リカタンセレクトプラン

2023

東海理化労働組合
TOKAI RIKA WORKERS' UNION

【ご利用期間】2022.12.10（土）～2023.7.31（月）
【チケットの使い方】
チケットは1枚につき1,000円の補助券として利用できます。
不足分は現金でお支払いください。
施設利用金額よりチケット利用分の方が多い場合でも、おつりは出ません。
※チケットの注意事項はチケット裏面をご覧ください。
※チケットに組合員氏名等の必要事項を必ずご記入ください。

【プランメニュー】
４つのプランメニューがあります。
各使い方をよくお読みになって、お選びください。

❶

東京ディズニーリゾート・
コーポレートプログラム
利用券

❷ えらべるギフト ❸ 施設へ直行 ❹ 旅行会社窓口へ

❶ 東京ディズニーリゾート・コーポレートプログラム利用券
組合窓口にて、チケットと
「東京ディズニーリゾート・コーポレートプログラム利用券」5,000円分
（2,500円券×2枚）と交換いたします
※東京ディズニーランド／東京ディズニーシーのパークチケット購入やディズニーホテルの宿泊費支払いの際に
ご利用ができます。
詳しい利用方法は、下記の東京ディズニーリゾートのホームページにてご確認ください。

http://www.tokyodisneyresort.jp/treasure/fantasy/dcp/user/howto.html
※「東京ディズニーリゾート・コーポレートプログラム利用券」の利用期間は、
2022年4月1日～2023年3月31日のものと、
2023年4月1日～2024年3月31日（2023年3月下旬頃から 交換可能）がございます。
詳細は、組合窓口にてご確認ください。

❷ えらべるギフト
❷ー１ 下記の5つの商品からお好きなものをえらんでください
❷ー2 申込封筒裏面に必要事項を記入し、チケット5枚を入れて、ポストへ投函
❷ー3 指定先へお申込みの商品が到着
※投函日より1カ月を過ぎても、商品がお手元に届かない場合は、
リカタンセレクトプラン事務局（㈱呑龍マリン☎0533-76-4480）までお問合せください

① 一色うなぎ
※愛知一色産うなぎ６P

② かねすえ本舗
明太子その他
セット
※辛子明太子「大吟醸」金印
200g、
いわし明太「三陸金華山」6尾、
ふぐ一夜干し「甘塩仕込み」8尾

③ 味のヤマスイ
干物セット

④ 道の駅
田原めっくんはうす
野菜特選便+旬の果物

※とろあじの開き3枚、するめいか一夜
干し1枚、金目鯛開き2枚、白むつ味醂開
き3枚、かます開き2枚、めひかり汐開き
3尾
※漁の状況により魚種・数量に変更の場
合があります

⑤ カタログギフト
ウルアオ イヴェット
カードタイプ

※旬の果物（冬はいちご、5月頃か
らはイエローキングやタカミメロンな
ど 仕入状況により変わる場合もあ
ります）

https://ebookcatalog.jp/22/d11/10/in
dex_h5.html#1

❸ 施設へ直行
❸ー１ チケットを持って施設へ直行
❸ー2 下記直行施設一覧に記載の特典・特別価格で、施設利用料金を支払う
※クレジットカード不可の場合がございますので、各施設にご確認ください
※予約が必要な施設は、必ず予約をしてください

❹ 旅行会社窓口へ
❹ー１ チケットを持って名鉄観光サービス
「豊田支店」「豊橋支店」「一宮支店」いずれかへ
10日前までに窓口への事前申し込みが必要です
❹ー2 下記、名鉄観光サービス取扱い施設の入園券等を現金で購入
❹ー3 施設をご利用ください
名鉄観光サービス取扱いの各種パンフレットの旅行代金から
大人・小人ともに３％割引させていただきます
※割引対象者：組合員様と同居のご家族様最大5名様まで

●各社のパッケージ旅行（海外・国内）が割引でご利用いただけます
（お一人様20,000円以上の商品に限らせていただきます）
※一部除外商品があります。割引対象につきましては、基本旅行代金からが対象になります。
オプショナルツアー、空港税、燃油付加運賃等は割引対象外です。

