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発行・公益財団法人  足立区勤労福祉サービスセンター   《ホームページ》http://www.yuu.or.jp/

申込方法は各種イベントごとに異なりますので、イベントの詳細をご確認ください。
【窓口販売】　千代田線「綾瀬駅」西口下車　徒歩約３分（１４０ｍ）　「綾瀬プルミエ」１Ｆ
【ハガキ申込】　専用ハガキは利用補助券セットに同封。普通のハガキでも記入漏れがなければＯＫ！
	 「〒120-8575　足立区綾瀬一丁目３４番７号　足立区勤労福祉サービスセンター 宛」
【ＦＡＸ申込】　０３－３８３８－３５５６「利用ガイド２０１４」Ｐ．９５の専用ＦＡＸ申込用紙をお使いください。
【電話申込】　０３－３８３８－３５８６【営業時間】		平日：午前９時～午後５時　第四土曜日：午前９時～午後４時
【ホームページ申込】　http://www.yuu.or.jp

日 程 平成２６年１１月８日（土）　募集 ８０名　( 最少催行３５名）※雨天決行
時 間 出発：足立区役所前７：３０　　　帰着：足立区役所前１９：００（予定） 　

行 程
足立区役所→常磐道→高萩ＩＣ→花貫渓谷＆汐見滝吊り橋（散策４０分程）→袋田 思い出浪漫館（昼食・
自由入浴）→袋田の滝→水戸ドライブイン（買物）→常磐道→足立区役所→北千住駅周辺

※紅葉の見頃は１０月下旬～１１月上旬がピークですが、その年の気象状況で変わります。

旅行代金
《会員》６，９００円　　　　　《家族》７，９００円　　　　　《関係者》８，９００円  

※袋田温泉・思い出浪漫館では、６００円にて温泉大浴場のご利用ができます。（タオル代別途）
※キャンセル料発生時はすべて関係者の料金が基本となります。

補 助 金
旅行代金は、会員２，０００円、家族１，０００円が差し引かれております。
家族の対象は、会員の配偶者・子・実父母です。

申込方法

●申込先　　㈱小田急トラベル　東京外販事業部　新宿販売センター
　　　　　　　　　　〒151-0053　渋谷区代々木 1-58-13　　担当　河野・萩野
●ＦＡＸ申込先　  ０３－５３０２－３０９６　
●申込受付期間　９月１０日（水）から　９月２９日（月）必着　

※定員をこえた場合は抽選（結果のお知らせ　１０月１０日頃）
●ハガキ・ＦＡＸの申込は下記①～⑤を全て明記してください。
　①旅行名「 常陸路紅葉ツアー」　②会員番号・氏名・年齢　③住所　④電話番号　　　
　⑤同行者の氏名と年齢と続柄（会員・家族・関係者）　　

お問合せ ☎０３－５３０２－３０９１　平日９：１５～１８：３０　担当　河野・萩野（電話申込みはできません。）

そ の 他

◉ この旅行は、㈱小田急トラベルと参加者個人との契約でおこなわれます。
　 （公財）足立区勤労福祉サービスセンターは申込後の旅行に関する一切の責任を負いかねます。
　参加者個人の責任で、手続きをしてください。
◉ 旅行の内容、旅行代金の支払い、キャンセル等についてのお問い合せは、旅行会社にお願いします。
　また、このツアーには、サービスセンター の職員は同行しません。
◉ 最少催行人数に満たない場合は中止になり、旅行会社より連絡があります。

あっせん１１月バスツアー ハガキ／ FAX で　下記小田急トラベルへ

常陸路紅葉三大名所　日帰りツアー

○旅行主催㈱小田急トラベル東京外販事業部新宿販売センター（観光庁長官登録旅行業第３６５号）旅行業務取扱管理者　沼田　武志

※１２月の土曜営業は、１２日２０日です。

常陸の紅葉の名所「花貫渓谷」と「汐見
滝吊り橋」を散策し、「袋田の滝」を訪
れるバスツアーです。
紅葉のトンネルを歩いて楽しむも良し、
名旅館での食事や温泉を楽しむも良し、
ゆっくり秋の一日をお過ごしください。
また、 のツアーはお一人でも気軽
にご参加いただけます。
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申込方法
● ハガキ／ＦＡＸ／ホームページより、チケット名・会員番号・氏名・住所・電話番号・枚数・

送付先（自宅・勤務先）を記入のうえお申込みください。
● 窓口販売もしていますのでご利用ください。

販売枚数 １会員後期分　６枚まで

料 金
１枚６００円（一般料金　３，２４０円　税込）
　※３歳未満は無料です。

利用期間 平成２６年１０月１日（水）～平成２７年３月３１日（火）

そ の 他
●チケットは、９／１６（火）より随時発送いたします。
●申込締切り後のキャンセル・枚数変更はできません。
●本年度の後期分入場券を既に６枚申込みしている方は応募できません。

スパリゾートハワイアンズ入場券後期分を追加販売します。

スパリゾートハワイアンズ入場券の追加販売 ホームページ

東京ドーム天然温泉
スパ ラクーア「平日入館券」後期分

申込期間 後期分の販売枚数終了まで

申込方法

● ハガキ／ＦＡＸ／ホームページより、
チケット名・会員番号・氏名・住所・
電話番号・枚数・送付先（自宅・勤務先）
を記入のうえお申込みください。

●平成２６年９月２６日（金）午後５時必着
●申込多数の場合、抽選となります。落選通知はありません。

販売枚数 後期分　　１会員　５枚まで

料　　金
●１ 枚　１，５００円 （一般料金 ２，６３４円）
　　※ 代金は、郵便局で振込むか、 窓口でお支払いください。
　　　●    土・日曜日、祝日、特定日の利用は割増料３２４円が必要です。

