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ジブリ映画にまつわる
“ 聖地”
を訪れよう
！
天空の城ラピュタ、もののけ姫、千と千尋の神隠し、となりのトトロなど、人気のアニメ作品が多いジブリ映画。テレビでは再放送が何度も行
われ、お茶の間でも楽しめる作品です。そんなジブリ映画の舞台のモデルとなったとして、ジブリの森美術館が公式発表している場所から、

ファンの間で舞台になったのでは？とささやかれている海外の遺跡までをご紹介。友達同士や家族で出かけてみてはいかがでしょうか。

『天空の城ラピュタ』の舞台のモデル！？
その１

247

巨大な岩の上につくられた
宮殿遺跡

シギリヤロック

スリランカの中部州のマータレーにあるシギ
リヤロックはマグマが硬化して出来た岩で、形
は楕円柱、標高約370m、全方位が切り立った
崖になっています。シギリヤはシンハ（ライオ
ン）ギリ
（岩）を意味します。上空から見るその
様子はまさに天空の城ラピュタのようです。

その2

苔と巨大樹に埋もれた
寺院遺跡

ベンメリア

ベンメリアは、カンボジアの世界遺産であるアン
コール遺跡群のひとつ。熱帯の大きな木が遺跡
内で育ち、そのせいで遺跡の建物の崩壊が激し
くなっています。巨大樹が生えたその様子からラ
ピュタを彷彿とさせるとして、公式には発表され
ていませんがファンの間では有名な場所です。

おすすめポイント

森の中にぽっこり突き出た岩山を、少し離れた場所
（車で10分程離れるのがおすすめです）
から眺めるのも楽しみ方のひとつ。様々な方向から見ると表情が変わります。

おすすめポイント

修復や樹木の伐採などは行っていないため、発見当時そのままの様子を見学できます。
中は広いので、ガイドを予約して案内してもらうのがよさそうです。

『千と千尋の神隠し』
をイメージさせるお宿 『もののけ姫』
の舞台のモデルはここ！
オレンジ色に輝くノスタルジックな金具屋はまるであの世界！

その1

ファンの間で舞台になったのでは？と、ささやかれている
のは“歴史の宿 金具屋”木造４階建ての「斉月楼」
と巨大な
木造宴会場「大広間」の２つ。風情ある雰囲気が魅力的な
温泉旅館は、国の登録有形文化財に認定されています。

長野県下高井郡山ノ内町平穏2202（渋温泉）

0269-33-3131

白谷雲水峡

宮崎駿監督が何度も訪れ、イメージを膨らませ、舞台のモデ
ルとなったもののけ姫の森（現・苔むす森）。うっそうと生い茂
る屋久杉、深く苔むした照葉樹の原生林、ヤクシカにも出会
える太古の森が広がっています。

その2

原生的なブナ林が広がる

白神山地

標高1000m級の山岳地帯が青森県から秋田県にかけて広
がる白神山地。原生的なブナの天然林が世界最大規模で分
布しており、日本初の世界遺産として登録されました。樹々
の間からシシ神さまがひょっこり顔をだしそうです。

http://www.kanaguya.com/

◆アクセス／鉄道の場合：新幹線で東京駅から長野駅まで約1時間30分。長野電鉄の長野駅から湯田中駅まで約1時間20分。
湯田中駅から宿まで、送迎をお願いすることも可能。詳しくはHPを確認してください。
車の場合：上信越自動車道「信州中野IC」
より国道292号線を経由して志賀高原方面に進み宿まで約20分。

公益財団法人 屋久島環境文化財団

『となりのトトロ』に登場した「サツキとメイの家」を再現
2005年に行われた愛知万博において、最も人気の
あったパビリオンの一つ「サツキとメイの家」。子供た
ちはもちろん、昭和30年代の暮らしぶりもわかるの
で大人も楽しめます。季節によって演出が変わること
もあるそうなので、何度も足を運んでも新しい発見
がありそうです。

