スポーツ
スポーツ観戦
各種チケット等の割引販売及び利用補助
利用対象

1会員1回 会員と登録家族
ス ポーツ

プロ野球
前半戦と後半戦に分けエンジョイライフニュースでご案内します
申し込み方法 ハガキで応募 電話で連絡
東京ドーム（読売巨人主催の公式戦）
契約試合数

シート席の図
ビームシート
A09ブロック
1塁側7列
（328・329）

ビームシート

63試合

最寄駅
水道橋駅より徒歩5分

2席

10,000円

神宮球場（ヤクルトスワローズ主催の公式戦）
契約試合数

シート席の図

スターシート

66試合

最寄駅
外苑前駅より徒歩5分

2席

スターシート
1塁側15段
（029・030）

5,000円

東京ドーム（北海道日本ハムファイターズ主催の公式戦）
契約試合数

８試合

シート席の図
エキサイトシート
G10ブロック
1塁側D列
（33・34）

エキサイトシート

最寄駅
水道橋駅より徒歩5分

2席

8,000円

大相撲
椅子席A・桝席B

サッカー
国技館観戦チケット

申し込み方法 TEL又はFAXで申込み

ボーリング
利用対象
利用方法

会員証

会員と登録家族
施設受付に会員証提示

Jリーグ公式戦チケット・なでしこリーグチケット

エンジョイライフニュースでご案内します

ストレス発散？

■ 利用店舗

4店舗 1ゲームにつき50円割引

新宿ミラノボウル

新宿区歌舞伎町1-29-1

港北とうきゅうボウル

横浜市都筑区中川中央1-1-3 ショッピングタウンあいたい6F
045-912-8888

03-3200-1722

葛西とうきゅうボウル 江戸川区東葛西9-3-3 イトーヨーカドー葛西店3F

湘南とうきゅうボウル

藤沢市遠藤滝の698 ー 10 湘南とうきゅう SC 6F
3931

03-5675-6500

0466-86-
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スポーツ施設
利用券のあっ旋および会員証提示で割引

フィットネスクラブ
利用対象

会員と登録家族（月1回公社窓口で購入）

利用方法 公社窓口でチケット購入 ➡ 各店舗に持参のうえ施設利用
ス ポーツ

エスフォルタ

http://www.esforta.co.jp/

利用内容 ジム、
プール、
スタジオレッスン等

チケット料金 1,800円

お問い合せ 住友不動産 エスフォルタ

■ 利用店舗

03-5320-3460

6店舗

レンタル用品 別途（Tシャツ･シュ-ズ･水着･タオル等）

エスフォルタ渋谷

03-3780-5551

エスフォルタ横浜

045-641-6111

エスフォルタ赤坂

03-3405-1177

エスフォルタ池袋

03-3982-4640

エスフォルタ水道橋

03-3292-0911

エスフォルタ市ヶ谷

03-3269-8799

ティップネス

http://www.tipness.co.jp/

（ティップネス・ティップ・クロスTOKYO）47店舗 *丸の内スタイルはご利用対象外
■ 利用店舗 関東エリア
池袋・新宿・六本木･下北沢・五反田・蒲田・木場・新小岩・練馬・中野・横浜 ほか

■ 最寄店舗 ティップ･クロスTOKYO渋谷(渋谷区宇田川町16-4)

利用内容 ジム、
プール、
スタジオ (エアロビクス・ステップ・ヨガ・ストレッチなど)

チケット料金 1,800円

お問い合せ ティップネス 法人営業部

03-3769-8703

レンタル用品別途（Tシャツ･ジョギングパンツ･シューズ･水着･タオルセット等）
16歳以上利用可（未成年の方は親権者の連署が必要となります。）

東急スポーツ オアシス

http://www.sportsoasis.co.jp/

■ 利用店舗 東京11店舗・神奈川5店舗・埼玉2店舗 等 30店舗（オアシス ラフィール恵比寿除く）
利用内容 ジム、
プール、
スタジオ (エアロビクス・ステップ・ヨガ・ストレッチなど)

チケット料金 2,500円

お問い合せ 東急スポーツオアシス 法人営業部

0120-999-778

レンタル用品別途（Tシャツ･短パンツ･シューズ･水着･タオルセット等）

34

会員証

ダンススタジオ
ダンスをもっと楽しむ!