利用期限 平成２７年 ３ 月３１日（火）まで

備　　考

【所在地】〒１１２－０００３　文京区春日一丁目１番１号　
　　　　　東京ドームシティ・ラクーア（フロント６階）☎０３－３８１７－４１７３
● チケットの発送は、１０月初旬を予定。
● 利用時間…午前１１時から翌日の午前９時まで
● 特定日（５時間まで）…平成２６年１２月３０日（火）～平成２７年１月３日（土）
● 深夜割増料…１，９４４円（午前１時から午前６時まで）
● 小学生から１７歳までは、同性保護者同伴で午後６時まで利用できます（入館３時まで）。
　　※乳・幼児の入館はできません。
● ヒーリングバーデ…５４０円（ウェア着用の低温サウナで１８歳から利用できます）
● 休館日…１１／１０（月）・１１（火）

東京ドーム天然温泉・スパラクーアの平日入館券（後期分）の販売受付を行います。

ホームページ

東京ドーム プロ野球巨人戦チケット（日程が未定であった２試合）　☎
◆９月１６日（火）午前１０時より電話受付（先着順）

日　程
１０／３ １０／４
（金） （土）

対　戦 ＤｅＮＡ ＤｅＮＡ
券
種

ビームシート ２ ２
スカイ４ １ １

開始時間 18:00 14:00

◎料　金 Ａ：ビームシート １セット（２席） １２，０００円 （１階・１塁側指定席）
 Ｂ：スカイ ４ １セット（２席） ６，０００円 （２階・１塁側指定席）
◎枚　数  同日の試合  一会員１セット（２席）とします。
◎注　意 申込み後のキャンセルや変更はできません
※ 今シーズンは「ビームシート」２セット、「スカイ４」１セットの保有です。
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陽気な船長さんのおしゃべりを楽しみながら、冒険と驚き
でいっぱいのジャングルを探険する人気アトラクション。
今回のリニューアルでは、新たにイルミネーションやスペ
シャルエフェクトが加わり、いちだんとスリリングで迫力
満点に。神秘的なナイトクルーズなど、さらに魅力的に生
まれ変わる新しい ｢ジャングルクルーズ｣ をどうぞお楽し
みに。

写真はリニューアル前の ｢ジャングルクルーズ｣ です

東京ディズニーランド・アトラクション

｢ジャングルクルーズ：ワイルドライフ・エクスペディション｣
　　９月８日（月）リニューアルオープン！

Magic Kingdom Club News ®

申 込 期 間 完売をもって終了（原稿締切の都合により完売となっている場合があります）

販 売 枚 数 １施設　年度内  ＝  １会員  ５枚まで

利 用 料 金 １枚　５００円

申 込 方 法
● ハガキ／ＦＡＸ／ホームページより会員番号・会員氏名・利用施設名・枚数・送付先（自宅・勤務先）を明

記してお申込みください。　●窓口購入可

施 設 概 要

●リリオセントラルフィットネスクラブ　　☎０３－５６８０－０３０３
営業時間 平　日（月曜休館） １０：００～２３：００／土曜日１０：００～２２：００／

 日曜日・祝休日 １０：００～１９：００

★他の施設は 完売 しました。

そ の 他
◉ご利用は会員と家族のみです。紛失しても再発行できません。
◉利用内容によって別料金が必要になります。直接施設にご確認ください。

ご利用できる内容や休館日などは、「 利用ガイド２０１４」Ｐ４７をご覧ください。

スポーツクラブ利用券　残りわずか！ ホームページ

ホームページ

区内施設（１３施設）で利用できるお得な回数券を販売します。お好きなときに近隣の各施設でご利用ください。

申込方法
ハガキ／ FAX ／ホームページで必要事項を記入のうえお申込みください。
　　必要事項…会員番号・会員氏名・枚数・送付先〈自宅 or 勤務先〉

料　　 金 ４，７００円（１シート　３００円券×２０枚綴り）／　１会員５シート（年度内）まで　
利用期間 通年（利用期限はありません）

利用施設
総合スポーツセンター、スイムスポーツセンター、東綾瀬公園プール、千住温水プール、
中央本町センター（プールは８／３１で営業終了）、東和センター、佐野センター、
江北センター、興本センター、伊興センター、鹿浜センター、梅田センター、花畑センター

そ の 他

●ご利用になる施設によって料金が異なります。
●不足分は現金でお支払いいただけます。
●利用券で支払った場合、現金でのおつりはでません。
●破損・汚損の場合、利用できなくなることがありますのでご注意ください。
●購入後のキャンセル、再発行、払い戻しはできません。
●個人利用時のみ使用できます。団体利用では使用できません。

体育館・プール利用回数券販売中
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ヴィエイユ・ヴィーニュ　マキシム・ド・パリ 赤坂