◆アクセス／飛行機の場合：大阪、福岡から屋久島空港まで1日1便、
鹿児島からが1日5便、乗り継ぎなしの便が飛んでいます。
フェリーの場合：鹿児島港から宮之浦港までフェリーが1日1便、高速
船が1日7便運航されています。

国指定名勝
「盛美園」
の中で参考になったのは、庭園を眺めるため
に建てられた和洋折衷洋式の建物
「盛美館」
。庭園の一角にあるこ
ちらの建物は1階のみ入る事が出来るので、縁側で休みながらこ
こにアリエッティがいたんだなぁ、と想像するのも楽しそうです。
青森県平川市猿賀石林1
0172-57-2020
12月29日～1月3日
10:00～15:00（11月中旬～4月中旬）、観覧時間 40分（庭園・盛美館）
大人210円／中・高校生130円／小学生80円／
小学生未満無料（11月中旬～4月上旬のみ）
http://www.seibien.jp/
©Studio Ghibli

◆アクセス／新幹線で東京駅から新青森駅まで約3時間30分。車で
新青森駅から白神山地ビジターセンターまで約1時間10分。

『借りぐらしのアリエッティ』の舞台の
参考になった「盛美園」

愛知県長久手市茨ケ廻間乙1533-1
0561‐64‐1130
平日:10:00～16:30／土日祝:9:30〜16:30
（入館は16:00まで）
大人510円／4歳以上、中学生以下250円
月
（祝日の場合は次の平日）、12月29日～1月1日
※ただし、春休み･夏休み･冬休み期間中は月曜日も開館します。
◆アクセス／車の場合：東名高速道路・日進JCTから、名古屋
瀬戸道路に分岐「長久手IC」から東へ約5分。または東名高速
道路
「名古屋IC」
から東へ約20分。

もののけ姫の森として有名な

◆アクセス／羽田空港から青森空港まで約1時間15分。車で青森空港か
ら約40分。
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家族や友人同士で

ダイヤモンドソサエティに泊まろう！

全国各地に点在し、組合員の皆さんがお得に泊まれるダイヤモンドソサエティ。ホテル周辺の観光地も充実しているため旅行の宿泊先として
利用するのにとっても便利です。期間限定の冬得プランも用意されているので、家族や友人同士でゆったりとした時間を過ごしてみませんか？
神奈川県

箱根ソサエティ

山梨県

八ケ岳美術館ソサエティ

芦ノ湖畔の高台に佇み、富士山も望める

標高1,200ｍのロケーションで芸術も楽しめる

富士箱根伊豆国立公園の中央に位置しているので大自然に癒されま
す。ホテル前を流れる須雲川のせせらぎを聞きながら、豊富に湧き出る
温泉にゆったりつかる、そんなゆったりとした時間を堪能できます。

八ケ岳はもちろん南アルプスなどの美しい山々に抱かれている八ケ岳
美術館ソサエティの自慢は、見渡す限り絶景が広がるロケーション。
併設されている美術館では幅広いジャンルの芸術を味わえます。

神奈川県足柄下郡箱根町元箱根159-146
0460-84-7455 www.diamond-s.co.jp/hakones/

周 辺 で学

ぶ！

箱根の寄木細工

伝統工芸品「箱根寄木細工」を体験できる！
多種多様な木材を組み合わせ、色合いの違いを模様にし
て描く箱根寄木細工。店内では、小物入れ、宝石箱など数
多くのアイテムを販売しています。こちらではパズル式
になっていて、手順通りに動かさないと開けることができ
ない「秘密箱」作りが体験できます。
箱根丸山物産
神奈川県足柄下郡箱根町箱根17番地
0460-83-6604 www.hakonemaruyama.co.jp/