●全国各地の有名旅館、シティホテルのご精算としても
ご利用いただけます
※ただし、割引はありません。

NEW！ 施設へ直行
愛知県エリア
施設名

適用

対象

通常価格

稲沢フルーツ園

優待なし（チケット利用のみ）

☎ 0587-97-3055（19：00～21：00）
愛知県稲沢市祖父江町祖父江南方26

※要予約
※詳細のご確認、ご予約は、ホームページにてお願いいたします

特別価格

https://inazawafruits.jimdofree.com/

ららぽーと愛知東郷
☎ 0561-56-2700（受付時間：10：00～18：00）
愛知県愛知郡東郷町東郷中央土地区画整理事業62街区1・3
https://mitsui-shopping-park.com/lalaport/togo/

ららぽーと名古屋みなとアクルス

優待なし（チケット利用のみ）
※必ず、1Fカードデスク（11：00～19：00）にて、リカタンセレクトプラン
チケットを「専用お買物券」に交換してご利用ください
※店舗では、リカタンセレクトプランチケットを直接ご利用できませんので
ご注意ください
優待なし（チケット利用のみ）

※必ず、1Fカードデスク（11：00～19：00）にて、リカタンセレクトプラン
☎ 052-651-3400（受付時間：10：00～18：00）
チケットを「専用お買物券」に交換してご利用ください
愛知県名古屋市港区港明2丁目3番2号 ※店舗では、リカタンセレクトプランチケットを直接ご利用できませんので
https://mitsui-shopping-park.com/lalaport/minatoaquls/
ご注意ください

オートバックス（愛知県・岐阜県）
※愛知県、岐阜県の店舗にて利用可能

①オイル価格、バッテリー価格、車検基本工賃⇒20％OFF
②店内小物商品⇒5％OFF
※特別価格、セール品は除外となります
※特価商品・数量限定商品をのぞきます

https://www.autobacs.com/

優待なし（チケット利用のみ）

名鉄小牧ホテル
☎ 0568-75-7111
愛知県小牧市中央1丁目260番
https://www.m-inuyama-h.co.jp/mei-komakihotel/

※要予約（予約の際に、リカタンセレクトプランチケット利用の旨をお伝えください）
※宿泊または、下記のレストランにて利用可能
日本料理＆欧風料理「有楽」
コージーガーデン「カフェアザレア」
ル・パラディ

ホテルミュースタイル
犬山エクスペリエンス

優待なし（チケット利用のみ）

☎ 0568-54-3111
愛知県犬山市犬山富士見町16-2

※要予約（予約の際に、リカタンセレクトプランチケット利用の旨をお伝えください）
※宿泊にて利用可能

https://www.m-inuyama-h.co.jp/

ふれあい交流館
天然温泉 本宮の湯
☎ 0533-92-1880
愛知県豊川市上長山町本宮下1番地1685

優待なし（チケット利用のみ）
※入浴券、食事にて利用可能
※12/31までリニューアル工事の為、臨時休館 1/2オープン（予定）

https://www.honguu-no-yu.com/

楽食家ほろほろ 豊川赤坂店

お会計より5％OFF

☎ 0533-88-3937
愛知県 豊川市 赤坂町 御園186-1

※定休日：月曜日

https://horohoro-toyokawaakasaka.com/index.html

丸源ラーメン
https://www.syodai-marugen.jp/

知立店
豊田下市場店

飲食代10％OFF（割引上限5,000円）
0566-84-3990
0565-36-0181

かつ雅
※全店舗にて利用可能
http://www.katumasa.jp/

優待なし（チケット利用のみ）

施設へ直行
愛知県エリア
施設名

日本モンキーパーク
☎ 0568-61-0870
愛知県犬山市大字犬山字官林26

適用
入園券
ワンデーパスポート

https://www.japan-monkeypark.jp/

野外民族博物館
リトルワールド
☎ 0568-62-5611
愛知県犬山市今井成沢90-48
https://www.littleworld.jp/

博物館明治村
☎ 0568-67-0314
愛知県犬山市内山1番地
https://www.meijimura.com/

入館料

入村料

対象
おとな（中学生以上）
こども（2才以上）
大人（中学生以上）
小学生
幼児（2才以上）
大人・大学生
シルバー（65才以上）
中高生
小学生
幼児（3才以上）
大人
シニア（65歳以上）・大学生
高校生
小・中学生