食事チケットの申し込み方法 １会員各レストラン６枚まで ホームページ

① レストランへ
予約

▼

② 予約後
へ申し込み
▼

③ から食事
チケットを送付

▼

④ 当日チケットを
提出し食事を楽しむ

「足立区勤労福祉サービスセンター 」の会員と告げて、日程やコースを
予約してください。

食事チケットを郵送します。お申し込みから１週間ほどかかります。日程
にゆとりのない方は、窓口受取をお願いします。

レストランで、予約名を告げ食事チケットを提出のうえ、食事をお楽しみくだ
さい。※食事チケットの提出がない場合は、通常料金になりますのでご注意ください。

専用ハガキ／ＦＡＸ／ホームページから、必要事項を記入し へ申し込
んでください。
◆ 必要事項　会員番号、氏名、レストラン名、利用日、コース名、利用枚数、

区分（大人・小人等）、送付先（自宅か事業所）、日中連絡のつく電話番号

《広告》シアター１０１０

ヴィエイユ・ヴィーニュ　マキシム・ド・パリ　赤坂　　　予約先　０３－５５４５－４５００
利　用　期　間　　　　　平成２６年９月１０日（水）～１２月１０日（水）

券　種 コース名 メニュー 料　金

ランチコース
（時間１１：００～

１６：００）

サンジェルマン 前菜・スープ・魚または肉・デザート・コーヒー・
パン・サラダバー全７品＋ミルフィーユ１カット ２，７００円（通常３，８９０円）

オペラ
アミューズ・前菜・スープ・魚・肉・デザート・
コーヒー・パン・サラダバー全９品＋ミルフィー
ユ１カット

４，３００円（通常５，６７２円）

●料金は、税・サービス料を含みます。 ●全席禁煙となります。
●記載のメニュー以外は別途料金になります。 ●料理内容は季節、仕入れ状況等により変更する場合があります。
●満席時、イベント時にはご予約を承れない場合があります。

港区赤坂５−３−１　赤坂 Biz タワー別棟２F    千代田線赤坂駅１番出口・銀座線 / 南北線溜池山王駅７番出口

　伝統と格式のあるフレンチを、 会員限定の絶品ミルフィーユ付の特別メニューでお楽しみください。

（写真はすべてイメージです）サンジェルマン オペラ ミルフィーユ

良い街には、良い劇場がある。
6線が乗り入れる首都圏屈指のターミナル駅「北千住駅」
に隣接。話題性の高い公演をお届けしています。
人と文化の間に、いつもシアター1010（センジュ）

チケットセンター　TEL．5244-1011
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《広告》はせがわ

港区台場２−６−１  ゆりかもめ「台場」駅直結、臨海副都心線「東京テレポート」駅より徒歩１０分

※料金は、税・サービス料を含みます。※追加オーダーのお料理やお飲物については 10％引きとさせていただきます。

写真はイメージです
スターロード ル・ブーケ 楼蘭・彩虹

利 用 期 間 〜 平成２６年９月３０日（火）

●３０階　　ダイニング＆バー　スターロード　　　　 予約先　０３－５５００－６６０５
ラ
ン
チ
ブ
ッ
フ
ェ

平　日 大人（中学生以上） ２，６００円 ( 通常４，０７０円 )
 ７～１２歳 １，３００円 ( 通常２，０６０円 )
 ４～ ６歳  １，１００円 ( 通常１，５５０円 ) 時　間　１１：３０～１５：００

　ソフトドリンク付（酒類は別途）
　≪飲み放題特別料金≫￥１，５００（通常２，５００）土日祝日 大人（中学生以上） ３，４００円 ( 通常４，８９０円 )

 ７～１２歳 １，８００円 ( 通常２，５８０円 )
 ４～ ６歳  １，１００円 ( 通常１，５５０円 )

ディナー
特別コース 全　日　６，４００円 ( 通常９，０００円 )

時間１７：３０～２３：００（最終入店２１：００）
飲み物は別途となります。
≪飲み放題特別料金≫￥２，０００（通常２，５００）

●２階　　ロビーカフェ　　ル・ブーケ　　　　　　　予約先　０３－５５００－６６０４

ランチ
ブッフェ

大　人
（中学生以上）

平日　　　１，５００円 ( 通常２，４７０円 )
土日祝日　２，０００円 ( 通常３，０７０円 ) 時間１１：３０～１５：００

　ソフトドリンク付（酒類は別途）７～１２歳 全日　　　１，０００円 ( 通常１，５５０円 )

４～６歳 全日　　　　　７００円 ( 通常１，０３０円 )

ディナー
ブッフェ

大　人
（中学生以上）

平日　　　３，１００円 ( 通常４，３２０円 )
土日祝日　３，６００円 ( 通常４，８４０円 ) 時間１７：３０～２１：３０

　ソフトドリンク付（酒類は別途）７～１２歳 全日　　　１，７００円 ( 通常２，５８０円 )

４～６歳 全日　　　１，０００円 ( 通常１，５５０円 )

●２階　　　　　　　台場楼蘭　　　　　　　　　　　 予約先　０３－５５００－６６０８
ランチコース 雅 全日　３，２００円 ( 通常   ５，０００円 ) 時間　月～金　１１：３０～１４：３０

　　　土日祝日１１：３０～１５：３０

ディナーコース 彩虹 全日　７，７００円 ( 通常１０，０００円 ) 時間　１７：３０～２１：００　ワンドリンク付

●銀座コア１０階　　銀座楼蘭　　　　　　　　　　　 予約先　０３－３５７５－０７８７
ランチコース 宋梅 全日　３，２００円 ( 通常   ５，０００円 ) 時間　１１：００～１６：３０（ＬＯ）　　

ディナーコース 彩虹 全日　７，７００円 ( 通常１０，０００円 ) 時間　１７：００～２１：００（ＬＯ）ワンドリンク付

ホテルグランパシフィック LE DAIBA
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品 名 茨城県産・富有柿