京都府

山梨県北杜市大泉町谷戸5771-84
0551-38-4891 www.diamond-s.co.jp/yatsugatake/facilities/

周 辺 で遊

体験の詳細
店名：箱根丸山物産
日程：ほぼ全日実施
時間：10：00～15：00
所要時間：約40分
人数：
２名様～15名様まで
料金：秘密箱（小）1,720円／1
人、秘密箱
（大）
3,280円／1人
※要予約です。日程について電
話で確認後ご予約ください。

ぶ！

スノーシュー

世界遺産の富士山や南アルプスの山々を一
望できる絶好のロケーションを持つ八ケ岳。
晴天率が抜群なので絶景を眺められるチャ
ンスも多いです。スノーシュー体験では、ふ
わふわの雪の上を歩きながら、人が入って行
けないような静かな場所で、動物たちの足跡
を見つけたり、冬の植物を観察したり、普段
は味わえない非日常の世界を満喫できます。

京都ソサエティ

兵庫県

体力がなくても初心者でも楽しめる真冬のアクティビティ
おすすめの施設はこちら！
八ケ岳アウトドア・アクティヴィティーズ
山梨県北杜市高根町清里3545 萌木の村内
7,000円～
（税込）
www.y-outdoor.com
※予約はHPから行ってください。
※年末年始に予約される場合は直前の積雪
状況を確認のうえ予約してください。

有馬温泉ソサエティ本館

鴨川沿いに建ち京都の情感を味わえる

日本最古の温泉で“銀泉”につかる

鴨川と東山を同時に眺める事ができるダイヤモンド京都ソ
サエティ。心地よい川の流れと緑の癒しが疲れ切った心と体
に深く染みわたります。京野菜を使ったり、見た目も楽しめる
お料理が味わえるのもこの宿ならではのサービスです。

六甲に抱かれ、温泉街を見おろす高台にある有馬温泉ソサエティ本館。こち
らの温泉は、無味無臭・無色透明の
「銀泉」
で、サラサラとマイルドな湯ざわ
りが特徴です。自慢のレストランでは、海の幸、山の幸を存分に味わえます。
神戸市北区有馬町423番地
078-904-2235
www.diamond-s.co.jp/arimah/

京都市中京区中筋通竹屋町上ル末丸町541
075-256-3247 www.diamond-s.co.jp/kyoto/

る！

べ
周辺で食
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周 辺 で見

湯豆腐

る！

神戸大橋

女子ウケバツグンのインスタ映えスポット

発祥の地として知られる南禅寺周辺で湯豆腐を味わう

冬に食べたくなるものの一つとしてあげられる湯豆腐。南禅寺周辺には、複数のお店が点在し
ています。おすすめは、湯豆腐一通り(3240円)のコースのみを展開し、豆腐をしっかり味わえる
「奥丹」
。大豆の美味しさが感じられる豆腐をはじめ、田楽、胡麻豆腐などのフルコースを満喫
する
「順正」
。大豆と地下水で作られた豆乳を職人が丁寧にすくった湯葉をしゃぶしゃぶとして
食べる
「八千代」
など。湯豆腐でお腹を満たしたあとは南禅寺を散歩するのもおつですね。

※写真はイメージです。

赤いアーチ型が印象的の神戸大橋は、神戸の中心部とポートアイ
ランドを結んでいます。青空に映えるデザインですが、夜にライト
アップされる様子もインスタ映えスポットとして話題になっていま
す。時期によっては特別演出照明もあるので、詳しい日程は「神戸
市神戸大橋」
で検索してみてください。
兵庫県神戸市中央区港島２丁目７