通常価格
1,300円
900円
3,900円
3,500円
2,700円
1,800円
1,400円
1,100円
700円
300円
2,000円
1,600円
1,200円
700円

特別価格
1,000円
700円
3,100円
2,800円
2,100円
1,600円
1,200円
900円
500円
200円
1,800円
1,400円
1,000円
600円

1,900円
900円

1,700円
800円

－

当日料金より
15％OFF

※シニア・大学生・高校生は要証明

名古屋港水族館
☎ 052-654-7080
愛知県名古屋市港区港町1番3号
https://nagoyaaqua.jp

南知多ビーチランド＆
南知多おもちゃ王国
☎ 0569-87-2000
愛知県知多郡美浜町奥田428-1
https://beachland.jp

優待なし（チケット利用のみ）

※15名以上の団体様とバス利用者は要予約

ラグーナテンボス
「ラグナシア」
☎ 0570-097-117
愛知県蒲郡市海陽町二丁目３番１号
https://lagunatenbosch.co.jp/lagunasia/index.html

松竹温泉 天風の湯

大人（高校生以上）
小人（2才～小学生）

入園券

入園券・パスポート・
プール入園券・
プールパスポート

※期間限定チケットや利用除外日（カウントダウン・森道市場等）は利用対象外です。

※他の割引との併用不可。
入浴料（平日）
大人（中学生以上）
入浴料（土日祝）
大人（中学生以上）

800円
900円

750円
750円

1,500円
1,550円

1,350円
1,350円

－

月毎に変動

11,000円
11,500円
16，000円
16,500円

7,900円
8,900円
11,800円
12,300円

☎ 0587-53-4126
愛知県江南市前飛保町栄378番15
www.tenpunoyu.jp

天然温泉かきつばた

大人
大人

入浴+万寿洞（平日）
入浴+万寿洞（土日祝）

☎ 0566-35-5678
刈谷市東境町吉野55番地 刈谷ハイウェイオアシス内

www.kakitsubata-spa.com

みとゴルフ倶楽部
☎ 0533-75-3900
愛知県豊川市御津町金野籠田37-27
https://www.mitogolfclub.co.jp

利用料金
※要予約（0533-75-3100）

トーシン伊良湖シーサイド
ゴルフ倶楽部

プレー代（ランチ付）
平日

☎ 0531-35-6021
愛知県田原市伊良湖町宮下2822-2

プレー代（ランチ付）
土・日・祝

http://www.isgc.co.jp/

※要予約
※予約時にリカタンセレクトプランチケット利用の旨をお伝えください。（予約日：
当月+３カ月先の末日まで可） ※同伴（同組）の方も同料金 ※他割引、イベント適
用外 ※価格は、ランチ付（１，３２０円分（税込））乗用カートセルフ、プレー、諸経費
込み ※土日祝：2B割増2,200円（税込）、平日：2B割増1,100円（税込）

1・2・7・8月
3～6月・9～12月
1・2・7・8月
3～6月・9～12月

トヨタ博物館
☎ 0561-63-5151
愛知県長久手市横道41-100

優待なし（チケット利用のみ）

※チケット利用除外日は、電話・ホームページでご確認ください。
利用価格
アドベンチャーコース（通常）
3,800円
3,300円
フォレストアドベンチャー・新城
※要予約 ※雨の日はレインウエアプレゼント
☎ 090-7033-0446
※ホームページよりご予約ください。予約フォームの『備考欄』に、「東海理化労働
愛知県新城市大海谷下66-1新城総合公園内 組合リカタンセレクトプラン利用」とご記入ください。
※３～１１月の期間中、土日祝や大型連休などでの団体利用（15名様以上）は
https://www.fa-shinshiro.com/
受け付けておりませんのでご了承ください。

https://toyota-automobile-museum.jp/

ホテルトヨタキャッスル
☎ 0565-31-2211
豊田市喜多町2丁目160番地コモ・スクエア ウエスト

http://www.t-castle.co.jp/

ANAクラウンプラザ
ホテルグランコート名古屋
☎ 052-683-4638
愛知県名古屋市中区金山町一丁目１番１号
https://www.anacrowneplaza-nagoya.jp

名古屋マリオット
アソシアホテル
☎ 052-584-1111（代表）
愛知県名古屋市中村区名駅１－１－４
https://www.associa.com/nma