料 金
（Ａ）　 ２, ２００円（一般価格　２, ８００円）平箱１段１４～１６粒入り
（Ｂ） 　３, ６００円（一般価格　４, ５００円）平箱２段２８～３２粒入り

※ ( Ａ )・（Ｂ）ともに送料・税込の料金です。

申込み口数 １会員（Ａ）・（Ｂ）合わせて２口まで

商 品 発 送 １１月初旬より順次発送予定　天候等の変動また収穫により多少ずれる場合もあります。

締 切 １０月３日（金） １０月７日（火）頃、振込用紙を送付します。

味の宅配便 茨城県産・富有柿

ハガキ＆ＦＡＸの通信欄およびメール（専用ホームあり）にはっきりとお書きください
※口　数…送り先ごとに「１口」または「２口」とお書きください
※送り先　ご本人用…… 「自宅」か「勤務先」をお書きください
　　　　　ご本人以外… 「〒・住所・氏名・電話番号」をお書きください。

ホームページ

茨城県やさと町から甘い富有柿をお届けします。

期 間 ～９月３０日（火）まで
時 間 １９：１５ 竹芝客船ターミナル出航  〜 東京湾周遊 〜 ２１：００ 竹芝客船ターミナル着

料 金
●大人 ２，０００円 （一般料金２，６００円）
●中・高校生 ７００円 （一般料金１，０５０円）　　　　１会員６枚まで
●小学生 ３００円 （一般料金　 ５５０円）　　　　　

販売期間
窓口販売　　～９月２７日（土）まで
ハガキ／ FAX ／ホームページ　　９月１７日（水）午後５時必着
　※ 申込・購入後のキャンセル・払戻はしませんので、必ず東海汽船に予約してからお申込みください。

毎年大好評！！東京湾納涼船チケット販売しています。
５，０００ｔクラスの大型客船で東京湾をクルージングしながら、美しい夜景とお食事、
そして音楽やダンスなどで、楽しい夏のひとときを過ごしていただける「東京湾納涼船」
をご家族、グループで楽しんでみませんか？ 
生ビール・ワイン・サワー各種・ジュース・ウーロン茶飲み放題（フード類は別途料金）です。
ゆかた着用割引等、他の割引サービスとの併用はできません。「足立区勤労福祉サービ
スセンター」の会員であることを告げ、東海汽船０３（３４３７）６１１９に予約（乗船
日の前月同日より）後、 に申し込んでください。

≪お届け先≫

ホームページ

会員拡大
キャンペーン

現在、 に加入されている事業所で９月中に
追加入会していただくと

入会金無料＆記念品を進呈！
※記念品は足立区内共通商品券かクオカードから選択

９月中に入会の場合は、入会者一人につき	 ５００円	相当の記念品

会費は月額５００円となります。９月加入の場合は５００円を郵便局よりお振込みいただきます。（１０月以降は半年
ごとに、現在指定の口座から引き落とさせていただきます。）
会費を納入いただいた月からの入会となりますのでご注意ください。
入金の確認に３営業日ほどかかる場合がありますのでご了承ください。
　※過去３年以内に“ ”に加入したことのある方はキャンペーンの対象となりません。

まだ“ ”に加入していない事業所で新たに加入される方には「新規入会キャンペーン」を展開中！
足立区内全戸配布の「公社ニュースときめき」９月号をご覧になるか、“ ”へお問い合わせください。

手続書類をお送りします。
問合せ先　TEL 03-3838-3586  FAX 03-3838-3556

“ ”窓口でもお手続きできます !
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Information
●１２月の土曜営業は、１２月２０日となります。
● 各種手続きの印鑑について
　各種補助金請求や給付金請求には必ず印鑑が必要です。
　スタンプ印（シャチハタ）では、手続きができません。窓口にて手続きをされる場合は、必ず印鑑をご持
参くださいますようお願いいたします。印鑑がありませんと手続きができませんのでご注意ください。

● アンケートにご協力いただきありがとうございます。
　８月中旬にご協力いただいた方の中から２００名様に１，０００円分の図書カードをお贈りしました。
　結果につきましては、後日「Ｆｒｏｍ 」に掲載いたします。

●「映画前売券利用補助券」取り扱い店舗の名称が変わりました。
　　ウィルコムプラザ北千住　　ワイモバイル北千住

所在地・電話番号は変更ありません。
（足立区千住２－２２　℡０７０－６９４８－０１１６　年中無休　営業時間１０：００～２０：００）

●ディズニーストア北千住ルミネ店閉店のお知らせ
　「ディズニーストア北千住ルミネ店」が７月２７日（日）閉店しました。マジックキングダムクラブカード・
特別利用券によるパスポートの購入は、他のディズニーストア（ 利用ガイド２０１４Ｐ１１掲載、北千住店
以外の１４店舗）および東京ディズニーリゾートチケットセンター、東京ディズニーランド／ディズニーシー正
面チケット販売窓口をご利用ください。

観劇・コンサート鑑賞託児サービス利用料の一部を補助します。
　 で販売した観劇・コンサート（東京交響楽団、国立演芸場を含む）を鑑賞するために、託児サービス
を利用した場合に利用料の一部を補助します。

利用できる方 会員・家族

利用回数 年度内３回

利用補助金 １回につき２，０００円
ただし、１回利用額が２，０００円に満たない場合は、補助の対象になりません。
一公演に２名以上で利用した場合も１回利用分請求となります。
　※保育・託児サービス事業を営む団体等への利用に限ります。