その他利用できる施設

兵庫県

岡山県

鎌倉別邸ソサエティ
神奈川県鎌倉市由比ガ浜3丁目12-25
0467-25-6680

有馬温泉ソサエティ新館
神戸市北区有馬町字石倉416
078-903-4000

瀬戸内マリンホテル
岡山県玉野市渋川2丁目12番1号
0863-81-2111

長野県

滋賀県

岐阜県

あずみ野温泉ホテル
長野県安曇野市穂高有明7326-5
0263-83-2231

ダイヤモンド滋賀

岐阜県

滋賀県

滋賀県甲賀市土山町黒川1711
0748-68-0211

ドギーズパーク滋賀

下呂温泉ソサエティ
岐阜県下呂市少ケ野3-20
0576-25-5781

箱根ソサエティに

滋賀県甲賀市土山町黒川1711
0748-68-0211

なのに！エレベーター
も設置、
露天風呂はも
ちろん、
女湯には「ミス
トサウナ付き」という
お肌に嬉しい施設も。
会 員はお 得に宿 泊で
きるとのこと。支配人
さんありがとう！また
この人が素敵なジェン
トルマンでイケメン・
・
・おっと写真を撮り忘れ
た！さて向かうは大涌谷だあ。うわお！山肌
から立ち上る蒸気はさすがに大迫力！
画面ではのんびりとして見えますがじつは
ジェットエンジンフルパワーの轟音が谷一帯に
響き渡っているのですよ、
これは行った人しか
わからない「アイ リコメンド ユー」お薦めで
す。お昼時はさすがにレストランも行列なの
で、
ここは名 物「 黒 玉 子 」で腹の虫を納める
作戦。またもやインスタ狙いだあ。
またこの黒玉子が富士山の雪に映える映
える！「１つ食べれば７年長生き」という「く
ろたまご」ちなみに殻をむくと・
・
・真っ白です
から！残念！
（最近復活気味の「ギター侍」
調で）
さてここからは早雲山へとロープウェイ
は向かうのですがぶっちゃけ終点はケーブル
カーやバスの乗り換え地点なので行かなくて
いいか も 。こ
こで ※ 注 意
ポイント。外
国人観光客
も多くてロー
プウェイはさ
すがに混みま
す。乗り場に
向かう行列の長さをチェックしながらその先
の行程を柔軟に考えましょう。それでは桃源
台へ戻っていざ海賊船に乗船じゃあ～！行く
ぞパイレーツオブカリビアン！と思ったらな
んとロープウェイ 分待ちとのこと！え～ん
え～ん遅くなっちゃうよ～早く箱根のグルメ
食べたいよ～というところで今回はタイムアッ
プ。次回をお楽しみに！
大渓谷の迫力ある蒸気

行ってきました！
キャスター木原
実
天気

ムの過ご
タイ
し
フ vol.9

お

方

ロビー

観光地の定番、
箱根に行ってきました！

２５

黒玉子と富士山

石川県加賀市中島町よ4番5
0761-74-3321

滋賀県甲賀市土山町黒川1711
0748-68-0211

海賊船

５０

片山津温泉ソサエティ

ダイヤモンド滋賀カントリークラブ

どうも、木原実です。日本には四季があって
ホントによかったです。
いろんな季節にいろんな
ところに行けますもの。そんななか、今回は観
光地の定番にして今や外国人にも大人気の箱
根を攻略しましょう。
いろいろアクセスはあり
ますが新宿駅から直結のバスターミナル「バス
タ」からも便利！新宿駅の新南改札からエスカ
レーター直結です！ですが・
・
・駅の構内には「バ
スタこっちですよ～」という看板がほぼ無い！
だから探さないで「新南改札」を目指しましょ
う。
ここ、改良ポイントだと思います！でトイ
レも付いた高速バスで２時間 分、
高速を降り
て山道をウネウネ走り
（旅気分爆発！）
箱根桃
源台に到着。さて、
なぜ桃源台に来るかという
と！ここにはロープウェイと観光船と両方の乗
り場があるのですよ！どちらも選び放題！
湖に
（芦ノ湖）海賊
船なんて世 界 中 探し
てもここだけかあ？
なぜ海 賊 船が？なぜ
箱 根に？考 えない考
えない！インスタ映え
だけ考えて 笑( な)にし
ろ３隻ある海 賊 船は
すべて２代目の船。私
が小学校のころ乗った覚えのある船はすでに
退役しているのでありました。歴史ですねえ
～。さてもう一方の交通手段ロープウェイに参
りましょう。湖畔の駅「桃源台」は出発地点。
ここから「姥子」
「大涌谷」終点の「早雲山」
と駅がありますがめざす大涌谷の前、姥子の
近くにある会員制のホテル「ダイヤモンド箱
根ソサエティ」を見学する事が出来ました。
二階建ての瀟洒なホテルは隠れ家的で眺望
抜群。お部屋からはも
ちろんロビーのテラス
からも 富 士 山 が 見ら
れます！案内してくれ
た支 配 人から築 年
とお聞きしましたがそ
の間に使い勝 手 良 く
改築を加えて２階建て
３７

