一般社団法人 全国中小企業勤労者福祉サービスセンター

キッザニア東京 特別ご優待
キッザニアは、こどもたちが憧れの仕事にチャレンジし、
楽しみながら社会のしくみを学ぶことができる
「こどもが主役の街」です。

【優待内容】 対象期間の平日第２部及び休日(日・祝)第２部 が ５００円ＯＦＦ
【対象期間】 2019 年 4 月 8 日（月）～2020 年 3 月 19 日（木）
※除外 〈休日〉 土曜日 〈H.S〉 2019/4/27(土)～5/6(月)、7/20(土)～8/30(金)、12/21(土)～2020/1/6(月)
※H.S（ホリデーシーズン）とは、ゴールデンウィーク、夏休み、冬休み、春休みなどキッザニアが定めた長期休暇です。
※その他除外日及び空き状況は、サービスコード予約サイトのカレンダーをご確認ください。

【優待料金(税込)】
※消費税率改定前
平日
第2部

園児（3 歳～）

小学生

中学生

2,686 円

3,010 円

3,118 円

(通常 3,510 円)

(通常 3,618 円)

1,606 円

526 円

(通常 2,106 円)

（通常 1,026 円）

大人（16 歳～）

シニア（60 歳～）

(通常 3,186 円)

休日(日・祝)

3,010 円

3,334 円

3,442 円

第2部

(通常 3,510 円)

(通常 3,834 円)

(通常 3,942 円)

大人（16 歳～）

シニア（60 歳～）

※消費税率改定後
平日
第2部

園児（3 歳～）

小学生

中学生

2,745 円

3,075 円

3,185 円

(通常 3,575 円)

(通常 3,685 円)

1,645 円

545 円

(通常 2,145 円)

（通常 1,045 円）

(通常 3,245 円)

休日(日・祝)

3,075 円

3,405 円

3,515 円

第2部

(通常 3,575 円)

(通常 3,905 円)

(通常 4,015 円)

※消費税率が据え置かれた場合は、消費税率改定前の優待料金表を参照ください。

【利用方法】
①「サービスコード予約サイト」にアクセスしてください
（PC・スマートフォン） http://www.kidzania.jp/tokyo/SC
② サービスコードをご入力ください。
※サービスコードはライフアップたちかわ【TEL:042-523-2142】までお問い合わせください。
《サービスコード予約サイト》
③ 必要事項を入力のうえ、クレジット決済を行ってください。
④ 来場当日は入場受付にて「会員証」もしくは「協定施設割引券」と、
「e チケットお客様控」もしくは「予約完了メール」をご提示ください。
※会員証もしくは協定施設割引券をお忘れの場合は、通常料金との差額をお支払いいただきますので、ご注意ください。

【利用の注意】
・ 本優待は、会員及びそのご家族を含む最大 19 名まで予約可能です。
・ アクティビティ体験は、3～15 歳のこどもが対象です。ご入場には予約 1 件(1 グループ)ごとに、大人(16 歳～)の同伴が必要です。
ただし中学生のみの場合、大人の同伴は必要ありません。「幼児(2 歳以下)」は無料でご入場いただけますが、「大人」と「幼児」の組み合わせ
での入場はお断りしています。
・ 既に予約されたものを当該サービスに振り替えることはできません。 また、 他の優待サービスや招待チケットとの併用はできません。
・ イベントなどの特別価格の日程、スター・フレックスパスや EAP、オリエンテーションツアーには利用できません。
・ 当日券、プッシュホン予約では利用できません。

【予約の変更・キャンセルについて】
変更・キャンセルは、入場前日 23:55 までにオフィシャルサイトの「予約の確認と変更」からお手続きしてください。 変更は 3 回まで可能です。
【人数の追加】人数の追加は、予約日時に空きがある場合、手数料無料で可能です。
【人数の減員・予約キャンセル】1 名につき手数料 205 円(税込)で可能です。消費税率改定の際は、手数料を改定する場合があります。
【日時の変更】対象期間内に空きがある場合、1 回につき手数料 205 円(税込)で可能です。消費税率改定の際は、手数料を改定する場合が
あります。
※来場日前日 23:55 を過ぎてのキャンセル、ご返金はいたしかねます。