「 利用ガイド２０１４」Ｐ３４をご覧ください。

国立演芸場入場券　販売中 ホームページ

～落語・講談・漫談等を楽しんで頂けるよう入場券を販売しています～
この入場券は定席（じょうせき）公演のみ使用できます。

上席（上席）　毎月　1～ 10日
中席（中席）　毎月11～ 20日

各共通券になりますので、各席期間は使用できます。（全席指定）
※事前にお席をご予約いただけます。　０５７０－０７－９９００
※貸切日を除く。（公演予定はホームページでご確認ください。http://www.ntj.jac.go.jp/）
※公演演目は前月末に発表になりますので、国立演芸場へ電話、またはインターネットで
　ご確認ください。

申 込 方 法
● ハガキ／ＦＡＸ／ホームページより、チケット名・会員番号・氏名・住所・電話番号・枚数・

送付先（自宅・勤務先）を記入のうえお申込みください。
● 窓口販売もしていますのでご利用ください。

会 場 国立演芸場　　地下鉄永田町駅　徒歩５分

料 金 １，０００円（一般２，１００円）演目１回につき１会員５枚まで

利 用 期 間 平成２７年３月中席期間まで
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開催日時
平成２６年９月２５日（木）～１２月１５日（月）
　　１０：００ ～ １８：００　( 金曜日は２０：００まで )
※入場は閉館の３０分前まで　休館日…毎週火曜日（ただし１０／１４は開館）

会　　場 国立新美術館　企画展示室１Ｅ（六本木）

斡旋料金

一 般 １,１００円 （当日券 １，６００円）
※当サービスセンターは、一般のみのお取扱いとなります。
※高校生無料観覧日あり（１０／１１～１０／１３）、中学生以下は無料（要学生証提示）
※障がい者手帳をご持参の方と付添いの方１名は無料

申込
販売方法

●窓口販売 １２月１２日（金）まで
●ハガキ／ＦＡＸ／ホームページ １２月 ５日（金）午後５時必着
●一会員５枚まで　㊟　完売をもって販売終了

開催日時

平成２６年１０月７日（火）～平成２７年１月１２日（月・祝）
　　９：３０～１７：３０（金曜日は２０：００まで）　
※入館は閉館の３０分前まで
休館日…毎週月曜日（ただし、１０／１３、１１／３、１１／２４は開館、
　　　　翌火曜日は休館）、１２／２８～１／１

会　　場 国立西洋美術館　（東京・上野公園）

斡旋料金
一 般 １,０００円 （当日券 １，６００円）
※当サービスセンターは、一般のみのお取扱いになります。※中学生以下は無料
※心身に障がいのある方とその付添者１名は無料（障がい者手帳等を提示）

申込
販売方法

●窓口販売 平成２７年１月９日（金）まで
●ハガキ／ＦＡＸ／ホームページ 平成２６年１２月２６日（金）午後５時必着
●一会員５枚まで　㊟　完売をもって販売終了

開催日時

平成２６年１０月１８日（土）～１２月１４日（日）
　　１０：００～１９：００（入館は１８：３０まで）　
毎週金・土曜日は２１：００まで開館（入館は２０：３０まで）
　　　休館日…１１／４（火）

会　　場 Bunkamura ザ・ミュージアム（渋谷・東急本店横）

斡旋料金
一 般 ９００円 （当日券 １，４００円）
※当サービスセンターは、一般のみの取扱いとなります。
※障がい者手帳のご提示で割引料金あり、詳細は窓口でお尋ねください。

申込
販売方法

●窓口販売 １２月１２日（金）まで
●ハガキ／ＦＡＸ／ホームページ １２月 ５日（金）午後５時必着
●一会員５枚まで　㊟　完売をもって販売終了

日本・スイス国交樹立 150 周年記念　フェルディナント・ホドラー展

チューリヒ美術館展  ―印象派からシュルレアリスムまで

Bunkamura25 周年記念  
　　　夢見るフランス絵画  印象派からエコール・ド・パリへ

ホームページ

ホームページ

ホームページ

《感情Ⅲ》1905 年、油彩・カンヴァス、
117.5 × 170.5cm、ベルン州
©Kanton Bern(Prolith AG,Bern)

　スイスが誇る美の殿堂チューリヒ美術館のコレクションを、日本で初めてまとめて紹介。幅６メートルに
もおよぶモネの大作やシャガールの代表作６点に加え、ホドラーやクレーといったスイスを代表とする画家、
さらにはマティス、ピカソなど２０世紀美術の巨匠のこれまでなかなか来日の実現しなかった印象派からシ
ュルレアリスムまでの傑作７０点以上が集結します。この秋、必見の展覧会です。

　１９世紀末のスイスを代表する画家フェルディナント・ホドラーの回顧展は、日本ではおよそ４０年ぶり
となります。ベルン美術館をはじめスイスの主要な美術館と個人が所有する油彩、素描など日本初公開とな
る大作を含む約１００点によりホドラーの芸術の全貌に迫ります。

　モネ、ルノワール、セザンヌ、シャガール…日本人が憧れたフランス近代美術の知られざる名作の数々が
集結します。日本の個人コレクションで構成された美術展です。

ピエール = オーギュスト・ルノワール
 《宝石をつけたガブリエル》  
1908 ー10 年頃  油彩・キャンヴァス
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開催日時

平成２６年１０月１１日（土）～１２月１４日（日）　　９：３０～１７：３０
（金曜日、１１／１、１１／２、１２／６、１２／１３、１２／１４は２０：００まで開室）
　　　※入室は閉室３０分前まで
休室日…月曜日及び １１／４、１１／２５（ただし１０／１３、１０／２７、１１／３、１１／２４は開室）