石川県

オ

神奈川県

「安・近・楽」
お手軽旅
～冬の号～

1960年7月17日東京都大田区池上
にて誕生。2歳の時、神奈川県藤沢
市に転居。日本大学芸術学部演劇
学科を卒業後、声優・神谷明氏の事
務所に所属する。
レポーター、声優の
かたわら、小劇場活動も続行。1987
年より日本テレビ系「news every.」
のお天気コーナーを担当、翌1988
年には劇団『花組芝居』旗揚げ公演
『ザ・隅田川』
に参加、
その後、神谷
明氏の事務所を辞して劇団『花組芝
居』
の座員となる。現在は、木原実事
務所の代表。気象予報士の資格に
続き、2004年に防災士の資格を取
得。2013年7月より、一般財団法人
防災検定協会理事に就任。2016年
度より日本防災士会参与に就任。

今さら
聞けない！
シリーズ
vol.5

ダイヤモンドソサエティグループのおすすめ！

冬得プラン

期間限定キャンペーン
※有馬本館、京都は
2019年1月7日（月）〜 3月31日（日） 2019年3月8日（金）まで

Part.1

（１月１日～３日）、または松の内（関東では１月７日、関西では１

おひとり様１泊素泊まり（税・サービス料込）
※１室２名様ご利用の料金

4,000 円

冬得プラン ご利用可能施設
箱根ソサエティ・八ケ岳美術館ソサエティ・京都ソサエティ・
有馬温泉ソサエティ本館・鎌倉別邸ソサエティ・あずみ野温
泉ホテル・下呂温泉ソサエティ・片山津温泉ソサエティ・有馬
温泉ソサエティ新館・ダイヤモンド滋賀

お気軽たびのプランが満載！

会員限定の通年プランです。
予算やご利用シーンに合わせてお選びください。

3,500 円

平日

休前日

※1室3名様ご利用追加料金…平日2,500円／人 休前日3,500円／人
※シングルユース追加料金…平日3,500円 休前日4,000円／人

初詣のあれこれ

初詣に行く日について特に決まりはなく、一般的には三が日

お食事付プラン 2019年1月4日（金）〜 2019年3月31日（日）

月１５日）
までに行くのがおすすめだそう。行先は、神社、寺院の
どちらでも構わないようで、明治初期に神仏分離が行われる前
までは、神仏習合が一般的だったため、神道、仏教の区別はな
いそうです。ただし、参拝方法は異なり、神社は二礼二拍手一
礼ですが、寺院では拍手は行いません。軽く頭を下げて、賽銭
を入れて合唱をして祈願を行い、一礼という作法です。
賽銭には五円玉を使うことが多いと思いますが、複数合わせ
るといろいろな意味合いを持たせることができます。
１枚「ご
縁がありますように」
２枚「重ね重ねご縁がありますように」
３枚
「十分ご縁がありますように」
４枚「よいご縁がありますように」
５枚「２重にご縁がありますように」などです。お財布を確認し
て試してみてください。

●除外日：特定期間 各施設休館日 イベント開催日 ●京都、有馬、滋賀の指定特定期間はすべて休前日料金となります。
●瀬戸内マリンホテルには施設が指定するご利用除外日があります。
※期間によって料金が異なる場合、
ご利用いただけない場合があります。詳しくはホテルに直接お問い合わせください。