和彩房 ころも
鉄板焼 煖
中国料理 桃園
ウインザー

https://www.hotpepper.jp/strJ000419577/

2F カジュアルダイニング
「ガーデンコート」
29F 中国料理「花梨」
30F スカイレストラン
「スターゲイト」

１０％OFF

店内飲食料金

ー

※単品料理・飲料を除く

１０％OFF

※要予約
※チケット利用除外日／クリスマス、年末年始、GW、その他特別催事日
オールデイダイニング
ランチ・ディナーの
パーゴラ
コース料理（梨杏）
☎052-584-1101 ランチ・ディナーブッフェ（パーゴラ）
※特別催事期間を除く
中国料理 梨杏
※単品料理・飲料を除く
☎052-584-1103

ー

5％OFF

※要予約（各レストランまで）
※チケット利用除外日／クリスマス期間、年末年始期間、特別催事日期間及び
店舗の諸事情により除外日となる場合もございますので、予めご了承
いただきますようお願い申し上げます。
リカタンセット
瓶ビール大瓶

2,300円相当
700円

2,200円
650円

※リカタンセットメニューは特別につくりましたので、
一般メニューにはありません。
※瓶ビール、1組1本に限る。
朝びきせせり
はらみ

マルイチ食肉センター
☎ 0586-64-9492
愛知県一宮市開明字郷東34-2

ー

※要予約
※チケット利用除外日／クリスマス期間、年末年始期間、その他特別催事日

ぎふ初寿司 力長町分店
☎ 0587-53-8522
愛知県江南市今市場町宮前147-2

店内飲食料金

418円
748円

209円
528円

※特別価格にての提供ご希望の際は注文時にお申しつけください。

https://www.hotpepper.jp/strJ001038077/

赤から
https://www.akakara.jp/

焼肉きんぐ

https://www.yakiniku-king.jp/

お会計より10％OFF（割引上限3,000円まで）
052-389-5545
0587-65-5170
飲食代10％OFF（割引上限5,000円）
小学生…………半額
幼稚園児以下…………無料
60歳以上の方…………500円引き（ランチ食べ放題300円引き）
●58品食べ放題コース 2,680円（税抜）
●きんぐコース 2,980円（税抜）
●プレミアムコース 3,980円（税抜）
梅坪店
0565-36-4110
豊田浄水店
0565-42-2949
元町店
0565-28-8900
三好店
0561-41-8200
三河安城店
0566-91-8991
西尾店
0563-65-2278
当知店
岩倉店

ゆず庵 豊栄店
飲食代10％OFF（割引上限5,000円）

☎ 0565-25-3800
愛知県豊田市豊栄町6-331-1
https://www.shabu-yuzuan.jp/

優待なし（チケット利用のみ）
細谷店
0565-27-7296
大林店
0565-29-1110
刈谷稲場店
0566-23-5562

焼肉 白頭山

まるは食堂旅館 南知多豊浜本店
☎ 0569-65-1315
愛知県知多郡南知多町豊浜峠8

優待なし（チケット利用のみ）

http://www.maruha-net.co.jp/

コメダ珈琲店
https://www.komeda.co.jp

スーパースポーツゼビオ

https://www.supersports.com/

優待なし（チケット利用のみ）
豊橋藤沢店
0532-38-8811
豊川末広通店
0533-80-7123
優待なし（チケット利用のみ）
豊田東新店
0565-74-0071
岡崎インター店
0564-25-5422
三河安城店
0566-74-9293
豊橋向山店
0532-64-5677

ひつまぶし備長本店
☎ 0587-96-0141
愛知県丹羽郡大口町下小口5-176-1

優待なし（チケット利用のみ）

https://www.hitsumabushi.co.jp/

とんかつ知多家 金城店
☎ 052-912-2211
愛知県名古屋市北区金城四丁目2-1

優待なし（チケット利用のみ）

http://www.chitaka.co.jp/tonkatsu/

東海理化内 売店

優待なし（チケット利用のみ）
大口売店（東海理化サービス） 大口工場 第1売店・第2売店 12：00～13：25
音羽売店（東海理化サービス） 音羽工場 コミュニケーションセンター1F 12：20～13：25
※一部部署の休憩時間変更対応で11：45から開いています