会　　場 東京都美術館　企画展示室　（東京・上野公園）

斡旋料金

一 般 ９００円 （当日券 １，６００円）
６５歳以上 ６００円 （当日券 １，０００円）

● 当サービスセンターは、他の券種は取り扱いませんが、中学生以下は無
料となっております。

● 毎月第３土・翌日曜日は家族ふれあいの日により、１８歳未満の子を同
伴する保護者（都内在住）は一般当日料金の半額

● 身体障害者手帳、愛の手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、被爆
者健康手帳をお持ちの方とその付添の方（１名まで）は無料

● 毎月第３水曜日はシルバーデーにより、６５歳以上の方は無料。当日は
混雑が予想されます。　　　※いずれも証明できるものをご持参下さい。

申込
販売方法

●窓口販売 １２月１２日（金）まで
●ハガキ／ＦＡＸ／ホームページ １２月 ５日（金）午後５時必着
●一会員５枚まで　㊟　完売をもって販売終了

開催日時

平成２６年１０月１５日（水）～１２月７日（日）９：３０～１７：００
　金曜日、１１／１、１１／２は２０：００まで開館
　土・日・祝・休日は１８：００まで開館　※入館は閉館の３０分前まで
　休館日…月曜日及び１１／４、１１／２５（ただし１１／３、１１／２４は開館）

会　 場 東京国立博物館　平成館（東京・上野公園）

料 金

一　　般 １,０００円 （当日券 １，６００円） 
※当サービスセンターは、一般のみの取扱いになります。
※障がい者手帳をお持ちの方とその付添者１名は無料
　（入館の際に障がい者手帳などをご提示ください）

申込
販売方法

● 窓口販売 １２月  ５日（金）まで
● ハガキ／ＦＡＸ／ホームページ １１月２８日（金）午後５時必着
● 一会員５枚まで　　　㊟　完売をもって販売終了

日本国宝展 ホームページ

　１４年ぶり３回目となる東京国立博物館の「日本国宝展」。今回は国宝のなか
から祈りをテーマに、仏と神と、人の心をつなぐ役割を担ってきた絵画・彫刻・
工芸・典籍・考古資料などを展示し、日本文化の粋をご覧いただけます。

チケット名 開催日程 販売期間 詳細
古代エジプト展
女王と女神 ９月２３日（火・祝）まで 窓口　～９／１９

〒／ＦＡＸ／ホームページ　～９／１２ From ６月号

だまし絵Ⅱ
進化するだまし絵 １０月５日（日）まで 窓口　～１０／３

〒／ＦＡＸ／ホームページ　～９／２６ From ７月号

宇宙博２０１４ ９月２３日（火・祝）まで 窓口　～９／１９
〒／ＦＡＸ／ホームページ　～９／１２ From ６月号

太古の哺乳類展 １０月５日（日）まで 窓口　～１０／３
〒／ＦＡＸ／ホームページ　～９／２６ From ７月号

ボストン美術館
浮世絵名品展　北斎 １１月９日（日）まで 窓口　～１１／７

〒／ＦＡＸ／ホームページ　～１０／３１ From ８月号

☆☆「美術展チケット」好評販売中　☆☆

ウフィツィ美術館展
　　黄金のルネサンス　ボッティチェリからブロンヅィーノまで

ホームページ

ホームページ

サンドロ・ボッティチェリ《パラスとケンタウロス》
1480-85 年  テンペラ、カンヴァス ウフィツィ美術館
FOTO:S.S.P.S.A.E e per il Polo Museale della
città di Firenze – Gabinetto Fotografico

国宝　善財童子立像
鎌倉時代・建仁 3 年（1203）
～承久 2 年（1220）
奈良・安倍文殊院蔵

　メディチ家のコレクションを核に設立されたウフィツィ美術館は歴史が古く、ルネサンスを代表する画家ボッ
ティチェリの多くの作品を所蔵する美術館としても知られています。本展は、ボッティチェリ作品を多数紹介
するほか、１６世紀のフィレンツェ美術をけん引した主要な画家たちの約８０点に及ぶ作品を通じて、豊かで多
様なフィレンツェ・ルネサンスの真髄に迫ります。

※三菱一号館美術館開催「ボストン美術館　ミレー展」は、１０月号にてご案内します。
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観劇・コンサート

フレッシュ名曲コンサート

青島広志と愉しむチャイコフスキー

藤澤ノリマサ CONCERT2014

三遊亭究斗　ミュージカル落語

レ・ミゼラブル
with  オーケストラ

美川憲一　デビュー５０周年

美川憲一の　おだまり！劇場

かめあり亭落語まつり第９弾！

神楽月落語会
喜多八と三三の真骨頂～柳の芸～をお聴き逃しなく

高嶋ちさ子　１２人のヴァイオリニスト

「ＣＯＬＯＲＳ」

S 席　４，２００円
　（一般料金　５，８００円）
会場 : かつしかシンフォニーヒルズ
　　　　　　モーツアルトホール（青砥）
枚数：１０枚（１会員２枚まで）

全席　５，３００円
　（一般料金　７，０００円）

会場 : 青山劇場（渋谷・表参道）
枚数：１０枚
　　　　（１会員２枚まで）

◆申込方法 専用ハガキ・FAX・ホームページでお申込みください（２演目以上の申し込みはハガキ・
FAX を別に書いてください）。座席につきましては、種別のみで座席位置は決定してお
りません。座席はご希望に添えない場合もあります。