１泊朝食付プラン

1泊2食付プラン

りぞたびで１番人気のプランです。
時間を気にせず、観光はもちろん夕食も楽しめます。

6,000円相当の夕食と翌日の朝食がセットになった人気の
定番プラン。ホテルでゆったり過ごしたい人におすすめです。

※１室２名様ご利用の料金

※１室２名様ご利用の料金

おひとり様１泊朝食付（税・サービス料込）

6,500 円
7,200 円

平日
休前日

平日
休前日

※シングルユース追加料金
平 日 2,500円
休前日 3,500円
ご利用可能施設

おひとり様１泊2食付（税・サービス料込）

11,000 円
12,000 円

Part.２

※シングルユース追加料金
平 日 2,500円
休前日 3,500円

箱根ソサエティ・八ケ岳美術館ソサエティ・京都ソサエティ・有馬温泉ソサエティ本館・鎌倉別邸ソサエティ・あずみ野温泉ホテル・
下呂温泉ソサエティ・片山津温泉ソサエティ・有馬温泉ソサエティ新館・ダイヤモンド滋賀・瀬戸内マリンホテル

【プランの注意事項】※ご利用期間中に各施設休館日がございます。詳しくは各施設にお電話でお問い合わせください。※温泉引湯施設につきましては、別途おひ
とり様150円の入湯税を申し受けます。※京都は10月よりおひとり様１泊につき宿泊税を別途申し受けます。※キャンセルについてはご利用日の３日前から前日ま
ではご利用料金の50％、当日以降のキャンセルはご利用料金の100％のキャンセル料を申し受けます。※チェックインは15時から、チェックアウトは11時までとな
ります
（瀬戸内マリンホテルのチェックアウトは10時までとなります）
。●料理写真はすべてイメージです。

ご予約方法

ご予約は、ご希望の施設に直接お電話で、またはオンライン予約にてお申し込みください。

Step１

ダイヤモンドソサエティ

Step2

会員名と会員番号等をご準備ください。
【会員名】セブン＆アイグループ
労働組合連合会
【会員番号】103‐09505
【オンライン会員番号】103‐09505‐01
【パスワード】309956

☎ 03 -6238-3939 IY本部内線 3939

ホームページ

www.7ip.jp

きました。その後、日本チョコレート・ココア協会が、2月14日を
"チョコレートの日"とし、1970年代後半から定着しました。ちな
みに、西洋では男女双方が想いをよせる人にカードを送り、チョ
コレート、花などの贈り物をするので日本のような義理チョコな
どは存在しません。

検索

1980年前半に登場したホワイトデーと義理チョコからさら
に発展し、2000年代には同性（主に女性）間で贈り合ったりす
る友チョコ、男性が女性に渡す逆チョコ、自分へのご褒美の自己
チョコなどが見られるようになりました。今後はどのように発展
するのか楽しみですね。

利 用 当日、ホテルフロ
ントにて社員証または
健康保険証または法人
会員利用証明書をご提
示ください。

会員登録方法

時間／9:30～18：30 土・日休、1/1～3休

fax 03-3263-6003

e-mail offtime@pumpkintv.co.jp

冬号で気に入った記事を教えて！！
WEB会員登録したら、面白いと思った記事を教えてください。
編集部が今後の参考にさせていただきます。
」で
の投稿
「みんな ます！
待ってい

1936年、モロゾフが行いました。アメリカ人新聞記者が欧米
のバレンタインの習慣を紹介したのがきっかけ。その後デパー
トが "恋人に贈り物をする日" として宣伝したことはありました
が、一般的には広まりませんでした。戦後、1958年(昭和33年)
にメリーチョコレートの社員が伊勢丹デパートで "バレンタイン
には女性から男性へチョコレートを贈りましょう" というキャン
ペーンを行いました。これをきっかけに日本独特のルールがで

