823-6921
○観覧料割引(東京都内にお住まいの方で18歳未満のお子様をお連れの保護者の方は２名まで半
額。ただし、公募団体展を除く。)　※保護者が都内在住者であることを証明できるものをお持ちください。
　※優待券不要

恩賜上野動物園（台東区） 03-3828-5171

❸土・日 先着300家族に記念絵葉書を贈呈　※優待券不要
（公財）東京動物園協会提供03-3828-2143

多摩動物公園（日野市） 042-591-1611
葛西臨海水族園（江戸川区） 03-3869-5152
井の頭自然文化園（武蔵野市） 0422-46-1100
旧芝離宮恩賜庭園（港区） 03-3434-4029

❸土・日 入園料20%割引　※小学生以下、都内在住・在学の中学生は無料

旧古河庭園（北区） 03-3910-0394
清澄庭園（江東区） 03-3641-5892
小石川後楽園（文京区） 03-3811-3015
浜離宮恩賜庭園（中央区） 03-3541-0200
向島百花園（墨田区） 03-3611-8705
六義園（文京区） 03-3941-2222
旧岩崎邸庭園（台東区） 03-3823-8340
殿ヶ谷戸庭園（国分寺市） 042-324-7991

東京国立近代美術館
・本館　・工芸館　　　（千代田区）
・フィルムセンター展示室（中央区）

03-5777-8600 土・日 所蔵作品展観覧料割引（団体料金適用） ※全館、高校生以下及び18歳未満は無料
　※本館、工芸館は、65歳以上の方も無料

東京おもちゃ美術館（新宿区） 03-5367-9601 ❷土・日 入館料割引　大人800円→700円、子供（6ヶ月〜小学生）500円→400円、6ヶ月未満は無料

国立西洋美術館（台東区） 03-5777-8600 ❸土・日 常設展観覧料　大学生以上の方は2名様まで無料、高校生以下及び18歳未満は無料

東武博物館（墨田区） 03-3614-8811 ❸土・日 入館料割引　大人200円→100円、小人（4歳〜中学生）100円→50円

江東区深川江戸資料館（江東区） 03-3630-8625 ❸土・日 観覧料割引　大人（高校生以上）400円→300円、子供（小・中学生）50円→30円

 印の店・施設は、携帯電話等の画面での優待券提示でもサービスをご利用いただけます。裏表紙のＱＲコードを読み取ってご活用ください。
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（オモテ） （オモテ） （オモテ）

優 待 券
●内容、利用可能日は各店・施設で異なります。
●都民で、18歳未満のお子様を連れたご家族
　の方に限ります（各店・施設によって証明書
　の提示をお願いする場合がございます）。
●来店・来場の際にご持参・提出してください。
●平成30年3月31日まで有効

家族ふれあいの日

優 待 券
●内容、利用可能日は各店・施設で異なります。
●都民で、18歳未満のお子様を連れたご家族
　の方に限ります（各店・施設によって証明書
　の提示をお願いする場合がございます）。
●来店・来場の際にご持参・提出してください。
●平成30年3月31日まで有効

家族ふれあいの日

優 待 券
●内容、利用可能日は各店・施設で異なります。
●都民で、18歳未満のお子様を連れたご家族
　の方に限ります（各店・施設によって証明書
　の提示をお願いする場合がございます）。
●来店・来場の際にご持参・提出してください。
●平成30年3月31日まで有効

家族ふれあいの日

毎その他、 、 、1
の略です。2

３ 土・日＝第３土曜日・日曜日
＝毎週 ＝第1

＝第2

を持っていくと、サービスが受けられます。を持っていくと、サービスが受けられます。

家族ふれあいの日家族ふれあいの日
優待券付

優待券付

親と大人が責任をもち、次代を担う子供の正義感や倫理観、思いやりの心を育み、
自らが手本となりながら、人が生きていく上で当然の心得を伝えていく取組です。
親と大人が責任をもち、次代を担う子供の正義感や倫理観、思いやりの心を育み、
自らが手本となりながら、人が生きていく上で当然の心得を伝えていく取組です。

優 待 券

は、‘家族のふれあい’を応援しています！は、‘家族のふれあい’を応援しています！

とは・・・

子供たちは、いろいろな人とふれあい、
さまざまな体験をする中で成長していきます
子供たちは、いろいろな人とふれあい、

さまざまな体験をする中で成長していきます

優
待
制
度
説
明

●都民の方が、１８歳未満のお子様を連れて、家族で協力店・施設等に優
待券を持っていくと、料金の割引又は各種サービスが受けられます。

●各店・施設によって住所や年齢確認の為、身分証明書等の提示をお願
いする場合がございます。

●優待券は、コピーやホームページのプリントアウトでも可。
●内容、利用可能日は各店・施設で異なります。
●料金や当優待制度による割引又はサービス内容は変更になる場合が
ありますので、お出かけの前に各店・施設にお問い合わせください。

こころの東京革命協会　TEL.03-5388-3098

こころの東京革命 検 索

このＱＲコードを読み取ってご活用ください。→

4月：15日・16日　7月：15日・16日　10月：21日・22日
5月：20日・21日　8月：19日・20日　11月：18日・19日
6月：17日・18日　9月：16日・17日　12月：16日・17日