豊田売店（トヨタ生活協同組合） 豊田工場 C棟 3F
取り扱い商品：飲料・菓子など

10：30～10：40 12：00～13：25

※ギフト券・プリペイドカード類・切手・印紙その他当組合が指定した商品等のお支払いにはご利用できません

岐阜県エリア
施設名

世界淡水魚園水族館 アクア・トトぎふ

適用
入館料（個人1回券）

対象
大人
中学生・高校生
小学生
幼児（3才以上）

通常価格
1,540円
1,130円
770円
380円

特別価格
1,390円
1,020円
700円
350円

☎ 0586-89-8200
岐阜県各務原市川島笠田町1453河川環境楽園内

年間パスポート

優待なし（チケット利用のみ）

https://aquatotto.com

トーシンさくらヒルズ
ゴルフクラブ

プレー代（ランチ付）
平日

☎ 0575-33-4333
岐阜県関市武芸川八幡19-1

プレー代（ランチ付）
土・日・祝

https://www.toshinresort.com/sakurahills

※要予約
※予約時にリカタンセレクトプランチケット利用の旨をお伝えください。（予約日：
当月+３カ月先の末日まで可） ※同伴（同組）の方も同料金 ※他割引、イベント適
用外 ※価格は、ランチ付（１，３２０円分（税込））乗用カートセルフ、プレー、諸経費
込み ※土日祝：2B割増2,200円（税込）、平日：2B割増1,100円（税込）

1・2・7・8月
3～6月・9～12月
1・2・7・8月
3～6月・9～12月

8,600円
9,200円
15,200円
16,700円

7,900円
7,900円
14,000円
14,000円

トーシンゴルフクラブ
セントラルコース

プレー代（ランチ付）
平日

☎ 0574-54-1002
岐阜県加茂郡富加町大平賀950

プレー代（ランチ付）
土・日・祝

https://www.toshinresort.com/centralcourse

土岐プレミアム・アウトレット
☎ 0572-53-3160
岐阜県土岐市土岐ヶ丘1-2
https://www.premiumoutlets.co.jp/toki

1・2・7・8月
3～6月・9～12月
1・2・7・8月
3～6月・9～12月

8,600円
9,200円
15,200円
16,700円

7,900円
7,900円
14,000円
14,000円

※要予約
※予約時にリカタンセレクトプランチケット利用の旨をお伝えください。（予約日：
当月+３カ月先の末日まで可） ※同伴（同組）の方も同料金 ※他割引、イベント適
用外 ※価格は、ランチ付（１，３２０円分（税込））乗用カートセルフ、プレー、諸経費
込み ※土日祝：2B割増2,200円（税込）、平日：2B割増1,100円（税込）
優待なし（チケット利用のみ）
※必ず、フードコート横のインフォメーションセンターにて、リカタンセレクトプランチケットを
「お買い物券」に交換してご利用ください。
（「お買い物券」の交換は1回につき最大5枚までとなります。）
※店舗では、リカタンセレクトプランチケットを直接利用できませんのでご注意ください。
※チケットに署名がない場合はご利用できません。

三重県エリア
施設名

トーシンプリンスビル
ゴルフコース

適用
プレー代（ランチ付）
平日

対象
1・2・7・8月
3～6月・9～12月
1・2・7・8月
3～6月・9～12月

通常価格
7,600円
8,100円
13,600円
15,200円

特別価格
6,300円
6,800円
9,600円
10,700円

☎ 059-279-3088
三重県津市美里町三郷588

プレー代（ランチ付）
土・日・祝

https://www.toshinresort.com/princeville

※要予約
※予約時にリカタンセレクトプランチケット利用の旨をお伝えください。（予約日：
当月+３カ月先の末日まで可） ※同伴（同組）の方も同料金 ※他割引、イベント適
用外 ※価格は、ランチ付（１，３２０円分（税込））乗用カートセルフ、プレー、諸経費
込み ※土日祝：2B割増2,200円（税込）、平日：2B割増なし