Step3

電話予約の場合
ホテルの担当者と相談しながらご予約いただけます。
オンライン予約の場合
右記のQRコードよりアクセスの上、右側上部【法人会員様】
をクリック、
【 法人会員様ロ
グイン】
よりログイン。オンライン会員番号・パスワードを入力しフォームに従ってご予約
ください。なお専用サイトの場合は、
ログイン・パスワードの入力なくご予約できます。

お問い合わせ、お申し込みはパンプキン事務局へ

次号は3月上旬の春号です。あなたの投稿が採用されるかも！
？

「春になったら食べたくなるお気に入りの食べ物」を

教えてください。スイーツ、総菜、丼もの、麺類など なんでも構いません。
応募された方の中から抽選で会員制リゾート
「ダイヤモンドリゾート」
の
箱根ソサエティ、有馬温泉ソサエティ、あずみ野温泉ホテルに1泊2食付き、
ペアで宿泊できるチケットをプレゼント！

WEB会員ならメリットいっぱい！
★お得情報満載のメルマガが届く！
★キャンペーンやクイズに参加でき、素敵な賞品が当たるチャンスも！
★旅行やチケットのお申込みがカンタン手軽に！
OFFTIMEのWEB会員登録方法

・スマートフォン
・パソコン・タブレット

どこからでも カンタン登録！

空メールを送る
カンタン4項目入力

offtimeregist@7ip.jp に空メールを
送信してください。QRコードからアクセス➡︎

メールに書いてある専用フォームから
『会社コード、社員No、名前、誕生日』
を入力してください。

登録完了

※情報の投稿にはWEB会員登録が必要です。右記を参照の上、ご登録ください。WEB会員登録「マイページ」⇒「みんなの投稿」
から投稿できます。

インスタキャンペーンについて

バレンタインの由来

日本で最初にバレンタインデーの広告を出したのは戦前の

今月号はお休みします。新企画やキャンペーンを考えておりますのでご期待ください。

パンプキンのWEBサイトは
随時更新しております！お楽しみに！

お得情報
ん！
盛りだくさ

シルク・ドゥ･ソレイユ 創設３０周年記念作品！ 仙台公演

ダイハツ「キュリオス」

限定

30枚

タイトルの「KURIOS（キュリオス）」は、
「好奇心」
「骨董品」という意味を持つ言葉。
風変りなキャラクターたちが主人公の想像力を刺激しようと、詩やユーモアで世界を
ひっくり返そうとしたとき、骨董品たちが目の前で命を宿していきます。

キャンペーン料金

SS席（一般料金）
大人

子供

12,500円
8,500円

大人
子供

5,000円
4,000円
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日程／2019年4 月23日（火）12：00 開演
会場／仙台ビッグトップ（あすと長町）
●JR「長者町駅」から徒歩4分

※3歳〜小学生が対象

Photos: Martin Girard, Pierre Manning /
shootstudio.ca © 2014 Cirque du Soleil

※お申込枚数はお一人様２枚までとし、申込状況によっては、お席が離れる場合もございますのでご了承ください。

圧倒的な迫力と演出であなたを魅了します！

アラジン

「自由」
と
「未来」
を求める青年と王女、
そして魔人。
神秘と魅惑の都･アグラバーで、
「魔法のランプ」
が、3人の運命を引き寄せる！

日程／2019年4月9日
（火）18
：30開演

キャンペーン料金

S1席（一般料金）
大人

東京公演

11,800円

7,800

大人

限定

100枚

（汐留）
会場／電通四季劇場［海］

円

●都営地下鉄大江戸線「汐留駅」から徒歩1分

札幌公演
大人

11,800円

大人

6,800円

日程／2019年2 月23日（土）

劇団四季とディズニーの
新次元ミュージカル「リトル
マーメイド」
海底の世界に住
む人魚のアリエルは18歳。
海の王トリトンの末娘で、地
253
上の世界に憧れている。