◆注　　意 公演日、公演時間が２つ以上ある演目は、必ず希望日（番号）をご記入ください。
◆締　　切 ９月２５日（木）　〈午後５時必着〉
◆通　　知 当選者の方に１０月下旬までにチケットと振込用紙を送ります。

落選通知はいたしません。（当落のお問い合わせは１０／１５以降にお願いします）
◆キャンセル 締切後のキャンセル・変更はできません。また、発送したチケットは再発行できません。
◆託児サービス
　利用補助

で販売した観劇・コンサートを鑑賞するために託児サービスを利用した場合に補助を
します。詳しくは「 利用ガイド２０１４」P ３４をご覧ください。

ホームページ

１１／２９（土）１５：００

１１／２１（金）１８：３０ １１／２（日）　１６：００

全席　６，５００円
（一般料金　９，０００円）

会場：シアター１０１０（北千住）
枚数：各回２０枚
　　　（１会員２枚まで）

全席一般　２，５００円
全席（高校生以下・７０歳以上）　２，０００円
　（一般料金　一般 ３, ８００円　
　高校生以下  ７０才以上 ２，８００円）
会場：ギャラクシティ
　　　　西新井文化ホール（西新井）
枚数：２０枚（１会員４枚まで）

全席　２，５００円
　　（一般料金　３，３００円）

会場：かめありリリオホール（亀有）
枚数：１０枚 （１会員２枚まで）

S 席　４，５００円
　　　（一般料金 ６，０００円）

会場：サントリーホール（六本木）
枚数：１０枚
　　　（１会員２枚まで）

１１／８（土）１５：００

１１／５（水）１９：００

❶１１／１４（金）１４：００ ❷１１／１５（土）１６：００

❸１１／１６（日）１４：００

いまだかつて、こんな落語を見たことあるか！
世界で唯一のミュージカル落語家、元劇団四季俳優・三遊亭
究斗も今年真打に昇進。彼が贈る、至極のストーリー、究斗
版「レ・ミゼラブル」がついにオーケストラとの競演が実現。

指揮：奥村伸樹　オーケストラ：オーケストラプレゼンター東京

予定曲目：�歌劇「エフゲニー・オネーギン」
よりポロネーズ、　ピアノ協奏曲
第１番�変ロ短調、３大バレエ音
楽より抜粋「白鳥の湖」・「眠れ
る森の美女」・「くるみ割り人形」

出演：柳家喜多八、柳家三三

出演：美川憲一、はるな愛、小松政夫、おりも政夫　他

“１２色の Best Story”がコンセプトの NEW アルバム
を携え、全国コンサートツアーを開催！

※未就学児入場不可

※４歳以上有料
※４歳未満入場不可
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花組公演　三井住友ＶＩＳＡカード ミュージカル

エリザベート　－愛と死の輪
ロンド

舞－

驚きと爆笑のノンストップ・コメディ

夫が多すぎて

十一月花形歌舞伎
猿之助、昼夜にわたる大奮闘!  明治座でかぶく!!

文学座公演
『近未来能 天鼓』

秘密なんて、いつかは漏れる　命は奪えても、魂は奪えないから

「ＴＨＥ ＡＬＵＣＡＲＤ ＳＨＯＷ」
ジ・アルカード・ショー

Ｓ席　６，８００円
　　　（一般料金　８，８００円）

会場 : 東京宝塚劇場
　　　（有楽町・日比谷）
枚数：４０枚
　　　（１会員２枚まで）

一等席　１０，５００円
　　　　　（一般料金　１４，０００円）

会場：明治座（人形町・浜町）
枚数：各回１０枚（１会員２枚まで）

全席　４，０００円
　　　　（一般料金　６，０００円）

会場：紀伊国屋サザンシアター（新宿）
枚数：各回１０枚（１会員２枚まで）

ＳＩＮＧＩＮ ’  ＩＮ  ＴＨＥ  ＲＡＩＮ
～雨に唄えば～

アダム・クーパー特別来日　日本公演

ジャンヌ・ダルク

キエフ・オペラ
❶「トゥーランドット」　１２／５（金）１８：３０

❷「アイーダ」　１２／７（日）１４：００

全席　７，５００円
　　　（一般料金 １０，０００円）
　※①軽食・おみやげ付き
　　②おみやげ付き
会場：シアタークリエ
　　　　（有楽町・日比谷）
枚数：各回１０枚
　　　（１会員２枚まで）

アルカドニアシート　５，０００円
（スペシャル缶バッジ付）（一般料金　６，５００円）

会場：AiiA Theater Tokyo（渋谷・原宿）
枚数：各回１０枚（１会員２枚まで）

Ｓ席 ❶ 12/5１２，０００円 ❷ 12/7１３，０００円
　　（一般料金　１８，０００円）
会場：Ｂｕ nｋａｍｕｒａ
　　　　オーチャードホール（渋谷）
枚数：各回１０枚（１会員２枚まで）

Ｓ席 ９，５００円
　　　（一般料金　１２，０００円）
会場：赤坂ＡＣＴシアター（赤坂）
枚数：各回１０枚（１会員２枚まで）

❶１１／１１（火）１８：００　❷１１／１６（日）１７：００

❶１１／２２（土）１６：００　❷１１／２３（日）１１：００ ❶１１／１９（水）１９：００　❷１１／２２（土）１３：００

❶１１／１（土）１４：００　❷１１／２（日）１４：００

❶１１／７（金）１８：３０　❷１１／８（土）１７：３０

❶１０／１６（木）１４：００　❷１０／１７（金）１９：００１１／１（土）１１：００

能の演目「天鼓」を題材に、青木豪が書き下ろす新作！
軽妙な会話の裏に隠された作者の鋭い眼差しと怒りを
孕む近代能ならぬ近未来能！？

Ｓ席　９，０００円
　（一般料金　１３，０００円）

会場 : 東急シアターオーブ（渋谷）
枚数：各回１０枚（１会員２枚まで）

演出：白井　晃　　脚本：中島かずき
出演：有村架純、東山紀之　ほか

総勢１３０人の出演者により圧巻のスケー
ルで描かれる「ジャンヌ・ダルク」の世界
が再び甦る !!