三井アウトレットパーク ジャズドリーム長島

優待なし（チケット利用のみ）

☎ 0594-45-8700
三重県桑名市長島町浦安368

※必ず、ノースエリア1Fの総合案内所にて、リカタンセレクトプランチケットを「専用お買物券」
に交換してご利用ください。
※店舗では、リカタンセレクトプランチケットを直接利用できませんのでご注意ください。
※チケットに署名がない場合はご利用できません。

https://mitsui-shopping-park.com/mop/nagashima/

愛知・岐阜 共通エリア
施設名

ケンタッキーフライドチキン
http://www.chitaka.co.jp/shoplist/#kfc

天丼てんや
https://www.tenya.co.jp/

うなぎ屋 たむろ
https://tamuro-gr.com/

魚魚丸
www.comline.co.jp/totomaru

川喜 可児店・大口店・一宮店
https://www.wasyoku-kawaki.com/

適用

対象

通常価格

特別価格

優待なし（チケット利用のみ）
※利用可能店舗は、左記「チタカ・インターナショナル・フーズ株式会社」の
ホームページにてご確認ください。（34店舗）
優待なし（チケット利用のみ）
植田焼山店
052-800-0880
豊田浄水店
0565-44-8686
名鉄イン名古屋金山
052-322-8880
アネックス店
大垣寺内町店
0584-73-8653
優待なし（チケット利用のみ）
春日井本丸店
0568-85-2777
各務原グリュー店
058-213-1888
北名古屋多真店
0568-48-1662

※予約していただいた方が
スムーズです

優待なし（チケット利用のみ）
※利用可能店舗は、左記「コムライングループ」ホームページの
魚魚丸店舗一覧にてご確認ください。
（金の魚魚丸ららぽーと名古屋みなとアクルス店は利用不可）
優待なし（チケット利用のみ）
可児店
0574-25-0560
大口店
0587-95-3456
一宮店
0586-81-0720

東海エリア
施設名

甲羅グループ
https://www.kora.co.jp/

スギ薬局
https://www.sugi-net.jp

適用
対象
通常価格
優待なし（チケット利用のみ）
※利用可能店舗は、下記28店舗の直営店と、一宮甲羅本店です

特別価格

豊橋甲羅本店
浜松甲羅本店
豊田甲羅本店
刈谷甲羅本店
豊川甲羅本店
甲羅高林店
春日井甲羅本店
岡崎甲羅本店
白鳥甲羅本店
一宮甲羅本店
カルビ一丁豊橋店
カルビ一丁豊川店
カルビ一丁浜北店
カルビ一丁花田店
大東園豊橋小向店
大東園豊橋平川店
大東園豊川店
大東園岡崎店
大東園浜松店
赤からレジャック店
赤から栄店
赤から名古屋本店

0532-31-0125
053-456-0051
0565-32-7227
0566-28-3811
0533-89-8880
053-478-2251
0568-56-6060
0564-28-8110
052-671-0608
0586-25-8811
0532-37-5300
0533-83-8880
053-585-3100
0532-31-8886
0532-32-5481
0532-66-3333
0533-80-2929
0564-24-2030
053-447-1010
052-533-2011
052-249-3001
052-533-3773
赤からソウル浜松初生店 053-420-3500
赤から堀田店
052-871-5225
赤から岡崎矢作店 0564-34-1700
赤から豊橋柱店
0532-47-3288
赤から金山南口店 052-678-5200
赤から太田川店
0562-39-3660
赤から豊川インター店 0533-83-8331
優待なし（チケット利用のみ）
※愛知県・岐阜県・三重県・静岡県の店舗で利用可能です。
※店舗詳細は左記ホームページからご確認ください。
【割引除外品】
冷蔵・冷凍食品、アイス、パン、たまご、バナナ、青果等、酒類、飲料、米、ギフト、
カウンセリング化粧品、アリナミンEXPLUS(270錠)、
リポビタンD(10本入・50本入)、ベビーミルク、見切り品、処方箋、タバコ、灯油、
雑誌、書籍、商品券、宅配便、切手代を含むハガキ、その他一部除外品