チャコット・カルチャースタジオ 渋谷スタジオ
利用対象

会員と登録家族

利用方法 スタジオ受付で会員証提示の上お申し込みください。
特典内容 各種オープンクラス

１レッスン2,500円

1回ごとの単発レッスン、予約なしで受講可能(特別講座は対象外)

スタジオ会員登録入会金

2,500円（年会費無料）

お問い合せ 渋谷区神南1-20-8

会員証

03-3476-1344 http://www.chacott-jp.com

マッサージ
スポーツの後

利用対象

ス ポーツ

チャコット直営店の商品10％ oﬀ・すべてのレッスン料金が会員料金

仕事のストレス こころもからだもリフレッシュ

会員と登録家族

リフレッシュセンター リラックス
利用内容 会員証の提示で15分以上の施術で500円割引

初めてのご来店時に会員登録料として100円お支払いください。

お問い合せ 株式会社 リラックス http://www.rilax-net.net

■ 利用店舗 都内12か所(笹塚店ほか) 神奈川 2か所 埼玉 1カ所 年中無休
利用券15分コースのあっせん / 1枚1,200円 (会員証提示との併用可)

健康堂整骨院・公園通り院

03-3464-3322（予約優先）

「結果にこだわった施術」を行います。
利用方法 会員証の提示

利用内容 保険適用 ➡ 20分以上で500円割引（例えば1,100円が600円）

自費施術 ➡ 15分以上で600円割引（例えば2,160円が1,560円）
60分以上の施術 ➡ 1,000円割引

お問い合せ 渋谷区神南1-20-9

PARKWAYビル5F

マッサージ・鍼灸・整体

各種保険取扱い（交通事故・労災取扱指定店）

http://www.orange-kkd-kouen.com

リラクゼーションサロン NATURA

03-6455-3740（予約優先）

お仕事の疲れを開放して至福の時をお楽しみください。
利用方法 会員証の提示

利用内容 ボディケア・整体全コース500円割引

ボディケア：2,600円～ 整体：4,800円～ アロマトリートメント：7,600円～ リンパトリートメント：4,800円～
リフレクソロジー：3,000円～（全コース税別表記）

お問い合せ 渋谷区代官山7-5

ブリルビル1F（保育所）
・B1F（整体院）

http://www.natura.jpn.com

35

ゴルフ
ゴルフ場利用割引
利用補助

契約料金から会員2,000円補助（年度内 2回）

■ 利用方法
1
2

ス ポーツ

3
4

利用補助券は、公社窓口で発行いたします。

各予約センターへ「渋谷区勤労者福祉公社」会員である旨を告げ、
申込してください。
利用当日、
フロントへ「利用補助券」
と会員証を提出し、清算してください。

ゴルフ利用補助券見本

利用料金等詳細は、予約の際にご確認ください。

太平洋クラブ

港区浜松町1-31

文化放送メディアプラス6F

予約・問合せ先 太平洋クラブ予約センター

コース名

TEL 03-6430-2037 / FAX 03-6430-2043

所在地

コース名

所在地

御殿場ウエスト

静岡県御殿場市印野1044-1

大洗シャーウッドコース

茨城県東茨城郡大洗町成田町3137

相模コース

神奈川県秦野市柳川大峯771-1

益子コース

栃木県芳賀郡益子町大字七井3302-1

成田コース

千葉県成田市川栗字波左間240

佐野ヒルクレストコース

栃木県佐野市船越町2854

市原コース

千葉県市原市奥野151

高崎コース

群馬県安中市上後閑477

江南コース

埼玉県熊谷市千代985

軽井沢コース

群馬県吾妻郡長野原町北軽井沢

美野里コース

茨城県小美玉市三箇952

プリンスホテル系ゴルフ場

豊島区東池袋3-1-5

予約・問合せ先 各ゴルフ場へ直接予約

TEL
04-2925-8111

武蔵丘ゴルフコース

042-973-3333

新武蔵丘ゴルフコース

042-974-5111

大原・御宿ゴルフコース

コース名

TEL

軽井沢プリンスホテルゴルフコース

0267-42-8811

晴山ゴルフ場

0267-42-8611

軽井沢72ゴルフ

0267-48-0072

0470-62-2111

軽井沢浅間ゴルフコース

0267-48-0001

大磯ゴルフコース(アイアンコース)