1月：20日・21日
2月：17日・18日
3月：17日・18日

平成29年度 第３土・日曜日は下記のとおりです【利用可能日　凡例】
29年 30年

問合せ先
このステッカーが
目印です。

詳細はホームページでもご確認ください。
優待券データもあります。

　　　　東京都／

http://www.kokoro-tokyo.jp/homey/hureai.html

店・施設によっては貼って
いない場合があります（　　　　）

みんなでみんなで
出かけよう！出かけよう！

表紙

店・施設名 問合せ先 利用可能日 割引又はサービス内容の概要（詳細は店・施設にお問合せください。）
3　文化施設（つづき）
夢の島熱帯植物館（江東区） 03-3522-0281 土・日 入館料割引　一般250円→200円、中学生100円→80円、65歳以上120円→90円

世田谷美術館ミュージアムコレクション、
向井潤吉アトリエ館、清川泰次記念ギャラリー、
宮本三郎記念美術館（世田谷区）

03-3415-6011 土・日・
夏休み期間

小・中学生の観覧料無料
（世田谷美術館ミュージアムコレクションは7/3〜1/12休館）

切手の博物館(豊島区） 03-5951-3331 ❶日 小・中学生のお子様連れの場合、小・中学生は無料

北区飛鳥山博物館（北区） 03-3916-1133 ❸土・日 小・中学生のお子様連れの場合、常設展観覧料割引　一般300円→240円、小・中学生100円→80円
　※入館は常時無料

紙の博物館（北区） 03-3916-2320 ❸土・日 小・中学生のお子様連れの場合、小・中学生は無料

渋沢史料館（北区） 03-3910-0005 ❸土・日 小・中学生のお子様連れの場合、小・中学生は無料
原鉄道模型博物館

（神奈川県横浜市） 045-640-6699 ❸土・日 入館料割引　大人1,000円→900円、中・高校生700円→630円、4歳〜小学生500円→450円　
　※優待券1枚につき4名様まで

彫刻の森美術館
（神奈川県足柄下郡箱根町） 0460-82-1161 土 保護者1名様につき、小・中学生5名様まで無料　※優待券不要

箱根・芦ノ湖　成川美術館
（神奈川県足柄下郡箱根町） 0460-83-6828 土・日 入館料割引　大人1,300円→1,100円、高校・大学生900円→700円、小・中学生600円→500円

4　レジャー施設等
東京水辺ライン 03-5608-8869 ❸土・日 一般運賃の10%割引 ※両国・お台場・浜離宮・葛西などから乗船になれます。　※要問合せ
六本木ヒルズ展望台
東京シティビュー（港区） 03-6406-6652 ❸土・日 入館料割引　一般1,800円→1,300円　

　※不定休　　※森美術館は別途料金がかかる場合があります。
あらかわ遊園（荒川区） 03-3893-6003 ❸土・日 入場料（大人200円、小人100円）無料

サンリオピューロランド(多摩市） 042-339-1111 土・日・祝日
指定する学校休日 パスポート割引　大人(18歳以上）3,800円→3,600円、小人（3歳〜高校生）2,700円→2,500円

大丹波川国際虹鱒釣場
（西多摩郡奥多摩町） 0428-85-2235 ❸土・日 入漁料3,300円→3,000円

　※優待券１枚につき5名様まで　※重複割引不可
カップヌードルミュージアム

（神奈川県横浜市） 045-345-0918 ❸土・日 入館料割引　大人500円→400円、高校生以下は無料　※優待券1枚につき2名様まで
　※重複割引不可

よこはまコスモワールド
（神奈川県横浜市） 045-641-6591 ❸土・日 回数券割引（2,300円分）2,000円→1,800円、（1,100円分）1,000円→900円

　※優待券1枚につき5名様まで　※重複割引不可
フォレストアドベンチャー・小田原

（神奈川県小田原市） 080-4330-4030 土・日 通常料金は300円割引、ファミリー割引利用時は500円割引／家族

箱根強羅公園（神奈川県足柄下郡箱根町） 0460-82-2825 ❸土・日 入園料割引　大人550円→500円、小人（小学生以下）は常時無料
東武ワールドスクウェア

（栃木県日光市） 0288-77-1055 土・日 入園料　大人（中学生以上）200円割引、小人（4歳〜小学生）200円割引
　※優待券1枚で5名様まで　※重複割引不可　※通常営業のみ利用可能

那須　千本松牧場（栃木県那須塩原市） 0287-36-1025 土・日 牧場牛乳1杯無料サービス　※2名様まで
5　クアハウス
浅草ROXまつり湯（台東区） 03-3836-7878 土・日 入館料割引　大人（中学生以上）3,024円→2,484円、小人（4歳〜小学生）1,674円→1,269円

　※深夜（午前0時〜午前5時）別途30分毎に270円割増　※優待券1枚につき5名様まで

みやこ湯（板橋区） 03-3956-0631 ❸土・日 大人と一緒に来店した子供（小学生以下）2名様まで、入浴料金（小学生180円）無料サービス
　※未就学児は、通年入浴料金（未就学児80円）を無料サービス

6　旅
はとバス 03-3761-1100 ❸土・日 定期観光コース、募集型企画旅行（日帰り・宿泊）を5%割引　※一部適用除外コース有（要問合せ）

　※重複割引不可　※はとバス営業所にて事前に現金払いの場合のみ適用

キャンディツアー 03-5249-3560 ❸土と
毎月10日

　※第3土曜日（午前9時〜午後1時）と毎月10日（午前9時〜午後6時）の申込分のみ
　※日本旅行（赤い風船・マッハ）3％割引　※来社不要・要問合せ
　http://www.candytour.jp/kazoku.html

 印の店・施設は、携帯電話等の画面での優待券提示でもサービスをご利用いただけます。下記のＱＲコードを読み取ってご活用ください。

★下記の店・施設については、利用可能日をご確認ください。