東海・その他エリア
施設名

あみやき亭
http://www.amiyakitei.co.jp/

どんどん
http://www.don2.jp/

元祖やきとり家 美濃路
http://www.minoji.jp/

ほるたん屋
http://www.horutanya.jp/

適用

対象

通常価格

利用料金の5％OFF
※愛知県・岐阜県・三重県・静岡県の店舗でのみ利用可能。
※店舗詳細は左記ホームページからご確認ください。
利用料金の5％OFF
※愛知県・岐阜県・三重県・静岡県の店舗でのみ利用可能。
※店舗詳細は左記ホームページからご確認ください。
利用料金の5％OFF
※愛知県・岐阜県・三重県・静岡県の店舗でのみ利用可能。
※店舗詳細は左記ホームページからご確認ください。
利用料金の5％OFF
※愛知県・岐阜県・三重県・静岡県の店舗でのみ利用可能。
※店舗詳細は左記ホームページからご確認ください。

特別価格

その他エリア
施設名

セラヴィリゾート泉郷（いずみごう）
https://www.izumigo.co.jp/
【法人会員専用サイト】
http://hoyojo.izumigo.co.jp/

適用

対象

通常価格

特別価格

優待なし（チケット利用のみ）
※要予約
お問合せ・予約電話番号：050-5846-1234
左記法人会員専用サイトから予約ができます。
初回のみ登録が必要です。
企業ID： rion パスワード： rion52
※表記料金は、消費税10％込、サービス料込の2022年10月現在の料金です。

組合窓口へ
施設名

組合常設チケット
◆ミッドランドシネマ
◆ユナイテッド・シネマ
シネプレックス共通券

適用

対象

通常価格

特別価格

対象
大人（中学生以上）
小学生
幼児（2才以上）
大人（中学生以上）
小学生
幼児（2才以上）
大人（中学生以上）
小学生
幼児（2才以上）
大人（高校生以上）
※中学生以下無料

通常価格
5,500円
4,200円
2,500円
2,100円
1,300円
700円
3,800円
2,800円
1,500円
500円

特別価格
5,000円
3,800円
2,300円
2,700円
2,700円
現地購入
-

入場料

大 人
中人（高校・大学生）
小人（小・中学生）

1,000円
800円
500円

800円
640円
400円

入場料

大 人
中学生・高校生
小人（3才～12才）

2,400円
1,400円
1,200円

2,200円
1,300円
1,100円

入場料

大 人
大学生・高校生
中学生・小学生
幼児（3才以上）

1,200円
1,000円
500円
200円

-

左記の組合常設チケットの購入にもご利用できます！
※チケット分を差し引いた額は、給与控除となります。

名鉄観光サービス取扱い施設
施設名

適用

ナガシマスパーランド

パスポート券

☎ 0594-45-1111
三重県桑名市長島町浦安333番地

湯あみの島

https://www.nagashima-onsen.co.jp/

◆限定枚数 各300枚
※豊田支店のみ取扱

ジャンボ海水プール
※6月末頃より販売予定

名古屋市東山動植物園
☎ 052-782-2111
愛知県名古屋市千種区東山元町3-70

入場料

https://www.higashiyama.city.nagoya.jp/

あいち航空ミュージアム
☎ 0568-39-0285
愛知県西春日井郡豊山町大字豊場
https://aichi-mof.com/

東映太秦映画村
☎ 0570-064-349
京都市右京区太秦東蜂岡町10番地
https://www.toei-eigamura.com/

京都鉄道博物館
☎ 0570-080-462
京都市下京区観喜寺町
https://www.kyotorailwaymuseum.jp/

■お支払いにつきましては、必ず現金にてお願いします。（クレジットカードによる精算不可）
■チケットお買い求め後は、払い戻しができませんのでご注意ください。
■お買い求めのチケット代金は、特別価格からの補助になります。 ※特別価格の設定がない施設もございます。
※記載施設の情報は、2022年12月31日までの料金です。2023年1月以降変更の場合もあります。

リカタンセレクトプランに関するお問合せ
【事務局】
東海理化労働組合
リカタンセレクトプラン事務局
☎ 0587-95-5330
【施設へ直行・えらべるギフト】
㈱呑龍マリン ドンリュウマリン
☎ 0533-76-4522
担当/波多野・小林 （月～金/10：00～18：00）
愛知県知事登録旅行業第2-797号
イベント業務管理士 940159

【旅行会社窓口】
名鉄観光サービス株式会社
観光庁長官登録旅行業第55号
https://www.mwt.co.jp/shiten/category/chubu/

豊田支店
☎ 0565-24-1180
豊橋支店
☎ 0532-54-8241
一宮支店
☎ 0586-47-2860