0463-61-1111

嬬恋高原ゴルフ場

0279-97-4111

大箱根カントリークラブ

0460-84-3111

雫石ゴルフ場

019-693-1111

箱根湯の花ゴルフ場

0460-83-5111

岩手沼宮内カントリークラブ

0195-62-5511

箱根園ゴルフ場

0460-83-6555

北海道

川奈ホテルゴルフコース

0557-45-1111

近畿

２か所

西熱海ゴルフコース

0557-84-1111

九州

１か所

岩手

湘南箱根 伊
･豆

西武園ゴルフ場

軽井沢嬬恋

埼玉 千･葉

コース名

４か所

２５那須ゴルフガーデン 〒325-0304 栃木県那須郡那須町高久甲6437
予約・問合せ先 0287-78-1125
ゴルフ料金
1ラウンド
0.5ラウンド アフターヌーン
（12時から回り放題）
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4月～ 12月上旬トップシーズン

12月中旬～月末オフシーズン

平日

土･日･祝

平日

土･日･祝

4,000円

8,000円

3,000円

4,000円

3,000円

5,000円

2,000円

3,000円

オリックッス・ゴルフ・マネジメント 目黒区目黒1-24-12 オリックス目黒ビル7F
予約・問合せ先 03-5487-7123

http://www.orix-golf.jp

コース名 所在地
小名浜カントリー倶楽部

優待料金

コース名 所在地

優待料金

富士OGMゴルフクラブ出島コース

全日昼食付
1,000円引

東ノ宮カントリークラブ

全日昼食 付
500円～ 1,000円引

かすみがうらOGMゴルフクラブ

全日昼食付（1ドリンク）
300円～ 1,000円引

ディアレイク・カントリー倶楽部

全日昼食付
土日祝1,000円引

おかだいらゴルフリンクス

平日昼食付
全日1,000円引

アゼリアヒルズカントリークラブ

全日昼食付
500円～ 1,000円引

きみさらずゴルフリンクス

ひととのやカントリー倶楽部

全日昼食付
1,000円～ 2,000円引

富士OGMゴルフクラブ市原コース

アドニス小川カントリー倶楽部

全日昼食付
300円～ 1,000円引

東千葉カントリークラブ

栃木県芳賀郡茂木町大字木幡181

栃木県鹿沼市玉田町1200

栃木県栃木市梅沢町1

栃木県小山市神鳥谷2243

埼玉県比企郡小川町青山2100

茨城県かすみがうら市下軽部881

茨城県かすみがうら市田伏5136

茨城県稲敷郡美浦村大山後田1059

千葉県木更津市真里谷2935-7

千葉県市原市古敷谷権現代1685

ス ポーツ

料金は予約時確認
下さい

福島県いわき市小名浜上神白字
東大沢1-44

全日1,000円引
全日昼食付（1ドリンク）
500円引
(朝食バイキング）
全日1,000円引

千葉県東金市滝503

● プレイ料金は季節によりことなります。

● コンペの際は、
お得なゴルフコンペもありますのでお問合せください。

ゴルフパック
利用対象

会員と登録家族

利用補助 通年指定宿泊施設として、
年1回（会員3,000円・家族1,500円）の補助を併用して利用できます。

合計補助額

ゴルフ場

会員 / １人5,000円 (年1回) 登録家族1人/1,500円 (年1回)
所在地

コース名 所在地
1 一泊２食・1ラウンドプレーフィー・乗用カート料を含む。

那須ゴルフガーデン
申込先
0287-78-1125

ゴールド越後湯沢
カントリークラブ
申込先
025-787-4115

ホテルウエルネスの森 那須
オリエンタル館

4名1室限定プランもございます

2 消費税込・入湯税別 (2名1室)

平日宿泊・プレイ

16,000円

平日宿泊・休日プレイ

19,500円

休前日泊・休日プレイ

21,500円

1 一泊朝食・サービス料・グリーンフィ・カートフィ･昼食・利用税等を

含む。

湯沢パークホテル

2 消費税別

平日プレイ

12,800円

土・日プレイ

17,800円
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