芸術の古都キエフから伝統ある歌劇場が、４年ぶ
りの待望の来日 ! 柔軟で迫力あるオーケストラ、
声量豊かな歌手たちが、重厚でドラマ性に満ち
た、「トゥーランドット」、「アイーダ」の２演目を上演 !

出演：大地真央、石田純一、
　　　水野久美、徳井優、中村梅雀　ほか

１１／２２（土）夜の部演目	 通し狂言　四天王楓江戸粧
	 市川猿之助宙乗り相勤め申し候
１１／２３（日）昼の部演目	 一、新歌舞伎十八番の内　高時
	 二、夏姿女團七＂

昨年の夏、観るものを熱狂と興奮の渦に巻き込んだ、
音楽・ダンス・映像に溢れた、演劇でもミュージカ
ルでもない新感覚エンターテイメントショー再演 !!
構成・演出：河原雅彦、振付：ＭＩＫＩＫＯ
出演：松下優也、金剛地武志、シルビア・グラブ、光浦靖子　他

© 宝塚歌劇団
Photo by 下村一喜

©Images by    
Manuel Harlan

※英語上演／日本語字幕付
※ １階前方のお席は演出の都合上、衣類等に

水飛沫がかかる場合があります。予めご了承
ください。

※未就学児入場不可

※イタリア語上演／日本語字幕付
※ 未就学児入場不可
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会員制リゾートホテル ザ グラン リゾート
年 末 年 始 特 別 期 間 の ご 案 内

「ザ グラン リゾート」から、年末年始特別期間の先行申込みのお知らせです。年末年始のご旅行は、
各ホテルの料理長が腕をふるう本格会席をお召し上がりいただき、充実の余暇をお過ごしください。

ホテル名 期間 利用料金
ザ グラン リゾート ●Ａ区分

お一人様１泊２食付き料金
お一人様素泊り料金

※食事無し
（エレガンテホテルのみ可）赤穂／城崎／有馬／

天の橋立／和歌の浦／
三方五湖／鳥羽／加賀／
伊良湖／下呂／箱根／

１２月３１日（水）
～

１月１日（木）
大人 １５，６６０円～

小学生 １２，４２０円～★Ｂ区分 ザ グラン リゾート エレガンテ
ザ グラン リゾート エレガンテ １月２日（金）

～
１月３日（土）

お子様ディナー
（１０歳までの小学生対象） ８，６４０円～ 大　人 ７，５６０円～

軽井沢／熱海／白浜／伊豆 幼児ディナー
（夕食・朝食付き） ４，３２０円～ 小学生 ４，３２０円～

申込期限１０月１４日（火）午後５時必着
「プリンセス有馬、プリンセス富士河口湖、GRE 京都、GRE 淡路島、GR 近江舞子」の５施設につきましては、
先行お申込ができません。ただし、１１月１２日（水）よりお申込可能ですので、空室がある場合はご利用
いただけます。

■【● A 区分】と【★ B 区分】にまたがるお申込はできません。
■ 年末年始特別期間については、１１日前よりキャンセル料がかかり

ますのでご注意ください。
■通知は１１月初旬の予定です。

※上記の料金表は、税込の表示となっております。
※各施設については「 利用ガイド２０１４」P ２４～２８をご覧下さい。
※申込多数の場合は抽選となります。
※ご予約・キャンセルは、必ず にご連絡下さい。
　直接ザ グラン リゾートへのお申込はできません。

◆花金プラン

◆ありがとうキャンペーン「ザ グラン リゾート葉山」

２０１４年９月１日（月）〜２０１４年１２月２６日（金）泊まで

１１月３日（月・祝）泊の営業終了日まで実施中　詳細は From ８月号をご覧下さい。

特典
１

特典
３

特典
２

本格会席コースのご夕食を、
20：00 〜／20：30 〜でスタート！

『お疲れさま！』の
乾杯ドリンクをプレゼント !!

大浴場も時間延長！
お疲れをじっくり癒してください！

※通常 18:00 からのご夕食を、ホテル到着時間に合わせ、遅めの時間で設定いたします。
■ ホテルの予約状況やイベント開催等により、承れない

場合もございます。
■ご予約時に【花金プラン】ご希望の旨をお伝えください。
■ ご夕食は２０：３０までのスタートで、２２：００まで

とさせていただきます。
■ 通常の時間にチェックインしていただけるお客様には、

このプランは適用されません。
■ 社休日前日や有給休暇前日など、スケジュールに合わ

せて対応いたします。

利用方法 ● 専用 FAX 申込書（『 利用ガイド２０１４』P ２９）に記入のうえ、FAX（３８３８ー３５５６）
送信してください、または、専用ハガキに、FAX の内容を記入し送付して下さい。
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