【問い合わせ先】 キッザニア東京インフォメーションセンター 0570-06-4646 （9:00～18:00）

一般社団法人 全国中小企業勤労者福祉サービスセンター

キッザニア甲子園 特別ご優待
キッザニアは、こどもたちが憧れの仕事にチャレンジし、
楽しみながら社会のしくみを学ぶことができる
「こどもが主役の街」です。

【優待内容】 対象期間の平日第１部・第２部及び休日(日・祝)第２部 が ５００円ＯＦＦ
【対象期間】 2019 年 4 月 8 日（月）～2020 年 3 月 19 日（木）
※除外 〈休日〉 土曜日 〈H.S〉 2019/4/27(土)～5/6(月)、7/20(土)～8/30(金)、12/21(土)～2020/1/6(月)
※H.S（ホリデーシーズン）とは、ゴールデンウィーク、夏休み、冬休み、春休みなどキッザニアが定めた長期休暇です。
※その他除外日及び空き状況は、サービスコード予約サイトのカレンダーをご確認ください。

【優待料金(税込)】
※消費税率改定前
平日
第1部
平日
第2部

園児（3 歳～）

小学生

中学生

3,226 円

3,658 円

3,766 円

(通常 4,158 円)

(通常 4,266 円)

(通常 3,726 円)

大人（16 歳～）

シニア（60 歳～）

2,578 円

2,902 円

3,010 円

1,498 円

418 円

(通常 3,078 円)

(通常 3,402 円)

(通常 3,510 円)

(通常 1,998 円)

（通常 918 円）

大人（16 歳～）

シニア（60 歳～）

休日(日・祝)

2,902 円

3,226 円

3,334 円

第2部

(通常 3,402 円)

(通常 3,726 円)

(通常 3,834 円)

※消費税率改定後
平日
第1部
平日
第2部

園児（3 歳～）

小学生

中学生

3,295 円

3,735 円

3,845 円

(通常 4,235 円)

(通常 4,345 円)

(通常 3,795 円)

2,635 円

2,965 円

3,075 円

1,535 円

435 円

(通常 3,135 円)

(通常 3,465 円)

(通常 3,575 円)

(通常 2,035 円)

（通常 935 円）

2,965 円
3,295 円
3,405 円
第2部
(通常 3,465 円)
(通常 3,795 円)
(通常 3,905 円)
※消費税率が据え置かれた場合は、消費税率改定前の優待料金表を参照ください。

休日(日・祝)

【利用方法】
① 「サービスコード予約サイト」にアクセスしてください
（PC・スマートフォン） http://www.kidzania.jp/koshien/SC
② サービスコードをご入力ください。
※サービスコードは、ライフアップたちかわ【TEL:042-523-2142】までお問い合わせください。
《サービスコード予約サイト》
③ 必要事項を入力のうえ、クレジット決済を行ってください。
④ 来場当日は入場受付にて「会員証」もしくは「協定施設割引券」と、
「e チケットお客様控」もしくは「予約完了メール」をご提示ください。
※会員証もしくは協定施設割引券をお忘れの場合は、通常料金との差額をお支払いいただきますので、ご注意ください。

【利用の注意】

・ 本優待は、会員及びそのご家族を含む最大 19 名まで予約可能です。
・ アクティビティ体験は、3～15 歳のこどもが対象です。ご入場には予約 1 件(1 グループ)ごとに、大人(16 歳～)の同伴が必要です。
ただし中学生のみの場合、大人の同伴は必要ありません。「幼児(2 歳以下)」は無料でご入場いただけますが、「大人」と「幼児」の組み合わせ
での入場はお断りしています。
・ 既に予約されたものを当該サービスに振り替えることはできません。 また、 他の優待サービスや招待チケットとの併用はできません。
・ イベントなどの特別価格の日程、スター・フレックスパスや EAP、ガイドツアーには利用できません。
・ 当日券、プッシュホン予約では利用できません。

【予約の変更・キャンセルについて】

変更・キャンセルは、入場前日 23:55 までにオフィシャルサイトの「予約の確認と変更」からお手続きしてください。 変更は 3 回まで可能です。
【人数の追加】人数の追加は、予約日時に空きがある場合、手数料無料で可能です。
【人数の減員・予約キャンセル】1 名につき手数料 205 円(税込)で可能です。消費税率改定の際は、手数料を改定する場合があります。
【日時の変更】対象期間内に空きがある場合、1 回につき手数料 205 円(税込)で可能です。消費税率改定の際は、手数料を改定する場合が
あります。
※来場日前日 23:55 を過ぎてのキャンセル、ご返金はいたしかねます。

【問い合わせ先】 キッザニア甲子園インフォメーションセンター 0570-06-4343 （9:00～18:00）