撮影：荒井 健

©Disney

撮影：ともに下坂 敦俊

©Disney

大阪公演

キャンペーン料金

S1席（一般料金）

252

限定

13：00開演

20枚

会場／北海道四季劇場
●東西線「バスセンター前」駅2番出口から徒歩5分

キャンペーン料金

S1席（一般料金）
大人

11,800円

大人

6,800円

日程／2019年4月 12日（金）

限定

13：30開演

30枚

会場／大阪四季劇場
●阪神「梅田駅」西改札口からすぐ

※お申込枚数はお一人様２枚までとし、申込状況によっては、お席が離れる場合もございますのでご了承ください。

タン３ス
テ
カン

プ
ッ

お申込み
方法

www.7ip.jp

検索

受付期間
利用手順

❷「ライフサポート倶楽部」バナーをクリック！

2019年

1月6日 日 まで

お申込み

>>

抽選

>>

公演10日前
の予定！

当選通知

>>

ご入金

>>

チケット送付

●応募者多数の場合は抽選となり、当選された方にのみ書面にてご案内します。
●枚数限定でのキャンペーンのため、当選後のキャンセルはご遠慮ください。

❸ ページ中段の『INFORMATION』バナーをクリック！

オフタイム・冬 号

［WEB専用］

❶

平成
年

30
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第
編集人／中川勇樹

※キャンペーン対象は大人料金のみとなり、子供料金等は通常料金を現地にてお支払いください。

発 行 人 ／ 石 合 弘二

現地にて

13

号

500円

2 記入の上、
3 料金を
受付時に提示
お支払い

皆さん初めまして、パンプキンオフタイム編集担当の中川勇樹です。師走に入り何かと忙しない時節となってまいりました。
冷え込みも厳しくなってきます、体調管理に気を付けて年末年始を元気に迎えましょう。今号の特集「ダイヤモンドソサエティ宿泊プラン」
大変お得なプランになっています、リフレッシュ旅行に是非どうぞ。私も家族と旅行プランを考えようと思います。
では、今期1年よろしくお願いします。
中川勇樹

季刊発行

必要事項

日

ワンドリンク付 大人1名様 キャンペーン料金

ホームページから

1 クーポン券を
プリントアウト

月

神戸ハーバーランド温泉 万葉倶楽部

8

利用
手順

500円

o.

※一部施設は、年末年始は利用できません。

ワンドリンク付 大人1名様 キャンペーン料金

※知人･友人はキャンペーン利用対象外

兵庫県／神戸

1,000円
N

［木］
まで

※12/31～1/3は利用不可

会員本人から
２親等以内の親族

ワンドリンク付 大人1名様 キャンペーン料金

4

2/28

利用
範囲

横浜みなとみらい 万葉の湯

1

o.

2０１9年

沼津・湯河原温泉 万葉の湯

N

キャンペーン期間

7
o.

500円

静岡県／沼津

800円

神奈川県／横浜

N

ワンドリンク付 大人1名様 キャンペーン料金

ワンドリンク付 大人1名様 キャンペーン料金

3

はだの／湯河原温泉 万葉の湯

東京・湯河原温泉 万葉の湯

o.

わたしの
オフタイム

神奈川県／秦野

東京都／町田

N

編集後記

500円

300円
6

ワンドリンク付 大人1名様 キャンペーン料金

大人1名様 キャンペーン料金

o.

9
o.

博多 由布院・武雄温泉 万葉の湯

ワンドリンク付

N

800円
N

福岡県／博多

5

ワンドリンク付 大人1名様 キャンペーン料金

o.

小田原お堀端 万葉の湯

N

神奈川県／小田原

300円

※12/31～1/3は利用不可

2

大人1名様 キャンペーン料金

旭川高砂台 万葉の湯

o.

ワンドリンク付

1
o.

ふとみ温泉 万葉の湯

北海道／旭川

N

N

北海道／太美

12

